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郷土情報発信事業 
 

 2016年10月より、インターネッ
トを活用した地域情報発信の取
り組みとして、図書館ホームページ
内に「郷土ゆかりの人物を知る 
苫小牧はじめて物語」を開設しま 
した。 

 
 苫小牧とゆかりの深い人物の顕
彰を通じ、郷土に対する関心を引
き出し、郷土愛を育むこと目的とし
ます。 

 
 ここに掲載される情報は、図書
館２階郷土・行政資料室に収め
る図書を参照し、掲載しています。
こちらは所蔵資料の紹介に繋がる
ことを目的としています。 

 第１回は市政施行以
降、最初の市長である
田中正太郎氏について
紹介しています。 
 
図書館HP 
http://www.tomak
omai-lib.jp/ 

ＴＲＣ 
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要覧発行によせて                    

  
 

１ 

苫小牧市立中央図書館  

指定管理者 TRC苫小牧グループ 館 長 吉見 裕美 

 平成28年度要覧を発行するにあたり、まずは図書館を利用いただいた皆様に感謝
申し上げます。御礼に代えて前年度の運営実績をここに報告いたしますので、どう
ぞご覧ください。 
 
――図書館は成長する有機体である。これは「インド図書館の父」と呼ばれる図書
館学者・ランガナタンが提唱した「図書館学五原則」のひとつです。図書館が運営
を重ねる中で、保有する蔵書の質・量を向上させていく――という物理的な側面の
ほか、図書館に働く職員の知識や技術の継承、利用者をはじめとする図書館の外部
との関係性の充実等、非常に広い視座を踏まえた認識と考えます。 
 近年、ビジネス支援サービスや医療支援サービス等、図書館が外部の機関と連携
し、これまで十全にサービス提供し得なかったテーマ領域や利用層に向け、情報提
供する動きが盛んです。これらの取り組みは、これまでにない新しいサービスとし
て注目を浴びてきましたが、およそ80年以上も前に、ランガナタンが示した原則の
範疇に収まるものと言えるでしょう。  
 この五原則が収められる著作『The Five Laws of Library』は、今からおよそ80
年以上も前の1931年に初版が刊行されています。かつて、インドの図書館学者が示
した図書館の原則は、どれもシンプルで短い言葉です。しかしシンプルであるがゆ
えに、図書館が大切にすべきものを時代を超えて、静かにわかりやすく訴え続ける
ように思います。 
  
 私たちTRC苫小牧グループが、指定管理者として苫小牧市立中央図書館の運営を
お預かりしてから3年が過ぎました。平成28年度の運営を振り返りますと、前掲の
原則に即して、図書館を利用する方々のそれぞれの考えに接し、随時それを取り入
れながら、外部の理解と協力のもとに図書館を運営した一年と言えましょう。 
 具体的には、COCOTOMA共催事業として、電子図書体験会を開催したことをはじめ、
同じ施設内に併設されるサンガーデンにおいて定期的におはなし会を開催したほか、
サンガーデン主催講座に関連する資料リストを作成し、配布する等、施設内連携に
努めました。また文化公園内に隣接する美術博物館からは、苫小牧市スポーツ都市
宣言50周年を記念し、学芸員による市内スポーツ史に関する郷土講座を開講いただ
きました。 

 これに限らず、ボランティア、図書館関連団体の皆様や市内学校との連携・協力
のもと、年間を通じて子どもから大人まで、幅広く本や読書に親しんでいただける
よう取り組みを重ねてきたところです。 

 

 利用ニーズの細分化や高度かつ急速なデジタル技術の進展の中、図書館サービス
の軸をどこに据えるか、日々模索しています。しかしながら私たちは、地域に根差
す情報拠点としての図書館の役割と意義を踏まえ、常にそこに暮らす人々の声に耳
を傾け、理解と協力を仰ぎながら、少しずつでも着実に成長し続ける場所づくりを
進めていかなくてはなりません。これまで以上に研鑽を重ねてまいりますので、図
書館を訪れる皆様には、これまで以上の図書館活用とご協力をお願い申し上げます。 
 



苫小牧市 図書館の沿革 
 

 
昭和22年 3月  苫小牧町公民館創立。公民館図書部構想が打ち出される 
昭和24年10月   公民館図書部発足 
   公民館集会室の一隅に書架を設置し、900余冊の蔵書により閲覧開始 
昭和25年 4月   「図書館法」施行。公立図書館のあり方、基準等が示される 
昭和26年 3月   「苫小牧市立苫小牧図書館条例」公布 
         4月   旧市立病院の建物の一部を改修し、「市立苫小牧図書館」として開館 
昭和29年 6月   図書館改築が公示され、公民館に蔵書・事務所を移転し、一時休館 
昭和30年 3月   市議会で田中正太郎市長が、翌年度に旭町3丁目に新図書館建設を表明   
         8月   図書館新築第1期工事に着手 
        12月   図書館新築第1期主体工事が完成 
昭和31年 3月   竣工移転 
         4月   新図書館で閲覧業務を開始 
         5月   貸出業務を開始 
昭和32年 7月   巡回文庫（移動図書館の前身）開始。市内9か所巡回 
昭和34年 8月   図書館新築第2期工事に着手 
昭和35年 5月   図書館新築第2期工事が完了し、全館が完成 
昭和46年 9月   移動図書館車「初代はまなす号」の運航開始。市内25ヶ所を巡回 
   （昭和53年7月、及び平成6年2月に更新。平成24年9月に廃止） 
昭和48年11月   移動図書館車「初代ライオンズ号」の運航開始 
          はまなす号と2台体制で、市内50ヶ所を巡回 
  （昭和56年6月に大型車に更新、平成11年廃止） 
昭和50年10月   勇払図書コーナーと錦岡図書コーナーを併設 
昭和58年 3月   社会教育委員会議より「図書館の運営の在り方について」の答申を受け
   る 
昭和60年12月   苫小牧市民文化公園に建設が計画されていたサンルーム、中央図書館の
   基本設計が決定 
昭和61年 9月   市民文化公園内に中央図書館（サンガーデンと併設）着工 
        10月   苫小牧市立中央図書館、及び苫小牧市サンガーデン起工式実施 
昭和63年 7月   中央図書館竣工 
        11月   行政資料室を中央図書館に統合 
          苫小牧市立中央図書館、苫小牧市サンガーデン落成式挙行 
  3日、苫小牧市立中央図書館、及び苫小牧市サンガーデン開館 
        12月   住吉ライブリーセンターに図書コーナーを開設 
平成 4年10月   沼ノ端コミュニティセンターに図書コーナーを開設 
平成 5年 8月   夜間開館を開始（毎週水・木曜日） 
  苫小牧市民文化公園が完成 
平成 8年11月   北海道文化奨励賞受賞 
平成 9年 7月   夜間開館を拡大（毎週火～金曜日） 
         8月   植苗ファミリーセンターに図書コーナーを開設 
平成10年11月   豊川コミュニティセンターに図書コーナーを開設 
平成11年10月   約40万冊の蔵書を検索可能なホームページを開設 
平成12年 1月   苫民文学賞、及び苫小牧市民文藝賞関連コーナーを常設 
         4月   平成11年度の総貸出点数が初の80万点越え 
         7月   インターネットの無料利用が可能な「電子情報サロン」を開設 
平成13年 4月   市立中央図書館開館50周年を迎える 
         9月   開館50周年記念事業「苫小牧出身の漫画家・井崎一夫展」開催 

２ 



 
平成14年 4月    祝日開館を拡大 
         8月  児童閲覧室に幼児コーナーを開設 
平成15年 6月    児童閲覧室に専用カウンターを設置 
        11月  のぞみコミュニティセンターに図書コーナーを開設 
平成16年 8月   折居彪二郎常設展示コーナーを設置 
         9月  インターネット予約サービス施行開始 
平成19年 4月    月曜祝日開館を開始 
平成20年11月    3日、苫小牧市立中央図書館開館20周年を迎える 
平成21年 9月    エントランスホールにリサイクル文庫を開設 
平成22年 4月    平成21年度の総貸出冊数が90万9,900冊に達し、開館以来最高値を記録 
平成23年10月    学校用貸出図書スクールメール便「ブックちゃん」事業開始 
平成24年 9月    トヨタ自動車北海道株式会社より車輛の寄贈を受け、移動図書館車 
  「とまチョップ図書館号」による市内２２ヶ所の巡回開始 
平成25年 3月    年末年始休館日を変更 
         6月  苫小牧市立図書館条例の一部を改正する条例制定 
平成26年 4月    指定管理者「TRC苫小牧グループ」による中央図書館の運営開始 
         祝日振替休館日の廃止 
         開館時間の延長・統一 
         電子図書館「TRC-DL」導入、館内閲覧開始 
         館内無線LAN環境整備 
         電子情報サロンをリニューアル、ipad館内利用サービス開始 
    10月    電子図書館「TRC-DL」で電子図書の館外貸出開始。 
平成27年 4月  AVブースリニューアル  
  DVD館内視聴開始  
         個人ボランティア活動開始 
     6月   国立国会図書館デジタル化資料送信サービス提供開始 
        12月   デイジー再生機器（プレクストーク）貸出開始 
平成28年 3月  ノベルティバッグ販売開始 
     6月  ビジネスコーナー設置 
     9月 視覚障害者情報総合ネットワーク サピエに加入 
    10月 授産施設による軽食販売開始 

