
幕別町図書館協議会次第 

委嘱状交付式・令和２年度第１回会議 
 

日 時 令和３年１月22日(金) 午後４時45分 

場 所 幕別町図書館 研修室 

 

１ 開  会 

 

２ 委嘱状交付式 

 

３ 教育長挨拶 

 

４ 委員紹介 

 

５ 事務局紹介 

 

６ 会長・副会長選出 

 

７ 会長挨拶 

 

８ 議事 

(1)幕別町図書館協議会について 

(2)幕別町図書館概要及び令和２年度図書館事業等の中間報告 

※【資料１】及び【資料２】を参照 

 

９ その他 

 

10 閉会 

  



○幕別町図書館アドバイザー名簿（順不同・敬称略） 

番号 氏 名 所属・役職等 

1 坂本
さかもと

 敬子
け い こ

 読み聞かせの会ババール（読み聞かせボランティア団体） 

２ 山下
やました

 あゆみ あっちこっち紙芝居（読み聞かせボランティア団体） 

３ 竹田
た け だ

 悦子
え つ こ

 おはなしのたね（読み聞かせボランティア団体） 

４ 佐々木
さ さ き

 貴子
た か こ

 まくべつBOOKサポーター（図書館ボランティア） 

５ 坂下
さかした

 亮
あき

宏
ひろ

 幕別小学校教頭 

６ 中井
な か い

 哲
さとる

 幕別中学校教頭 

７ 江波
え な み

 拓
たく

麿
ま

 幕別care倶楽部代表 

８ 山根
や ま ね

 光
みつ

惠
え

 公募 

９ 小笠原
おがさわら

 美奈子
み な こ

 公募 

10 瀬
せ

藤
とう

 範子
の り こ

 公募 

○事務局 

 氏 名 所属・役職等 

1 武田
た け だ

 健
けん

吾
ご

 幕別町教育委員会教育部図書館 図書館長 

２ 民安
たみやす

 園
その

美
み

 幕別町教育委員会教育部図書館 図書係長（司書） 

３ 中山
なかやま

 元気
も と き

 幕別町教育委員会教育部図書館 札内分館図書係長 

４ 林
はやし

 洸
こう

太
た

 幕別町教育委員会教育部図書館 札内分館図書係 

５ 福田
ふ く だ

 真
ま

希
き

 幕別町教育委員会教育部図書館 忠類分館図書係（司書） 
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１ 施設の概要 

 

（１） 幕別町図書館 

  ① 所在地 幕別町新町１２２番地の７/ ℡ 0155-54-4488・ FAX 54-4920 

  ② 構 造 鉄筋コンクリ－ト造 

  ③ 面 積 建物  1,371.10 ㎡  / 敷地 4,200㎡ 

    ・一般図書コ－ナ－  245.32㎡   ・移動図書スペ－ス  71.53㎡ 

    ・児童図書コ－ナ－  181.72㎡   ・閉架書庫      51.84㎡ 

    ・お話しコ－ナ－    28.00㎡   ・準備室       11.06㎡ 

    ・ブラウジングコ－ナ－ 65.25㎡   ・研修室       76.31㎡ 

    ・レファレンスコ－ナ－ 45.65㎡   ・事務室      139.44㎡ 

    ・郷土資料室      26.66㎡   ・その他        383.34㎡ 

    ・ＡＶコ－ナ－     49.06㎡ 

  ④ 建築費 491,912 千円 

  ⑤ 開 館 平成３年４月３日 

  ⑥ 工 期 平成２年５月 29日 

        ～平成２年 11月 30日 

 

 

 

 

 

（２）幕別町図書館札内分館（幕別町百年記念ホ－ル内） 

  ① 所在地 幕別町字千住１８０番地の１/ ℡ 0155-56-4888・FAX 56-8602 

  ② 構 造 鉄筋コンクリ－ト造 

  ③ 面 積 建物    429.60㎡ (全体 4,373.0㎡)   総敷地 22,550㎡ 

・一般図書コ－ナ－     152.17㎡ 

 ・児童図書コ－ナ－     101.50㎡ 

・幼児コ－ナ－        21.39㎡ 

 ・ブラウジングコ－ナ－    26.11㎡ 

 ・ＡＶコ－ナ－        20.80㎡ 

 ・閉架書庫          24.60㎡ 

 ・その他             72.13㎡ 

  ④ 建築費 2,540,000 千円（総事業費） 

⑤ 開 館 平成８年９月 22日 

  ⑥ 工 期 平成６年 10月 15日～平成８年３月 31日 

 

【資料１】幕別町図書館の概要 

Ｒ３.１．22 第１回幕別町図書館協議会会議 
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（３）幕別町図書館忠類分館（ふれあいセンター福寿内） 

  ① 所在地 幕別町忠類白銀町 384番地の 10 / ℡ 01558-8-2930 FAX 8-3910 

  ② 構 造 鉄筋コンクリ－ト造 

  ③ 面 積 建物  143㎡（全体 2,769.23㎡）   敷地 20,095㎡ 

    ・一般図書コ－ナ－        

    ・児童図書コ－ナ－ 

    ・お話しコ－ナ－ 

    ・ＡＶコ－ナ－ 

  ④ 建築費 1,071,882千円（総事業費） 

  ⑤ 開 館 平成９年 12月１日 

 

 

 

 

 

(４）移動図書館車（スワディ号） 

  ① 車 種 日野リエッセⅡ（日野自動車製 29人乗り定員小型バス）を改造。 

  ② 乗車定員 ３名(運転手、助手席、補助席) 

  ③ 本棚数 41列(５段が８列 一般書・児童書、１段が１列 紙芝居) 

  ④ 書籍数 約 2,300冊 

  ⑤ 走行距離 年間、約 10,000㎞ 

  ⑥ 購入費 約 10,000,000円(バス本体価格、特別仕様オプション加工工事等) 
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２ 図書館の機構 
 

（１）機 構 

 

 

 

 

 

学校教育課    生涯学習課       図書館    学校給食センター 

 

 

 

 

（２） 職員配置 

  ○ 職員数：19名【正職員７名（２名兼務）・臨時職員 12名】 

 

職  名 本  館 札内分館 忠類分館 

館 長  1名 

図書係長（司書） １名（１名） １名 １名（兼務） 

主 査 （ 司 書 ）   １名（１名） 

主 任 １名（兼務） １名  

臨時職員（司書） ５名（５名） ３名（３名）   

臨 時 職 員 ２名  １名 

臨時職員（ＢＭ） １名     

計（館長は本館に含む） 11名 ５名 ３名 

 

