県立図書館

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る市町村図書館（室）対応状況一覧
R4.04.02 16時00分現在

※下線表示：前回とりまとめからの変更箇所

※なお、最新の市町村の状況をお知りになりたい場合は、図書館・図書室、又は市役所・町村役場の担当部署までお問い合わせ願います。
区分

館名

休館

一部サービス状況

その他

県 立 図 書 館

00 山形県立図書館

・図書、視聴覚資料（CD・DVD）の貸出・返却
・開架資料の閲覧
・「おはなしのへや」の利用（事前予約制）
・２階郷土資料エリア等の利用
（過去の新聞・雑誌、郷土資料等の閲覧、
オンラインデータベース、マイクロフィルムの利用等）
※一部2階カウンターでの申込制
・２階カウンターでの複写サービス
・他図書館からの取り寄せ
・イスの一部撤去（R4.3.7～）
1/2程度：１階 ティーンズコーナー、アクティブラーニングルーム
２階 ビジネス支援コーナー

利用者の方へお願い
・体調が不良な方は来館をお控えください。
・マスクを必ず着用してください。
・遊学館入り口での体表面温度チェッカーによる検温及び手指アルコール消毒の
上入館いただきます。
・各自が身体的距離を確保しご利用ください。
利用を停止するサービス
・対面朗読室の利用（R4.1.24～）

市 町 村 立 図 書 館

01 山形市立図書館

■来館者への要請
・利用者カードの提示（入館者確認用）
・利用者カードが無い方は、届出書（入館時間・氏名・連絡先の電話番号）の提
出
・予約本の受け渡し、図書等の貸出・返却
・マスク着用
・館内滞在時間を「1時間」から「2時間」に延長（R4.3.8～）
・手指消毒
・新聞、雑誌の閲覧及び閲覧利用席（席数は減らした状態）
・AI体温測定機での検温
・持ち込みパソコン席の利用（wi-fi）
■感染防止対策
・参考資料室(１階の調べ物テーブル席の利用(席数は減らした状態))
・カウンターでの飛沫感染防止対策として、ビニールカーテンの設置
(２階の調べ学習室の利用(席数は減らした状態))(R2.10.1～)
・返却本の除菌（水で薄めた次亜塩素酸を布巾で表面を消毒）
・児童開架室の「おはなしコーナー」閉鎖、児童用椅子撤去（R4.1.29～）
・ドアノブ、手すり、OPACなど利用者が共有して触れる場所の消毒
・レファレンス（短時間(10～20分程度)のレファレンスには応じ、時間を要する ・除菌機の設置
ものは後で電話やメールにて対応）
・予約本受取ボックスの設置
・インターネットパソコン使用
・AI体温測定機の設置
・手洗い場のレバー式水栓への変更
・滞在時間（2時間）・マスク着用・換気のための窓開け周知と注意喚起の館内放
送の回数を増やし、来館者の混み具合の状況に応じて、注意喚起の館内放送と換
気の追加（R4.2.11～）

02 寒河江市立図書館

■来館者への要請
・来館者確認カードの記入（入館時間・氏名・連絡先の電話番号）
館内滞在時間を３０分以内に制限
・検温
ソファーの使用禁止
・マスク着用
レファレンス室のイスの使用不可、学習コーナーの使用人数を制限（R4.1.13～）
・手指消毒
会議室等の貸出しは、市民及び市内に活動拠点を置く団体（R4.1.13～）
■感染防止対策
・カウンターでの飛沫感染防止対策として、ビニールカーテンの設置

03 上山市立図書館

開館時間：午前９時～午後７時(祝日は午後４時30分閉館)(R2.10.1～)
（１）貸出、返却
（２）リクエスト申込の受付
（３）調査相談（レファレンス）
可能な限り、郵送、電話、ファックスにてお申込みください。（電話受付時間
帯は開館日の午前８時３０分から午後５時まで）
（４）ホームページの利用（資料の検索、貸出中の資料の予約、利用状況照会
等）
（５）図書館利用カードの新規登録申請の受付
（６）館内閲覧（雑誌・新聞・インターネット等）
※ 但しインターネット利用は30分以内、視聴覚資料は館外貸出のみ
（７）資料複写
（８）閲覧席の利用（席数は減らす）
（９）視聴覚室の貸出
（10）閲覧机の使用時間制限なし（R2.9.1～）

