
令和元年度浦幌町立図書館・博物館協議会（第１回）顛末 

日時 令和元年5月31日（金）14：00～14：45 

場所 教育文化センター ２階会議室 

   

 

１．会長あいさつ 

日中のお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。令和最初の会議ということで、

また、浦幌町開基 120 周年ということで、博物館のほうでも展示がされており、これから１年

間、博物館、図書館も更に町民の方々にどうしたらいいのか、ということで事業計画などをお

伺いしながら、皆さんのご意見を頂きながら、少しでも実りのあるものにしていきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

＊松橋達美委員（前浦幌中学校長）の後任の池田哲氏（現浦幌中学校長）に委嘱状の交付（久

門教育長から池田氏へ交付） 

 

２．久門教育長あいさつ 

橋本会長さん以下委員の皆さま方本当にお忙しい中、令和初めての会合であります。 

今日は、本年度の活動方針をご提案申し上げますので、委員の皆様方の忌憚のない意見をご

頂戴いただければと思っています。図書館のほうは、子どもの読書活動推進計画の策定が完了

しまして、来週ですけれども町議会のほうに、説明にあがることになっています。これに基づ

いて更に活発な読書活動が行われていくことを期待しておりますし、また、博物館におきまし

ては、皆さまのご机上にお配りしていますとおり、上厚内駅の回顧展は本当にすばらしいもの

でありまして、見ていただいたかと思いますけれども、駅舎を再現した本当に迫力のある展示

をしていただいておりますし、また、ロングトレイルで浦幌炭鉱につきましては、先だって十

勝毎日新聞に掲載のあったとおりでありますし、植物とか色々な企画展をやっていただいてお

りまして、今年度も更に充実したものになると期待しております。皆さま方のご意見を頂戴し

ながら進めてまいりたいと思います。最後になりますけれども、来週６月５日に開町といいま

すか、開基120周年の記念式典がございます。橋本会長さんがそのなかの功労賞いただけると

いう内容を申し上げます。どうぞ今日はよろしくお願いします。 

 

３．議案第１号「令和元年度浦幌町立図書館事業計画について」髙田係長説明 

  議案第２号「令和元年度浦幌町立博物館事業計画について」持田学芸員説明 

 

