
令和４年度

社会教育部事業説明資料

P１～２ 社会教育課

P３～５ 文化振興課

P６～７ 文化振興課（彫刻美術館）

P８～９ 文化振興課（市民文化会館）

P１０ 文化振興課（大雪クリスタルホール）

P１１～１２ 公民館事業課

P１３ 中央図書館

P１４～１５ 科学館

P１６～１７ 博物館



令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 19,638千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 1,389千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 2,010千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 174千円

事業内容

事業の説明

その他

地域学校協働活動推進費

地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに，地域と学校が相互にパートナーと
して行う連携・協働を推進するための支援を行う。

１　地域住民等を対象とした研修会等の実施
２　地域住民等が関わりやすい環境や体制づくり
３　モデル地域における，学校と地域の活動のコーディネート

１　大雪山カムイミンタラジオパーク構想推進協議会に対する負担金の拠出
　→ジオパーク構想の普及啓発活動，地域資源の保全活用等

社会教育課

社会教育振興費

社会教育部内の調整事務を行うとともに，各事業を実施する。

１　社会教育委員会議の開催等
２　社会教育団体への補助金（旭川市ＰＴＡ連合会各種事業開催等補助金）の交付
３　社会教育課内事務補助職員任用・管理等
４　委託業務等（社会教育施設塵芥収集処理業務委託等）の実施
５　災害保険料（ボランティア活動保険料）・ＡＥＤ賃貸料（社会教育施設ＡＥＤ賃貸料）
　の支出
６　２０歳を祝うつどいの開催（実行委員会負担金等）

生涯学習振興費

市民への生涯学習機会の提供や学習成果の還元を推進する各種事業の啓発と充実を
図る。

１　旭川生涯学習フェアの開催
２　生涯学習ポータルサイト・まなびネットあさひかわの運用
３　交流スクールの管理運営委託
４　家庭教育支援事業の実施
５　旭川ウェルビーイング・コンソーシアムとの共催による「あさひかわオープンカレッジ」
　の実施
６　自習スペースの運営

ジオパーク構想推進費

本市及び周辺地域をエリアとするジオパーク構想を関係団体とともに推進し，郷土愛の
育成や地域の活性化を図るとともに，日本ジオパークネットワーク認定に向けた体制及
び環境整備を行う。
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

社会教育課

事業名 事業費 1,211千円

事業内容

事業の説明

その他

社会教育部内の新型コロナウイルス感染症予防のための衛生用品を購入する。

１　消毒用アルコール等の購入

（新）新型コロナウイルス感染症対策用品購入費
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 17,108千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 4,031千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 20.049千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 9,335千円

事業内容

事業の説明

その他

文化芸術振興基金積立金

文化芸術振興基金の運用利息等を積み立てる。

　文化芸術関連事業の財源として充当するために，基金運用利息及び寄附金の積立て
を行う。

文化芸術活動振興費

市民による文化芸術活動の活性化を図り，文化芸術の振興に資するための各種政策を実施する。

１　市民ギャラリーの管理運営
２　リハーサルホールの運営支援
３　旭川文学資料館の運営委託
４　社会教育・文化芸術事業補助金の支出

本市の芸術文化の振興及び文化財の保全を図る。

１　旭川市文化賞の授与
２　文化芸術奨励のための教育長賞の授与
３　文化財の維持管理

文化振興費

旭川市常磐館（旧青少年科学館）の適切な維持管理を図る。

　旭川文学資料館，図書館キッズルーム，適応指導教室，放送大学として有効活用され
ている常磐館の維持管理を行う。

　　　　文化振興課

常磐館管理費
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 1,887千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 7,200千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 216,239千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 23,379千円

事業内容

事業の説明

その他

井上靖記念館管理費

井上靖記念館の管理・運営を行う。

１　井上靖記念館の管理・運営を円滑に行うとともに，自主事業等を通して，
　井上文学をはじめとする文学の啓蒙を推進し，市民の生涯学習の充実を図る。
２　指定管理者制度を導入（平成31年度～令和５年度）し，指定管理者が管理運営を
　行う。