04 村山市立図書館

・咳や発熱の症状があるなど、体調のすぐれない方のご入館はご遠慮ください。
メディアルーム・学習室の利用は、席数を半分にし、時間を区切って概ね３時間
・マスクの着用、手指の消毒をお願いします。
の利用（R3.10.1～）→３時間の滞在時間を解除（R4.3.7～）
・非接触表面温度測定付きアルコール噴霧器をご利用の上、入館ください。
毎週行っている「読み聞かせ」は、当面、中止。（R4.1.28～）→「読み聞かせ」
※感染予防のため、なるべく滞在時間を短くしていただくようご協力をお願いい
は、感染対策のうえ再開（R4.3.13～）
たします。

05 天童市立図書館

・コワーキングスペース及び学習スペースについてはできる限り2時間以内の利用
を推進する。（再入場可）（R4.4.1～当面の間）
・開館時間は、9時～18時（4月～10月は9時～19時）
・カウンターでの貸出・返却、予約資料の受付、受取、利用者カード等の申込み
・新聞雑誌の閲覧（席の間引き・飛沫防止板設置）
・学習コーナー利用（席の間引き）
・リクエスト受付 ・レファレンス ・相互貸借 ・複写サービス
・歴史相談室利用 ・会議室利用
・移動図書館巡回再開 ・ボランティア活動再開（R2.6.2～）
・返却ポスト24時間開放
・コワーキングスペース開設（R3.6～）

【新型コロナウイルス感染防止策】
・タブレット型AI検温モニタを設置
・図書除菌機を1台導入
・入口に足踏式手指消毒設置
・カウンターに飛沫防止カーテン設置
・定期的（10時と15時）な館内換気、カウンター、検索機等の消毒
・返却本の消毒徹底
・入館時のマスク着用、手指消毒の徹底（表示対応）
・職員はマスク、手袋着用で業務
【事業の開催】
・3密防止と、身体的距離を保てるよう対応した事業

06 東根市図書館

・学習室、視聴覚コーナー、おはなしのへやの利用停止（R4.1.13)
・館内閲覧席を通常の半分に削減（R4.1.13～）

・発熱や風邪の諸症状がある方、体調がすぐれない方は来館を控えてください。
・利用にはマスクを必ず着用し、体温検知器による検温、消毒液での手指消毒に
ご協力ください。
・定期的除菌清掃・換気実施を行います。

07 尾花沢市民図書館

【新たな制限】
・滞在時間を２時間以内に制限（R4.3.23～）
・学習テーブル等のイス・ソファーの座席数を1/2に制限（R4.3.23～）
【継続中の制限】
・インターネットPCの利用停止（R4.1.27～）
・視聴覚ブースの使用停止（R4.1.24～）
【解除した制限】
・雑誌の最新刊・新聞の閲覧停止を解除（R4.3.23～）

【その他継続中の予防対策】
・感染が拡大している地域からの入館自粛 ・体調の悪い方の入館自粛
・マスクの着用徹底 ・玄関ホールに足踏み式消毒器を設置
・図書館フロア入口にｾﾝｻｰ式自動噴霧消毒器、非接触式体温計を設置
・職員の手袋着用 ・こまめな換気
・紫外線照射式消毒器を設置し、返却本等の消毒作業を徹底
・入口は自動ドアのみ ・机とイスの一部のみ設置
・各学習机、ブラウジングテーブルにはアクリルボードにて密を回避
・受付に待機ラインの表示の設置
・入館時図書館利用者カードの確認または来館者確認カードの記入