３ 

10月 授産施設による軽食販売開始 6月 ビジネスコーナー設置 



施設概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 所在地    北海道苫小牧市末広町３丁目１番１５号（市民文化公園内） 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主要室面積 
 
 
 
 
 
       

４ 

所在地 北海道苫小牧市末広町３丁目１番１５号 

構造・階段 
中央図書館部  ＲＣ造一部ＳＲＣ造 地上２階 地下１階（機械室） 
サンガーデン部 ＲＣ造一部Ｓ造   地上２階 地下１階（機械室） 

面積 

地下１階    431.87㎡ 
地上１階   3,843.06㎡ 
地上２階   2,537.26㎡ 
延面積計   6,812.19㎡ 

起工 昭和６１年 ９月２９日 

竣工 昭和６３年 ７月３０日 

開館 昭和６３年１１月 ３日 

設計 株式会社岡田新一設計事務所 

 一般閲覧室 1006.9㎡  資料室 34.6㎡  第２書庫 122.3㎡ 

 児童閲覧室 
 （含む幼児コーナー） 

318.0㎡  電子情報サロン 90.5㎡  コンピュータ室 17.9㎡ 

 お話コーナー 34.9㎡  研修室 45.8㎡  事務室 191.6㎡ 

 対面朗読室 16.3㎡  会議室 42.4㎡  館長室 14.3㎡ 

 自習室 60.8㎡  講堂 126.4㎡  マイクロフィルム室 17.9㎡ 

 スタッフルーム 118.4㎡  投影室 18.1㎡  休養室 18.7㎡ 

 参考図書室 
 郷土・行政資料室 

448.7㎡  閉架書庫（第1書庫） 492.3㎡  車庫 102.5㎡ 

 エントランスホール 155.1㎡  ロビー 30.6㎡     



中央図書館、及びサンガーデン 施設案内図 
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２ 階 

１ 階 

（半面はﾘﾗｯｸｽｽﾍﾟｰｽ） 

対面朗読室 



 

利用案内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中央図書館 主要設備 
 
 
 

 
 
 
 
       

６ 

開館時間 午前９時３０分～午後８時 

休館日 

月曜日（祝祭日の場合は開館） 
年末年始（１２月２９日～１月３日） 
月末整理日（毎月最終金曜日） 

登録要件 

・苫小牧市に居住する方 
・苫小牧市内に通学／通勤なさる方 
・東胆振に居住する方 
・その他館長が特に認める方 

貸出条件 
・貸出点数  お一人１０点まで 
・貸出期間  ２週間以内 

利用登録 
初回利用時には利用登録が必要。 
（ 指定申請用紙に記入後、免許証等により本人確認を行います ） 

市内サービス拠点 

・勇払図書コーナー（勇払公民館） 
・のぞみ図書コーナー（のぞみコミュニティセンター） 
・住吉図書コーナー（住吉コミュニティセンター） 
・沼ノ端図書コーナー（沼ノ端コミュニティセンター） 
・豊川図書コーナー（豊川コミュニティセンター） 
・植苗図書コーナー（植苗ファミリーセンター） 

 ● 図書管理システム 
     サーバ  1基            日本電気 Express5800 
     ソフト                 日本電気 LICS-Re 
    オンライン先               各コーナー図書室 （ 勇払・のぞみ・住吉・沼ノ端・植苗・豊川 ）  
    利用者検索端末                 15基 
 ● インターネット情報検索システム          一 式 

 図書収容可能冊数 45万冊相当  自習室収容人員 26人  16ｍｍ映写機   

 新聞 16紙  移動図書館車 1台  図書専用複写機   

 雑誌 260タイトル  参考図書室ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用端末 3基  ビデオ編集機   

 総座席数 208席  電子情報サロン    

 お話コーナー収容人員 45人  (ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用端末（PC） 3基   

 講堂収容人員 80人  (ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用端末（ipad） 5基   

 研修室収容人員 28人 
 (ビデオブース 
 (ＤＶＤブース 

3席 
3席 

  

 会議室収容人員 16人  (テレビ・音楽視聴席 5席     



各図書コーナーの紹介 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

７ 

豊川コミュニティセンター図書室 住吉コミュニティセンター図書室 

沼ノ端コミュニティセンター図書室 植苗ファミリーセンター図書室 

のぞみコミュニティセンター図書室 勇払公民館 （ 勇払出張所 ）図書室 

豊川町３－４－２１ ☎ ７４－３０７２ 
開館時間 ９：００～１７：００ 
休 館 日 年末年始（12/28～1/3）  

住吉町１－３－２０ ☎ ３５－１０８０ 
開館時間 ９：００～１７：００ 
休 館 日 年末年始（12/28～1/3）  

沼ノ端４－１０－１６ ☎ ５７－５５６０ 
開館時間 ９：００～１７：００ 
休 館 日 年末年始（12/28～1/3）  

植苗４０－５５  ☎ ５８－３８８８ 
開館時間  ９：００～２０：００ 
休 館 日  年末年始（12/29～1/3）  

のぞみ町１－２－５  ☎ ６８－６７１１ 
開館時間  ９：００～１７：００ 
休 館 日  年末年始（12/28～1/3）  

勇払３３  ☎ ５６－０００３ 
開館時間  ８：４５～１７：１５ 
休 館 日  土・日曜日、祝日 
      年末年始（12/29～1/3） 
       

ブックポスト ブックポスト 

ブックポスト ブックポスト 

ブックポスト 

ブックポスト 



 

組織機構 
 
 
 
 
       協定書に基づく監督 
       
 
 
 
 
 
 
 
  
 ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ ― 館 長 ― 副館長 ― ﾁｰﾌ ― ｻﾌﾞﾁｰﾌ ― ｽﾀｯﾌﾘｰﾀﾞｰ ― ｽﾀｯﾌ    
       諮 問 答 申 
 
 
 
       

８ 

苫小牧市教育委員会 

指定管理者｜ＴＲＣ苫小牧グループ 
           代表企業 株式会社図書館流通センター    
           構成企業 株式会社Ｉ・ＴＥＣソリューションズ   
                  ＴＲＣファシリティーズ株式会社 

苫小牧市立中央図書館協議会 

図書館協議会委員 （１０名） 任期｜２年（ 平成２８年６月１日～平成３０年５月３１日 ）  

役　職 氏　名 所属等 役　職 氏　名 所属等

会   長 森島　新
苫小牧市教育研究会
学校図書館研究部会

委　 員 久保田　眞知子 読み聞かせサークル　にじのはし

副会長 深澤　治稔 トヨタ自動車北海道株式会社 委　 員 鈴木　一恵 公募

委　 員 一谷　誠子 苫小牧読み聞かせ文庫活動連絡会 委　 員 中村　峰子 勇払自治会

委　 員 伊藤　博之 苫小牧駒澤大学 委　 員 三浦　友紀子 苫小牧市ＰＴＡ連合会

委　 員 岡田　房子 苫小牧市町内会連合会　婦人部会 委　 員 三河　佳紀 苫小牧工業高等専門学校

移動図書館車  

 
 
 
 
 
    
 
 
       

とまチョップ図書館号 
 
 平成24年度にトヨタ自動車北海道株式会社 
 より、苫小牧市に寄贈。 
 
運行開始 平成２４年 ９月１１日 
仕  様 車  種｜日野ＳＤＧ７，４１０cc 
     書  架｜内架式 
     積載冊数｜３，８００冊 
 
 
 
 

図書館運営部門の組織機構 

役　職 氏　名 所属等 役　職 氏　名 所属等

会　長 種田　直章
苫小牧市教育研究会
学校図書館研究部会

委　員 鈴木　一恵 公募

副会長 深澤　治稔 トヨタ自動車北海道株式会社 委　員 松井　慶子 勇払自治会

委　員 一谷　誠子 苫小牧読み聞かせ文庫活動連絡会 委　員 村本　充 苫小牧工業高等専門学校

委　員 伊藤　博之 苫小牧駒澤大学 委　員 八島　恵利子 苫小牧市町内会連合会婦人部会

委　員 久保田　眞知子 読み聞かせサークル　にじのはし 委　員 薮田　美枝 苫小牧市PTA連合会

役　職 氏　名 所属等 役　職 氏　名 所属等

会　長 種田　直章
苫小牧市教育研究会
学校図書館研究部会

委　員 鈴木　一恵 公募

副会長 深澤　治稔 トヨタ自動車北海道株式会社 委　員 松井　慶子 勇払自治会

委　員 一谷　誠子 苫小牧読み聞かせ文庫活動連絡会 委　員 村本　充 苫小牧工業高等専門学校

委　員 伊藤　博之 苫小牧駒澤大学 委　員 八島　恵利子 苫小牧市町内会連合会婦人部会

委　員 久保田　眞知子 読み聞かせサークル　にじのはし 委　員 薮田　美枝 苫小牧市PTA連合会



 