教育委員会 教育部 
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３ 図書館奉仕業務 
 

（１）開館時間 

幕 別 町 図 書 館 午前 10時～午後６時まで 

札 内 分 館 
午前 10時～午後６時まで 

（木曜日は午前 10時～午後８時まで） 

忠 類 分 館 午前 10時～午後９時まで 

 

（２）休館日 

・火曜日（その日が祝日のときは翌日） 

・年末年始（12月 29日から翌年１月３日まで） 

・図書整理日（毎月末日、但し、火・土・日・祝日にかかる場合は順次

これを平日に繰り上げる） 

  

（３）貸出サービス 

① 幕別町民、町内への通勤・通学者は、どなたでも無料で利用できます。 

② １人 10冊まで、貸出期間は 14日以内です。 

 ③ 本館、各分館、移動図書館いずれからでも貸出、返却ができます。 

④ 団体登録者には、１団体 100冊以内、１ヶ月以内で利用できます。 

⑤ 参考図書など一部の図書については、貸出に制限があります。 

 

（４）リクエストサービス 

利用者の目的の本が見つからない（所蔵していない）場合は、他館との相互貸

借や購入して提供します。また、貸出中の本でも予約できます。 

 

（５）レファレンスサービス 

わからないこと、調べたいことなどがあるとき、図書館の資料と機能を活かし

て職員が一緒にお探しします。 

 

（６）インターネットサービス 

① パソコン・携帯電話からの蔵書検索、予約ができます。 

※予め、登録が必要となります。図書館ホームページから出来ます。 

② 複写サービス 

・ 図書館所蔵の文献や図書資料の一部分を著作権法の許容範囲内で複写す

ることができます。（料金は実費） 
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③ 図書の郵送・宅配サービス 

身体に障がいがあったり、事故などで一時的に歩行が出来ないなど図書館に  

来ることが困難な方に、ご希望の本を郵送または宅配いたします。 

④ 移動図書館（ＢＭ車） 

 図書館までの距離が遠い地区や学校・保育所等を巡回し、園児や児童生徒な

どが容易に利用できるよう「移動図書館車「スワディ号」を運行しています。 

図書館司書が同乗し、貸出・返却はもとよりレファレンスなど図書館と同じ

ように専門職員による図書サービスが受けられるようにしています。 

・ 巡回コース：８コース（２週間に１回：月２回訪問） 

・ 車載冊数：約 2,300冊（一般書、児童書、紙芝居） 

・ 訪問ステーション：31ヶ所 

【内訳：保育所(10)、幼稚園(2)、小学校(9)、公園(5)、札内コミプラ、特

別養護老人ホーム、北ふれあい交流館、駒畠出張所、農協糠内支所】 

 

(７) 広域貸出 

・ 十勝管内の市町村に在住していれば、どこの図書館（室）でも広域利用者専

用カード（各館のカード）を作り、図書を借りることができます。 

※ 利用条件が、市町村により異なる場合があるので、それぞれの図書館に問

い合わせる必要があります。 

・ 貸出冊数と貸出期間は１人 10 冊、２週間以内の利用ですが、リクエスト・

貸出予約のほか、移動図書館車の利用はできません。 

 

（８）その他のサービス 

館内で、主に第一月曜日に大型画面による映画会を開催するとともに、各館で

ボランティアグループによる「読み聞かせ」も行っています。 
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４ 令和元年度図書館サービスデータ 
 

 全 館 本館(BM含) 札 内 忠 類 

⑴ 蔵書冊数 252,255冊 155,080冊 73,679冊 23,496冊 

⑵ 貸出冊数 161,637冊 74,093冊 73,275冊 14,269冊 

⑶ 利用者数 39,032人 17,690人 17,548人 3,794人 

⑷ 人口(Ｒ２.3.31) 26,505人 

⑸ 登録者数(全登録者) 16,736人 

⑹ 開館日数 296日 

⑺ 移動図書館車運行日数 155日 

⑻ 図書資料予算 
・図書 7,471千円（決算：7,692,072円/4,483冊) 

・ＡＶ  648千円（決算：  431,784円/42 ﾀｲﾄﾙ) 

⑼ 蔵書密度 

(町民一人当たり資料数) 
9.5冊（252,255冊÷26,505人） 

⑽ 貸出密度 

(町民一人当たり貸出数) 
6.1冊（161,637冊÷26,505人） 

⑾ 実質貸出密度 

(登録者一人当たり貸出数) 
9.7冊（161,637冊÷16,736人） 

⑿ 資料回転率 64.0％（161,637冊÷252,255冊） 

⒀ 登録率 63.1％（16,736人÷26,505人） 

⒁ 一日平均貸出冊数 546.1冊（163,540冊÷296日） 

  ①本館(ＢＭ含む) 250.3冊（74,093冊÷296日） 

  ②札内分館 247.6冊（73,275冊÷296日） 

  ③忠類分館 48.2冊（14,269冊÷296日）  

⒂ 一日平均利用人数 131.9人（39,032人÷296日） 

⒃ 町民一人当たり利用回数 1.0回（26,437人÷26,505人） 

（令和元年度末現在） 

 

 

 

 



 

 

【参考】 幕別町図書館の沿革 

 

1954（昭和 29 年） 

 ４月 幕別町公民館外読書規程制定（昭 61廃止） 

1981（昭和 56 年） 

 ３月 幕別町新総合振興計画（昭 56～65）策定 

 ３月 社会教育中期計画策定（昭 56～65）策定 

     図書館の建設を位置づける 

 ３月 読書サークル「たまゆら読書会」発足 

1985（昭和 60 年） 

 ４月 町民文芸「まくべつ」創刊 

1987（昭和 62 年） 

 ４月 幕別本の読み聞かせの会「ちるどらん」発足 

1989（平成元年） 

 ３月 第２次社会教育中期計画策定（平元～５年度） 

 ３月９日 幕別町社会教育委員会から幕別町教育委員会に、 

       幕別町立図書館建設に係る建議書提出 

 ８月 15日 図書館建設検討委員会（庁舎内）設置 

1990（平成 2 年） 

 ５月 29日 図書館建設着工 

 ９月 28日 幕別町図書館条例制定 

 11月 30日 図書館建設工事落成 

1991（平成 3 年） 

 ２月 23日 幕別町図書館管理規則制定 

 ４月３日 幕別町図書館開館 

 ４月８日 図書館のイメージキャラクター「スワディ君」に決定 

 （作品は札内桂町の佐藤史恵さん、仁恵さん姉妹） 

 札内図書室（福祉センター内）を「図書館札内分館」に名称変更 

 電話申込みによる郵送貸出（体の不自由な方を対象）サービス開始 

 ５月１日 図書館だより「スワディ」創刊（隔月発行、第 12号まで） 

1992 年（平成 4 年） 

 10月１日 移動図書館車「スワディ号」運行開始  

        10 コース 44 ステーションを巡回（1,700冊搭載） 

 10月５日 児童文学作家いとうひろしさん講演会「散歩しながらつくる本」 

1993 年（平成 5 年）  

 １月 「シネマの会」発足 

 ３月 幕別町生涯学習中期計画書策定（平６～10） 



 