アイヌ施策推進費

アイヌ文化施策の推進を行う。

　アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される地域社会の実現とともに，アイヌ文化の
振興のみならず，地域振興，産業振興，観光振興など多方面にわたる「アイヌ文化を生
かすまちづくり」を展開する。
（文化振興課）アイヌ記念館施設整備事業補助金など　　216,239千円
（博物館）アイヌ学習推進やアイヌ民族資料複製など　　3,591千円

優佳良織技術の伝承の支援を行う。

　優佳良織技術を伝承し後世に残していこうとする元工芸館関係者が事業を立ち上げ，
活動を始めたことから，行政としてもその趣旨に賛同し，支援する。

優佳良織技術伝承支援補助金

指定文化財をはじめとする貴重な文化遺産を保存・伝承する。

１　文化財の維持管理
２　埋蔵文化財に係る問合せへの対応
３　郷土芸能の保存・伝承（郷土芸能保存連合会への運営補助金）等

　　　　文化振興課

文化財保存費
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 300千円

事業内容

事業の説明

その他 旭川コンベンション協会と共に実行委員会を立ち上げて実施する。

第90回北海道音楽大行進を記念し市民が様々なジャンルの音楽に親しむ事業を実施する。

第90回北海道音楽大行進を契機として，街かどから音楽が聞こえ市民が様々なジャン
ルの音楽に親しむことができるイベントを1週間に渡り実施する。

　　　　文化振興課

（新）旭川ミュージックウィーク開催負担金
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 38,302千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 1,047千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 3,498千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 1,300千円

事業内容

事業の説明

その他

　市民の彫刻に対する関心を高めるために彫刻フェスタ実行委員会が主催する彫刻フェ
スタ事業に開催負担金を支出し，「彫刻のまち旭川」を創っていく市民の活動を支援す
る。
　令和２年度に旭川彫刻フェスタが２０周年を迎えたことから，彫刻フェスタの歩みとこれ
からを展望する記念事業を開催予定であったが，新型コロナウイルス感染拡大に伴い
延期したため，今年度に開催する。

旭川彫刻フェスタ開催負担金

彫刻フェスタ事業の開催負担金，「彫刻のまち旭川」を創っていく市民の活動を支援する。

彫刻美術館事業活動費

彫刻の展示のほか，教育普及活動等を実施し，彫刻に触れ親しむ機会を提供する。

　美術館本館と分館であるステーションギャラリーにおいて，収蔵品の活用や外部機関
との協働による事業展開を図りながら，生誕100年を迎える旭川ゆかりの彫刻家の作品
など市民や観光客に彫刻鑑賞の機会を創出する。
　また，小中学校等への彫刻巡回展示や彫刻散歩，こども彫刻教室等の各種教育普及
事業を実施し，彫刻に触れ親しむ機会を提供する。

市制施行100年記念事業関連事業中原悌二郎賞創設５０周年記念講演会等の実施

　令和５年度第４３回の実施に向けた整備として選考資料の収集等を行う。
　また，新型コロナウイルス感染拡大の影響から令和２年度に開催を断念した中原悌二
郎賞創設５０周年記念講演会を市制施行100年に合わせて改めて開催するほか，過去
の受賞者を講師に迎えて市内・近郊の中学生を対象とした事業を実施し，本事業の周
知普及と本市の芸術文化の振興に資する人材の育成を図る。

　彫刻美術館（井上靖記念館共用部含む。）及び彫刻美術館ステｰションギャラリー（分
館：JR旭川駅構内）の運営と維持管理のほか，野外彫刻損害保険等の契約，彫刻美術
館協議会の開催，敷地（国有地）の借上などを実施する。

中原悌二郎賞関係費

文化振興課（彫刻美術館）

彫刻美術館管理費

彫刻美術館及び彫刻美術館ステーションギャラリーの運営と維持管理を行う。
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 490千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 1,118千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 113千円

事業内容

事業の説明

その他

公の施設（彫刻公園）建設基金積立金

公的彫刻公園の造成財源とする基金利息の積み立て

　彫刻公園の整備は，「彫刻のまち」として知られている本市の特色を生かした快適な都
市空間づくりに寄与するものである。現在，彫刻公園の整備計画はないが，将来の整備
に向けて基金を積み立てていく。

