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＜ 報 告 ＞

大学文書館における新型コロナウイルス感染症対策について

井上 高聡

はじめに

本稿は、北海道大学大学文書館における２０２０年１月から１２月までの新型コロナウイルス

感染症対策に関する報告である。大学文書館では基本的に、新型コロナウイルス感染症に

関する政府・北海道・札幌市・大学等の宣言や通知、指示に応じて対策を講じた。以下、

新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況下において大学文書館が業務を継続するために

実施した、大学文書館業務体制の変更、具体的な感染拡大防止策を記述する。

１．感染拡大に伴う北海道大学の初期の対策

大学文書館が新型コロナウイルス感染症に関して受けた最初の学内通知は、２０２０年１月

２４日付け事務局総務企画部総務課発の電子メールである。外務省が同日付けで発した「［感

染症危険情報］ 中国における新型コロナウイルスの発生」に基づき、中国湖北省武漢市

への不要不急の渡航を控えることを求める内容であった。同日には学務部学生支援課も「新

型肺炎に対する本学における対応について」（海大学第３６号）を発した。１月２７日付け総

務課発電子メールは、外務省による武漢市への渡航中止勧告を通知すると共に、風邪やイ

ンフルエンザへの対策と同様の咳エチケット、手洗い等の対策を促す内容であった。１月

２９日には保健センター長が部局等の長宛てに「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う手洗

い等の励行について」を発し、液体石鹸や手指消毒液の設置や手洗い等の励行を教職員・

学生に促すよう通知した。

２月７日には、総長職務代理から各部局等の長宛てに「新型コロナウイルス感染症への

北海道大学における当面の対応」を通知し、湖北省をはじめとする中国を対象とした渡航、

滞在者の来日、留学生・研究者等の受け入れに関する対応と共に、感染防止の取り組み、

情報の確認等について定めた。その後、全国に先駆けて新型コロナウイルス感染症の感染

拡大傾向が顕著となった北海道では、知事が２月２８日に「新型コロナウイルス緊急事態宣

言」を発表した。３月４日には北海道大学においても職員の感染事例が発生した。こうし

た状況に対し大学は、「新型コロナウイルス感染症への北海道大学における当面の対応」

の改訂版を繰り返し発出して対応した。また、入学試験方法の変更、学位授与式・入学式

の中止、留学生派遣・受け入れプログラムの見送り、海外オフィス等の閉鎖などの具体策
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を講じた。３月２３日には、大学は一元的かつ機能的に感染拡大防止策を講じるため「新型

コロナウイルス感染症対策本部」（以下「対策本部」）を設置し、不在の総長に代わり総長

職務代理が本部長に就任した。

こうした全学的な感染症対策が始まった段階では、大学文書館は可能な対策を講じつ

つ、通常通りの業務を継続した。

国内の感染者数が急増し、４月７日に政府が７都府県に対し「新型インフルエンザ等対

策特別措置法」に基づく緊急事態宣言を発した。北海道においても小康状態にあった感染

者数が増加傾向を見せ始め、１２日に北海道知事と札幌市長が「緊急共同宣言」を発した。

１６日、政府が緊急事態宣言を全国に拡大し、北海道を「特定警戒都道府県」と定めた。１７

日には知事が「「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止のための「北海道」における

緊急事態措置」を発し、北海道大学も休業要請の対象となった。

こうした状況の下、４月１６日、大学の対策本部は「新型コロナウイルス感染拡大防止の

ための北海道大学の行動指針（BCP）」（図１）を策定した。BCP策定後、大学文書館は、

基本的に対策本部が定める BCPレベルに対応する業務体制（業務内容の縮小、館員のシ

フト制勤務など）を取った。

２．感染拡大に伴う大学文書館の業務体制の変更

�１ シフト制勤務の導入（４月１５日）

大学文書館は４月１５日から事務室の在勤職員数を半数に抑えるシフト制勤務の体制を

取った。事務局総務企画部総務課が導入した同様の体制を参考とした。通常は館員６名（教

員２名、特定専門職２名、技術補佐員２名）が事務室に勤務するが、基本的に３名を出勤、

３名を在宅勤務とするシフト制勤務を実施した。当面、閲覧・展示・レファレンス等の業

務は通常通り実施することとした。

�２ 展示公開の休止（４月１７日）

４月１６日、政府が北海道を「特定警戒都道府県」と定め、大学の対策本部は１７日から BCP

をレベル２（「制限（中）」）とすることを決定した。これに伴い大学文書館は、不特定の

来館者が自由に観覧できる館内の展示ホール及び沿革展示室の展示公開を休止した。

�３ 閲覧の休止（４月２０日）

４月１７日に北海道知事が発出した緊急事態措置により北海道大学は休業要請（自粛）の

対象となり、大学の対策本部は４月２０日に BCPをレベル３に引き上げた。

これに伴い大学文書館は、感染拡大防止策として学外者の来館利用を避けるため、４月

２０日以降の業務内容を以下のように定めた。
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①閲覧業務と展示公開業務を休止する（臨時休館）。