予算概要 
 
当初予算推移                             単位｜千円 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ 平成25年度以前の経常経費には、人件費を含まず。 

 
 
平成29年度当初予算内訳                                    単位｜千円 

９ 

区   分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

経常経費 72,524  130,691  131,506  131,220  131,905  

資 

料 

費 

  図書費   14,785  22,621  22,931  22,579  22,571  

  逐次刊行物   3,165  3,500  2,100  2,452  2,460  

  視聴覚資料費   50  3,879  4,969  4,969  4,969  

    資料費計   18,000  30,000  30,000  30,000  30,000  

科  目 予 算 額 一部細目 

                  

人件費   86,397  

    

物件費   75,508  蔵書整備費 30,000  

報償費 600  ※コーナー図書室含む 

旅費交通費 250   図書 22,571  

消耗品費 2,600   逐次刊行物 2,460  

印刷製本費 357   新聞 570  

光熱水費 5,717   視聴覚資料 1,500  

燃料費 3,707   電子書籍 750  

修繕費 965   有料DB等 2,149  

会議費 16  

通信運搬費 3,550     

手数料 321     

保険料 175  

管理委託料 13,931  

使用料、及び賃借料 2,034  

備品購入費 0  

負担金 54  

公課費 0  

蔵書整備費 30,000  

一般管理費 4,319  

  消費税相当額   6,912            

合  計 161,905 
        



 

決算概要 
 

１０ 

 
 
 
 
 
    
 
 
       

過去５年間の図書館費決算状況 
単位｜円 

平成27年度決算内訳 
単位｜円 

区   分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

決   算   額 61,612,839  70,836,964  81,773,921  116,811,134  119,261,284  

資 

料 

費 

    図 書 費   17,883,221  23,057,114  15,274,915  22,530,166  22,936,917  

    逐 次 刊 行 物   3,060,650  2,620,446  2,664,620  2,796,158  2,222,314  

    視 聴 覚 資 料 費   49,555  49,920  49,980  5,738,957  5,731,197  

    計   20,993,426  25,727,480  17,989,515  31,065,281  30,890,428  

科  目 決 算 額 一部細目   

  

人件費 83,481,110  

人件費 83,481,110  

物件費 66,670,602  蔵書整備費 30,890,428  

報償費 1,151,821  ※コーナー図書室含む 

旅費交通費 284,427   図書 22,936,917  

消耗品費 1,850,331   逐次刊行物 1,637,012  

印刷製本費 310,500   新聞 585,302  

水道光熱費 6,046,538   視聴覚資料 2,393,846  

燃料費 27,323,034   電子書籍 756,151  

修繕費 811,121   有料DB等 2,581,200  

その他 35,606  

通信運搬費 4,020,977  

手数料 852,370  

保険料 115,160  

管理委託料 15,263,067  

使用料、及び賃借
料 

1,869,142  

備品購入費 343,080  

負担金 99,000  

公課費 4,000  

蔵書整備費 30,890,428            

合  計 150,151,712 



 
苫小牧市図書館基本計画 （ 概 要 ） 

１１ 

 
 
 
 
 
    
 
 
       

 当計画は、平成２６年６月に、苫小牧市教育委員会が策定したものです。以下、
概要を記載します。 
 
 
「 苫小牧市図書館基本計画 」 
 
１ 計画期間 平成２６年度～平成３０年度（５ヶ年） 
 
２ 位置づけ 苫小牧市総合計画下の個別計画として、図書館機能の充実を図 
         るために策定するもの。市立中央図書館にかかわる施策を計画 
         的、総合的に推進するもの。 
 
３ 策定目的   苫小牧市が目指す図書館のあり方を明確にし、図書館が持って 
        いる機能をさらに充実させ、市民サービスの質的向上を図るこ 
        とを目的とする。 
 
４ 基本理念   生涯学習における中核的な社会教育施設として、市民の学習活 
        動を支援するため、図書資料の収集・活用と機関誌やインター 
        ネットによる情報提供を行い、市民が等しく自由に、資料・情 
        報を利用でき、市民や地域に役立つ知の拠点となる図書館を基 
        本理念とする。 
 
５ 基本目標    ① 情報と知識を集積した知の情報拠点としての図書館  
         ② 読書活動推進、支援拠点としての図書館 
         ③ 市民が利用しやすく、役立つ図書館 
         ④ 郷土の歴史と特性を大切にし、 
                  豊かな市民文化を創造する図書館 
         ⑤ 人と本、人と人の出会いを広げ、 
                ゆとりとぬくもりが感じられる図書館 
 
６ 施  策     上記の基本目標の実現に向けて講じる施策について、その方向 
         性を定める。 
 
７ 評  価      ①  利用者アンケート 
           適宜、アンケート調査を実施し、市民の要望や満足度を継 
           続的に把握する。 
 
         ②  図書館協議会による評価 
           計画期間満了時に、当計画に照らして、運営内容が適切で 
           あったかを、図書館協議会により評価する。 
 
 
 以上、詳細につきましては、苫小牧市立中央図書館ホームページに掲載してお 
りますので、ご確認ください。 
 
「苫小牧市立中央図書館」 URL http://wwww.tomakomai-lib.jp 
  
  トップページ 「計画・評価」 ＞ 「苫小牧市図書館基本計画」  
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DVD



