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令和２年度 事業報告 

Ⅰ 米沢市上杉博物館 
 

１ 必要な図書・記録・資料の収集、保管、調査研究、公開展示及び利用に関する事業 

事業の推進・運営にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当初の計画を一部

変更するとともに、日本博物館協会のガイドラインを参考に、展示室内の定員設定や手指消毒液の設

置など万全な対策を取りながら、次のとおり実施した。 
 

１ 展示事業 

⑴ 企画展示 

展覧会名・会期・入場者数 備考 
特別展「関東管領上杉謙信」 

会期：令和２年５月２３日（土） 
～６月２１日（日）［２９日間］ 

入場者：２，６２５人 

博物館が４月１日～５月２２日の間、臨時休館と

なったことに伴い、前期日程を中止し、前期と後

期の構成を集約する形で構成し直して後期日程

のみ実施した。 

特別展「米沢城 ―上杉氏の居城―」 
会期：令和２年９月１９日（土） 

～１１月２３日（月祝）［６０日間］

入場者：１６，０８７人 

 

コレクション展「米沢藩 武士たちの行列 
～上杉家の参勤交代～」 

会期：令和２年１２月１２日（土） 
～令和３年１月２４日（日）［３３日間］ 

入場者：１，４４４人 

 

企画展「１３８億光年 宇宙の旅」 
会期：令和３年２月６日（土） 

～３月２１日（日）［３８日間］ 
入場者：５，８２３人 

会期を変更して開催した。 

監修：渡部潤一（国立天文台副台長） 

協力：大学共同利用機関法人自然科学研究機構

国立天文台、富士フイルム株式会社 

企画制作：株式会社クレヴィス 

企画協力：岡本典明（サイエンスライター） 

後援：山形新聞、山形放送 

模型展示協力：JAXA 

このほか、一部の展示を休止した常設展示のサービス低下を補うため、展示計画の変更に伴って空

いた企画展示室を活用して実物展示を拡充した。（入場者：９，２９８人） 
上杉文華館拡大版「上杉博物館アートコレクション 郷土の美術でたどる 日本美術史ミニ講座」 
会期：① 近世編 令和２年６月２５日（木）～ ７月２１日（火）（２６日間） 

② 近代編 令和２年７月２３日（木祝）～８月２５日（火）（３４日間） 
③ 現代編 令和２年８月２７日（木）～ ９月１３日（日）（１７日間） 

 

⑵ 常設展示（上杉文華館） 

国宝「上杉家文書」を中心に、年間テーマ「上杉鷹山の藩政改革」と題し、６つの小テーマで紹

介した（展示替は上杉家文書を中心に一か月ごとに実施）。小テーマは次のとおり。 
① 「幕府の御用」 ② 「財政再建」 ③ 「意見と議論」 
④ 「家臣団」 ⑤ 「家と秩序」 ⑥ 「学問」 
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なお、今年度の国宝「上杉本洛中洛外図屏風」の原本展示は、上杉文華館においては行わず、特

別展「関東管領上杉謙信」の中で実施した。 
 
【開催日数及び入館者数】 

区分 
令和２年度 令和元年度 対前年度比 

開催日数 入館者数 開催日数 入館者数 開催日数 入館者数 
常設展 ２８１日 ３５，７２２人 ３３５日 ６１，５３５人 △54 日 △41.9％ 

企画展 １５８日 ２５，９７９人 ２５９日 ４７，９４２人 △101 日 △45.8％ 

合 計 － ６１，７０１人 － １０９，４７７人 － △43.6％ 

 

