
管内 No. 自治体 開館状況 臨時休館期間 対　応　等

1 夕張市 開館 ・8/30～9/30、利用は市民に限る。閲覧や学習室の利用は、平日9:00～18:00

2 岩見沢市 開館 ・9/30までは、市民限定の利用

3 美唄市 開館 ・8/27～9/30、利用は市民限定。　・相互貸借等の対応は可能

4 芦別市 臨時休館 8/27~9/30

5 赤平市 臨時休館 8/27~9/30 ・相互貸借も中止

6 三笠市 原則休館 8/27~9/30 ・市民の利用に限り利用可能。

7 滝川市 臨時休館 8/27~9/30
・期間中、①予約本（電話・インターネット・ＦＡＸで受付）　②「勝手に選書！～おうち

でのんびり読書タイム～」を実施

8 砂川市 開館
・8/27～9/30、利用は市民限定、貸出返却のみ。開館時間は10:00～18:00（水・金曜日実

施の夜間開館を休止）　・相互貸借は通常どおり受付

9 歌志内市 臨時休館 8/27~9/30 
・「本の予約サービス」（電話申込・うたみん入口受取）及び「本の宅配サービス」（電話

申込・自宅等で受取）を行う。

10 深川市 開館 ・8/28～9/30、利用は市民限定で貸出返却のみ。開館時間は、10:00～17:30に変更

11 南幌町 臨時休館 ・町民の方のみ貸出返却の利用が可能。

12 奈井江町 臨時休館 8/27~9/30
・事務所窓口にて町民限定で、事前予約を受け付けた図書の貸出、返却対応を行う（⽕～金

8:30～18:00、土8:30～17:00）　・相互貸借の受付も同時間帯で可能。

13 上砂川町 開館 ・8/27～9/30、本年4月1日から8月25日までに図書の貸し出しを利用した人のみ利用可能

14 由仁町 開館

15 長沼町 開館 ・8/31～9/30、町民限定で貸出返却のみ対応。　・相互貸借は受付可能。

16 栗山町 開館 ・8/27～9/30、緊急事態宣言の指定地域からの利用は不可。

17 月形町 開館 ・～9/30、町民のみ利用可

18 浦臼町 開館 ・8/27～9/30、開館は月曜日～金曜日 9:00～17:00、貸出・返却の短時間滞在のみとする。

19 新十津川町 臨時休館 8/27~9/30 ・期間中、町民に限り、予約貸出しサービスを実施。　・相互貸借も受付可能

20 妹背牛町 開館 ・8/27～9/30、開館時間は9:00～17:00、町民のみの利用。

21 秩父別町 開館
・8/27～9/30、道内の特別措置区域（札幌市、小樽市、旭川市、石狩管内）、道外の緊急

事態宣言地域及びまん延防止等重点措置区域からの利用は自粛。

22 雨竜町 利用中止 8/27~9/30 

23 北竜町 開館 ・8/27～9/30、町民の利用に限り19：45まで。

24 沼田町 開館
・8/27～9/30、町外からの利用自粛。開館時間：月～木曜日10:30～18:30、金曜日10:30～

20:00、土日曜日･祝日9:30～17:00

25 札幌市 臨時休館 9/13～9/30 ・期間中は、本の貸出しのみ実施。　・相互貸借は通常どおり受付。

26 江別市 臨時休館 8/27~9/30 ・予約資料の貸出、電話およびWeb OPACでの予約受付を実施　　・相互貸借は対応

27 恵庭市 開館 ・8/28～9/30、市内の方のみの利用に制限。貸出・返却および予約本の受取のみ。

28 千歳市 臨時休館 8/28~9/30 ・期間中、インターネット・電話による予約本の受取（10冊まで）サービスを実施

29 北広島市 臨時休館 9/1～9/30
・9/1からは、市民を対象に本の予約受付（予約は5冊まで）と予約されて用意できた本（図

書館から連絡があった本）の受取りサービスを実施　　・相互貸借は不可

30 石狩市 臨時休館 8/27~9/30 ・相互貸借は対応可能

31 当別町 臨時休館 8/13～9/30
・町民限定でWeb予約した本等を図書館で受け取るサービスを実施（⽕～金曜　10:00～

12:00）

32 新篠津村 〔原則〕閉館 8/27~9/30 ・期間中は村民限定で、10:00～16:00（※平日のみ貸出・返却可能）
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管内 No. 自治体 開館状況 臨時休館期間 対　応　等