新 聞 （１６紙 内４紙は寄贈受入）         
  

平成29年4月1日現在 

1 朝日新聞   7 日刊工業新聞   13 赤旗 

2 毎日新聞 8 北海道新聞 14 聖教新聞 

3 読売新聞 9 苫小牧民報 15 The Japan Times 

4 産経新聞 10 室蘭民報 16 International New York Times 

5 日本経済新聞 11 日刊スポーツ     

6 日本農業新聞   12 道新スポーツ       

雑 誌 （２６０誌） 平成29年4月1日現在 

あ ＡＥＲＡ Ｃｏｍｅ ｈｏｍｅ！ Ｃｏｆｆｅｅ Ｂｒｅａｋ 

ＡＥＲＡ ｗｉｔｈ Ｋｉｄｓ 考える人 Ｃｏｍｏ 

ＡＱＵＡ ＬＩＦＥ き キネマ旬報 Ｇｏｌｆ  Ｃｌａｓｓｉｃ 

愛犬の友 く Ｑｕｉｃｋ Ｊａｐａｎ 碁ワールド 

アニメディア ｋｕ：ｎｅｌ（クウネル） さ 財界さっぽろ 

ａｒ クォリティ ＣＹＣＬＥ ＳＰＯＲＴＳ 

ａｎ・ａｎ 暮しの手帖 Ｓａｉｔａ 

＆Ｐｒｅｍｉｕｍ 暮しの手帖別冊 ザ コミュニティー 

い ｉｉｃｈｉｋｏ ＣＲＵＩＳＥ 
ＴＨＥ  ＪＲ  ＨＯＫＫＡＩＤ
Ｏ 

いなか暮らしの本 クロワッサン サッカーマガジン 

ＩＬＬＵＳＴＲＡＴＩＯＮ 群像 ＴＨＥ２１ 

う ＷｉＬＬ け 芸術新潮 ＳＡＰＩＯ 

うかたま 螢雪時代［臨時増刊］ サライ 

美しいキモノ 計装 サンキュ 

え ＨＲ 毛糸だま 山野草とミニ盆栽 

栄養と料理 月刊かがくのとも し ＪＴＢ時刻表 

エクステリア＆ガーデン 月刊クーヨン 
ＣＮＮ ＥＮＧＬＩＳＨ ＥＸ
ＰＲＥＳＳ 

エコノミスト 月刊自家用車 ＧＱ ＪＡＰＡＮ 

ＳｰＦマガジン 月刊ジュニアエラ 自然と人間 

ＥＳＳＥ 月刊たくさんのふしぎ ＣＤＪｏｕｒｎａｌ 

ＮＨＫガッテン！ 月刊ちいさなかがくのとも 児童心理 

ＮＨＫきょうの健康 月刊バスケットボール じゃらん 

ＮＨＫきょうの料理 月刊ＢＩＲＤＥＲ 週刊朝日 

ＮＨＫきょうの料理ビギナーズ 月刊バレーボール 週刊金曜日 

ＮＨＫ趣味の園芸 健康３６５ 週刊新潮 

ＮＨＫすてきにハンドメイド 現代思想 週刊ダイヤモンド 

ＥＬＬＥ ｇｏｕｒｍｅｔ（エル
グルメ） 

現代詩手帖 週刊東洋経済 

ＥＬＬＥ ＤＥＣＯＲ 現代農業 週刊文春 

お おそい･はやい･ひくい･たかい 現代の図書館 週刊ベースボール 

ｏｇｇｉ こ 航空ファン ＪＵＮＯＮ 

オートバイ 広告 ジュリスト 

オートメカニック 国立国会図書館月報 将棋世界 

Ｏ.ｔｏｎｅ ＣＯＴＴＯＮ ＴＩＭＥ 小説新潮 

おはよう２１ コットンフレンド 小説推理 

おひさま ｋｏｄｏｍｏｅ 小説すばる 

オール讀物 子供の科学 消費と生活 

オレンジページ こどものとも 女子カメラＧＥＮＩＣ 

音楽の友 こどものとも０・１・２ 新潮 

か 会社四季報 こどものとも［年少版］ 新潮４５ 

ＣＡＲ ＧＲＡＰＨＩＣ こどものとも［年中版］ 新幼児と保育 

Ｃａｓａ ＢＲＵＴＵＳ 子どもの本棚 す Ｓｗｉｔｃｈ 

舵 この本読んで 
ＳＷＩＭＭＩＮＧ ＭＡＧＡＺ
ＩＮＥ 

かぞくのじかん 数学セミナー 

Ｋａｔｓｕｋｕｒａ 
ｓｕｕｍｏ注文住宅  
北海道で建てる 

２４ 

新聞・雑誌タイトル一覧 



す ＳＫＩ ｊｏｕｒｎａｌ に ｎｉｃｏｌａ 北海道生活 

ＳＣＲＥＥＮ 日経ＷＯＭＡＮ 北方圏 

Ｓｔｅｒｅｏ 日経エンタテインメント 北方ジャーナル 

ＳＴＯＲＹ 日経サイエンス ＰＯＰＥＹＥ 

すばる 日経ＰＣ２１ Ｈｏｂｂｙ ＪＡＰＡＮ 

Ｓｐｏｒｔｓ Ｇｒａｐｈｉｃ 
Ｎｕｍｂｅｒ 

日経ヘルス ｐｏｒｏｃｏ 

住まいの設計 日経マネー 本の雑誌 

ｓｍａｒｔ 日本カメラ ま Ｍｙ ＧＡＲＤＥＮ 

墨 日本児童文学 毎日が発見 

相撲 日本文学 まいろふぇ 

スロウ ニュースがわかる Ｍａｃ Ｆａｎ 

せ 正論 ニューズウィーク日本版 ＭＡＭＯＲ 

世界 Ｎｅｗｔｏｎ 丸 

Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ ね 猫びより み ミステリマガジン 

川柳展望 の ｎｏｎ・ｎｏ ミセスのスタイルブック 

川柳マガジン ＮｏｒｔｈＡｎｇｌｅｒ’ｓ みんなの図書館 

そ 壮快 は 配管技術 め ＭＥＮ’Ｓ  ＣＬＵＢ 

装苑 俳句 ＭＥＮ’Ｓ  ＮＯＮ－ＮＯ 

ソトコト 俳句界 ＭＯＲＥ 

Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｄｅｓｉｇｎ 母の友 ＭＯＥ 

ソフトテニスマガジン ハルメク も モノ・マガジン 

た ＴＩＭＥ 洋版 ひ PHPのびのび子育て モーリー 

Ｔａｒｚａｎ 美術手帖 や やさい畑 

卓球王国 ビーズフレンド 野鳥 

旅の手帖 ＢＩＧ ｔｏｍｏｒｒｏｗ 山と渓谷 

ダ・ヴィンチ ＢＥ－ＰＡＬ ゆ 優駿 

たまごクラブ ひよこクラブ ゆうゆう 

短歌 ふ ｆａｕｒａ ユリイカ 

ダンスビュウ ＦＩＳＨＩＮＧ Ｃａｆé ら ラジオ深夜便 

ＤＡＮＣＥ ＭＡＧＡＺＩＮＥ 婦人画報 ランナーズ 

ち ＣＨＡＮＴＯ（ちゃんと） 婦人公論 り ＬＩＳＮ 

中央公論 ＦＲａｕ Ｒｅｐｌａｎ 

て 鉄おも！ プラスワンリビング リンネル 

鉄道ジャーナル Ｆｒｅｅｒｕｎ れ レコード芸術 

Ｔｅｎｎｉｓ Ｍａｇａｚｉｎｅ ＢＲＵＴＵＳ ろ ロータリーの友 

電気計算 Ｂｒｅａｋａｗａｙ ｒｏｃｋｉｎ’ｏｎ 

天然生活 プレジデント わ 私のカントリー 

と 道新受験情報 プレジデントＦａｍｉｌｙ 

ドゥーパ！ フローリスト 

特選街 文學界 

ｔｏｃｏｔｏｃｏ 文藝 

図書館界 文藝春秋 

図書館雑誌 ほ ＨＯ 

飛ぶ教室 法学教室 

苫人 星ナビ 

な 
ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＥＯＧＲＡ
ＰＨＩＣ -日本版- 

北海道Ｗａｌｋｅｒ 

七緒 
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平成２８年度 貸出ベスト 

平成２８年度 予約ベスト１０ 

＜一般書＞     

順位 タイトル 人名 出版者 

1 火花 又吉 直樹 文藝春秋 

2 ホテルローヤル 桜木 紫乃 集英社 

3 祈りの幕が下りる時 東野 圭吾 講談社 

4 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾 角川書店 

5 虚ろな十字架 東野 圭吾 光文社 

6 流 東山 彰良 講談社 

7 サラバ！上巻 西 加奈子 小学館 

8 村上海賊の娘 上巻 和田 竜 新潮社 

9 ラプラスの魔女 東野 圭吾 KADOKAWA 

10 サラバ！下巻 西 加奈子 小学館 

＜児童書＞     

絵本       

順位 書 名 著者名 出版者 

1 がたんごとんがたんごとん 安西 水丸 福音館書店 

2 妖怪交通安全 広瀬 克也 絵本館 

3 ノンタンシリーズ キヨノ サチコ ポプラ社 

4 バムとケロシリーズ 島田 ゆか 文渓堂 

5 きんぎょがにげた 五味 太郎 福音館書店 

その他       

順位 書 名 著者名 出版者 

1 かいけつゾロリシリーズ 原 ゆたか ポプラ社 

2 鹿の王 上巻 上橋 菜穂子 KADOKAWA 

3 ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング 静山社 

4 鹿の王 下巻 上橋 菜穂子 KADOKAWA 

5 学研まんがNEW世界の歴史シリーズ 近藤 二郎 学研プラス 

＜一般書＞     

順位 書 名 著者名 出版者 

1 羊と鋼の森 宮下 奈都 文藝春秋 

2 コンビニ人間 村田 沙耶香 文藝春秋 

3 危険なビーナス 東野 圭吾 講談社 

4 蜜蜂と遠雷 恩田 陸 幻冬舎 

5 希望荘 宮部 みゆき 小学館 

6 九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 小学館 

7 海の見える理髪店 荻原 浩 集英社 

8 コーヒーが冷めないうちに 川口 俊和 サンマーク出版 

9 恋のゴンドラ 東野 圭吾 実業之日本社 

10 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊 かなえ 光文社 

＜児童書＞     

順位 書 名  著者名 出版者 

1 ハリー・ポッターと呪いの子（第一部・第二部） J.K.ローリング 静山社 

2 このあとどうしちゃおう ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社 

3 君の名は。 新海 誠 KADOKAWA 

4 鹿の王 下巻 上橋 菜穂子 KADOKAWA 

5 おしりたんてい やみにきえるきょじん トロル ポプラ社 

6 戦国時代のサバイバル トリル 朝日新聞社 

7 飛鳥時代のサバイバル 細雪 純 朝日新聞社 

8 かいけつゾロリのおいしい金メダル 原 ゆたか ポプラ社 

9 パンダ銭湯 tupera tupera 絵本館 

10 もうぬげない ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社 
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平成２８年度 苫小牧市立中央図書館事業実施状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

（１） 行事・事業実施一覧  

No 事業名 新規 開催日 対象 参加者数 （前年参考値） 内容／共催・後援等 

1 
 赤ちゃんと楽しむ 
          初めての絵本広場 

  年度内10回 
乳幼児 
保護者 

100組 190人 128組 256人 
 乳幼児/保護者向けの読み聞かせ、絵本 
 紹介 
 協力｜図書館ボランティア 

2  ぶっくのーと配布事業   
4月1日～ 
10月1日～ 

児童 
既配布500冊 
既配布500冊 

既配布500冊 
既配布500冊 

 読書習慣定着に向けた読書手帳の配布 
 事業 

3 

（子どもの読書週間         
 子どもの読書週間（4/23-5/12）記念 
 行事 

（一日司書   5月1日 児童 10人 10人 
 一般公募による児童向けの職場体験 
 事業 

（おはなし広場   5月5日 児童 63人 44人 
 協力団体による児童向けおはなし会 
 協力｜苫小牧子どもの本の会 

4 

 図書館文化セミナー事業   年度内３回      一般対象の文化講演／講座事業 

（真珠まりこさん講演会 
 「もったいないばあさんの 
        おはなし会」 

  10月16日 一般・児童 97人 90人 
 講師｜真珠まりこ氏（児童絵本作家） 
 共催｜苫小牧読み聞かせ文庫活動 
       連絡会 

（古典セミナー 
 「俳人 小林一茶の作品世界」 

  12月10日 一般 74人 67人 
 講師｜森山弘毅氏 （市内・釧路公立大 
       名誉教授） 

（郷土セミナー 
     「門脇松次郎とその時代」 

  3月12日 一般 35人 45人 
 講師｜武田 正哉 氏（苫小牧市美術 
       博物館学芸員） 

5 

 文化公園 
 アートフェスティバル事業 

        
 「文化公園アートフェスティバル実行
委員会」企画による文化公園を中心とす
るアートイベント 

（朗読とギターの夕べ   7月30日 一般 75人 120人 

 サンガーデンを会場とした朗読、及び 
 ギター演奏 
 協力｜演奏 竹形貴之氏 
            （千歳市・ギタリスト） 
    朗読 朗読セゾン 花音の会 