橋 本 会 長～ありがとうございます。今、図書館・博物館の事業計画について続けてご説明い

ただきましたけど、皆さんの方から何か気がついたところやご質問等がございま

したら出していただきたいと思います。何かござませんか。 

久門教育長～120 年の企画展を開催しておりますが、ご覧いただけたでしょうか。特に持田さ

んに見どころはいっぱいあると思うのですが、宣伝があればちょっとしておいてい

ただいて、非常に興味のある展示の仕方をしていますし、映像もあれ 50 年前のもの

ですか。 

持田学芸員～そうです。開町 70 年の時のものです。一応今回は、総務課さんの主催で開催して

いて、主なものとしては、本当に 120 年前の年に作られた生剛村の役場が置かれた

時の文書資料がこれ２つだけ残っているんですけれども、それを今回冒頭に２つ展

示されているのが、かなり古い、この町のルーツに当たる資料を展示しています。



中味についてはですね、１点紙が溶けかけていて、中を開きながら報告をすること

がなかなかおっかなくてできないのですけれど、今後、少しずつ中味を明らかにし

ていきたいなと思っています。旧郷土博物館にずっと展示してあった中浦幌駅逓の

壁板をですね、円子さんの軽トラックで運んでいただいたのですけど、ずっと郷土

博物館に置きっぱなしで今後の処分をどうしょうかと思っていたのですけど、今回

いい機会でしたので、運んできて展示をしました。こちらの新聞紙がですね、大部

古くなって酸化してきているので展示が終わったあと、どう修復するか、研究所と

相談をしているところなんですけども、石川啄木がですね現役時代に小樽新聞に連

載小説を書いているのですけども、それが載っていたりする非常に当時の様子が分

かる新聞紙が使われています。あと、当時の行李に使う箱があるのですが、その内

側にも今の毎日新聞の原型に当たる大阪毎日新聞、日本で２番目に古い新聞が内貼

りに使われているものが展示されているので、その当たりをご覧いただけたらなあ

と思います。あと、映像が今教育長がおっしゃったとおり開町 70 年記念して 16 ﾐﾘ

フィルムで撮影されたもので、まちづくり政策課の方が数年前に町の PR ビデオを

作る時に合わせて DVD 化したものです。16 ﾐﾘフイルムは当館でも昔、佐藤芳雄前館

長が上映会を開いたことがあるのですが、今回、デジタルリマスターで当時のフィ

ルムの傷などをかなり除去していますので、ちょっと 50 年前のフィルムとは思え

ないきれいな発色スタイルになってますし、開町 100 年の映像もあるのですけども、

70 年の映像の方が非常にストーリー性があって面白いので、70 年の映像を出して

年配の方は「あの人も亡くなった、この人も亡くなった」などと言いながら見てい

る方もいらっしゃりますけど、ぜひ色んな方が映っていますのでご覧いただければ

と思います。 

久門教育長～その映像を見てですね、50 年前の映像の中に、今、小・中学校４校しかないでし

ょ、当時は 29 校あったと記録されています。 

橋 本 会 長～そうですね。 

久門教育長～29 校で、人口１万 3 千人、今４千６百人程度、あれ見るとですね、今生きている

方おらっしゃりますよね。 

円子副会長～おりますね。僕ら高校３年生ですからね。 

久門教育長～高校生ですか。 

円子副会長～それよりちょっと上の人達が中心となってやっていた訳ですから。 

久門教育長～青年の方が発表していたでしょ。あの人がたは、70 代くらいですよね。どなたが

やっているか分かるのですか。 

持田学芸員～この間ですね、誰かにお聞きしましたが、名前を忘れてしまいました。浦幌小学

校の鼓笛隊が映っているのですけども。 

橋 本 会 長～開町 50 周年の駅前で行っているのが。 

持田学芸員～その方々が 70 代～80 代ですかね。結構皆さんあれが誰々とか探しながら見てい

るようです。 

久門教育長～昔、バット工場があったんですもね。 

橋 本 会 長～そうですね。昔、王さんとか長嶋さんとかのも作っていたようです。16 ﾐﾘの上映

を見させていただいた時に、あの人、この人と色々盛り上がりました。 

久門教育長～動画というのはすごいものですよね。しっかり撮れてますものね。 

持田学芸員～この展示は、ある意味町内の方、向けの展示なんですけど。 

橋 本 会 長～上映している映像は DVD で保存されているものなんですか。 

持田学芸員～そうです。まちづくり政策課の方で保存しているもので、貸し出しとかもしても

らえるのではないでしょうか。 



橋 本 会 長～役場の地下にフィルム結構あるんですよね、古いの。 

持田学芸員～らしいんですよね。 

橋 本 会 長～それで、50 周年の時の引っ張ってきて、それ１本だけ見たのですけど、まだそれ

以外にも色々フィルムあるという話しなので、それも全部こう今のうちに DVD 化

しておくと歴史は見えてくるなと思います。 

持田学芸員～今年、十勝毎日新聞社の主催で、開町 120 年とか十勝の近隣の町村が周年を迎え

ている関係もありまして十勝管内の後世に残るフィルムを保存継承事業というの

をやっていて、産業課さんの方に話しをかけているのですが、役場や博物館に残っ

ているフィルムを 16 ﾐﾘ映像からモノクロのものまで、勝毎さんの方でデジタル化

