
執行済額

予算額

 図書館管理費 218,060千円 　  中央図書館，地区図書館及び分室等の施設の維持管理，図書館サービス網の

223,041千円   拡大のための移動図書館車の運行並びに図書資料の電算管理に伴うコンピュー

  タの借り上げ等による，図書館運営と機能の充実。

 執行率   ◎ 報酬　　　　　　　　　　　嘱託職員等

97.77%   ◎ 委託料　　　　　　　　 　施設管理業務（清掃，設備管理及び環境維持管理)，機器

     　　　　　 　 　　　　　    　設備保守業務（電気，昇降機，自動ドア，空調機等）

  ◎ 使用料及び賃借料　　電算システム，ファクシミリ，コピー機等

  ◎ 消耗印刷費，燃料費，光熱水費，修繕費，通信運搬費，手数料等

 図書資料 52,345千円 　 　図書及び視聴覚資料を購入し，市民のニーズに応えるための図書館資料を充実。

 整備費 58,161千円 　中央図書館には，１０分室分含む。

◎購入点数

 執行率 中央図書館 末広図書館 永山図書館 東光図書館 神楽図書館 合計

90.0%  図書 16,989 2,920 2,910 3,029 3,042 28,890冊

 視聴覚資料 85 46 28 41 40 240点

 雑誌等 195 70 67 71 68 471誌

 新聞 16 7 7 7 8 45紙

 購入金額 31,091千円 5,109千円 5,306千円 5,450千円 5,389千円 52,345千円

270,405千円
281,202千円

 事業活動費 198千円 　   読書普及活動として，読書感想文コンクール及び図書館まつりを開催。

221千円 　　 ミニギャラリー等企画展を開催，旭川叢書の編集・刊行による地域文化の発信。

　　 自動車文庫活動により図書館サービス網の充実。　

 執行率 　   図書宅配サービス，視力障害者サービス等，老人，障害者に対する活動の実施。

90% 　   おたのしみ会，おはなし会等を開催し子ども読書活動を推進。

     子育て支援活動の一環として，絵本読み聞かせ講座，絵本読み聞かせボランティア

     養成講座を開催。

［事業内容］

  ● 読書普及

    ・　第６１回旭川市児童生徒読書感想文コンクール （11月12日 表彰式）　　

応募者 小学生 202人 中学生 132人

高校生 22人 合   計 356人

  　・　本のリサイクル市　　　　　　　　　    　参加延人数　2,021人　18,098冊配布　　　　毎週土曜日(45回実施） 　参加延人数　4,354人　 

    ・　図書館まつり　　　  　　 11月3日   参加延人数  3,196人　　

　● ミニギャラリー　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 

　   旭川をテーマにして　～アトリエレーヴ絵画展～ 4/1～4/27

　　書の甲子園～全国優勝・旭川西高出品作品　展～ 4/29～5/29

　　神居公民館　パッチワークサークル作品展 6/1～6/29

　　ヤマモトマナブ漫画展　～comic and illust works～ 7/1～7/28

     平成28年度　平和都市宣言図画コンクール入賞作品展 7/30～8/30

     長崎原爆・旭川原爆投下を仮定したジオラマ展示（2点） 7/30～8/30

　　ごみ減量資源化に関する啓発パネル展 8/2～8/16

　　フォト集団「北限」写真展　～常磐公園の四季～ 9/1～11/29

　　ピリカ　ケム　アイヌ刺繍作品展 10/1～10/27

     上川アウトサイダーアート展 10/29～11/29

　　東鷹栖公民館サークル（「写真」と「水墨画」） 12/11～12/28

　　千田　稔～北海道の不思議スポット探訪 1/5～１/29

　　旭川街角スケッチ展 2/1～3/30

　　第26回まなびピアあさひかわ協賛パネル展 2/10～2/14

　　雪の降る街を第5回旭川冬の写真コンクール入賞作品展 3/5～4/19

事　　　業　　　内　　　容

執行率96.16%
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　● 企画展示　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 
常設展示
（原則）
下記以外の
日程

5/3～7/31

9/1～12/20

1/5～1/29

  ● 自動車文庫活動　  ステーション数 56か所を月１回巡回　

利用延人数　　7,313人  貸出数　　49,548点

　● 地域子ども図書コーナー（末広）に嘱託職員１名を派遣し，図書の貸出業務を実施。

　　・　末広コーナー（毎週木曜日）末広東つつじ会館　利用延人数 　1,239人

　● 視力障害者に対し，ボランティアの協力を得て，対面朗読，カセットテープ等の

　　吹き込みを実施。ボランティア朗読技術講習会を開催。

　 ・　ボランティアグループ名　　「音訳グループ旭川本の会」

　 ・　対面朗読　　　中央図書館　　週２回（火・金）実施　 　　利用延人数　319人

　 ・　録音図書の作成タイトル数　33タイトル　　（所蔵タイトル数　2，260点）

   ・　ボランティア朗読技術講習会

（ステップアップ研修会）　　　 　  1回　 　  　　　 参加者　　68人

　● 高齢あるいは身体障害などにより来館できない人のために，ボランティアが

   図書等を宅配する図書宅配事業を実施。

利用延人数　836人　　利用登録者 　69人　　 ボランティア登録者 　30人

　●　市内一斉読み聞かせ行事開催　　　　　　　　　　　　 4/23　　　 参加者　210人

　●　定例行事（おたのしみ会，読み語り）           子ども映画会

中央図書館 　　　131回 　　1,110人 ４回 91人

末広図書館 97回 568人 3回 90人

永山図書館 　　93回 　　573人 3回 39人

東光図書館 　　93回 　　1,033人 2回 67人

神楽図書館 　　148回 　　 960人 1回 35人

　●  映画会（アフタヌーンシネマ）　 　12回開催 参加延人数 308人

 読書環境整 595千円

 備促進事業 701千円

 費  執行率 「啓発活動と推進体制の整備」

84.9% （取組内容別紙：事業活動費の事業内容再掲含む）

672千円

690千円

 執行率 月曜日開館を試行する。

97.4% 夏休み期間（7/25，8/1，8/8，8/15） 来館者数  3,034人（内子ども636人）

冬休み期間（12/26，1/10，1/16） 来館者数  1,609人（内子ども191人）

1,465千円
1,612千円 執行率90.88%

271,870千円
282,814千円 執行率96.13%

合　計

臨時費計

書に親しむための機会の提供」，「人材の育成と関係職員の資質の向上」及び

　「旭川市子ども読書活動推進計画」に基づく「読書活動の環境整備，充実」，「読

　子どもの読書環境の充実を図るため，小中学校の夏・冬休み期間中の中央図書館の子ども読書環
境充実費

　　「森のふしぎ体験ひろば」～野生動物や自然についての展示～

　　常磐公園～開園１００年～

臨
　
時
　
費

      旭川出身の作家たち～現代編～
　　　（浮穴みみ・加藤千恵・清水博子・小路幸也・
　　　　藤井邦夫の5名）

　　～スタルヒン生誕100年記念展示～スタルヒンと旭川


