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昭和52年８月24日 
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北海道立図書館管理規則をここに公布する。 

北海道立図書館管理規則 

北海道教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第23条第

１号の規定に基づき、この教育委員会規則を制定する。 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

第33条第１項の趣旨に基づき、北海道立図書館条例（昭和26年北海道条例第20号）に定めるものを

除き、北海道立図書館の管理運営の基本的事項を定め、もってその適正かつ円滑な管理運営を図る

ことを目的とする。 

 

第２章 事業 

第２条 北海道立図書館（以下「道立図書館」という。）は、次に掲げる事業を行う。 

(１) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料（以下「図書館資料」という。）を収集し、

保存し、及び利用に供すること。 

(２) 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

(３) 図書館資料の利用のための相談に応ずること。 



 

(４) 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図

書館、図書室又は公民館等（以下「他の図書館等」という。）と緊密に連絡し、協力し、図書館

資料の相互貸借を行うこと。 

(５) 図書館資料の直接の貸出し（インターネットを利用した貸出しを含む。第７条第１項第５号

において同じ。）を行うこと。 

(６) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。 

(７) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 

(８) 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 

(９) 図書館に関する調査研究を行い、及びその調査研究を行う機関に対し、協力し、又は協力を

求めること。 

(10) 図書館に関する専門的、技術的な資料を作成し、及び刊行頒布すること。 

(11) その他道立図書館の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 職員 

（職員） 

第３条 道立図書館に、事務職員、技術職員その他所要の職員を置く。 

（職員の職） 

第４条 道立図書館に置かれる職員の職は、次の表に掲げるとおりとする。 

  

 職の置かれる

組織 
職員の職 職務 

職を占めるべき

職員 

 

   館長 館務を掌理し、所属職員を監督する。    

 館 副館長 館長を助け、館務を整理する。    

   参与 上司の命を受け、特命事項を処理する。    

 部 部長 上司の命を受け、部の事務をつかさどる。    

 室 室長 上司の命を受け、室の事務をつかさどる。    

   課長 上司の命を受け、課の事務をつかさどる。    

 

課 

企画主幹 
上司の命を受け、課の事務のうち特定の事務に従

事する。 

   

 
主査 

上司の命を受け、部長の指定する事務をつかさど

る。 

事務職員  

   専門主任 上司の命を受け、担任の事務を処理するととも

に、主任等の指導等に関する事務に従事する。 

   

  主任 上司の命を受け、事務を処理する。   

 部   
上司の命を受け、特定の調査等に関する事務を処

理する。 

   

 室 調査員    

 課      

 
課 

主事 上司の命を受け、事務に従事する。    

 司書 上司の命を受け、専門的事務に従事する。    

２ 前項の表に掲げる職員の職には、それぞれ当該組織上の名称を付するものとする。 

 

第４章 館務分掌 

（部及び室） 

第５条 道立図書館に、次に掲げる部を置く。 

(１) 総務企画部 

(２) 利用サービス部 

２ 利用サービス部に北方資料室を置く。 

（総務企画部） 

第６条 総務企画部においては、次に掲げる事務をつかさどる。 



 

(１) 職員の任免その他の進退、給与（児童手当を含む。）の支払、服務、人事記録その他人事に

関する事務の処理並びに福利厚生に関すること。 

(２) 公印を保管すること。 

(３) 公文書類を収受し、発送し、編集し、及び保存すること。 

(４) 予算及び会計に関する事務を処理すること。 

(５) 財産及び物品の管理に関する事務を処理すること。 

(６) 施設及び設備の維持及び管理に関する事務を処理すること。 

(７) 道立図書館の行う事業の総合調整に関すること。 

(８) 道立図書館の行う事業の計画及び実施に関すること。 

(９) 館報の発行等広報に関すること。 

(10) 他の図書館等との連絡及び協力に関すること。 

(11) 図書館資料のうち支援活動用資料を選択収集し、及び利用に供すること。 

(12) 読書普及に関すること。 

(13) 北海道立図書館協議会に関すること。 

(14) 調査及び業務統計に関すること。 

(15) 館内の取締りに関すること。 

(16) その他他に属しない事務を処理すること。 

（利用サービス部） 

第７条 利用サービス部においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 一般資料（図書館資料のうち支援活動用資料及び北方資料を除く。以下同じ。）及び北方資