08 中山町立図書館

・滞在時間2時間以内の協力要請（Ｒ4.1.29～当面の間）
・開館時間：通常どおり 10：00～19：00
・マスクの着用
・利用できるサービス：通常どおり
・手指消毒
・学習室、談話コーナー、静読室、インターネット・ＤＶＤコーナー等の椅子を ・入館時に利用者名簿に氏名と住所・連絡先（利用者番号でもよい）を記入。
間引き。
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【利用できないサービス】
（１）視聴覚資料視聴ブースの使用
【新型コロナウイルス感染拡大防止対策】
（１）カウンターに飛沫防止シートを設置し、職員はマスクを着用します。
（２）返却図書の、消毒液による拭き取りを実施します。
（３）滞在時間制限なし。
（４）発熱、咳などの症状のある方、体調が悪い方の入館をご遠慮願います。
（５）入館時に、図書館利用者カードの番号又は氏名・連絡先等を記載いただく
ほか、居住地や体調等のチェック項目を記入していただきます。
（６）AI検温モニターの設置（R3.7.8～）

県立図書館

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る市町村図書館（室）対応状況一覧
R4.04.02 16時00分現在

※下線表示：前回とりまとめからの変更箇所

※なお、最新の市町村の状況をお知りになりたい場合は、図書館・図書室、又は市役所・町村役場の担当部署までお問い合わせ願います。
区分

館名

休館

一部サービス状況

その他

河北町立中央図書
09
館

R2.7.1より貸出返却業務に加え以下の通り一部サービスを再開します。
・通常通りの開館時間 平日9：00～19：00 土日9：00～17：00
・新聞・雑誌の閲覧
・開架一部 閲覧のための机やイスの利用（通常より席数を減らします。）
・おはなしコーナー利用停止
・定期的な換気

・マスクの着用
・利用者が共有して触れる場所の消毒
・来館者リストに氏名・連絡先（利用者番号でもよい）記入。
・滞在1時間程度（R4.1.11～）

10 西川町立図書館

・図書館利用は、西川町内在住・在勤で、カードをお持ちの方のみ。（R4.1.13
～）

・マスクの着用
・来館者リストに利用者番号または氏名記入、滞在時間最大２時間

図書館は貸出・返却のみ行います。短時間での利用にご協力ください。
開館時間は通常どおり、サービスについては利用制限あり。(当面の間）

11 朝日町立図書館

開館時間は9時から19時まで（R4.4.1～日祝は17時まで）
通常の貸出・返却のみ利用可能
学習や研究等目的での長時間利用は不可
利用は町内在住者・町内在勤者に限定

12 大江町立図書館

・開館時間：通常どおり
・新聞、雑誌の閲覧可
・椅子の削減（従来の1/2）
・マスク着用、手指の消毒の徹底
・体調が悪い方の利用自粛

13 大石田町立図書館

1.開館時間 午前9時から午後7時まで（日曜・祝日は午前9時から午後5時まで）
2.提供するサービス
・貸出・返却
・館内閲覧（新聞・最新号の雑誌も閲覧可
・２階閲覧・学習席の利用可（座席を10席程度に削減）
・調査相談（電話・郵送・ファックス、メールでの申し込み）
・WEB蔵書検索（検索・予約）
・予約・リクエスト
・複写
・相互貸借
3.停止しているサービス
・長時間滞在（２時間以内での利用をお願いしている）（R4.1.28～）

14 新庄市立図書館

【利用制限等】
①学習スペースのいすの間引き（1/2程度）とスペースの増設。

〇

利用制限（R4.3.22～）
・おはなしのへやの利用
・視聴覚ブースの利用

16 長井市立図書館

17 南陽市立図書館

〈R2.5.11～〉 町内保育園・小中学校への団体貸出・配本を開始
〈R2.5.18～〉
・カウンターに透明ビニールカーテンを設置
・定期的な換気とテーブル等の消毒
・利用者にマスク着用、入館時の手指アルコール消毒のお願い
・発熱、咳などの症状がある方や体調の悪い方の入館制限
<R2.12.11～> オゾン発生器の設置（2か所）

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策】
・カウンターに飛沫防止シートを設置し、職員はマスク、手袋の着用
・マスク着用していない方は入館不可→簡易マスクの提供
・本の消毒機の導入
・サーモによる体温チェック（R2.11月以降常設設置）
・館内消毒・換気の徹底
※移動図書館巡回は学校・保育園・施設と調整し運行再開