してこちらの方に返していただけるというような事業がありまして、当館にもどの

ようなものがあるのか調査依頼が来ていますので、その辺りを使ってですね、今フ

ィルムというのはビネガーシンドローム問題といって昭和 50 年代に作られたカラ

ーフィルムがですね全国の博物館の収蔵庫でいきなり溶けたり、発火するという現

象が起こっているので、その辺りのものから手早くデジタル化する方法を探ってい

ます。 

横 山 委 員～今、博物館の方ですが、たくさんお話しがありましたとおり、特に上厚内の駅の

回顧展は、入った時の最初の部分からですね魅力的な作りになっていて、大変すば

らしかったかなという印象を持たせていただきました。120 周年に向けて色々な部

分こう手を変え品を変えそれに向けて良い部分がたくさんあるのですが、大変す

ばらしいなといつも思っております。図書館の方なんですが、月１回のペースで配

本をしていただいておりますし、読み聞かせもしていただき、学校としても嬉しい

限りです。これも報道等でもありましたし、昨日ですね、先程言いましたとおり音

楽会の題名で奏でるですね、係長の方に学校の方にも移動させていただいて展示

コーナーしていただいております。学校の方でも子ども達に広くアピールしなが

ら、本当に楽しくですね読書に親しみを持っていただければなあと思っておりま

すし、リーフレットの図書館劇場のお話しがありますけど、そういうようなことで、

子ども達が親しみやすいような色々な手立てをしていただいているのかなと思っ

ております。一点、質問と学校の課題でもあるのですが、３０年度の図書館の実績

の方で、年齢別貸し出し人数がありまして、議案５頁の（２）番になりますが、小

学校で言いますと 10～12 が高学年ですが、単純にこの数字からだけで言い切れな

いのかもしれませんが、前年比 94、前年度より増えています。７歳～９歳の低学

年の方が減っていますね。実際に、私自身が土曜日や日曜日の子ども達が来ている

様子を私自身が把握していない部分がありまして、大変申し訳ないのですけども、

こういった数字の部分ですとか、普段の子ども達の様子等々司書の皆さんから教

えてもらえたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。 

橋 本 会 長～いかがでしょうか。 

高田図書館係長～私のほうからですね、私の方から見た範囲で、小学校、中学校のお子様方の

利用状況をお話しさせていただきたいと思います。まず、小学校のお子様方は本を

読みに来るというよりは、どちらかと言うとビデオですね。DVD だとかビデオテー

プを見に来られる方が非常に多くてですね、貸し出し人数の実績に出てこない部分

なんですね。そういったこともありますけれど、基本的に図書館内が飲食禁止なも

のですから、のどが渇いた時とか図書館外に出ないとならない。そうすると結構で

すね、ロビーの方でですね、ロビーの方は飲食可なもんですから、ロビーの方に子

ども達がみんなワイワイと集まって、例えば任天堂のゲーム機とかをやったりとか

勉強をしたりだとか、勉強を教えあったりとかそういう様子が私の目から見られて



います。あと、司書の方から日頃の様子をお話ししたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

杉 山 司 書～そうですね、やはりビデオを見に来る子が多いです。あと、昔と比べてフラッと

入ってくる子どもが少なくなってきたかなというような感じがします。昔はもう

ちょっとビデオ見に来るにしても、特に用がなかったりしても図書館にフラッと

入って来てその辺をウロウロして図書館を出て行く子どもが多かったのですけど

も、最近はそういう子があまり見かけないなという感じがします。ロビーの方では

よくたむろして遊んではいますけど、そういう感じです。 

横 山 委 員～学校を通じて色々パンフレット等々、博物館もそうですけども配付のほうをさせ

ていただいておりますので、できるだけその時に担任の方からも、目を通した段階

で「こんなことやっているんだね」ということで積極的に紹介しながら家庭にも配

付するということを学校としても努めて行きたいなと思っております。ありがと

うございます。 

橋 本 会 長～ほかに何かご質問ご意見ございませんか。 

池 田 委 員～私も感想ということで、私浦幌に来て４年目になります。この前、上浦幌中学校

に勤務しておりましたが、その町を知るというのは、まず歴史からと考えていてで

すね、赴任してすぐに図書館の方で町史の方を調べさせてもらいました。それで、

なんと炭錬があるというのが分かってですね、昭和 29 年に最後の人がいなくなっ

たということを本で読んだりだとか、そこには映画館もあったりだとか、大変興味

深く見させていただきました。また、今回の上厚内の件もですね開町 70 年の DVD

があるということで持田さんからお聞きしまして、町制 70 年と 100 年の DVD を一

通り見させていただきました。大変歴史のある場所ですので、これからも語り継い

でいっていただきたいなというふうに思っているところです。あと図書館に関わ

ってもですね、上浦幌中学校に勤務しておりましたので、移動図書館等でですね子