電気設備及び受電電柱接地について，経年劣化により機能低下した箇所の改修を実施

受電電柱接地の改修及び受変電設備（ケーブル含）と高圧気中開閉器の更新工事を実
施し，電気工作物の安全基準を回復することにより，電気設備本体の事故発生時にお
いて周辺地域に停電を招く事態を回避することが出来る。

　ボランティア団体「旭川彫刻サポート隊」による定期的な野外彫刻の清掃活動と損傷
や劣化により危険性を伴う作品の修復により，野外彫刻の適切な状態での維持管理を
図るほか，清掃ボランティアとの協働による鑑賞事業の実施や野外彫刻マップの発行に
より，野外彫刻の観光資源としての活用を図る。

彫刻美術館改修費

文化振興課（彫刻美術館）

野外彫刻管理費

野外彫刻の維持管理及び活用を図る。
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 150,731千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 26,476千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 13,711千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 42,629千円

事業内容

事業の説明

その他

１　文化会館の空調設備改修工事
２　文化会館の大小ホール足下灯改修工事
３　文化会館の舞台設備工事

文化会館改修費

新庁舎整備と連携を図りながら，老朽化が著しい文化会館の改修を実施する。

文化会館自主文化事業費

多くの市民に優れた文化芸術作品を低料金で鑑賞する機会等を提供する。

１　自主文化事業「万作の会　狂言公演」
２　自主文化事業「熱帯ＪＡＺＺ楽団公演」
３　自主文化事業「こども芸術劇場」

１　文化会館大・小ホール，展示室，会議室等，公会堂ホールの貸館対応
２　施設の維持管理
３　文化会館運営審議会の開催

文化会館設備費

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，一部事業の中止を検討する可能性あり。

文化振興課（市民文化会館）

文化会館管理費

文化会館及び公会堂の管理・運営を円滑に実施する。

文化施設としての機能を損なうことがないよう，継続的に設備の更新を行う。

１　文化会館・公会堂音響設備等の賃貸借
２　文化会館調光設備の賃貸借
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

文化振興課（市民文化会館）

事業名 事業費 728千円

事業内容

事業の説明

その他

文化会館の在り方について検討を行う。

１　「旭川市民文化会館の在り方検討会」を開催し，文化会館の在り方について検討を
行う。

（新）文化施設等整備費
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 157,958千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 4,452千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 1,100千円

事業内容

事業の説明

その他

優れた音楽芸術に触れる機会を提供する。

１　鑑賞型（公演）事業
(1) 音楽のおくりもの～わいわいコンサート　7月31日（予定）
(2) 藤原道山×SINSKEデュオコンサート　12月4日（予定）
(3) 制作型委託公演「音の輪ファンタジア～気軽にクラシック♪」10月23日（予定）
２　普及育成型・参加型事業
     市民発表コンサート「ウインターコンサート」
３　その他の自主文化事業
(1) 特別企画「あなたにエール♪」小中学生を対象に，音楽堂とピアノの無料開放
(2)「冬休み子ども音楽講座」

大雪クリスタルホール補修費

施設設備・備品類の破損・故障等を補修・改善する。

１　音楽堂映像設備更新業務

音楽堂自主文化事業費

文化振興課（大雪クリスタルホール）

大雪クリスタルホール管理費

旭川市大雪クリスタルホールの管理・運営を円滑に行う。

１　旭川市音楽堂及び国際会議場の貸館対応
２　情報誌等発行の広報業務
３　施設(音楽堂，国際会議場，博物館)の維持管理
４　旭川市音楽堂等運営協議会の開催
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 169,497千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 55,084千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 6,603千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 6,431千円

事業内容

事業の説明

その他

地域を支えるシニア世代人材育成費

まちづくりの一翼を担う人材を育てるためのシニア大学の運営とまちなか講座を実施する。

１　シニア大学
　社会参加を促すため，大学４年制，大学院２年制（令和２年度入学から大学４年制の
み）の学習を提供する。また，赤い羽根街頭啓発，ごみポイ捨て禁止運動，世代間交流
事業等を実践する。
２　まちなか講座
　フィール旭川７階にて，一般市民向けの各種講座を実施する。