33 小樽市 臨時休館 8/27~9/30 ・図書の予約貸出しと返却のみ対応　・相互貸借は通常どおり受け付ける。

34 島牧村 開館 ・8/27～9/30、利用は村民限定

35 寿都町 開館 ・8/28～9/30、利用は町民限定

36 黒松内町 開館
・8/27～9/30、月～金曜日開館、土日曜日休館、開館時間は、10:00～17:00

・黒松内町在住者のみ利用可能　・相互貸借の受付は可能

37 蘭越町 開館 ・8/28～9/30、利用は町内在住者、町に通勤・通学している方のみ。　・相互貸借可能

38 ニセコ町 開館 ・8/28～9/30、利用は町民限定。館内利用時間は1時間。PCや視聴覚資料の閲覧は不可

39 真狩村 臨時休館 8/27~9/30 ・図書室のみ⽕～金曜日の13:00～17:00利用可

40 留寿都村 開館

41 喜茂別町 臨時休館 8/27~9/30

42 京極町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民限定　・相互貸借およびインターネット予約も中止

43 倶知安町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民限定　・相互貸借は受付可能

44 共和町 休止 8/27~9/30

45 岩内町 開館
・8/27～9/30、利用は町民に限定。新聞、パソコンの閲覧禁止、滞在時間は30分以内

・入館時に入館記録票の記入

46 泊村 開館 ・8/27～9/30、利用は村内在住の個人及び団体に限定

47 積丹町 開館 ・～9/30、利用は町民限定　・利用時間は20時まで（1時間短縮）

48 神恵内村 閉鎖 8/27~9/30

49 古平町 臨時休館 8/27~9/30

50 仁木町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民のみに限定

51 余市町 臨時休館 9/28～9/30
・9/28～9/30、図書館システム更新作業のため臨時休館。それに伴い9/14～9/26の期間

は、1人10冊まで貸出する。

52 赤井川村 開館 ・8/27～9/30、利用は村民のみに限定

53 苫小牧市 臨時休館 8/28～9/30

54 室蘭市 臨時休館 8/27~9/30
・図書館本館は、新施設「室蘭市環境科学館・図書館　えみらん」移転のため、3/31から閉

館。分室は電話による予約貸出を受付ける。詳細は市HP。

55 登別市 臨時休館 8/27~9/30
・臨時休館中は本館での予約本の受取のみ可⽕曜～日曜10時～17時（月曜及び9/21(⽕)、

9/24(金)は不可）・特設カウンター（玄関）での受渡。入館は不可。

56 伊達市 臨時休館 8/27~9/30 ・相互貸借も中止

57 豊浦町 開館
・8/27～9/30、事前予約制で利用可能。開館時間：月曜日から金曜日　9:00～17:00　利用

人数：1組4名まで、1組ずつの入館30分間まで

58 壮瞥町 臨時休館 8/27~9/30 ・貸出・返却のみ利用可（分室は休館）

59 白老町 臨時休館 8/27~9/30 ・利用者には、予約資料に限り建物入口での受渡しを実施　・相互貸借は対応可能。

60 厚真町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民のみに限定　　・相互貸借は受け付ける。

61 洞爺湖町 利用休止 8/27~9/30 ・電話受付で貸し出し、返却対応（閲覧不可）

62 安平町 臨時休館 8/27~9/30 ・電話による予約資料のみ建物玄関先に置いて受渡しを行う

63 むかわ町 開館 ・8/28～9/30、町民限定で貸出返却のみ短時間での利用。
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管内 No. 自治体 開館状況 臨時休館期間 対　応　等