（本のばくりっこ市   7月31日 一般 
136人 

1,113冊 
121人 
956冊 

 参加者間の交換、図書館不要資料の 
 有効活用 
 協力｜図書館ボランティア団体 

（「ぼくのわたしの夢ノート」
を作ろう♪ 

〇 7月30日 児童 15人 
 

― 
 

 夏休み期間中の児童向け工作体験ワー 
 クショップ。マスキングテープや 
 スタンプを使い、オリジナル読書ノー 
 トを作るワークショップ。 
 講師│土田文氏（恵庭市・小物作家） 

（子ども俳句教室   7月31日 児童 4人 6人 
 小学生を対象とした俳句制作教室。 
 公園内の吟行、会員による講評等。 
 協力│苫小牧俳句協会 

6  青空子どもとしょかん   8月4日 児童 272人 60人 
 野外でのお話会事業 
 協力│図書館ボランティア 

7 

 平和祈念旬間行事          終戦記念日に合わせた平和学習行事 

（戦争・平和関連資料展示   8月 児童・一般 ― ―   

（平和祈念アニメ上映会   8月14日 児童 5人 7人 
 アニメ作品「平和祈念 ﾋﾛｼﾏに一番 
 電車が走った」の上映 

8 
 シゲタサヤカさん原画展 
 「オニじゃないよ 
      おにぎりだよ」 

  
10月29日 

 ～11月13日 
児童・一般 ― ― 

 絵本「オニじゃないよおにぎりだよ」 
 の原画展示 

9 
 シゲタサヤカさん 
 絵本原画展おはなし会 

〇 11月6日 児童・一般 29人 ― 
 シゲタサヤカ氏著作書籍のお話会 
 講師│自館スタッフ 

10 

読書週間行事          読書週間（10/27-11/9）記念行事 

 大人向けおはなし会 
 「おはなし玉手箱」 

  11月2日 一般 44人 60人 
 ボランティア団体と協力して行う一般 
 対象のお話し会 
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No 事業名 新規 開催日 対象 参加者数 （前年参考値） 内容／共催・後援等 

11 

 読書感想文・ 
  読書感想画コンクール事業 

        
 優秀作品の選考／表彰／展示 
 共催｜苫教研学校図書館研究部会 

（夏休み読書感想文コンクール   7月作品募集 児童 応募数262点 応募数250点  入選 56点 表彰式 10/29 

（夏休み読書感想画コンクール   7月作品募集 児童 応募数53点 応募数52点 
 入選 30点 表彰式 11/5  
 作品展示11/2-11/8 

（冬休み読書感想文コンクール   
12月作品募

集 
児童 応募数199点 応募数229点 

 入選 38点 表彰式 3/4 
 （3月に夏・冬作品集発行） 

12 

 ボランティア向け 
      研修等機会の提供 

         市内ボランティア対象の研修機会 

（朗読研修会   9月16日 一般 17人 25人 

 音訳、対面朗読に協力いただいている 
 朗読ボランティアに対する専門講師に
よる実践指導 
 講師｜田中隆子氏 
     （札幌市・朗読団体代表） 
 対象｜苫小牧市朗読赤十字奉仕団 
      団員 

（ボランティア意見交換会 
         （個人） 

  2月3日 一般 13人 14人 
 個人（フロアワーク）ボランティア対
象の意見交 換会。活動上の疑問集約、
活動方針の 共有など 

（ボランティア養成講座   6月30日 一般 7人 12人 
 図書館ボランティア活動希望者を対象  
 とした活動導入研修会 

（学校図書館ボランティア 
         講習会 

  1月24日 一般 27人 39人 

 市内小中学校で活動するボランティア
を対象とする修理講座 
 講師│ルリユール（図書館ボラン 
 ティア） 
 共催｜苫教研学校図書館研究部会 

（ボランティア意見交換会 
        （団体） 

  2月9日 一般 18人 19人 
 ボランティア団体対象の意見交換会。 
 活動上の疑問集約、活動方針の共有な 
 ど。 

（図書館を知ろう！ 
      （電子図書館編） 

  2月24日 一般 9人 11人 
 個人（フロアワーク）ボランティアに  
 対する実践 講習 
 講師｜自館スタッフ 

13 
 図書館利用講座  
 「仕事に使える図書館」編 

〇 6月26日 一般 3人 ― 
 一般向け図書館利用ガイダンスツアー。 
 ビジネス支援の一環として実施。 

14  よみきかせまっぷ配布 〇 7月18日～ 一般・児童 2000部配布 ― 
 市内で定期開催される読み聞かせ 
 イベントを網羅的に掲載したマップの 
 作成、配布。 

15  調べものマスターになろう！ 〇 7月9日 児童 13人 ― 
 児童を対象とする自由研究、図書館を 
 使った調べる学習コンクール向け講習 

16  真珠まり子さんを知ろう！ 〇 9月14日 一般 18人 ― 
 作家講演会のための作家・作品事前 
 学習会 

17 
 絵本の読みきかせ講座 
 「絵本は心の 
     アンチエイジング」 

〇 9月24日 一般 22人 ― 

 一般から高齢者向けに行う絵本の読み 
 聞かせ講座 
 講師│墨谷真澄氏 
     （ブックジャングル） 

18 
 郷土人紹介企画 
 「苫小牧はじめて物語」 

〇 10/1～ 一般 ― ― 
 地域デジタル情報配信事業 
 第１回 田中正太郎氏 

19 
 図書館を使った調べる学習 
                コンクール 

  
9月 

作品募集 
児童 応募数53点 応募数29点 

 最優秀賞1点 優秀賞2点 入選5点  
 奨励賞1点 
 15校／24校応募  
 表彰式 11/26 作品展11/26～12/4 

20  バリアフリー上映会 〇 9月4日 一般 39人 12人 
 視覚、聴覚障がい者向けの映画上映会 
 協力│住友商事 

21  1日司書体験 〇 11月13日 児童 15人 ― 
 小中学校の図書委員が対象とした1日 
 司書体験。図書委員交流会の一環。 
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No 事業名 新規 開催日 対象 参加者数 （前年参考値） 内容／共催・後援等 

22 
 市民のための医学講座 
 「大腸がんをもっと知ろう」 

〇 11月19日 一般 70人 ― 

 講師｜岩井和浩氏 
       （王子総合病院 副院長） 
    松本彩花氏 
       （王子総合病院 栄養士） 
 共催｜王子総合病院、市立病院 

23 
 図書館文学講座「文学で何が 
 できるだろうか～「ホシコ～ 
「星をもつ馬」の場合～」 

〇 11月19日 一般 70人 ― 
 講師｜加藤多一氏（児童文学作家） 
 共催｜加藤多一文芸講演会実行 
       委員会 

24 
 ぬいぐるみのクリスマス 
               おとまり会 

  12月23日 児童 20人 20人 
 ぬいぐるみおとまり会 
 協力｜サンガーデン 

25 
 ぬいぐるみのクリスマス 
               おはなし会 

  12月23日 児童 81人 ― 
 ぬいぐるみおとまり会に伴うおはな 
 し会 

26  本の手帖   1月4日～ 一般 既配布700冊 
既配布200冊 
既配布500冊 

 貸出レシート貼付形式の読書手帳の 
 配布。 

27 
 新春子どもおたのしみ 
               としょかん 

〇 1月12日 児童 56人 51人 
 ボランティア団体と協力して行う 
 児童対象のお話し会 

28 
 図書館探検ツアー 
 「図書館を上手に楽しく使う 
 には」 

〇 1月20日 児童 11人 ― 
 館内を巡る図書館利用ガイダンス 
 ツアー。 

29 
 図書館イクメン講座 
 「絵本をひらいてLET'Sイク 
 メン」 

○ 2月26日 一般 8人 ― 
 父親向けの読みきかせを中心にした 
 子育てについての講座。 
 講師｜柴田 亮 氏（保育士） 

30 
 ソーシャルメディア講座 
 「ソーシャルメディアって何 
 だろう？」 

○ 3月15日 一般 3人 ― 
 初心者向けソーシャルメディアにつ 
 いての講座。 
 講師｜ICTコンシェルジュ（自館） 

31  雑誌リサイクル市   3月18日～ 一般 1,404冊 866冊  除籍雑誌の市民への無償配布 

32 
 修理製本講習 
 「和綴じをやってみよう！」 

3月25日 一般 10人 11人 
 図書館スタッフによる和綴じ製本の
ワー 
 クショップ 

33 

 電子書籍読み聞かせ・電子 
 図書館体験会 
 「アイパッドで絵本の読み 
 聞かせ＆電子図書を体感 
 しよう！」 

○ 3月26日 一般・児童 17人 ― 
 電子図書によるおはなし会及び電子 
 図書館の体験会をCOCOTOMAにて開催。 
 共催│COCOTOMA 

34  ノベルティグッズ販売   4月1日～ 一般 122枚 56枚 
 スタッフデザインによるトートバッ 
 グ販売 

35  図書館ミニシアター   延べ 47回 児童・一般 618人 684人 
 上映許諾資料の無料上映会／対象別 
 に隔週開催 
 ※「定例ビデオ上映会」の改題 