 

 10月 寺村輝夫作品原画展開催 

 12月２日 絵本作家梅田俊作さん講演会「私の絵本づくり」 

1994 年（平成 6 年） 

 ３月 幕別町生涯学習センター基本設計に着手 

    （ホール機能、研修機能、図書館札内分館機能をもった複合施設） 

 ４月１日 移動図書館車「スワディ号」８コース 44 ステーション 

 10月 15日 幕別町生涯学習センター建設工事着工 

 11月 19日 児童文学作家角野栄子さん講演会「お話の宅急便」 

1995 年（平成 7 年） 

 ２月 15日 絵本作家本田哲也さん原画展開催 

 ２月 25日 よみきかせの会「ババール」発足 

 11月 11日 児童文学作家那須正幹さん講演会「こどもはどんな本が好きか」 

 11月 12日～17日 雑誌の第１回無料配布（以降毎年度実施） 

1996 年（平成 8 年） 

 ３月 幕別町生涯学習センターの正式名称を「幕別町百年記念ホール」と決定 

 ３月 幕別町第３期総合計画後期５ヵ年基本計画策定（平８～12） 

 ３月 31日 幕別町百年記念ホール建設工事完成 

 ９月 22日 幕別町百年記念ホールオープン 

        幕別町図書館札内分館を「百年記念ホール」に移して開館 

 12月４日 絵本作家長野ヒデ子さん原画展開催 

1997 年（平成 9 年） 

 ３月 16日 児童文学作家中川枝子さん講演会開催「絵本と私」 

 ６月 「北の本箱」事業スタート 

 ７月２日 絵本作家あべ弘士さん原画展開催「どうぶつえん物語」 

 ９月４日～５日 北海道図書館大会開催（会場は幕別町百年記念ホール） 

 10月 19日 絵本作家西巻茅子さん講演会＆原画展開催「子供・絵本・私」 

 11月 1日 図書館本館に「北の本箱」コーナーを設置 

1998 年（平成 10 年） 

 ４月１日 「北の本箱」館外貸出を開始 

 11月８日 絵本作家山脇百合子さん講演会開催「私の絵本づくり」 

1999 年（平成 11 年） 

 ３月 13日 あべ弘士はりがね工作教室＆原画展開催 

 ３月 第２次幕別町生涯学習中期計画（平 11～15） 

 ７月１日 祝日開館実施、土・日・祝日の閉館時間を午後５時に変更 

 ８月１日 本の宅配サービス開始 

 11月７日 絵本作家きたやまようこさん講演会開催「私の絵本の世界」 

 ３月 13日 あべ弘士はりがね工作教室＆原画展開催 

  



 

 

2000 年（平成 12 年） 

 ４月１日 「糠内文庫」を開設（糠内コミュニティセンター内） 

 ４月１日 紙芝居事業スタート 

 ６月１日 札内分館の開館時間、毎週木曜日午後８時まで夜間延長を試行 

 ９月７日 「あっちこっち紙芝居」グループ発足 

 10月 21日～22日 絵本作家みやにしたつや「ウルトラパパとつくる紙芝居」講座 

       ＆講演会「ウルトラパパの絵本と子育て」及び原画展開催 

2001 年（平成 13 年） 

 ３月 第４期幕別町総合計画策定（平 13～22） 

 ４月１日 開館時間「平日午前 10時から午後６時まで、土・日・祝日午前 10時から午後５時まで」 

       を「通年午前 10時から午後 6時まで」に変更。 

 ６月４日 ＤＶＤ再生機器を導入（本館７台・札内分館６台） 

 ７月１日 「糠内文庫」にＬＤ再生機器 1台設置、ＡＶ資料視聴サービス開始 

 ９月 30日 町民文芸「まくべつ」第 17号発刊 

 ９月 30日 幕別町図書館危機管理マニュアル策定 

 10月１日～29日 絵本作家まついのりこ「作品展」開催 

 10月３日 道立移動図書館来館（分館） 

 10月 17日～11月 12日 切り絵作家田端五郎「作品展」開催 

 11月１日～29日 「懐かしの紙芝居」展示 

 11月 25日 まついのりこ・酒井京子講演会「紙芝居の広場」開催（会場：百年記念ホール） 

 11月 30日 図書館全職員普通救命講習受講修了 

2002 年（平成 14 年） 

 １月６日～30日 北の本箱寄贈者「色紙」展示 

 ２月１日～15日 「ラブバード・テルアキ展」開催 

 ３月 17日 人形劇「らっこ座」公演 

 ５月 30日 たまゆら読書会「創立 20周年」記念誌発刊 

 ６月 1日 学校完全週 5日制に対応、「どよう紙芝居・どようこうさくランド」開始 

 ６月 23日 きしだてんだい「絵本パフォーマンス」開催 

 ７月１日 あおぞら紙芝居、郡部校「明倫小、途別小、駒畠小」にも拡大 

 10月２日 町民文芸「まくべつ」第 18号発刊 

 10月 13日 右手和子「紙芝居講座」開催 

 11月 1日～29日 絵本原画展「ジャングルのようせい」開催 

2003 年（平成 15 年） 

 １月６日 「学校だより」コーナー設置（町内全幼稚園、小学校、中学校） 

 ２月 16日 「クラリネットコンサート」開催 

 ２月 23日 人形劇「パセリ座」公演 

 ４月１日 移動図書館車「スワディ号」８コース 37 ステーション 

 ７月 16日 「ふらっとあ～と展」開催 



 

 

 ９月３日 道立移動図書館車来館（本館） 

 ９月 26日 十勝沖地震発生、図書館書棚倒壊（本館）４日間休館 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」第 19号発刊 