64 日高町 臨時休館 8/28~宣言解除 ・「おうち図書館」（図書の郵送貸出）は受け付ける。

65 平取町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民のみに限定。「予約受け取りサービス」の実施

66 新冠町 臨時休館 8/27~9/30

67 浦河町 臨時休館 8/27~9/30 ・町民限定の図書宅配サービスを実施　・相互貸借は対応

68 様似町 臨時休館 8/29~9/30 ・宅配サービスを実施

69 えりも町 臨時休館 8/27~9/30 ・事前予約制等（町民限定、⽕曜休、人数や時間制限他）を設け、貸出返却のみ行う。

70 新ひだか町 開館

・9/14～9/30、時間短縮開館。館内の滞在時間は概ね３０分以内。図書・雑誌資料の貸

出・返却のみ利用可能。（新聞・雑誌含め、館内での閲覧は不可）

平日　11:00～16:00　土曜日・日曜日・祝日　10:00～15:00

71 函館市 開館

72 北斗市 開館 ・8/27～9/30、市外に住む高校生以下の方の施設利用は自粛

73 松前町 臨時休館 8/27~9/30 ・事前予約貸出を実施　・相互貸借は可能

74 福島町 開館 ・8/27～9/30、町外利用休止　・相互貸借の受付は可能

75 知内町 開館 ・利用人数制限あり　町民限定

76 木古内町 臨時休館 8/27~9/30

77 七飯町 開館 ・8/27～9/30、利用時間は20:00まで。

78 鹿部町 開館 ・8/28～9/30、高校生以下の利用を禁止。

79 森町 臨時休館 8/28~9/30
・町内在住者のみを対象に、電話による事前予約本に限り、図書館入口（風除室内）にて本

の貸出サービスを行う。

80 八雲町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民に限定　・相互貸借は可。

81 長万部町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民に限定

82 江差町 開館

83 上ノ国町 開館 ・8/28～9/30、利用は町民に限定

84 厚沢部町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民に限定

85 乙部町 開館

86 奥尻町 開館 ・8/30～9/30、開館時間20:00まで

87 今金町 開館 ・8/28～9/30、原則町外者の利用は不可。

88 せたな町 開館 ・8/27～9/30、町民のみ利用可能。
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管内 No. 自治体 開館状況 臨時休館期間 対　応　等