②新聞閲覧コーナーの移動（立ち読み）

15 市立米沢図書館

【新型コロナウイルス感染対策】
・入館時の手指消毒とマスクの着用をお願い
・カウンターにビニールカーテンの設置
・熱、風邪の症状がある方は利用をご遠慮いただく
・返却図書の消毒
《閲覧スペース利用時》R3.6.1～
・利用カードの記入・提出
・使う前後に利用した机と椅子の消毒
・閲覧スペースの座席は間隔をあけて利用するよう椅子に表示

利用時間の制限（R4.3.22～）
・閲覧席、パソコン優先席は３時間以内のご利用をお願いします。
・学習室（１F）は３時間の入れ替え制でご利用をお願いします。
9:00～12:00 13:00～16:00 17:00～20:00
【開館時間】（R2.9.15～）平日：9時30分～18時 土・日：9時30分～17時
【利用できるサービス】
・貸出、返却、予約(返却のみの方は、ブックポストをご利用ください)
・相互貸借
・複写サービス
・館内ＯＰＡＣ利用
R2.6.19より再開されるサービス
・新聞・雑誌閲覧再開
・学習席の再開（座席を間引きして配置）
・インターネットの利用
⋆ただし滞在時間は１時間以内とします。
【利用できないサービス】
・カウンターでの簡易なものを除く、対面による調査相談（レファレンスサービ
ス）調査相談は、電話・郵送・FAX・メールでお申し込みください。
R2.7.1より再開
移動図書館の巡回再開(幼稚園・保育園等のみ、小学校・高齢者施設除く)
R2.7.7より再実施
入館時の利用者カードのチェック又は氏名電話番号の記入
R2.9.1より 入館時の利用カード提示、検温を自動化しました
R2.9.15より ３階学習室の利用を再開いたします（時間制限あり）

[開館時間]通常通り 火～金：(12/1～3/31)10時～18時（4/1～11/30）10時～20
時、土・日：10時～17時 休館日は従来通り
[利用対象者] 制限なし（R3.11～）
[提供サービス]
・本、雑誌、AV資料の貸出・返却（冊数：10冊、期間：3週間)
・予約 ・リクエスト ・レファレンス（受付後後日回答）
・コピーサービス（5部を超える場合は後日提供の場合あり）
・新聞、雑誌の閲覧
・椅子を間引いて配置
・学習利用可

その他
本館のコロナウィルス感染防止対策
・発熱、咳、喉痛などの症状がある方、体調が悪い方の入館のご遠慮をお願い
します。
・入館時は手指消毒を行い、マスク着用をお願いします。
・館内の椅子・机の撤去、あるいは数を減らしています。
・カウンターに飛沫防止シートを設置し、職員はマスクを着用します。
・館内の定期的な除菌清掃をします。
・返却本のふき取り、共用物品の定期的な除菌を実施します。

【入館時のお願い】
・必ず、マスク着用でお願いします。（３歳児以上は着用してください）
マスクがないと、入館できません。
・入館の際に、手指消毒を行います。
・体温を測ってご入館ください。
・発熱、咳、のどの痛みなどの症状がある方、体調の悪い方は、入館をご遠慮い
ただきます。

[感染防止対策]
① 利用者には入館時、マスク着用をお願いし、体調等チェックする入館者カード
への記入と非接触型体温計による検温後、手指アルコール消毒を確認の上入館
② 入館者が多数となる場合、制限をする場合もあり
③ 体調不良者には入館を遠慮いただくよう注意喚起
④ 滞在時間は制限なし
⑤ カウンター前には透明ビニールシートを設置し、利用者が身体的距離を確保し
並ぶための立ち位置を明示
⑥ 返却本については、24時間以上隔離し、表紙を消毒液で消毒後に配架 (AV資料
は3日間保管・隔離を継続）
⑦ 定期的な館内の換気、共用物の消毒
⑧ 図書館職員は、毎朝の検温とマスク着用、必要に応じて手袋を使用して業務
[利用者の利便性の向上]
①持込パソコン利用可（閲覧コーナーのみ）
②水筒、ペットボトル等のふたがあるものに限り、持込可
[相互貸借]制限なし