 10月 15日 マイファーストブックサポート事業開始 

 11月 25日 ふれあい子育て推進事業講演会「高山智津子氏」 

 12月 22日 幕別町自由文庫開設（各コミセン他８ヶ所） 

2004 年（平成 16 年） 

 ２月 26日 第３次幕別町生涯学習中期計画策定（平 16～22） 

 ２月 26日 幕別町子どもの読書活動推進計画策定（平 16～22） 

 ３月 21日 人形劇「みみず」公演（札内分館） 

 ４月１日 十勝管内広域個人貸出事業開始(1市 18町村） 

 ４月１日 「広報まくべつ」に「情報スワディ」掲載開始 

 ７月 29日 人形劇「ありんこ」公演（本館） 

 ９月 15日 スワディ講座「小説家伊藤桂子氏」講演 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」第 20号記念誌発刊 

 11月３日 「あおぞら古本交換市」開催 

 11月 21日 ふれあい子育て推進事業講演会「とよたかずひこ氏」 

 11月 28日 スワディ講座「アイヌの伝統料理試食会」 

2005 年（平成 17 年） 

 ２月４日～５日 スワディ講座「エッセイフリーライティング教室」 毛利かずえ氏 

 ４月１日 移動図書館車「スワディ号」８コース 36 ステーション 

 ４月１日 忠類図書室資料のコンピュータ登録作業開始 

 ４月 23日 子どもの読書活動推進により文部科学大臣表彰を受ける 

 ５月 13日・６月３日 スワディ講座「エッセイフリーライティング教室」 毛利かずえ氏 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」第 21号発刊 

 10月 10日 ふれあい子育て推進事業講演会 「川端誠氏」 

 11月２日～14日 川端誠「原画展」 

2006 年（平成 18 年） 

 １月 29日 図書館新システム移行に伴う作業開始 

 ２月１日～５日 図書館新システム更新作業・職員研修（臨時休館） 

 ２月６日 新幕別町誕生（忠類村と合併） 

       忠類ふれあいセンター福寿図書室を「幕別町図書館忠類分館」に名称変更 

       移動図書館車「スワディ号」８コース 31 ステーション 

 ３月 21日 人形劇「むぎの穂」公演 

 ６月 23日・７月 14日 スワディ講座「エッセイフリーライティング教室」 毛利かずえ氏 

 ８月 24日 町内中学校図書室、図書登録業務開始 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」第 22号発刊 

  



 

 

2007 年（平成 19 年） 

 ３月４日 人形劇「リリーとゆかいな仲間たち」公演（忠類分館） 

 ６月 22日 スワディ講座「はじめての絵本 1.2」開催 

 ７月１日 「広報まくべつ」掲載の「情報 図書館」をリニューアル 

 ７月 20日～８月 20日 合併記念「３館まわろうよスタンプラリー」開催 

 ８月４日 スワディ講座「絵手紙教室」開催 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」第 23号発刊 

 11月 10日 スワディ講座「レコードと音の文化史」（ふれあいセンター福寿） 

2008 年（平成 20 年） 

 １月６日 人形劇公演「パセリ座」開催 

 ４月１日 移動図書館車「スワディ号」８コース 32 ステーション 

 ６月 14日～７月 30日 北海道洞爺湖サミット統一テーマ展（全館開催） 

                「地球環境～考えてみよう地球のことやってみよう私達にできること」 

 ７月６日 「本と遊ぼう！全国訪問お話し隊」訪問（本館） 

 ７月 22日 北の本箱寄贈者堀幸雄氏来館 

 ８月３日 スワディ講座「自分のマークをつくろう」（本館・札内分館） 

 ８月 21日 スワディ講座「絵本のちから絵本のことば」後路好章さん講演会 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」第 24号発刊 

 11月 一日図書館フェスティバル 「江戸時代にタイムトリップ！でござる」 

      （１日 本館 ： ８日 忠類分館） 

2009 年（平成 21 年） 

 １月 11日 スワディ講座「自分のマークをつくろう」（忠類分館） 

 ３月 21日 人形劇「みみず」公演 

 ４月１日 月末休館日を「毎月末日」から「図書整理日」に改め、土・日・祝日にあたるときは、 

       順次これを平日に繰り上げる 

       貸出冊数を「5冊以内」から「10冊以内」に増やす 

 ４月１日 移動図書館車「スワディ号」８コース 32 ステーション 

 ５月９日 工作教室「紙でつくるフラワーアレンジメント」 

 ７月 26日 スワディ講座「レカンフラワー」（札内分館） 

 ８月１日 スワディ講座「ハギちゃんの似顔絵教室」（忠類分館） 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」25号発行 

 10月 18日 スワディ講座「レカンフラワー」（忠類分館） 

2010 年（平成 22 年） 開館 20 周年 

 １月９日 スワディ講座「ハギちゃんの似顔絵教室」（本館・札内分館） 

 １月 16日 人形劇「どんぐりの会」忠類公演 

 ４月１日 移動図書館車「スワディ号」８コース 32 ステーション 

 ５月８日 子供の読書週間行事「みんなでぶらぶらブラザース」（全館） 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」26号発行 



 

 

 10月 14日 国民読書年企画「tanacom」参加 

 10月 14日 レコードと音の文化史「万城目メロディの 10 年」 

 11月～12月 町史掲載写真デジタル化 

 11月 20日 開館 20周年記念「オリジナル紙芝居コンクール」表彰式 

 11月１～30日 日本映画の大スタア・池部良さん追悼特集 

2011 年（平成 23 年） 

 ３月 25日 「第 2期 子どもの読書推進計画」策定 

 ３月 25日 映像記録デジタル化① （８ミリ・16 ミリフイルム ベータカム VHS） 86点 

 ４月４日 「学校図書館運営の手引き 小学校編」発行 

       「小学校図書館支援事業」を開始。（幕別小・明倫小・忠類小） 

 ５月１日～11月９日 ロングラン企画「よむとも 100」（子ども読書週間・秋の読書週間行事） 

       753人がエントリー、116人が達成。 

 ６月 本館、札内分館に冷房設置 

 ７月 20日 映像記録デジタル化② （８ミリ・16 ミリフイルム ベータカム VHS） 71点 

 ９月 ホームページを全面改編 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」27号発行 

 11月 高山美香「ちまちま人形展」＆「トークショー」 

 12月 11日 人形劇サークルありんこ公演（忠類分館） 

2012 年（平成 24 年） 

 ３月１日～29日 「震災」 失われたもの、残されたもの 

 ５月２日～11月 29日 ロングラン企画「よむとも 2012」（子ども読書週間・秋の読書週間行事） 

                1,171人がエントリー、299人が達成。 

 ７月 29日 スワディ講座「夏休み工作クラブ」（本館） 

 ９月 10・30日 ワークショップ「いのちの輝きを撮って 写真絵本を作ろう」（明倫小・札内分館） 

 ９月 15-30日 小寺卓矢写真絵本原画展（百年記念ホール） 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」28号発行 