89 旭川市 臨時休館 8/20～宣言終了
・中央図書館，各地区図書館（末広・永山・東光・神楽）のみ，予約図書等の貸出等の一部

サービスを実施。（受付時間は通常の開館時間と同じ。）

90 士別市 開館 ・市民限定で図書の貸出・返却のみ実施

91 名寄市 臨時休館 9/1～9/30 ・インターネットなどでの予約貸出のみ可能　　・相互貸借は通常どおり対応

92 富良野市 縮小開館 ・8/27～9/30、本の貸出返却のみ。

93 鷹栖町 開館 ・町民限定で貸出・返却のみ可能（10:00～17:00）。・相互貸借可能

94 東神楽町 臨時休館 8/27～当面 ・町内在住または勤務者に限り貸出・返却のみ対応

95 当麻町 開館 ・8/27～9/30、町民限定で貸出返却のみ対応　・相互貸借は通常どおり受付

96 比布町 開館 ・8/27～9/30、町民限定（貸出返却のみの利用）で開館　・相互貸借は通常どおり受付

97 愛別町 臨時休館 8/27～9/30

98 上川町 臨時休館 8/27～9/30

・相互貸借は通常どおり受付　・町民に電話申込みによる貸出しの実施。

申込受付時間：8:30～16:00　電話で希望する図書の申込みを受け付け、郵送（又は図書室

受取り）で貸出しする。

99 東川町 開館
・8/28～9/30は開館時間を1時間短縮（9:00～21:00　→　9:00～20:00）

・町民の利用のみ可

100 美瑛町 開館
・8/27～9/30、美瑛町民限定で貸出・返却のみ利用可能。（滞在時間は30分以内）

・新聞・雑誌（最新号）の閲覧は不可。　　・相互貸借は対応

101 上富良野町 臨時休館 8/28～9/30

102 中富良野町 臨時休館 8/28～9/30 ・相互貸借等可

103 南富良野町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民限定

104 占冠村 開館 ・8/27～9/30、利用は村民限定。

105 和寒町 開館
・8/27～9/30、利用は和寒町民限定、貸出・返却のみ利用可能（30分以内）

・相互貸借は対応可能

106 剣淵町 開館 ・～9/30、町民のみ利用可能とし30分の滞在時間とする。

107 下川町 臨時休館 8/31～9/30 ・電話による予約により貸出を実施

108 美深町 開館 ・8/27～9/30、町民限定で貸出返却のみ対応。10:00～17:00

109 音威子府村 臨時休館 8/27～9/30 ・図書の貸出しのみ対応。

110 中川町 開館 ・8/27～9/30、郵送による貸出も実施

111 幌加内町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民限定

112 留萌市 臨時休館 8/27～9/30 ・相互貸借可能

113 増毛町 開館 ・8/27～9/30、町民のみ利用可能、17:00まで。

114 小平町 開館 ・8/27～9/30、利用は町内在住者限定。

115 苫前町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民限定、17:00まで。

116 羽幌町 開館 ・8/28～9/30、原則町民のみ利用可能。

117 初山別村 開館 ・村民の利用に限定

118 遠別町 開館 ・9/13～9/30、町民の利用に限定。

119 天塩町 開館 ・8/27～9/30、町民の利用に限定。
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管内 No. 自治体 開館状況 臨時休館期間 対　応　等

120 稚内市 開館 ・～9/30、一部利用を制限。　・入館時に連絡先記入

121 猿払村 開館

122 浜頓別町 開館 ・8/27～9/30、町民の利用に限定。1時間以内の利用（滞在、会話の自粛）

123 中頓別町 開館 ・8/27～9/30、貸出のみ対応。

124 枝幸町 開館 ・8/27～9/30、町民のみ利用可能。

125 豊富町 臨時休館 8/27～9/30 ・予約制による貸出を実施。貸出対応　11:00～15:00（電話受付　10:00～17:00）

126 礼文町 開館

127 利尻町 開館

128 利尻富士町 開館

129 幌延町 開館 ・8/27～9/30、町外の方は利用不可。時間短縮（20:00まで）

130 北見市 臨時休館 8/30～9/30

131 網走市 臨時休館 8/27～9/30 ・事前予約による貸出サービス（ステイホーム読書）の実施

132 紋別市 臨時休館 8/30～9/30 ・市民を対象に予約図書の貸出しを実施（ドライブスルー）

133 美幌町 開館
・8/28～9/30、開館時間9:00～17:00までに短縮　・館内施設の利用は美幌町民（在勤・在

学含む）のみ

134 津別町 開館

135 斜里町 開館

136 清里町 開館 ・利用は町民限定

137 小清水町 開館 ・8/27～9/30、町内利用者のみ、20:00まで

138 訓子府町 開館
・～9/30、開館時間の短縮（平日18時まで）・滞在時間30分以内　・入館人数30人以内

・団体利用は町内のみ30人以内

139 置戸町 開館

140 佐呂間町 開館

・8/27～9/30、利用を町内在住者に限定。　・長時間の滞在は自粛。

・おはなし広場（毎週土曜日開催）を休止（8月28日から）。

・入館時に入館者受付票を記入・相互貸借等は可能

141 遠軽町 臨時休館 8/27～9/30

142 湧別町 開館 ・8/27～9/30、湧別町民のみ利用可

143 滝上町 開館 ・8/27～9/30、原則町民のみの利用に限る

144 興部町 開館 ・8/28～9/30、町民のみ利用可

145 西興部村 開館 ・8/27～9/30、村民のみ利用可

146 雄武町 開館 ・8/27～9/30、出入り口を１箇所とする

147 大空町 開館
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管内 No. 自治体 開館状況 臨時休館期間 対　応　等