18 高畠町立図書館

１、開館時間
１０時から１９時まで（通常開館時間に変更）
２、館内の利用（R4.3.23～）
・館内全てのエリア・個室が利用できます。
（但し、座席は身体的距離を考慮し座席を間引きし設置）
３、利用可能者
〇通常通りどなたでも利用可能となります。

【感染防止対策】
〇入館時のマスク着用、手指アルコール消毒
〇体調が悪い方の入館自粛
〇総合カウンターへの飛まつ防止カーテンの設置
〇除菌ボックスの利用啓発及び、書籍清拭実施
〇定期的な館内換気、共用物品等の消毒・清掃の徹底
〇身体的距離を考慮した立ち位置の明示

- 2 -

県立図書館

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る市町村図書館（室）対応状況一覧
R4.04.02 16時00分現在

※下線表示：前回とりまとめからの変更箇所

※なお、最新の市町村の状況をお知りになりたい場合は、図書館・図書室、又は市役所・町村役場の担当部署までお問い合わせ願います。
区分

館名

休館

一部サービス状況

その他
○利用者へのお願い
①マスクの着用
②入館前・後の手指消毒
③館内では他の人と２ｍ以上の距離を保つ

・開館時間通常通り
（火）～（土）9：30～18：00（3月まで冬時間）
（日）・（祝）9：30～17：00
○施設側の対策
・閲覧席は間隔を開け、通常の半数程度。
①カウンターに透明フィルム設置
・貸出、返却、予約・リクエスト、新聞・雑誌の閲覧、インターネット利用など
②１時間に１～２回程度の換気
は通常に戻した。
③日に数回ドアノブ、検索機などの消毒
④返却本の消毒、本の種類によっては24時間保管後に配架
⑤職員は終日マスク着用、必要に応じて手袋も着用

19 川西町立図書館

20 白鷹町立図書館

1
2
3
4
5

長時間滞在不可の規制解除
学習用椅子を通常時に戻す
図書館入口の利用者用紙（氏名・連絡先等）の撤去
R2.9.30より学習机にコーナーパーテーション設置
２月おはなしの会を中止

１ 公民館入口で、手指の消毒・検温をお願いする。
２ 発熱・咳などのある方はご遠慮いただく。
３ 入館前にマスク着用をお願いする。一定の距離を保っていただく。（人との
距離を1.5メートル）
４ 館内での会話はご遠慮いただく。

21 鶴岡市立図書館

・平日の開館時間9時30分から19時までの通常開館(冬季18時）
・滞在時間短縮（１時間以内）への協力要請（R4.1.27～）
・インターネット閲覧は30分までに短縮
・インターネット閲覧台及びOPAC検索席に透明シートを設置し通常利用可能
・前日以前の新聞は３密防止のため二階で閲覧
・食事スペースの撤去
・館内おはなし会休止（R4.1.20～未定）
※上記以外は通常どおりのサービス
□分館のみ開館（12/29から5/4まで中央図書館移転作業のため）
・貸出、返却
・図書館ホームページからの分館所蔵資料の予約受付
・「予約・リクエスト申込書」による分館所蔵資料の予約受付
・館内ＯＰＡＣの利用
・新聞の閲覧
・雑誌（最新号）の閲覧
・所蔵資料の複写サービス
・レファレンスサービス
・学習室（座席数を約半分に縮小して対応）
・感染症対策を行った講座の開催

22 酒田市立図書館

【感染防止対策】
・入館者の手指消毒 ・返却本の消毒 ・座席の間引き
・窓の常時開放 ・カウンターへの透明シート設置
・館内座席等の消毒
・新聞閲覧席や調査読書室への透明シートの設置
・非接触検温器の設置

【感染防止対策】
・入口へのアルコール手指消毒剤の設置
・開架の椅子を減らし、間隔を開けて配置
・長時間滞在の自粛を促す掲示
・窓の解放による換気（随時）
・カウンターへの透明シート設置
・本の除菌機を設置
・貸出袋提供の中止