 11月１日～18日 図書展示「なつかしの子どもの本～昭和 20年代から 30年代の子どもたちへ」  

 11月３日～９日 カコ本交換市 同時開催：一緒に私も連れていって本 ほんのおみくじ 

2013 年（平成 25 年） 

 １月６日～30日 「北の本箱」移動展 

 ２月 14日 まくべつ歴史散歩 「細谷十太夫と万城目正」 

 ３月５日 ババールが平成 24年度十勝管内教育実践・活動表彰を受賞 

 ４月１日～３月 30日 ロングラン企画「よむとも 2013 ほっぷ☆すてっぷ☆じゃんぷ」 

 ５月１日～27日 子ども読書週間「図鑑のススメ～新しい世界の入口へ」 

 ７月 17日 ワークショップ「自然の命を感じる写真絵本作り」（忠類小） 

 ８月５日 夏休み子ども講座「きり絵でつくる アイヌもんよう」（忠類） 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」29号発行 

 10月９日～20日 小寺卓矢 写真絵本原画展＆忠類小学校４年生写真絵本作品展（本館） 



 

 

 10月 14日 ワークショップ「自然の命を感じる写真絵本作り」（本館） 

 10月 18日 ババールが平成 25年度優良読書グループ表彰（北海道表彰） 

 11月８日 人形劇サークルむぎの穂公演（忠類分館） 

2014 年（平成 26 年） 

 ３月８日～４月 12日 エディター養成講座 「自分のまちを、じぶんの言葉で語ろう！」（本館） 

 ４月１日 図書館新システム移行に伴う作業開始 

 ８月１日～７日 図書館夏まつり（東部３町図書館連携事業） 

 ８月８日 スワディ講座 「かんたん！エコバッグ」（忠類分館） 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」30号記念号発行 

 10月 25日～11月 29日 エディター養成講座「自分のまちを、じぶんの言葉で語ろう！」（札内分館） 

 11月 1日～３月 29日 ロングラン企画「よむとも 2015」 

 11月９日 町民文芸幕別編集委員会 十勝文化団体協議会 文化奨励賞受賞 

 12月７日 人形劇公演ぱぺっとくれよん（忠類分館） 

2015 年（平成 27 年） 

 ５月１日 コミバス de映画会を開催 

 ５月 21日 「本の修理と装備講座」（札内分館） 

 ６月 19日 夜の読書会を本館で開催 

 ７月２日 本の修理ボランティア（お直しサポーター）発足（札内分館） 

 ８月１日～９日 図書館夏まつり（東部４町図書館連携事業） 

 ８月９日 瀧川鯉朝 七夕落語会 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」31号発行 

 10月 10日 「Edit まくべつ 2015 〜編集力養成講座～」 ２月６日まで月１回開催 

 10月 29日 第９回高橋松之助記念「文字・活字文化推進大賞」受賞 

 １１月 29日 スワディ講座「版画で作る年賀状」（本館） 

2016 年（平成 28 年） 

 ３月 12日～27日 東部４町図書館連携事業 「北海道新幹線〝はやて〟で行く駅弁づくりの旅」 

 ３月 25日 渡部幹雄和歌山大学附属図書館教授兼館長講演会 

 ５月１日～12月 29日 読書週間事業  

 「よむとも 67 ～北海道 179市町村応援大使大谷選手・市川選手に応援してもらおう！～」 

 ７月７日 楽天いどうとしょかん来館 

 ７月 30日 東部４町図書館連携交流事業  

 「トショフェスサマー in 2016 金魚すくいず～金魚をすくって図書館クイズに答えよう～」 

 ８月１日 ストレス測定器導入によるストレス測定開始 

 ８月７日 瀧川鯉朝 七夕落語会 

 ８月 20日～10月５日 まぶさ LED初企画「知っている？ ハンセン病のこと」パネル・図書展示 

       ８月 21日 ドリアン助川氏インタビュー 

       10月２日 北海道はまなすの里代表・平中忠信氏講演会 

 ９月 21日 ブックサポーター養成講座 （４回開催/９月 28日・10月 12日・10月 19日) 



 

 

 10月７日・８日 三笑亭夢丸 紅葉落語会 

 12月 10日・11日 瀧川鯉朝 師走落語会 

2017 年（平成 29 年） 

 ４月 22日 ＰＯＰ作り方講座開催 

 ５月１日 読書週間事業 「本のおもしろさはじける！ポップ（POP)コーン（コンテスト)」 

                 上半期：５月１日〜９月 10日、下半期：10月１日〜２月 18日 

 ６月 10日 誌面編集講座（４回開催/ ６月 24日・７月８日・９月２日） 

 ７月３日 本の修理ボランティア（お直しサポーター）活動開始（本館） 

 ７月 15日〜８月 20日 東部４町図書館交流連携事業「４deビンゴ 2017夏」 

 ７月 23日 スワディ講座「見逃さないで！身体の変化、データを知り健康に！」（本館） 

 ７月 24日～８月 20日 北海道日本ハムファイターズ読書促進全道キャンペーン 

                『グラブを本に持ちかえて』2017参加 

 ８月６日 神田茜 七夕講談会 

 ９月３日 スワディ講座 「私と版画 大井戸百合子講演会」（本館） 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」33号発行 

 11月 11日・12日 立川談幸 雪待落語会（11日：忠類、12日：本館） 

 １月 15日〜18日 北の本箱 20周年事業企画展示取材（福原義春氏・平田オリザ氏） 

 ２月 17日・18日 瀧川鯉朝 立春落語会（17日：札内、18日：本館） 

2018 年（平成 30 年） 

 ４月１日 「第３期 子どもの読書推進計画」策定 

 ４月 14日 やさいづくり教室開催 

 ５月２日 読書週間事業 「本のおもしろさはじける！ポップ（POP)コーン（コンテスト)」 

                 上半期：５月２日〜９月９日、下半期：10月１日〜２月 17日 

 ５月 10日 ＰＯＰ講座開催 

 ７月 14日〜８月 12日 東部４町図書館交流連携事業「４deビンゴ 2018夏」 

 ７月 29日 図書館夏まつり 

 ７月 26日〜８月 19日 北海道日本ハムファイターズ読書促進全道キャンペーン 

                『グラブを本に持ちかえて』2018参加 

 ８月 19日 平田オリザ講演会＆ワークショップ（札内コミュニティプラザ） 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」34号発行 