⑶ 次年度以降の展覧会準備 

・上杉鷹山展の資料調査 

・「きかんしゃトーマス」展の打合せ 

・狩野派展の打ち合わせ、調査 

・上杉家伝来能面、能装束展の打合せ、調査 

・上杉家文書における戦国時代の文書形態に関する調査 

・奥羽再仕置４３０周年展の打ち合わせ、調査 

・今泉篤男展に向けた調査 

 
２ 資料の収集、保管、調査研究事業 

⑴ 資料調査 

・上杉氏及び米沢藩関連資料をはじめとした郷土ゆかりの資料の追跡・発掘調査を行った。寄託資

料の概要調査、収集資料の目録作成を行った。 
・本年度以降に開催を計画している展覧会の出展予定資料及び置賜ゆかりの作家について継続的に

調査を行った。 
・資料収集に伴う調査を行った。 

 
⑵ 資料収集 

米沢市上杉博物館資料収集基本方針に基づき、資料・作品の収集活動を行い、館蔵資料の充実を

図った。 
・新規受入資料数   ２２件（約２００点） 
・資料収集検討会議  令和２年 ６月 ２日（火） 

令和２年１１月 ４日（水） 
令和３年 １月２７日（水） 

 
⑶ 資料整理・管理 

① 資料管理公開データベースに関する作業 

・約２００点の新規受け入れ登録、ラベリング 
・画像リンク作業 
・データベースの不具合調整 

② 収蔵資料・寄託資料の解読・整理 
・既存収蔵資料について中世紙箱への入れ替え、ラベリング 
・寄託資料の整理・クリーニング 

③ 収蔵資料の写真撮影 
・新規受入資料、展覧会出品資料の写真撮影 
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④ 収蔵資料の修理 
資料名 員数 内容 

「米沢城鳥瞰図」 一面 

昨年度に引き続き、特別展「米沢城」に関連

して応急処置を行った。 
修復者：東北芸術工科大学文化財保存修復研

究センター 

脇差 刀身銘 宗近作 附仕込杖拵 一口 
研磨を実施した。 
委託先：株式会社日本刀剣 

「六曲屏風」 

「二曲屏風 たより、宵待ち草」 

（吉池青園作） 

各一面 

剥離止め、欠損部の補修等、応急修理を行っ

た。 

修復者：東北芸術工科大学文化財保存修復研

究センター 

⑤ 収蔵・展示区域の環境対策 
生物被害を未然に防ぐ IPM（総合的有害生物管理）を年間通して取り組んだ。 

・エリア区分による段階的管理 ・毎月の定期清掃 
・粘着トラップの設置 ・害虫の防除 

・展示ケース内アートソーブ入替え ・定期的な温湿度測定 

・作品のクリーニング ・新収蔵資料の燻蒸 

・空気環境調査 ・一般、特別収蔵庫のクリーニング 

 

３ 事業の中止・延期 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の事業は延期した。 

展覧会名 内容 

企画展 
「米沢市上杉博物館×綴プロジェクト日本画を

たのしもう～高精細複製が語る名品の世界～」 

【当初予定】 
令和２年８月８日（土）～９月１３日（日） 

【延期先】 
令和４年度 

米沢市上杉博物館アートコレクション展 
「女性像の世界／いま見せたい！Curator's 
choice」 

【当初予定】 
令和３年２月６日（土）～３月２１日（日） 

【延期先】 
令和４年度 

 

２ 教育・学術・文化施設との連携及び教育普及に関する事業 

１ 教育・普及等事業 

⑴ 教育事業 

子ども達の想像力と創造力を伸ばす造形や日本の手わざを体験するワークショップをはじめ、各

展覧会にあわせたギャラリートークやコレクショントークを開催した。また、地域・学校との連携

により、子ども達の体験学習の場となる博物館、発信する博物館を目指した。 

① プレイショップ（常設）                   利用者数：４，２９１人 
６月まで体験学習室を休止し、７月以降は、入室人数の制限（７月から９月までは定員１０人、

１０月から現在までは定員１５人）、滞在時間の制限（３０分まで）、材料提供方法の見直しを

行ったほか、定期的に非常扉を開け、換気しながら運営した。 

また、自宅で楽しめる造形体験プログラムのワークシート「おうちアトリエ」を８本製作し、

HPで公開した。 
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② ワークショップ                            利用者：６０人 
ア 募集制プログラム 