②電話・FAX・電子メールにより対応可能なレファレンス業務を継続する。

③学内の職員による業務利用のための文書閲覧を実施する。

館員６名中、２名出勤、４名在宅勤務のシフト制勤務の体制とした。出勤者２名の内少

なくとも１名は教員または特定専門職とし、技術補佐員が業務補助としてこれに加わっ

た。在宅勤務者は、資料解読、スキャニングデータの画像調整、展示企画の準備、資料リ

ストの調整、問い合わせへの回答作成、webページ作成作業、個々の研究・調査などの業

務を実施することとした。出勤者と在宅勤務者は電話・電子メールで緊密に連絡を取り合

い、業務に支障がないように努めることとした。

�４ 開館業務再開に向けた準備（６月１日）

政府は、北海道などを対象とした「緊急事態宣言」を５月２５日に解除した。大学等を対

象とした北海道知事からの休業要請も５月３１日に解除となった。これに伴い、６月１日か

ら大学の対策本部は BCPをレベル２に引き下げた。

大学文書館では、６月１日以降も引き続き臨時休館の措置を取り、開館業務再開に向け

た準備をする期間と定めた。準備作業のため館員６名中３名を出勤者とするシフト制勤務

に変更した。準備内容は以下の通りである。

①館員各々が向き合わない机等の配置へと事務室レイアウトを変更する。

②利用者同士が距離を置いて利用できる机等の配置、利用者と応対をする館員とが直

面しない仕切り等の設置などに、閲覧室レイアウトを変更する。

③利用者・館員が直面しない応接スペースを設置する。

④来館利用者に消毒・検温等を行なう受付台を設置し、入館手続きを定める。

⑤事前予約制の閲覧利用手続きの説明文を作成し、webページ等でアナウンスをする。

この他、開館業務再開のために必要な備品・消耗品の整備に当たった。

�５ 事前予約制の来館利用の開始（６月２４日）

事務室・閲覧室のレイアウト変更、応接スペースの設置、来館利用者の誘導路の整備、

必要備品・消耗品等の完備を終え、６月２４日から事前予約制による来館利用を開始した。

来館利用者及び館員の感染を防ぎ、且つシフト制勤務による少人数（３名）の館員でも十

分に応対可能なように、来館利用者には下記の利用方法を求めることとした。

①利用の２日前までに事前予約を行なう。

②複数名の団体での来館利用は不可とし、原則として１名単独とする。

③入館時に検温を行なう。

④館内ではマスクを着用する。

⑤館内では手先洗浄・除菌に努める。

⑥館員が指定した場所（部屋、机）で閲覧利用をする。
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図２ 事前予約制の閲覧利用について

⑦館員が指定した時間の範囲内で閲覧利用をする。

⑧館内での会話を最小限に止める。

来館利用の方法については、利用者向け手引きとして「事前予約制の閲覧利用について」

（図２）を作成し、webページ上でアナウンスした。６月３０日に最初の事前予約による閲

覧利用があった。

展示の休止は継続した。
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図３ 事務室の旧配置図 図４ 事務室の新配置図