延べ参加者数計   6,603人 3,776人 

（２） 児童関連活動実施状況 

No 活動内容   平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

1 施設見学・調べ学習   15回 938人 18回 941人 14回 949人 
20回 

 1,276人 
26回 

 1,237人 
22回 

 1,076人 
22回 

 1,143人 

2 職場体験（中高生人数）   6校 12人 26 3校 6人 6校 19人 5校 14人 6校 19人 3校 5人 

3 講師派遣   6回 5回 10回 8回 0回 10回 6回 

4 
スクールメール便 
               ブックちゃん 

   
H23.10実施 
15校 98ｾｯﾄ 

16校 
150ｾｯﾄ 

18校 
223ｾｯﾄ 

18校 
109ｾｯﾄ 

14校 
99ｾｯﾄ 

17校 
165ｾｯﾄ 

5 
ボランティアによる児童向け 
         定例行事 

  
80回 

1,635人 
78回 

1,653人 
80回 

1,349人 
78回 

1,368人 
74回 

992人 
76回 

1,123人 
72回 

1,011人 

6 各種児童向け展示   20件 23件 21件 21件 18件 23件 26件 
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平成２８年度 苫小牧市立中央図書館日誌 

実施日 で  き  ご  と 

4月1日 ぶっく・のーと 春・夏編 配布（500部）   

4月22日 赤ちゃんと楽しむはじめての絵本ひろば（0歳児）   

5月1日 １日司書（小学生）   

5月5日 おはなし広場   

5月20日 赤ちゃんと楽しむはじめての絵本ひろば(0歳児）   

5月25日 ベンチャークラブ.t様 寄贈式   

6月17日 赤ちゃんと楽しむはじめての絵本ひろば（0～1歳児）   

  平成28年度教科書展示（～7月6日）   

6月26日 図書館利用講座「仕事に使える図書館」編   

6月28日 ビジネスコーナー開設   

6月30日 ボランティア養成講座   

7月1日 パスファインダー「調べ学習の星」配布開始   

7月9日 調べものマスターになろう！   

7月15日 赤ちゃんと楽しむはじめての絵本ひろば（0歳児）   

7月18日 「よみきかせまっぷ」配布開始   

7月30日 ぼくのわたしの夢ノートを作ろう♪   

7月30日 朗読とギターの夕べ   

7月31日 こども俳句教室   

  本のばくりっこ市   

8月2日 ペープサート貸出開始   

8月4日 青空こどもとしょかん   

8月10日 苫小牧あすなろ会様 寄贈式   

8月14日 平和祈念アニメ上映会「ヒロシマに一番電車が走った」   

8月17日 としょかんのコミュニケーションボード配置   

9月4日 バリアフリー映画上映会「武士の家計簿」   

9月10日 自殺予防普及パネル展（～9月16日）   

9月14日 真珠まりこさんをもっと知ろう！   

9月16日 朗読ボランティア研修会   

9月16日 赤ちゃんと楽しむはじめての絵本ひろば（0歳児）   

9月24日 絵本の読みきかせ講座「絵本は心のアンチエイジング」   

9月27日 サピエ運用開始   

10月1日 地域デジタル情報の配信事業として「郷土ゆかりの人物を知る 苫小牧はじめて物語」HP公開 

10月1日 ぶっく・のーと 秋・冬編 配布（500部）   

10月2日 中央図書館蔵書点検（～10月3日）   

10月10日 利用者アンケート（～10月16日）   

10月11日 とまチョップポイントステーション設置   

10月16日 真珠まりこさん講演会「もったいないばあさんのおはなし会」 共催／苫小牧読み聞かせ文庫活動連絡会   

10月21日 赤ちゃんと楽しむはじめての絵本ひろば （0～1歳児）   

  胆振図書館協議会総会・研究会開催   

10月29日 シゲタサヤカ絵本原画展「オニじゃないよおにぎりだよ」（～11月13日）   

  夏休み読書感想文コンクール表彰式   

  郷土展示姉妹都市クイズ！（～11月24日）   
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実施日 で  き  ご  と 

11月1日 パスファインダー「手紙の書き方」配布開始   

11月2日 おはなし玉手箱   

11月3日 授産施設による軽食販売事業開始  

11月5日 夏休み読書感想画コンクール表彰式   

11月6日 シゲタサヤカ絵本原画展 おはなし会   

11月13日 市内小学校図書委員向け１日司書体験   

11月15日 苫小牧青色申告会様 寄贈式   

11月16日 トヨタ自動車北海道株式会社様 寄贈式   

11月18日 赤ちゃんと楽しむはじめての絵本ひろば（0歳児）   

11月19日 市民のための医学講座「大腸がんをもっと知ろう」 共催／王子総合病院・市立病院   

11月19日 図書館文学講座 「加藤多一文芸講演会 文学で何ができるだろうか～「ホシコ～星をもつ馬」の場合～」   

  共催／加藤多一文芸講演会実行委員会   

11月26日 世界エイズデーパネル展示（～12月9日）   

11月22日 平成28年度 苫小牧地区小・中学校学級新聞コンクール入賞作品展（～12月6日）   

11月26日 第2回苫小牧市図書館を使った調べる学習コンクール表彰式   

  第2回苫小牧市図書館を使った調べる学習コンクール作品展（～12月4日）   

12月10日 図書館文化セミナー「俳人 小林一茶の作品世界ー時代と庶民への眼差しー」   

12月13日 苫小牧地方法人会様 寄贈式   

12月20日 平成28年度 小・中学生俳句入賞作品展（～1月15日） 共催／苫小牧俳句協会   

12月23日 クリスマス☆ぬいぐるみおはなし会【おとまり会＆おはなし会】   

1月4日 本の手帖配布開始（700部）   

1月6日 苫小牧市民薬局株式会社様 寄贈式   

1月12日 新春子どもおたのしみとしょかん   

1月17日 縄文文化に関するパネル展（～1月26日）   

1月20日 赤ちゃんと楽しむはじめての絵本ひろば（0歳児）   

1月20日 図書館探検ツアー「図書館を上手に楽しく使うには」   

1月24日 学校図書館ボランティア連絡会 修理研修   

1月28日 新春川柳展ｉｎ図書館 共催／苫小牧川柳社（～2月12日）   

2月3日 中央図書館ボランティア意見交換会（フロアワーク）   

2月9日 図書館ボランティア意見交換会（団体）   

2月11日 サービスアンケート（～2月19日）   

2月17日 赤ちゃんと楽しむはじめての絵本ひろば（0～1歳児）   

2月24日 中央図書館ボランティア研修会「図書館を知ろう！（電子図書館編）」（フロアワーク）   

2月26日 図書館イクメン講座「絵本をひらいてＬＥＴ'Ｓイクメン!!」   

3月4日 冬休み読書感想文コンクール表彰式   

3月7日 苫小牧ライオネスクラブ様 寄贈式   

3月12日 図書館文化セミナー （郷土講座）「門脇松次郎とその時代」   

3月15日 ソーシャルメディア活用講座「ソーシャルメディアって何だろう？」   

3月17日 赤ちゃんと楽しむはじめての絵本ひろば（0歳児）   

3月18日 雑誌リサイクル市   

3月21日 自殺予防普及パネル展（～3月30日）   

  沖医院様 寄贈式   

3月24日 胆振図書館協議会役員会開催   

3月25日 修理製本講習「和綴じをやってみよう！」   

3月26日 ｉｐａｄで絵本の読み聞かせ＆電子図書を体感しよう！ 共催／COCOTOMA   

3月29日 苫小牧民報社様 寄贈式   

3月30日 新和産業様 寄贈式               
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実施日 実施テーマ 実施日 実施テーマ 

