
執行済額

予算額

 図書館管理費 218,702千円 　  中央図書館，地区図書館及び分室等の施設の維持管理，図書館サービスの

221,280千円   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ー

  の借り上げ等による，図書館運営と機能の充実。また,地域子ども図書コーナー（末広）を設置。

 執行率   ◎ 報酬　　　　　　　　　　　嘱託職員等

98.83%   ◎ 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（電話料金，資料配送等，

　　　各種回線使用料），手数料等

 図書資料

 整備費 50,506千円 　 　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。

52,784千円 　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

95.7%  図書 14,696 2,548 3,995 2,587 2,692 26,518冊

 視聴覚資料 93 41 118 32 31 315点

 雑誌等 196 66 61 66 59 448誌

 新聞 17 7 7 8 9 48紙

 購入金額 28,601千円 4,665千円 7,490千円 4,900千円 4,850千円 50,506千円
※永山図書館寄付金3,000千円受領

269,208千円
274,064千円

 事業活動費 139千円 　　 自動車文庫活動により図書館サービス網の充実。　

662千円 　　 ミニギャラリー等企画展を開催。

　   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。

 執行率 ［事業内容］

21.0%   　・　本のリサイクル市　　　　　　　　　    　参加延人数　2,619人　　　　　毎週土曜日(45回実施） 　参加延人数　2,619人　 

　● ミニギャラリー　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 

南尚貴写真展～北の森の住人たち～ 4/1～4/27

書の五星展 4/29～5/30

江丹別公民館　手芸サークル　リボン会　作品展 6/1～6/29

男女共同参画パネル展 6/23～6/29

旭山動物園開園50周年記念ポスター展 7/1～7/27

平成29年度　平和都市宣言図画コンクール入賞作品展 7/29～8/30

巡回原爆展パネル・ポスター展 7/29～8/30

原爆ドーム模型・こうの史代壁画　展示 7/29～8/30

ごみ減量資源化に関する啓発パネル展 8/1～8/15

旭川市役所カメラクラブ作品展 9/1～9/28

中村忠雄～絵画の世界～ 9/30～10/29

上川のアウトサイダーアート展 11/1～11/29

末広公民館サークル作品展（書道・パッチワークサークル） 12/1～12/28

千田稔～北海道の不思議ｽﾎﾟｯﾄ探訪 1/5～1/30

渡辺肇之写真展  一遇の景 2/1～2/27

旭川街角スケッチ展　　～２０１７～ 3/1～3/29

第2７回まなびピアあさひかわ協賛パネル展 2/10～2/11

3/4～4/24

事　　　業　　　内　　　容

執行率98.23%
経常費計

臨
　
時
　
費

雪の降る街を　第6回旭川冬の写真コンクール　入賞作品展
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資料１ 

　● 企画展示　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 

7/1～8/30

9/7～11/29

9/7～11/29

  ● 自動車文庫活動　  ステーション数 55か所を月１回巡回　

利用延人数　　7,071人  貸出数　　51,313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 　1,310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　241人

　 ・　録音図書の作成タイトル数　31タイトル　　（所蔵タイトル数　2,348点）

   ・　ボランティア講習会

（継続講習会）　　　 　  3回　 　  　　　 参加者　　27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　679人　　利用登録者 　57人　　 ボランティア登録者 　26人

　●  映画会（アフタヌーンシネマ）　 　12回開催 参加延人数 449人

 読書環境 1,071千円

 整備促進 1,150千円

 事業費  執行率  　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。

93.1% 　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。

　また，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

［事業内容］

  ●第６２回旭川市児童生徒読書感想文コンクール （１１月１１日 表彰式）　　

応募者 小学生 707人 中学生 299人

高校生 15人 合   計 1,021人

　●　図書館まつり　　　　　　　　　　　　　　１１月3日　参加延べ人数3,533人　  　　

　●　市内一斉読み聞かせ行事開催　　 　4月23日　     　　 参加者　190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 961人 ４回 93人

末広図書館 97回 631人 3回 70人

永山図書館 89回 　　654人 3回 75人

東光図書館 　　93回 　　924人 2回 62人

神楽図書館 　　137回 1,048人 1回 105人

　・夏休み月曜開館（7/25，8/1，8/8，8/15）冬休み月曜開館（12/25，1/8，1/9，1/15）

36,752千円

42,741千円

 執行率 　・中央図書館空調設備機器更新

86.0% 　　　全熱交換機ローター交換（10,584千円），中央監視装置及びリモートユニット（22,680千円）

中央図書館 1,080千円 　中央図書館の開館時間等を拡大し,読書環境の充実を図る

開館時間等 1,180千円 　・開館時間延長分経費（光熱水費：上下水道，電気代，ガス代）

拡充費  執行率 　平成29年7月から実施：火～金　9時30分から19時，土・日・祝日は9時30分から18時まで

91.5% 　※拡大前　火・金　10時から18時，　水・木　10時から20時，　土・日・祝日は　10時から18時

39,042千円
45,733千円 執行率85.37%

308,250千円
319,797千円 執行率96.39%

合　計

臨時費計

　機会の提供」，「人材の育成と関係職員の資質の向上」及び「啓発活動と推進体制の整備」

　「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」，「読書に親しむための

　中図書館及び地区図書館の施設修繕や設備機器の更新

　・中央図書館，末広図書館外壁補修（3,488千円）
図書館補修費

　　松浦武史郎パネル展

　　こたんまつり60周年記念事業「神居古潭・こたんまつりの歩み展」

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）

　　旭山動物園～50年のキセキ～

　月曜開館を試行実施, 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。

常設展示（原則）
下記以外の日程