　公民館，図書館，支所及び児童センターの４つの機能を集めた複合施設を適切に管
理することで，多くの市民の交流空間を創出するとともに生涯学習活動推進のための拠
点機能を整備充実する。

公民館事業活動費

少子高齢化社会や地域の要請等に応える事業を実施し，生涯学習を推進する。

　市内各公民館（分館を含む）において，各種講座や世代間交流等を実施するとともに，各公民館
地域フォーラムやまつり等を通じて市民参加を促し協働による地域づくりを推進する。
１　家庭教育支援事業及び青少年育成事業の実施
２　成人学習事業の実施
３　高齢者学習事業の実施
４　分館事業，開放事業及び公民館まつり等の実施
５　地域フォーラムの実施

公民館におけるIT学習推進のため，中央公民館，江丹別公民館に光固定回線を設置する。

神楽市民交流センターの適切な施設維持管理を図る。

公民館事業課（事業係）

公民館管理費

市民の生涯学習活動及び地域活動の拠点である各公民館施設を適切に管理提供する。

　地域の生涯学習活動の中核的役割を果たすとともに，市民の学習ニーズに応えるた
め，必要な環境を整備する。
１　公民館運営協議会委員・会計年度任用職員報酬等の支出
２　各公民館施設運営費（消耗印刷費・光熱水費・燃料費）の支出
３　各公民館施設維持費（修繕費・委託料・使用料及び賃貸借料）の支出
４　北海道公民館協会負担金の支出

神楽市民交流センター管理費
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 29,069千円

事業内容

事業の説明

その他

公民館事業課（事業係）

公民館補修費

老朽化する公民館施設の備品更新・維持補修を図る。

１　消耗品及び備品（椅子やマイク等）の購入　　　　　　　　　 4,115千円
２　各公民館の消火器取替・消防用設備の修繕　　　　　　　　　654千円
３　神楽市民交流センター電話交換機設備更新工事 　　 　10,800千円
４　東旭川公民館日の出分館屋根補修等工事（管理棟） 　 13,500千円
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 246,961千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 44,395千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 1,223千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 14,100千円

事業内容

事業の説明

その他

各種事業を行うことで，市民に多様な図書館サービスを提供し，図書館利用が活性化す
る。

図書館補修費

図書館の臨時的な改修・計画的整備に対応した事業を実施する。

１　中央図書館パッケージ型空調機更新　3,600千円
２　中央図書館屋上屋根防水改修　10,500千円

図書館の長寿命化及び管理の適正化を図る。

図書館各種事業活動
１　自動車文庫活動　２　展示コーナー企画展　３　視聴覚ライブラリー　４　旭川叢書発行
５　図書宅配事業　６　視力障がい者コーナー　７　郷土資料複製委託
８　中央図書館夏・冬休み月曜開館
子どもの読書活動推進に関する各種事業
１　子供向け行事　２　子供の読書に関する講演会　３　絵本講座　４　ボランティア向け講座・研
修　５　行事工作などの材料費　６　児童生徒読書感想文コンクール　７　図書館まつり

　　　　中央図書館

図書館管理費

図書館の維持管理，運営と機能の充実を図る。

１　中央及び地区図書館の維持管理（奉仕業務会計年度職員の配置，清掃・施設管理
　等の業務委託，各種機器の借上，光熱水費，その他の維持管理費）
２　図書館資料の整理及び利用促進
３　移動図書館車の運行及び自動車文庫の運営
４　図書館ネットワークの整備及び電算化
５　分室運営の充実

図書館の運営と機能の充実を図り，利用者の多様な学習ニーズを支援し，快適な利用・
読書環境を提供する。

図書資料整備費

図書及び各種資料を購入し，蔵書の充実を図る。

令和４年度見込み
（１）中央図書館
　①図書10,760冊　　②雑誌130誌　　③新聞14紙　　④視聴覚資料93点
（２）地区館（各館共通）
　①図書1,770冊　　②雑誌60誌　　③新聞7紙　　④視聴覚資料51点