 10月６日・７日 瀧川鯉朝 秋麗落語会（６日：忠類、７日：本館） 

 10月 13日〜11月 25日 東部４町図書館交流連携事業 「にゃんとも癒されるネコ展」 

 10月 20日 東部４町図書館交流連携事業健康講座 「図書館で健康になろう！」 

 12月１日・２日 桂文治 歳末落語会（１日：札内、２日：本館） 

 １月 15日〜２月９日 子ども向け文章講座「まちの作家になろう」（全３回） 

  

  

  



 

 

2019 年（平成 31 年・令和元年） 

 ５月２日 読書週間事業 「本のおもしろさはじける！ポップ（POP)コーン（コンテスト)」 

       文豪部門：５月２日〜７月 29日、表彰式：９月 16日 

       画伯部門：７月１日〜９月 16日、表彰式：１月 26日 

 ５月 12日 図書館バッグ販売イベント開催 

 ６月 29日 「ストレスケア講座～アロマでリフレッシュ～」 

 ７月１日、８月１日 さつバス de映画会開催 

 ７月 20日～８月 18日 東部４町図書館交流連携事業「４deビンゴ 2019夏」 

 ７月 26日・27日 「まくべつテーブルトークＲＰＧ  

             忠類の埋蔵金を追え！～チョマナイ山埋蔵金伝説～」 

 ７月 28日 図書館夏まつり 

 ８月１日 本館にＡＥＤを設置 

 ８月～９月 本館のトイレを全て洋式に改修 

 10月１日 町民文芸「まくべつ」35号発行 

 10月７日 平田オリザ学校ワークショップ（幕別小・幕別中） 

 11月 10日 「図書館で健康になる！元気を保つための脳トレ＆認知症サポーター講座」 

 11月 17日・24日 東部４町図書館交流連携事業健康講座「図書館で健康になろう！」 

 12月 14日・15日 春風亭昇也・春風亭昇輔 春待落語会（14日：札内、15日：本館） 

 ２月 27日 新型コロナウイルス感染症予防対策のため移動図書館車を全面運休 

  

 

 

 



令和２年度図書館事業等の中間報告 令和２年 12月末 

図書館では、「第６期幕別町総合計画」及び「第６期幕別町生涯学習中期計画」並びに「第３期

子どもの読書活動推進計画」に基づき事業等を計画・実施しています。 

 

① 地域情報の編集センター 

推進項目 
住民参画による図書館事業を行うための人材育成を図るとともに、町民を主体とする「図書館

アドバイザー会議」などにより、図書館の機能強化に努めます。 

推進事業・ 

事項など 

・図書館を核にしたさまざまな地域情報の編集に取り組む 

・図書館サポーター育成、中札内高等養護学校と連携したプレゼント用絵本バッグの製作 

・ＡＲを活用したプラットフォーム構築（職場体験、チャレンジ雇用事業） 

・ＡＲを広く利用してもらうためのＷｉ－Ｆｉ環境の整備 

・図書館協議会の開催 

事業名 事業の概要 開催期日 参加人数 備考 

ＡＲを活用した情報発信 

地域情報、郷土の史跡などのコン

テンツをチャレンジ雇用職員や

障がい者補助職員、図書館サポー

ターによって作成、公開する 

・歴史の散歩道【マップ版】 

・歴史の散歩道【現地版】 

・オリンピアンメッセージ 

・まくべつ観光スポット 

・ポップコンテスト【画伯】 

・ポップコンテスト【文豪】 

４月１日(水)～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,752回 

80回 

162回 

218回 

513回 

125回 

※回数は令和２年

10月末現在の数 

 

※公開コンテンツ 

20か所 

20か所 

５人 

４か所 

画伯・文豪あわせて 

120冊 

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備 
ＡＲを広く利用してもらうため、

Ｗｉ－Ｆｉを整備 
４月１日(水)～ 

  

図書館協議会開催 
図書館の利用啓発等に係る調査・

研究及び図書館事業の推進 

令和３年 

１月 22日(金) 

  

町民文芸「まくべつ」の 

発行 

・昭和 60年創刊 

・第 36 号特集「幕別ひと物語～

私の生きがい」 

  

300部発行 

「お直しサポーター」に

よる本の修理 

ボランティアによる本の修理作

業の実施。 

・幕別本館 実施 25日 

・札内分館 実施 15日 

 

 

毎週月曜日 

第１・３木曜日 

 

延べ 

60人 

42人 

 

マイファーストブックサ

ポート事業プレゼント絵

本用バッグの製作 

中札内高等養護学校との連携

事業。授業の作業学習を活用

し、図書館キャラクターを用い

た絵本用バックを制作。 

  

制作数 180枚 

【資料２】令和２年度図書館事業等の中間報告 

Ｒ３.１．22 第１回幕別町図書館協議会会議 



② 読書の入口拡大、利用者サービスの向上 

推進項目 
住民ニーズをとらえた特色のある蔵書や図書企画展示の充実に努め、個性や魅力のある図書館

づくりを進めます。 

推進事業・ 

事項など 

・ホームページで多様な書籍の情報を参照できるツールを提供 

・図書館管理システムの更新により資料管理の向上を図り、利用者の興味を引く本棚を編集。 

・図書特別展示、新刊情報などでの書籍情報の提供 

・「スワディ講座（各館１回）」「まくバス de映画会」「さつバス de映画会」の開催 

・図書館向け疲労・ストレス測定およびストレスケアサービス（本館・札内分館・忠類分館で

巡回実施） 

・十勝東部４町図書館交流連携事業の実施（医療図書の分担収集、健康に関する講座の開催） 

・落語会の開催 

・本を手に取るきっかけ作りを目的とした各種講座、イベントの開催 

事業名 事業の概要 開催期日 参加人数 備考 

講座【本館】 

「ちょっとしたアイデア

で楽しく！野菜づくり

教室」 

農文協（出版社）の講師による野

菜づくりのコツと裏技について

の講義及びＤＶＤ上映。会場に図

書館所蔵の関連本を展示し、本を

手に取る契機につなげる。 

中止 

 保健課の野菜摂取

量アップ事業と連

携。野菜を使ったレ

シピを提供しても

らう。 

スワディ講座【本館】 

「絵本で元気に！ 

絵本セラピーⓇ講座」 

読み聞かせとは異なる視点の絵

本を楽しむ講座を行うことで保

護者に絵本への関心を持っても

らうことで、家庭内における子

どもの読書活動推進を図る。 

８月２日(日) 大人 10人  

スワディ講座【札内】 

「デコパージュ講座～オ

リジナル石鹸を作ろ

う！～」 

新型コロナウイルスの感染予防

として重要な手洗いの中にも

「楽しさ」を感じてもらうた

め、デコパージュを使ったオリ

ジナル石鹸を作る。 

11月 23日

(月・祝) 