料を選択収集し、整理し、保存し、及び利用に供すること。 

(２) 支援活動用資料を整理し、及び保存すること。 

(３) 北方資料の調査に関すること。 

(４) 他の図書館等との一般資料及び北方資料の相互貸借を行うこと。 

(５) 一般資料及び北方資料の直接の貸出しを行うこと。 

(６) 一般資料及び北方資料の参考調査及び書誌の索引の作成に関すること。 

(７) 閲覧室の利用に関すること。 

(８) 読書相談に関すること。 

(９) 図書館情報システムの維持及び管理に関すること。 

２ 北方資料室は、利用サービス部の事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 北方資料（逐次刊行物を含む。）を選択収集し、整理し、保存し、及び利用に供すること。 

(２) 北方資料の調査に関すること。 

(３) 他の図書館等との北方資料の相互貸借を行うこと。 

(４) 北方資料の直接の貸出しを行うこと。 

(５) 北方資料の参考調査及び書誌の索引の作成に関すること。 

(６) 北方資料閲覧室の利用に関すること。 

第８条 削除 

（課） 

第９条 総務企画部に管理課及び企画支援課を、利用サービス部に利用サービス課及び資料課を、北

方資料室に北方資料課を置き、それぞれの分掌事務は、館長が教育長の承認を受けて定める。 

（防火管理者） 

第10条 消防法（昭和23年法律第186号）第８条第１項の防火管理者は、館長の指定する職員とする。 

 

第５章 運営通則 

第１節 運営の基本方針 

第11条 道立図書館は、法令、条例及び教育委員会規則並びに教育委員会以外の北海道の機関の定め

る規則又は規程（以下「法令等」という。）に従い、かつ、北海道教育委員会の管理の下に、その

事業を遂行し、もってその目的の実現に努めなければならない。 

２ 道立図書館の所属職員は、館長の監督の下に、進んで相互の連絡を図り、緊密に協力し、すべて

一体として、道立図書館の機能を発揮するようにしなければならない。 



 

 

 

第２節 館内規則 

第12条 館長は、法令等に違反しない限り、道立図書館の事業の実施又は館内の秩序維持に関し、館

内規則を定めることができる。 

第３節 公印 

第13条 道立図書館の文書に用いる印章（以下「公印」という。）は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 北海道立図書館の印 

(２) 北海道立図書館長の印 

２ 公印の規格及び定数は、別表のとおりとする。 

３ 公印の刻字面の様式は、別記様式のとおりとする。 

４ 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を北

海道教育委員会公報に公示する。 

５ 前４項に定めるもののほか、公印の作成、保管及び使用に関し必要な事項は、教育長が定める。 

第４節 館務の処理 

（運営計画） 

第14条 道立図書館の適正かつ能率的な運営を図るため館長は、毎年度、運営計画を定めなければな

らない。 

２ 前項の運営計画には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

(１) 運営の重点 

(２) 事業計画の大要 

(３) 予算の執行計画 

(４) 館務の分掌に関する事項 

(５) 図書館資料の整備計画 

(６) 施設及び設備の整備計画の大要 

(７) 第19条第２項の非常措置計画の大要 

(８) その他館長が必要と認める事項 

（館長の職務の代行） 

第15条 館長に事故があるときは、副館長がその職務を代行する。ただし、重要又は異例の事案につ

いては、その処理につきあらかじめ指示を受けており、又は緊急に処理を要すると認める場合を除

き、代行することができない。 

（所属職員の進退についての意見の申出） 

第16条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第36条の意見の申出は、教育長に対してしなけれ

ばならない。 

（文書処理の原則） 

第17条 道立図書館の事務は、文書をもって処理するものとする。 

（事務の引継ぎ） 

第18条 職員は、転任若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、教育長の定めるところにより、

その担任事務の引継ぎをしなければならない。 

（非常措置） 

第19条 道立図書館又はその付近において火災その他の非常変災が発生したときは、館長は、所属職

員を指揮して、利用者の避難、重要物品の持出し等の適切な措置を講じなければならない。 

２ 館長は、前項の措置を迅速かつ的確に遂行するため、それらの措置の具体的な実施に関する非常

措置計画を定めなければならない。 

３ 道立図書館においては、火災その他の非常変災が発生した場合における利用者の避難について、

その周知方法、避難の誘導に当たる職員の氏名、避難すべき場所及び順路その他避難に関し必要な

事項を館内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。 

４ 第２項の非常措置計画に基づいて持ち出すべき重要物品には、館長は、その標識を付けておかな

ければならない。 

 



 