      
3月26日 ライト・イット・アップ・ブルー「世界自閉症啓発

デー」（～4月27日） 
いろんなくにぐに（～9月29日） 

  かわいいもの大集合（～4月27日） おなかのすいてくるおはなし（～9月29日） 

  あたらしいってこんなこと（～4月27日） 夜のおはなし（～9月29日） 

  新幹線開通（～4月27日） きょうの時間割（～9月29日） 

  アナタの知らない部活動の世界（～4月27日） 9月26日 医療講座に伴う特別展示（～10月6日） 

4月1日 五十音えほん（～3月30日） 9月28日 アイヌ関連展示（～11月3日） 

  こどものルールブック（～9月29日） 9月30日 個人の方からいただきました（～10月9日） 

4月30日 宮沢賢治生誕120年 苫小牧発銀河鉄道（～5月26日） 10月1日 グラブを本に持ちかえて（～10月27日） 

  宮沢賢治（～5月26日） 面白いに、国境はない。NO BORDER（～10月27日） 

  伊勢志摩サミット（～5月26日） まんまるなおはなし（～10月27日） 

  いぬとねこペットにするならどっち?（～5月26日） 不思議な扉を開けてみると…?（～10月27日） 

  グラッのそなえは大丈夫？（～5月26日） Ｕ18に捧げる…（～10月27日） 

  「清き」一票（～5月26日） もじすうじのほん（～3月30日） 

5月25日 ベンチャークラブ.t様寄贈本展示（～6月12日） 10月7日 WONDERFUL NUMBERS（～10月26日） 

5月28日 ビアトリクス・ポター生誕150周年 ピーターラビッ
トの世界（～6月23日） 

10月14日 ノーベル文学賞受賞 ボブ・ディラン（～11月15日） 

  小田観螢生誕130年（～7月28日） 10月26日 苫小牧と姉妹都市（～11月24日） 

  
政治って何?（～7月28日） 

10月29日 苫小牧市の姉妹都市・友好都市、あなたは全部知っ
ていますか？（～11月24日） 

  歴史を読む！（～6月23日） ステキな装丁の本（～11月24日） 

  おとうさんのえほん（～6月23日） 美味しい食べもの（～11月24日） 

  いろいろな色！（～6月23日） 日本語で遊ぼう！（～11月24日） 

  インドアでつくってあそぼ（～6月23日） 王さま・お姫さま大集合（～11月24日） 

6月25日 アガサ・クリスティ没後40年～名探偵誕生百周年～ 
（～7月28日） 

どの道をゆく？（～11月24日） 

  水のおはなし…（～7月28日） 11月15日 苫小牧青色申告会様寄贈本展示（～12月21日） 

  
花を愉しむ（～7月28日） 

11月16日 トヨタ自動車北海道株式会社様寄贈本展示【移動図
書館】（～1月30日） 

  おばけの世界へいらっしゃい（～7月28日） 11月26日 とまチョップ図書館号PR月間（～12月28日） 

  夏休み自由研究・自由工作・読書感想文コーナー 
（～8月25日） 

苫小牧とラムサール条約（～1月27日） 

  2次元から3次元へ！ （～7月28日） 師走～先生特集～（～12月28日） 

7月13日 永六輔さん追悼展示（～8月25日） 2016年文学賞受賞作のご紹介（～12月28日） 

7月20日 芥川賞・直木賞（～8月25日） ハッピーメリークリスマス（～12月28日） 

7月30日 平和を願って（～8月25日） 児童書で学ぼう政治経済（～12月28日） 

  
南米特集（～8月25日） MAJIC TRICK ILLUSION（～12月28日） 

  
オリンピック・パラリンピック（～8月25日） 

12月10日 古典セミナー連動企画展示「小林一茶の世界」 
（～1月5日） 

  あの夏をふりかえる（～8月25日） 12月13日 苫小牧地方法人会様寄贈本展示（～1月26日） 

  
瀬田貞二生誕100年（～8月25日） 12月23日 

夏目漱石の世界～没後100年 生誕150年（～1月26
日） 

  お化物語（～8月25日）   色の世界（～1月26日） 

  子ども俳句教室作品展示（～8月21日）   文豪と呼ばれた人たち（～1月26日） 

8月10日 苫小牧あすなろ会様寄贈本展示（～8月21日） 
冬休み自由研究・自由工作・読書感想文コーナー 
（～1月26日） 

8月27日 真珠まりこさん特集（～9月29日） みんなの未来のお仕事（～1月26日） 

  没後20年 司馬遼太郎の世界（～9月29日）   おこたでろんぐしりぃず（～1月26日） 
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実施日 実施テーマ 

1月6日 苫小牧市民薬局様寄贈本展示（～1月26日） 

1月21日 芥川賞・直木賞（～2月23日） 

1月28日 氷都とまこまいのアイスホッケー（～2月23日） 

  無限の彼方へさあ行くぞ！再び（～2月23日） 

  てのひらシアター（～2月23日） 

  本を読んで、やってみよう！（～2月23日） 

  体！からだ！カラダ！（～2月23日） 

  かしらもじシリーズ 如月の巻（～2月23日） 

2月7日 三浦朱門さん追悼展示（～3月15日） 

2月25日 エリック・カールの世界（～3月30日） 

  大人に届ける子どもの文学（～3月30日） 

  御朱印めぐり（～3月28日） 

  かぞくっていいね（～3月30日） 

  はーるよこい（～3月30日） 

  かしらもじシリーズ 弥生の巻（～3月30日） 

  佐藤さとるさん追悼展示（～3月20日） 

  ディック・ブルーナさん追悼展示（～3月20日） 

2月26日 まついのりこさん追悼展示（～3月30日） 

3月7日 苫小牧ライオネスクラブ様寄贈本展示（～3月30日） 

3月21日 沖医院様寄贈本展示（～3月30日） 

3月28日 個人の方から寄贈いただきました（～4月9日） 

3月29日 苫小牧民報社様寄贈本展示（～4月7日） 

3月30日 新和産業様寄贈本展示（～4月9日） 



３４ 

 
 
 
 
 
    
 
 
       

平成２８年度 寄贈一覧                       （寄贈日順） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

団体名 ご寄贈内容 ご寄贈日 

ベンチャークラブ.t 児童書15冊 30,000円相当 平成28年5月25日 

苫小牧あすなろ会 
児童書15冊 30,000円相当 
カメラ1台  30,000円相当 

平成28年8月5日 

苫小牧青色申告会 一般書20冊 30,000円相当 平成28年11月15日 

トヨタ自動車北海道株式会社 
一般書45冊 児童書54冊 

150,000円相当 
平成28年11月16日 

苫小牧地方法人会 
一般書32冊 デイジー2点 

80,000円相当 
平成28年12月13日 

苫小牧市民薬局株式会社 一般書68冊 100,000円相当 平成29年1月6日 

苫小牧ライオネスクラブ 児童書9冊 30,000円相当 平成29年3月7日 

沖医院 
一般書213冊 児童書15冊 

参考図書10冊 
500,000円相当 

平成29年3月21日 

苫小牧民報社 一般書54冊 100,000円相当 平成29年3月29日 

イートアップ 児童書18冊 50,000円相当 平成29年3月30日 

新和産業 
一般書6冊 児童書13冊 
ヤングアダルト9冊 

50,000円相当 
平成29年3月30日 

個 人 ご寄贈内容 ご寄贈日 

匿 名 
児童書16冊 
20,000円相当 

平成28年9月30日 

匿 名 
一般書28冊 大活字本15冊 

100,000円相当 
平成29年3月28日 



昭和63年3月25日 
条例第3号 

〔昭和26年3月29日条例第16号苫小牧市立苫小牧図書館条例を全文改正〕 
 (設置) 
第1条  本市における教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」
という。)第10条の規定に基づき、苫小牧市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。 
 (名称及び位置) 
第2条  図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 
  
 
 
 
 (事業) 
第3条  図書館は、次に掲げる事業を行う。 
 (1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。 
 (2) 図書館資料の閲覧、貸出し及び複写に関すること。 
 (3) 閲覧所、配本所等の設置並びに自動車文庫及び貸出文庫の巡回に関すること。 
 (4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及びその奨励に関すること。 
 (5) その他第1条の目的を達成するため必要な事業 
 (職員) 
第4条  図書館に、館長その他必要な職員を置く。 
(図書館協議会) 
第5条  図書館に、法第14条の規定に基づき図書館協議会を置く。 
 2 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の
向 上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。 
 3 委員の定数は、10人とする。 
 4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 (入館の制限) 
第6条  苫小牧市立中央図書館苫小牧市末広町3丁目1番15号第6条教育委員会は、次の各号の一に該当
すると認めるときは、入館を断わり、又は退館させることができる。 
 (1)図書館資料等を損傷するおそれがあるとき。 
 (2) 館内の秩序を乱すおそれがあるとき。 
 (3) その他図書館の管理上適当と認められないとき。 
 (損害賠償の義務) 
第7条  入館者は、図書館の施設、設備、図書館資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める
ところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるとき
は、この限りでない。 
 (指定管理者による管理) 
第8条  教育委員会は、図書館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和
22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、図書館の管理に関す
る業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。 
 (1) 第3条各号に規定する事業の計画及び実施に関する業務 
 (2) 図書館の維持管理に関する業務 
 (3) その他図書館の管理運営上必要と認める業務 
2 指定管理者に前項に掲げる業務を行わせる場合における第6条の規定の適用について 
は、同条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。 
 (委任) 
第9条  この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定め
る。 
附則 
この条例は、規則で定める日(昭和63年11月1日)から施行する。 
附則(平成4年3月31日条例第5号改正) 
この条例は、平成4年5月25日から施行する。 
附則(平成24年3月23日条例第15号改正) 
この条例は、平成24年4月1日から施行する。 
附則(平成25年6月30日条例第31号改正) 
この条例は、平成26年4月1日から施行する。 