大人３名 

子供１名 

計４名 

 

 

スワディ講座【忠類】 

「今から考える老い支

度」 

講師の講話及び図書館資料を活

用し、終活に向けた片づけの方

法やコツを学ぶ。 

11月 26日(木) 大人８名  

まくバス de映画会 

【本館】 

毎月１日(土・日・祝日の場合は

翌運行日)のコミバス無料乗車日

に合わせた映画会の開催 

※新型コロナウイルス感染症予

防対策を講じて、お茶やコーヒ

ーを提供 

４月１日(月) 

５月１日(金) 

６月１日(月) 

７月１日(水) 

８月３日(月) 

10月１日(木) 

11月２日(金) 

大人３名 

中止 

中止 

大人３名 

大人５名 

大人１名 

大人７名 

（本館）新型コロ

ナウイルス感染症

予防対策のため１

時間以内の上演時

間のものを上映。 

（札内）新型コロ

ナウイルス感染症

予防対策のため中

止 

さつバス de映画会 

【札内】 
同上 

７月１日(水) 

10月１日(木) 

中止 

中止 



落語会 

「知る・読む・笑う

2020」 

ストレス測定及び活字と笑いの

提供により、予防医療・医療費

負担軽減に繋げる新しい社会モ

デルを目指し実施。 

中止 

 
新型コロナウイル

ス感染症予防対策

のため 

十勝東部４町図書館交流

連携事業 健康講座 

「図書館と本で健康にな

ろう！」【本館】 

４町における「医療関連図書の

分担収集」及び分担収集に関連

した「健康講座」を実施し、図

書館から発信する地域住民の健

康づくりに取り組む。 

中止 

 

新型コロナウイル

ス感染症予防対策

のため 

疲労・ストレス測定およ

びストレスケア（レファ

レンス）サービス 

ストレス計測器での測定後、結

果に応じて司書がストレスを緩

和するレファレンス（おすすめ

本の紹介）を実施。（各館で専

用の本のコーナーを設置） 

休止 

 

新型コロナウイル

ス感染症予防対策

のため停止中 

図書展示 

・月展示 

時事や季節等、テーマによる展示

（毎月更新）。他課と連携した展

示も開催。 

・住民生活課 LGBTQ+、ジェンダ

ーに関する展示 

・教育委員会 戦争と平和に関

する展示 

・子ども課 子どもの権利条約

に関する展示 

 

 

 

６月 

 

８月 

 

11月 

  

図書展示 

・特別展示 

主に他課、他機関と連携した展示 

・保健課 野菜摂取量アップに

関する図書、レシピ本の展示 

・保健課 乳がんに関する展示 

 

７～12月 

 

９月 

  

図書展示 

・札内コミプラ展示 

札内コミプラの図書コーナーの

利用促進を目的とし、テーマによ

る展示を実施。（毎月更新） 

・お庭でアウトドア（８月） 

・災害に備える（９月）  など 

   

企画展示 

本ができるまで ～虹

いろ図書館のへびおと

こ メイキング展～ 

河出書房新社刊『虹いろ図書館の

へびおとこ』の続編の刊行にあた

り、本が出版されるまでの工程が

わかるパネル・図書を展示 

11月１日（日） 

～16日(月) 

  

企画展示 

NITTAX 1919→2020 

～アーツ＆サイエンス～ 

創業 100 周年のニッタクスと図

書館 30 周年を記念したコラボ展

示。実物の競艇用ボートや木製品

の展示、動画による紹介も実施。 

12月 10日(木) 

～1月 18日(月) 

  



③ 子ども読書活動の促進 

推進項目 
子育てや保健、福祉など様々な分野と連携した事業を展開し、図書館を核とした知の拠点づく

りに取り組みます。 

推進事業・ 

事項など 

・学校図書館のサポート 

・マイファーストブックサポート事業 

・こどもの読書週間行事および秋の読書週間行事の開催（本の魅力を伝えるメッセージカード

（ＰＯＰ）のコンテストを開催） 

・ボランティアサークル等による読み聞かせ（ちるどらん・ババール・おはなしのたね）、紙

芝居（あっちこっち紙芝居）などの開催 

・図書館向け疲労・ストレス測定およびストレスケアサービス（本館・札内分館・忠類分館で

巡回実施） 

・十勝東部４町図書館交流連携事業の実施（図書館イベント、医療図書の分担収集、健康に関

する講座の開催） 

事業名 事業の概要 開催期日 参加人数 備考 

学校図書館支援事業 

・ＢＭによる小学校への巡回 

・中学校図書館の蔵書登録及び

蔵書管理支援 

・学校図書館運営相談 

随時 

 令和２年度の運営

相談：幕別中学校 

マイファーストブックサ

ポート事業 

乳児期から親子で本を楽しむ機

会を提供し、心豊かに安心して 

子育て出来る環境を整えること

を目的に、７、８か月乳児健診 

会場に司書が訪問し、保護者に読

み聞かせのコツなどを説明する

とともに、絵本１冊をプレゼント

する。今年度より、中札内高等養

護学校幕別分校の生徒がシルク

スクリーンでプリントした図書

館オリジナルキャラクターの絵

本バックをプレゼントしている。 

幕別会場 ６回 

 

札内会場 ９回 

 

忠類会場 ６回 

 

合計   19回 

17人 

 

90人 

 

８人 

 

115人 

 

子どもの読書週間・秋の

読書週間事業 

「本のおもしろさはじけ

る！ポップ（POP）コー

ン（コンテスト）」 

キャッチコピーや文章・イラスト

などを用いて本の魅力を伝える

ＰＯＰカード（本を紹介するカー

ド）を募集するコンテストを開

催。文章のみで紹介する「文豪部

門」、絵と文章で紹介する「画伯

部門」があり、それぞれ、幼児・

小学生・中学生・一般に分け募集

を行っている。審査は、来館者に

よる投票で決定する。 

募集期間 

５月 27日 

～７月 30日 

 

投票期間 

８月１日 

～10月 31日 

 

表彰式 

11月 15日 

【応募】 

文豪部門 

19作品 

画伯部門 

204作品 

【投票】 

文豪部門 

3,157点 

画伯部門 

3,379点 

 



団体貸出セットの作成・

貸出 

【学校への団体貸出】 

在宅における読書活動を支援

するため、図書館で選書した

セットによる小学校への学級

単位での団体貸出（個人宅へ

の持ち出し可能）を行う。 

 