図書及び各種資料の充実により，市民の様々な学習ニーズに応える。

図書館事業活動費

図書館の各種事業活動の充実を図るほか，第４次子ども読書推進計画に基づき，子供の読書活動推進に関
する各種事業を実施する。
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 199,849千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 9,637千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 8,700千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 2,397千円

事業内容

事業の説明

その他

科学館

科学館管理費

旭川市科学館の維持管理を行う。

１　会計年度任用職員，協議会委員報酬　　  21,763千円
２　電気・水道・ガス料金　　　　　　　　　　　　　 37,032千円
３　清掃，機械警備ほか施設管理等委託料　127,471千円
４　サイエンスボランティア旭川等負担金         5,138千円
５　その他科学館の維持管理に要する費用     8,445千円

科学館補修費

常設展示・天文台・プラネタリウム・施設機能の補修・改修を行う。

１　空調機系統制御機器取替　1,662千円
２　常設展示「宇宙旅行」更新　7,975千円

１　各種コンクール等　                     45千円
２　科学館クラブ/実験　　　　　　　　 　 750千円
３　天文教室/地学・自然体験学習 　　224千円
４　ものづくり教室　                        577千円
５　パソコン基礎講座                       83千円
６　団体実験/巡回実験　                120千円
７　寄附金活用事業　      　　           598千円

科学館特別展開催費

常設展示では難しいテーマや最新の科学の研究結果について発信する体験型展示事業を実施する。

市制施行100年記念特別展「恐竜ワールド～探検して学ぶ恐竜時代～」
　ロボット恐竜による恐竜生態の動的展示や、実験装置・映像資料などのラボ体験を通
じ恐竜・古生物に対する興味関心や科学的探究心を育む。

科学館事業活動費

科学の普及・啓発を促進するため，各種事業活動を実施する。
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 1,370千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 6,234千円

事業内容

事業の説明

その他

　　　　科学館

科学館施設整備基金積立金

寄附金を積み立て，常設展示室の整備，特別展や関連事業等の実施財源として活用する。

寄附金　　1,369千円
運用利息　　　1千円

プラネタリウム整備費

プラネタリウム維持のため，デジタル投影機器の賃貸借を行う。

プラネタリウムデジタルプロジェクター賃貸借
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 12,725千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 700千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 447千円

事業内容

事業の説明

その他

事業名 事業費 2,810千円

事業内容

事業の説明

その他

アイヌ文化振興費

アイヌ民族の歴史や文化に対する理解を深めるための事業を実施する。

１　アイヌ民族音楽会の実施
２　アイヌ文化に親しむ日の開催
３　アイヌ文化ふれあいまつりの開催
４　アイヌ語地名表示板の設置

アイヌ政策推進交付金を活用して従来事業を拡充

１　第93回企画展「あさひかわの縄文遺跡　－永山4遺跡の発掘調査成果－」
　　会期：令和4年4月23日～5月29日
２　第94回企画展「まちのあゆみ・暮らしの移り変わり」（仮）（旭川市制100年関連事業）
　　会期：令和4年7月16日～8月28日（予定）
３　第95回企画展「収蔵品展　アイヌと交易」（仮）
　　会期：令和4年11月3日～12月中旬（予定）

郷土学習振興費

学校団体や市民等を対象に，郷土の歴史に関する講座等をはじめとする，各種事業を実施する。

１　市内の小・中学校等の博物館見学及び団体見学向け体験プログラムの実施
２　民間博物館等連携事業の実施
３　歴史，文化を紹介する各種イベント等の実施

常設展示を補完する企画展を開催する。

博物館

博物館管理費

博物館の運営管理を行う。

１　博物館及び分館の維持管理
２　資料の収集・分析・保管
３　郷土の歴史・文化・自然に対する調査研究

博物館企画展示費
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令和４年度 社会教育部事業説明資料

事業名 事業費 7,631千円

事業内容

事業の説明

その他

博物館

アイヌ文化伝承のコタン整備費

嵐山に所在する「アイヌ文化の森・伝承のコタン」に必要な整備を行う。

　「アイヌ文化の森・伝承のコタン」のポロチセ１棟の建替えを，地元のアイヌの人々によ
り実施する。

アイヌ政策推進交付金を活用
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