（表簿） 

第20条 道立図書館においては、次に掲げる表簿を備え、かつ、教育長の定める期間保存しなければ

ならない。 

(１) 道立図書館に関係のある法令等 

(２) 道立図書館の沿革に関する記録 

(３) 重要な記録文書 

(４) 資料原簿 

(５) その他教育長が必要と認めるもの 

（報告例） 

第21条 道立図書館における次に掲げる場合は、館長は、教育長に対し、その旨報告しなければなら

ない。 

(１) 館内規則を制定し、又は改廃したとき。 

(２) 運営計画を定め、又は重要な変更をしたとき。 

(３) 火災その他の非常変災のあったとき。 

(４) その他教育長が定める事項 

（館務の処理手続） 

第22条 道立図書館における館務の処理手続は、この節に定めるもののほか、教育長の定めるところ

による。 

 

第６章 事業の運営 

（環境の維持） 

第23条 道立図書館においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、静穏及び清潔を保つ等図

書館にふさわしい環境の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。 

（休館日） 

第24条 道立図書館の休館日は、次に掲げる日とする。 

(１) 月曜日（当該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（以下「休

日」という。）に当たるときは、休日に該当しない当該日の直後の日） 

(２) 12月29日から翌年の１月３日まで（前号に掲げる日を除く。） 

(３) 各月の末日（12月にあっては、28日）（当該日が日曜日若しくは土曜日若しくは休日又は第

１号に掲げる日（以下「日曜日等」という。）に当たるときは、日曜日等に該当しない当該日の

直前の日） 

（臨時休館） 

第25条 前条に定めるもののほか、道立図書館の管理運営上特別の必要があるとき又は非常変災その

他急迫の事情があるときは、館長は、臨時に、休館することができる。 

２ 前項の規定により臨時に休館したときは、館長は、遅滞なく、教育長に対し、その旨を報告しな

ければならない。 

 

第７章 施設設備の管理 

第26条 館長は、教育財産規則（昭和47年北海道教育委員会規則第11号）の定めるところにより、道

立図書館の施設及び設備を管理するものとする。 

第８章 職員の服務 

第27条 道立図書館の職員の服務は、教育庁職員の例による。 

第９章 補則 

第28条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 

１ この教育委員会規則は、昭和52年８月25日から施行する。 

（旧規則の廃止） 

２ 北海道立図書館条例施行規則（昭和26年北海道教育委員会規則第20号）は、廃止する。 

附 則（昭和57年９月30日教育委員会規則第14号） 

この教育委員会規則は、昭和57年10月１日から施行する。 



 

附 則（昭和60年４月１日教育委員会規則第７号） 

この教育委員会規則中（中略）第４条の規定は、昭和60年４月10日から施行する。 

附 則（昭和62年４月１日教育委員会規則第２号抄） 

（施行期日） 

１ この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年５月13日教育委員会規則第13号抄） 

（施行期日） 

１ この教育委員会規則は、平成元年５月21日から施行する。 

附 則（平成４年４月16日教育委員会規則第12号） 

１ この教育委員会規則は、平成４年４月19日から施行する。 

２ 北海道立図書館分館規則（昭和28年北海道教育委員会規則第12号）は、廃止する。 

附 則（平成５年４月１日教育委員会規則第５号） 

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年４月１日教育委員会規則第10号） 

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年４月１日教育委員会規則第６号） 

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。（後略） 

附 則（平成10年４月１日教育委員会規則第５号） 

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月６日教育委員会規則第６号） 

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日教育委員会規則第９号） 

この教育委員会規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年４月１日教育委員会規則第７号抄） 

（施行期日） 

１ この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年３月15日教育委員会規則第２号） 

この教育委員会規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日教育委員会規則第10号） 

この教育委員会規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日教育委員会規則第５号抄） 

（施行期日） 

１ この教育委員会規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年４月28日教育委員会規則第19号） 

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年１月26日教育委員会規則第１号抄） 

１ この教育委員会規則は、公布の日から施行する。（後略） 

附 則（平成22年４月13日教育委員会規則第７号） 

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年５月31日教育委員会規則第14号） 

この教育委員会規則は、平成23年６月１日から施行する。 

附 則（平成24年４月10日教育委員会規則第11号） 

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日教育委員会規則第５号） 

この教育委員会規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日教育委員会規則第２号） 

この教育委員会規則は、平成29年４月１日から施行する。 

 

別表（第13条関係）（略）  

別記様式（第13条関係）（略） 