□中止したもの
・土曜おはなし会（R4.2月から当面の間）
開館時間 平日：9時から18時まで（～3月）
平日：9時から19時まで（4月～9月）
土日：9時から17時まで
【感染防止策として】(R2.9.19～)
・マスク着用、入口での手指アルコール消毒のお願い
・体調のすぐれない方には入館を控えていただく
・閲覧席等の定期的な消毒
・入館時の検温（R2.12.1～）
・来館者確認カードの記入（R2.12.1～）

利用可能なサービス（R4.3.22～）
①図書、視聴覚資料(CD・DVD)の貸出･返却(15冊貸出)
②開架資料の閲覧
③閲覧席・2階学習室の利用(席の間引きについては継続)
④レファレンスサービス
⑤資料の予約･リクエスト
⑥資料の複写サービス
⑦相互貸借サービス
⑧館内インターネットPCの利用
※いずれも、職員との身体的距離を保つことを前提とする。
通常開館
開館時間 平日 9：30～18：00
土日祝9：30～17：00
入館時は、入館票に記入していただくことは継続。
R4.3.22～
・ご利用時間最大4時間
・おはなし会等の事業貸館の中止は解除
・イートインスペース（部屋）の利用禁止は継続
・キッズスペースは1家族の利用継続

23 庄内町立図書館

24 遊佐町立図書館

他感染症対策として
・マスクの着用、体調の悪い方はご遠慮いただく
・閲覧席、学習スペース、学び合いスペースの席の間引きは継続
・換気、定期的な消毒（机、館内検索機等）

市町村公民館図書室
25

山辺町中央公民館
図書室

26

金山町中央公民館
図書室

27

最上町立中央公民
館図書室

１図書閲覧・学習スペースの椅子を一部撤去
対面配置から並列配置に変更
２正面玄関入り口に、手・指消毒液を配置し、消毒励行の貼紙による周知

28

舟形町中央公民館
図書室

町民のみ利用可（R4.1.27～当面の間）

・学習・閲覧スペース利用停止
・貸出・返却

当面の間は山辺町民以外の方は自粛していただくようお願い。
5/25より開館
感染防止対策(公民館の入退館時の手指の消毒、部屋の換気、マスク着用の推奨
等）

室内の利用人数制限有り。

29

真室川町中央公民
館図書室

（入口にて、マスクの着用、手指消毒の徹底をお願い）
・図書資料の貸出・返却については、セルフ貸出機のため常時利用者本人により
実施
（図書消毒機の利用を推奨）
・返却時においては、職員により消毒作業実施

30

大蔵村中央公民館
図書室

利用者へのお願い
・マスクの着用 ・入館時手洗い、手指消毒・利用者名簿記入・利用人数制限
・入館前の検温・発熱、咳やくしゃみ、風邪の症状等、体調の悪い方の入館自粛

31

鮭川村中央公民館
図書室

・入館前のマスク着用協力のお願い、入館時に非接触式体温計に
よる検温及び手指アルコール消毒のお願い。
・室内利用の際は、人数の制限や適切な距離を保つ、定期的に換気
をするようお願いしている。（利用後は備え付けの道具で各自
使用した場所や触れた箇所、物品等の消毒をしてもらう）
・返却資料の消毒作業の実施。
・体調がすぐれないときは利用を控えるようお願いしている。

32

戸沢村中央公民館
図書室

33

おぐに開発総合セ
ンター図書室

34

飯豊町町民総合セ
ンター図書室

35

三川町公民館図書
室

計

村民のみ利用可能（当面の間）

・来館者名簿の記入・非接触式体温計による検温及び手指消毒の徹底
・利用者にマスクの着用をお願い
・カウンターに透明な仕切りの設置
・閲覧・学習スペースを開放
①席を間引き
②閲覧・学習スペース利用者は非接触型体温計により検温
・利用者の方に、来館記録簿の記入、マスクの着用、手指消毒をお願いし、非接
触式体温計での検温を実施
＊R4.3.10（木）より、通常通り再開。
（8:30～21:00）

0
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