貸出数 

31クラス 

242 ｾｯﾄ 

9,575冊 

臨時交付金による

事業 

※令和２年 12 月末

現在の数 

貸出セットの作成・貸出 

図書館で選書した専用セットを

ホームページ及びインターネッ

ト上の蔵書検索（WebOpac）にお

いて公開し、選書ツールとして

活用してもらうことで図書館の

滞在時間の縮小を図り、図書館

利用における感染防止に努め

る。 

 

26セット 

197冊 

63人 

臨時交付金による

事業 

※令和２年 12 月末

現在の数 

図書館開館 30周年記念

イベント 

「読んでみ～んか？30」 

30周年にあわせ、30冊を読破す

ると、図書館オリジナルキャラ

クターでデザインされた記念の

利用者カードと交換することが

できるイベントを開催。カード

は、町出身のオリンピアンをモ

チーフとし、図書館キャラクタ

ーが陸上選手、ラグビー選手、

ＭＴＢ選手に扮した３種類。 

令和２年 

４月１日～ 

令和３年 

３月 29日 

大人 11人 

子供 28人 

計 39人 

 

 

 

※令和２年 12 月末

現在の参加人数 

幕別町図書館開館 30周

年記念事業「幕別の作家

コンクール（仮）」 

図書館のオリジナルキャラクタ

ーを登場させた幕別を舞台にし

た脚本を募集する。地域住民が

本を作る過程に関わることで、

郷土及び図書館とともに、読書

への関心を高めてもらうことを

目的に実施。 

中止  

審査のため複数回

の会議を開催する

ことが想定された

ことにより、新型

コロナウイルス感

染症予防の観点か

ら中止とした。 

十勝東部４町図書館交流

連携事業 

「４deビンゴ 2020」 

本にまつわる問題等をクリアす

ると達成できる「読書ビンゴ」

により、楽しみながら読書体験

をしてもらうことを目的とし実

施。４町全館を回る内容とし、

各館の蔵書の特色を知り、利用

促進を図る。 

延期 

 

新型コロナウイル

ス感染症予防対策

のため、来年度に

延期。 

図書館まつり【本館】 

「４deビンゴ 2020」の期間中に

あわせ、内容を読書活動に関わ

るものとすることで、町民の読

書活動の推進を図る。 

延期 

 



ハロウィン 

仮装でガチャイベント！ 

【全館】 

ハロウィンというイベントを通

じて、異文化にふれる機会を提

供することを目的に開催。期間

中、仮装及びハロウィンに関わ

るものをモチーフにした物を持

参すると、景品が当たるガチャ

ガチャを回すことができる。景

品は、図書館で作成したオリジ

ナルの利用者カードケースとし

た。 

10月 24日（土） 

～25日（日） 

【本館】 

43人 

【札内】 

70人 

【忠類】 

37人 

【合計】 

150人 

例年のハロウィン

パーティーは、新

型コロナウイルス

の感染予防の観点

からすると３密を

避ける必要がある

ため実施は困難と

判断。３密を回避

したものとした。 

ぬいぐるみの宿泊研修 

【全館】 

お気に入りのぬいぐるみを持ち

寄り、図書館及び幕別町内の施

設見学をする。ぬいぐるみが宿

泊研修をしている様子を写真に

撮り、ＳＮＳで紹介するほか、

アルバムにして申込者にプレゼ

ントをするもの。今年度から、

全館開催（受付）とした。 

11月７日(土) 

～11月８日(日) 

【本館】 

４人 

【札内】 

５人 

【忠類】 

４人 

【合計】 

13人 

 

古本交換市【本館】 

除籍図書及び寄贈された図書の

うち、受入しなかった図書を出

品し、持ち寄った個人所有の古

本と交換を行う。（持ち寄りの古

本が無くとも、持ち帰りは可） 

６月 中止 

 

11月８日（日） 

～14日(土) 

 

91人 

例年、６月、11月に

開催。６月は新型コ

ロナウイルス感染

症予防対策のため

中止 

雑誌無料配布【本館】 
保管期間の過ぎた雑誌を無料で

配布する。 
延期  ３月に開催予定 

読み聞かせ【本館】 

ちるどらん 

「ちるどらん」による読み聞か

せ 
休止  

新型コロナウイル

ス感染症予防対策

のため休止 

読み聞かせ【本館】 

おはなしガーデン 

図書館司書による読み聞かせ 

※令和３年１月より開始 

毎月 

第２土曜日 

大人１人 

子供１人 

１回につき、親子３

組まで（最大２回） 

読み聞かせ【札内】 

ババール 

「読み聞かせの会ババール」に

よる読み聞かせ 

毎月 

第４土曜日 
81人  

読み聞かせ【札内】 

あっちこっち紙芝居 

「あっちこっち紙芝居」による

紙芝居の実演、読み聞かせ 

毎月第１、３

土曜日 
31人  

読み聞かせ【忠類】 

おはなしのたね 

「おはなしのたね」による読み

聞かせ 

毎月 

第３金曜日 
78人  



④ 芸術・文化事業の推進 

推進項目 
町出身の芸術家や芸術・文化を愛する町民の作品等を発表する機会を設けるなど、芸術・文化

のさらなる振興発展を促進します。 

推進事業・ 

事項など 
図書館の空きスペースを地元の芸術家や文化人の作品展示スペースとして開放する。 

事業名 事業の概要 開催期日 参加人数 備考 

ふらっとあ～と 幕別切り絵の会作品展 
８月７日(金) 

～27日(木) 

  

 

 

〇 その他 新型コロナウイルス感染症に係る対策等 

１ 臨時休館期間 ４月 18日(土)～５月 26日（火） 

２ ＢＭ運休期間 ２月 27日(木)～３月 31日 ４月 18日(土)～５月 31日(日) 

３ 臨時休館中の対応 

(1)  ブックポストによる返却のみ対応 

(2)  貸出中図書の返却日の延長 

(3)  本の宅配サービスの実施 ５月 16日(土)～５月 31日(日)   

(4)  おすすめ本をセットにした貸出セットの貸出（１セット 10冊） 

４ 感染予防対策 ※臨時交付金で対応 

(1)  書籍消毒機の導入 各館１台 計３台 

(2)  閲覧コーナー等の飛沫感染予防のアクリル板設置 

(3)  本館ＡＶコーナーのパーテーション設置 

(4)  自動給水栓等、トイレの改修（本館、各館併設の複合施設） 

(5)  団体貸出セット、貸出セットの作成及び貸出 ※③子ども読書活動の促進を参照 

 

 

 

 


	R2.02_makubetsulibrarycouncil.pdf
	R2.03_makubetsulibrarycouncil.pdf
	R2.04_makubetsulibrarycouncil.pdf