ども達の本に対する雰囲気づくりとか感心づくりに大変お世話になったと感謝し

ているところです。 

円子副会長～私はですね炭鉱が３歳の時に、昭和 29 年に閉山になって、今基礎のあとを紹介し

ている立て札もありますし、小学校を卒業するまでは住んでいましたんで、なじみ

はあるんですけども、120 年の展示もありますけども、これも取材させていただき

ましたけども、できていないのは展示を見ている写真がないだけとなっていますの

で、会議が終わってから皆さんが見ているところの写真をぜひお願いしたいなと思

っております。 

橋 本 会 長～ほかにいかがでしょう。よろしいですか。特になければ、後ほどでも気がついた

ことがあれば、個人的にでも図書館や博物館の方に出向いてお話ししていただけ

ればと思います。 

４． その他 

橋 本 会 長～それでは、４番のその他に入りたいと思いますけど、その他について何かござい

ますか。 

高田図書館係長～図書館の方からですね、本協議会に報告事項ということで、議案のページが

16 ページですね。16 ページに「浦幌町立図書館資料収集方針等について」というこ

とで、丸印４つあります。これは何かと言いますと浦幌町立図書館には図書資料の

収集や選書の決まりが過去にもあったのですけど、すべて図書館だけの決まりであ

って、これが外部に公表されていなかったという状況がありました。それで、それ

に対してまた、図書を廃棄したりする決まりも内規としてはあったんですけども、

西船橋図書館で蔵書廃棄事件という最高裁判決がありまして、国家賠償を命ぜられ



ています。勝手に図書を廃棄したということで、それでそういうことがないように、

きちっとした決まりを作りまして、それを町民に知っていただくということで、平

成３１年４月２５日の定例教育委員会で可決された、この４本の内容についてご説

明させていただきたいと思います。まず 17 ページにあります「浦幌町立図書館資料

収集方針」でありますけども、元々あった決まりと大きな違いはありませんが第７

条の第１号の方に参考図書、一般図書、児童書は、原則永年保存とする。２号とし

て除籍、廃棄について必要な事項は、別に定める。ということで除籍規定が後で出

てきます。次に第８条の「資料収集の決定」で選定概要を規定していまして司書同

士は選書が資料収集方針及び後でご説明する選書基準に則った選書がされている

かチェックし、決裁を上げ、館長の承認を得る形を取っています。この選定会議で

すけども、毎月１回、資料整理日、今月であれば今日ですけど、午前中に職員会議

の中で選定会議を実施しまして、どういった方向性で今月は本を選書して行こうと

いうようなテーマを決めて選書している状況にあります。また、第９条には「蔵書

の適正化」として資料収集にあたっては、蔵書構成の適正化に努めるとともに、古

くなった資料について点検、評価を行い、資料の入れ替えを行なうなど蔵書の適正

化を図るとしています。次に 19 ページの方に移ります。「浦幌町立図書館図書資料

選定基準」でありますが、こちらも内規で運用されていたものと特に変わるもので

はありません。内容を説明するとですね、長くなりますので、後でご覧いただけれ

ばと思います。どういった資料については、どういったようにして、選定している

んだよという決まりが書いてある内容になっております。次に 26 ページにありま

す「浦幌町立図書館資料除籍及び保存基準」でありますけれど、第３条に各図書の

分類別に保存期限を明記しています。但し、次の 27 ページの同条の３項で第１項の

規定に関わらず、館長が必要と認めた場合にあっては、その保存期間を延長又は短

縮することができる。ただし、当該図書等が品切れ及び絶版等により入手困難かつ

資料的な価値がある場合は永年保存とする。だから結局、保存期限は決めているけ

れども、もう入手困難である又は絶版になっているといったような図書については、

原則、永年保存とするような形をとっています。同条４項のただし書き以降「当該

図書等が前項のただし書き以降に該当する場合はこの限りでない。」という文言を

加えて、先程も申し上げましたとおり、第３条の（１）から（８）までに属する図

書であっても、除籍を見送る、つまり保管するということになっております。また

28 ページにあります第４条の「除籍の処理」でありますけれど、第１項に「図書等

を除籍する場合は、その書名若しくは資料名と、作者若しくは著作権者及びその図

書等の出版年を明らかにした書面を決定書に付し、館長の承諾を受けなければなら

ない。」としまして、また、同条の第３項に「除籍処理を行った図書等は、第１項前

段に掲げる事項を公示しなければならない。」とありまして、この公示なんですけど、

結局、図書館で古くなって使用的な価値のなくなった図書を廃棄する場合に、今ま

では図書館の前に「不要図書ですからどうぞご自由にお持ちください」という形で

置いていたのですけども、そういうのは、ある意味、早いもの勝ちみたいな部分が

ありましたので、その部分を見直しまして、きちんとした形で公示をしまして、上

浦幌公民館、厚内公民館、吉野公民館、浦幌町立図書館に廃棄する資料の一覧表を

掲示します。そして早いもの勝ちではなく、申し込みしていただきます。期限を決