148 帯広市 開館
・8/28～9/30、貸出返却のみの対応。平日・土日祝日を問わず、10:00～18:00開館、滞在

時間は30分以内、駐車場は１時間以内。　　・レファレンス、相互貸借は中止

149 音更町 臨時休館 8/27～9/30 ・在住者を対象に本の宅配サービス

150 士幌町 開館
・当面の間、利用対象者を町民限定として開館。（一部の利用・館内滞在時間を制限して、

貸出・返却・予約サービスのみ実施）　・相互貸借は対応可能

151 上士幌町 開館
・9/19まで開館（貸出・返却のみ。利用時間30分以内）　9/21～9/30は図書館電算システ

ム更新のため休館）

152 鹿追町 開館 ・～9/30、町民限定で利用可能

153 新得町 開館 ・8/29～9/30、町民利用に制限

154 清水町 開館 ・8/29～9/30、町民限定で利用可　・図書の貸出し・返却のみ

155 芽室町 臨時休館 8/27～9/30 ・期間中は町民限定で本の宅配事業を実施　・相互貸借は対応可能

156 中札内村 開館 ・8/29～9/30、利用する際は短時間

157 更別村 臨時休館 8/27～9/30

158 大樹町 臨時休館 8/27～9/30 ・本の貸し出しは、電話等で受け付け、窓口で渡す

159 広尾町 臨時休館 8/27～9/30 ・町民を対象に本の宅配事業を実施

160 幕別町 臨時休館 8/27～9/30
・「臨時休館における本の宅配サービス」を実施　・相互貸借は受け付けるが、貸出・発送

は開館後。

161 池田町 開館 ・8/27～9/30、町民のみ利用可　・在学・在勤者は予約本の貸出のみ利用可能

162 豊頃町 臨時休館 8/27～9/30 ・町内在住者を対象に図書の宅配サービスを実施

163 本別町 臨時休館 8/27～9/30

164 足寄町 臨時休館 8/27～9/30
・町民限定で、電話・FAXによりご希望の本をお伺いし貸出を行う。受渡は、感染防止のた

め足寄町民センター1階窓口で実施。　・相互貸借の受付は可能

165 陸別町 開館 ・本の貸出のみ実施　13:00～16:00

166 浦幌町 臨時休館 8/30～9/30 ・相互貸借は対応可能

167 釧路市 開館
・8/27～9/30、制限あり（閲覧席使用停止、個人学習室・ラウンジの閉鎖、館内飲食禁

止、各種イベントや上映会・おはなし会の中止または延期）

168 釧路町 臨時休館 8/27～9/30 ・釧路町公民館図書室は、人数制限して貸し出しのみ。

169 厚岸町 開館
・8/27から9/30までの間の毎週木・金曜日の夜間開館は、通常21:00までのところ19:30で

閉館　・土曜おはなし会・子ども映画会・名作鑑賞会は中止

170 浜中町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民限定。

171 標茶町 開館 ・～9/30、利用は町民のみ(町外からの通勤・通学者は利用可)　開館時間は通常どおり

172 弟子屈町 開館
・8/27～9/30、利用は町民限定、新聞、雑誌（最新号）の閲覧停止、滞在時間は30分以内

・入館時に入館記録票の記入　　・相互貸借は通常通り対応

173 鶴居村 臨時休館 8/27～9/30 ・原則休館　・図書等の貸出のみ利用可　・利用時間 18時まで（15分短縮）

174 白糠町 臨時休館 8/27～9/30 ・町民を対象に電話またはメールによる「図書予約貸出サービス」を実施

175 根室市 開館

176 別海町 開館 ・8/27～9/30、利用は町民のみ。

177 中標津町 臨時休館 8/27~9/30 ・町民向け予約貸出を実施　・相互貸借の受付は可能

178 標津町 臨時休館 8/27~9/30 ・予約貸出サービス（インターネット等で予約を受けた本を自宅へ郵送）

179 羅臼町 臨時休館 8/20~9/30 ・平日は問合せに応じるほか、レファレンスサービスや宅配サービスを実施

　臨時休館 70 自治体
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