�６ その後のBCPレベルの変更（７月１０日、１１月１８日）

７月１０日に大学の対策本部は BCPをレベル１に引き下げた。大学文書館は７月１３日か

らシフト制勤務の体制を見直し、出勤者４名、在宅勤務者２名を基本とした。業務内容の

変更は行なわなかった。１１月１８日に、感染再拡大に対応して対策本部は BCPをレベル２

に引き上げたが、大学文書館の勤務体制、業務内容の変更は行なわなかった。

以降、事前予約制による来館利用、展示の休止、出勤者４名のシフト制勤務を柱とした

業務体制を継続した。

３．大学文書館における感染拡大防止策

�１ 事務室レイアウトの変更

従来の事務室のレイアウトは、机４台を「田」の字形に配置した席配置を基本とし、館

員同士が隣接または向き合う体勢で仕事を行なってきた（図３）。これを、館員同士が向

き合わず、隣接せず、密集しない条件を基本とした机配置に変更した（図４）。多くの机

が壁に接し、机が隣り合う場合は机と机の間に書棚等を配置した。

�２ 閲覧室レイアウトの変更

従来の閲覧室は、４０平方メートルに最大８名が閲覧可能なように６台の机を配置してい

た（図５）。密集を避けるため２名乃至３名利用の配置へとレイアウト変更した（図６）。

隣接する会議室（４４平方メートル）を二分割し、片側に机２台を隣接しないように配置し

て２名分の閲覧席を増設した（図７）。

また閲覧室にはカウンタースペースを新設し、カウンタースペースと閲覧スペースとの

間に透明なビニルカーテンを設置した。館員が来館利用者から資料等について直接レファ

レンスを受けた場合、直面せずにカーテンを挟んで応対できる配置とした。
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�３ 応接スペースの設置

二分割した会議室のもう一方には応接スペースを設置した（図８）。最大８名が使用で

きるように会議用机４台を配置し、向かい合う使用者が直面しないように仕切りを設置し

た。来館者の応接、館員の打ち合わせ、各種の会合等に使用する。

図５ 閲覧室の旧配置 図６ 閲覧室の新配置

図７ 会議室の増設閲覧席 図８ 会議室の応接スペース

図９ 展示ホールの簡易応接スペース 図１０ 玄関の表示
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図１１ 玄関の入館受付台 図１２ 事務室前の入館受付台

図１３ 入館受付書

また、建物玄関を入った正面の展示ホール（展示休止中）に簡易応接スペースを設けた。

最大４名が使用できるように会議用机２台を配置し、使用者が直面しないように仕切りを

設置した（図９）。館員同士の軽易なミーティング、館外との荷物等の受け渡し、簡易な

来館者応接に使用する。

�４ 入館手続き

①玄関の表示

従来、大学文書館は、自由に入館して展示を観覧することができ、観光や散策の途中に

トイレ利用等のために立ち寄る入館者も多かった。感染拡大防止の観点から、入館者を明

確に把握しておくため、事前予約者以外は入館できない旨の表示を建物玄関にした（図

１０）。
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図１４ 館内での注意事項

②入館受付台の設置

玄関を入った正面（図１１）と、事務室前の廊下に入館受付台を設置した（図１２）。入館

受付台には呼び鈴、消毒液、入館受付書（図１３）、配布用の「館内での注意事項」（図１４）

を配置した。館員はここで入館者に対して、氏名、用件、予約の有無等を確認し、来館利

用者に対しては消毒、入館受付書の記入、「館内での注意事項」の確認を求め、検温（３７．０

度を超えない）と体調確認を行なった後、閲覧室等へ誘導する。

�５ 消毒・除菌の励行

①定時除菌

８：３０、１１：３０、１５：００の一日３回、事務室と閲覧室を中心に館員及び来館者が体を触

れ易い箇所（ドアノブ、ロッカー、コピー機、電話、パソコン、収蔵庫鍵等）の定時除菌

を行なう。

②来館利用後の除菌

来館利用者が退館した後、利用者が使用した机廻り、使用したパソコン・コピー機等、

閲覧室ドアノブ、ロッカーなどを除菌する。
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③利用資料等の据え置き

来館利用者が利用した資料、館員が業務で手を触れた資料等は、会議室内に設置した仮

置き台に並べ３日間程据え置いた後に収蔵庫に収納する。持ち込みや配送によって寄贈・

提供を受けた資料等についても同様の措置を取る。

おわりに

本稿を執筆している２０２１年２月現在、大学文書館は２０２０年７月１３日から実施している業

務体制を継続している。即ち、事前予約制の来館利用、展示の休止、館員６名中４名が出

勤するシフト制勤務である。２０２０年の一年間は臨時休館の期間があり、展示も休止してい

るため、来館者・閲覧者・展示観覧者の人数が例年に較べ大幅に減少した。一方で、電話・

電子メール等によるレファレンスや資料複写の件数は例年とさほど変わらない。新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大下にあっても、アーカイヴズとしての役割を一定程度果たし

得ているのではないかと考える。

大学文書館の利用者は学内者・学外者を問わない。北海道大学の学生が利用する機会も

多く、学外からの利用者には高齢者の割合が高い。また、北海道大学のキャンパスが札幌

観光のルートとして定着していることから、外国人を含む観光客の利用も少なくない。こ

うした利用者の傾向を考えた場合、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況下では、感

染対策として業務体制を十分に吟味する必要がある。現状、２０２１年の感染終息は十分に見

通せないが、感染状況に応じてより有効な感染対策を講じつつ、休止・縮小した業務の再

開を図っていく予定である。

（いのうえ たかあき／北海道大学大学文書館員）
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