名称 位置 

苫小牧市立中央図書館 苫小牧市末広町3丁目1番15号 
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苫小牧市立図書館条例 
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苫小牧市立図書館規則 
昭和63年11月1日 

教育委員会規則第12号 
〔昭和26年8月22日規則第9号苫小牧市立苫小牧図書館規則を全文改正〕 

  
(趣旨) 
第1条 この規則は、苫小牧市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な
事項を定めるものとする。 
  
(開館時間) 
第2条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後8時までとする。ただし、教育委員会(以
下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。 
  
(休館日) 
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、休館
日を変更し、又は臨時に休館することができる。 
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する
休日(第3号において「休日」という。)に当たるときを除く。 
(2) 12月29日から翌年1月3日まで 
(3) 各月の最後の金曜日。ただし、その日が休日に当たるときを除く。 
(4) 5日以内で委員会が定める日 
  
(利用者の遵守事項) 
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 
(1) 館内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 
(2) 施設、器具及び資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料
をいう。以下同じ。)を損傷し、又は滅失しないこと。 
(3) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。 
(4) その他係員の指示に従うこと。 
  
(館内利用) 
第5条 図書館内において資料を利用しようとする者は、資料を選び、所定の場所において利
用しなければならない。ただし、特別に保管する資料を利用しようとするときは、係員に申
し出て利用するものとする。 
  
(館外貸出し) 
第6条 図書館外への資料の貸出し(以下「館外貸出し」という。)は、次に掲げる者について
行うものとする。 
(1) 市内に居住する者 
(2) 市内の会社、学校等に勤務し、又は在学する者 
(3) その他館長が認める者 
2 館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ委員会が交付する利用者カード(以下
「カード」という。)を係員に提示し、館長の許可を受けなければならない。 
3 館外貸出しを受けることのできる資料数は1人につき10冊以内とし、貸出期間は2週間以内
とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 
4 館外貸出しを受けた資料は、他人に転貸してはならない。 
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利用者数 貸出資料数 貸出期間 

50人以下 100冊以内 30日以内 

51人以上 200冊以内 60日以内 

(利用者カードの交付等) 
第7条 カードの交付を受けようとする者は、個人貸出申込書(様式)に必要な事項を記載し、委員
会に提出しなければならない。 
2 委員会は、前項の規定により個人貸出申込書が提出されたときは、必要な事項を審査し、カー
ドを交付するものとする。 
3 カードを紛失し、若しくは損傷したとき、又は記載事項に変更が生じたときは、速やかにその
旨を委員会に届け出なければならない。 
4 カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 
 
(館外貸出しの制限等) 
第8条 利用者が次の各号の一に該当するときは、館外貸出しを許可しないことができる。 
(1) 貸出期間を経過して資料を返却していない者 
(2) 偽りその他不正の行為によりカードの交付を受けた者 
(3) その他この規則の規定に違反していると認められる者 
2 次に掲げる資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特に認めるときは、こ
の限りでない。 
(1) 貴重図書、参考図書(事典、年鑑等をいう。)、郷土資料及び行政資料 
(2) 新聞及び官公報類 
(3) 視聴覚資料 
(4) 寄託資料(寄託者が承諾したものを除く。) 
(5) その他館長が指定した資料 
 
(自動車文庫) 
第9条 館長は、自動車文庫を編成し、定期的に地域を巡回することができる。 
2 自動車文庫の利用については、第4条から前条までの規定を準用する。 
 
(貸出文庫) 
第10条 館長は、貸出文庫を編成し、市内の学校、事業所、読書会等に貸し出すことができる。 
2 貸出文庫を利用しようとする者は、所定の文庫貸出申込書を館長に提出しなければならない。 
3 貸出文庫の貸出資料数及び貸出期間は、利用者数の区分に応じ、1回につき次の表のとおりと
する。 
 
 
 
 
 
(資料の寄贈等) 
第11条 資料を図書館に寄贈又は寄託をしようとする者は、所定の申込書を委員会に提出しなけ
ればならない。 
 
(係の設置) 
第12条 図書館に管理係及び奉仕係を置く。 
 
(分掌事務) 
第13条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。 
1 管理係 
(1) 図書館の管理運営に関すること。 
(2) 資料の購入、受贈等に関すること。 
(3) 予算の経理に関すること。 
(4) 電子計算機、視聴覚機器及び移動図書館車の管理に関すること。 
(5) 図書館協議会(以下「協議会」という。)に関すること。 
(6) その他主管に関すること。 
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2 奉仕係 
(1) 資料の選定、管理及び閲覧に関すること。 
(2) 参考資料の紹介及び情報の提供に関すること。 
(3) 閲覧所、配本所、自動車文庫、貸出文庫等の運営に関すること。 
(4) 読書会、資料展示会等の実施に関すること。 
(5) 市史及び行政資料の収集、整理、保存等に関すること。 
(6) その他主管に関すること。 
 
(職員) 
第14条 図書館に館長及び係長を置く。 
2 図書館に副館長、副主幹、主査その他必要な職員を置くことができる。 
 
(職務) 
第15条 館長は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 
2 副館長は、館長を補佐し、図書館の事務を整理する。 
3 副主幹は、上司の命を受け、奉仕係の分掌事務を整理し、当該事務に従事する職員を指揮監督
する。 
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。 
5 主査は、上司の命を受け、事務を処理する。 
6 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。 
 
(協議会) 
第16条 協議会に、会長及び副会長を置く。 
2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。 
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときに、その職務を代理する。 
第17条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。 
2 定例会は、年1回開催するものとし、臨時会は必要があるときに開催するものとする。 
3 会議は会長が召集する。 
4 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 
5 会議の議長は、会長をもつて充てる。 
 
6 会議において表決の必要がある場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。 
第18条 協議会の運営に関し、必要な事項は、協議会が定める。 
 
(文書記号) 
第19条 図書館の文書記号は、「苫教図」とする。 
 
(指定管理者による管理) 
第20条 苫小牧市立図書館条例(昭和63年条例第3号)第8条第1項の規定により指定管理者に図書館
の管理を行わせる場合における第6条から第10条までの規定の適用については、これらの規定中
「館長」とあり、及び「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項中「個人貸出申込書
(様式)」とあるのは「個人貸出申込書」とする。 
2 前項に規定する場合には、第12条から第15条まで及び前条の規定は、適用しない。 
 
(雑則) 
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 
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附 則 
1 この規則は、昭和63年11月1日から施行する。 
2 苫小牧市立苫小牧図書館行政資料室規則(昭和55年教育委員会規則第2号)は、廃止する。 
3 苫小牧市教育委員会職名等に関する規則(昭和61年教育委員会規則第10号)の一部を次のように
改正する。 
(次のよう略) 
4 苫小牧市教育委員会公印規則(昭和63年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。 
(次のよう略) 
附 則(平成元年7月1日教育委員会規則第4号改正) 
この規則は、公布の日から施行する。 
附 則(平成4年4月1日教育委員会規則第7号改正) 
この規則は、平成4年5月25日から施行する。 
附 則(平成4年7月23日教育委員会規則第11号改正) 
この規則は、公布の日から施行する。 
附 則(平成10年8月31日教育委員会規則第6号改正抄) 
 
(施行期日) 
1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。 
附 則(平成14年5月23日教育委員会規則第10号改正) 
この規則は、公布の日から施行する。 
附 則(平成15年4月28日教育委員会規則第2号改正) 
この規則は、公布の日から施行する。 
附 則(平成18年3月30日教育委員会規則第4号改正) 
この規則は、平成18年4月1日から施行する。 
附 則(平成18年4月11日教育委員会規則第6号改正) 
この規則は、平成18年4月13日から施行する。 
附 則(平成23年3月24日教育委員会規則第5号改正) 
この規則は、平成23年4月1日から施行する。 
附 則(平成23年3月30日教育委員会規則第6号改正) 
この規則は、平成23年4月1日から施行する。 
附 則(平成25年3月21日教育委員会規則第3号改正) 
この規則は、平成25年4月1日から施行する。 
附 則(平成25年7月12日教育委員会規則第6号改正) 
この規則は、平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成26年4月1日教育委員会規則第2号改正) 
この規則は、平成26年4月1日から施行する。 
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