めて、そして、申し込みをして重複した場合は抽選で資料を無償でお渡しするとい

う方法で行動を移していくことにしております。最後に 29 ページの「浦幌町立図書

館図書の返却の特例に係る実施要綱」ですが、今まで町立図書館で本を借りて図書

館まで本を返しに来るのは遠いというような部分があったものですから、やはり上



浦幌とか厚内とか吉野とか、そういった地域性を考えまして、浦幌に来たついでに

図書館で本を借りたけど、本を返しに図書館まで行くのは面倒だという場合に各公

民館に返却できる特例を作りました。それで、少しでも浦幌町立図書館を利用する

方が増えるようにということで制定させていただきましたので、この協議会に、こ

の４本についてご報告させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

橋 本 会 長～今、ご説明をいただきましたけれど、何かあれば。 

円子副会長～今の説明で、返却の特例に係る実施要綱の第３条で、レシートを添えて館長に直

接手渡しするとなっておりますが、館長が不在だった場合は返却できないというこ

とですね。 

高田図書館係長～基本的に館長が責任を持つという意味合いで、管理人さんがいれば、館長代

理という形で受け取って、館長名でお預かりするといった内容でございます。 

橋 本 会 長～前回、色々とお話し出ましたけれど、このように明文化されたことによりまして、

更に使いやすい図書館になったというような気がしますので、皆さんからも色々

伝えて１人でも多くの方に利用していただけるようになっていただきたいと思い

ます。ほかに何かございませんか。よろしいですか。後は何かございませんか。皆

さんの方からは、この際、何かお話ししておきたいこととかございませんでしょう

か。 

持田学芸員～私の方から１点よろしいでしょうか。資料の 15 ページに今年度の特別行事につ

いて２点掲げておりますが、先程お話しがしました 12 月 8 日は博物館の振り返り

の行事を行いたいということで、考えておりますが、この前後で博物館の歴史を纏

めなければいけないのかなということと、今後の博物館の在り方を色々考える座談

会みたいなものをどこかで開催したいなと考えております。その際には皆様にもご

参加をいただきたいと思っています。お金もないので、どうぞよろしくお願いしま

す。こういうことをやるので、是非足を運んでくださいということでご案内をしよ

うと思うのですが、博物館の今後どういうようなことでつなぐか、これまで 50 年こ

うだったよ、今後 50 年をどうして行くかというようなことを色んな人と意見交換

できるような場をどこかで設けたいと思っていますので、またご案内をいたします

ので、その時には足を運んでいただきたいと思っております。また、本日炭鉱の資

料をお配りしておりますが、これは東十勝ロングトレイル協議会のお金で作ってい

る炭鉱の案内図で、すでに先週の土曜日にロングトレイルの資料として、炭山を歩

く行事を開催していまして、その際の配付資料として印刷したものです。本当は博

物館としては博物館法上の地域の文化財に関する解説書などを整備することが謳

われておりまして、町内の文化財や史跡に関するこういったものを今後作成してい

かなければならないと考えてはおりますが、予算上の問題もあるので、なかなか実

現できないところです。開町 120 年ということで町内の文化財の在り方とか、新規

指定とかなどもこれから考えて行かなければいけない具体的な時期に入っている

と思っていまして、文化財審議会という別組織があるのですけども、その審議委員

さんにご相談しているところですが、ぜひ博物館協議会の委員さんにもご参加いた

だきまして、今年は町内に実際どんな文化財や史跡が指定されているのか、未指定

でも文化財に該当するものがあるのかということを見学して回る場を作りたいと

考えております。毎年「知っとこ浦幌」という行事を開催しておりまして、本当は

それにご参加いただこうかと思ったのですが、今年は毎年使っているバスが空いて

いなくて、土日に行事として開催するのが難しいということで、平日にどこか７月

にもでもお声掛をしまして、もしご都合が合えば、一緒に回りませんかということ

でご案内をすると思いますので、もしご都合が合う方は、町内の文化財・史跡の視



察という形で実施する予定でお声掛しますので、特に上浦幌地区が手薄なんですよ

ね、なので、ぜひ上浦幌地区の方を交えて、本別の資料館の方にも今年当館に足を

運んでいただいて、上浦幌地区の史跡については、本別の資料館がかなり関わって

いますので、色々ご意見をいただきながら、合わせて行事をご案内したいと思いま

すので、その際にはよろしくお願いします。 

橋 本 会 長～そういうことですので、是非、みなさん、実際その場に行って見ていただきたい

と思います。あとよろしいでしょうか。特になければこの会を閉じさせていただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。日中の本当にお忙しい中、お集まりいた

だきましてありがとうございます。更に町民に愛される図書館・博物館を目指して

頑張っていただきたいと思いますので、みなさんどうぞよろしくお願いします。ど

うもありがとうございました。 

 

 

 