６月までプログラムを中止し、７月以降は感染対策を行いながら実施した。 
活動１６年目を迎えたチルドレンキュレーターズ（こども学芸員）は、「博物館資料の整理

と保存～モノとコトを整理する」をテーマに、学芸員の大切な仕事の一つである資料管理を体

験した。 

イ 自由参加制プログラム 

米沢とんとむかしの会（伝国の杜サポーター）の協力による「むかしむかしをきこう」は、

開催予定５回のうち、２回は中止し、３回はＤＶＤ上映会として開催した。 

③ 地域・学校との連携 
ア 学校利用 

コロナ禍で山形県内を旅行先とする修学旅行が増加し、９～１１月は多くの学校の利用があ

った。展示室の定員を超過しないよう、予約段階で調整を行ったほか、通常実施している学校

団体への解説やバックヤードツアーは感染防止のため実施しなかった。 
市内中学校、置賜地区内高等学校の生徒が展示室へ無料で入館できる「観覧証」の利用を呼

びかけ、自発的学習の場としての博物館利用を促した。 
・施設利用、見学         年間２４件    ９１６人  受入 
・学校利用（県内外修学旅行等）  年間７８件  ４，９００人超 受入 
・プレイショップ利用       年間 ８件    １０８人  利用 
・出前授業            年間１０件    ６６１人  受入 

イ 博物館実習生の受入 

大学において博物館学芸員資格取得講座を受講している学生の実習機関として受入、指導を

行った。令和２年度は、桜美林大学・日本大学・八洲学園大学・東北芸術工科大学・米沢女子

短期大学から１１人を受け入れた。（期間：８月１７日（月）～８月２２日（土）） 

④ 情報ライブラリーの展開 

企画展に関する書籍のコーナーを設置し蔵書を充実させるともに、書籍の排架の仕方を工夫す

るなど、閲覧者の利便性に配慮した。蔵書の点検と整理を行い、図書整理サポーターと協働しな

がら書庫の整備に努めた。また、収蔵資料、展覧会関連資料、置賜地域の歴史・芸術などにかか

わる質問に答えることを通して、市民の学習と活動の機会を提供した。 

・新規受入図書資料数               １，２５２冊 
・各種レファレンスの対応  調査を要するもの      ３２件 

来館者・電話によるもの                 多数 
・「米沢城 上杉氏の居城」の新規映像を作成 

 
⑵ 普及事業 

① 出版 
・特別展図録『関東管領上杉謙信』（１，０００冊） 
・特別展図録『米沢城 上杉氏の居城』（１，０００冊） 
・『令和元年度米沢市上杉博物館年報』（５００冊） 
・伝国の杜だより Vol.３８、３９（Vol.３８：４，８００部、Vol.３９：５，３００部） 
・教育普及だよりミュゼデュウ 春、秋・冬合併号（各２０，０００枚） 
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２ 生涯学習支援事業 

⑴ 講演会、トークイベント 

講演会名 期日・参加者・講師 

講演会「城下町米沢の絵図に見る「まち」の特

徴」 

日時：令和２年１１月７日（土） 
１４：００～１６：００ 

講師：渡辺理絵氏（山形大学農学部准教授） 
参加者：６３人 
備考：特別展「米沢城―上杉氏の居城―」関連 

講演会「惑星探査・天文学の 前線」 

日時：令和３年３月１４日（日） 
１４：００～１６：３０ 

講師：渡部潤一氏（国立天文台副台長）、 
本間希樹氏（国立天文台教授）、 
上杉邦憲氏（JAXA 名誉教授／当館名誉館

長／上杉家１７代当主） 
参加者：２１３人 
備考：企画展「１３８億光年 宇宙の旅」関連 

企画展の会期の変更に合せて実施 

 

⑵ ギャラリートーク                            参加者：８７人 
区分 期日・参加者・講師 

特別展「米沢城 上杉氏の居城」 

日時：①令和２年９月１９日（土）１４：００～ 
②令和２年１０月２４日（土）１４：００～ 

参加者：①２０人  ②１４人 

解説：佐藤正三郎（米沢市上杉博物館学芸員） 

コレクション展「米沢藩 武士たちの行列 
～上杉家の参勤交代～」 

日時：①令和２年１２月１２日（土）９：００～ 
②令和３年１月１７日（日）１４：００～ 

参加者：①１８人  ②１７人 
解説：池野 理（米沢市上杉博物館学芸員） 

企画展「１３８億光年 宇宙の旅」 

日時：①令和３年２月２１日（日）９：３０～ 
②令和３年２月２３日（火祝）９：３０～  

参加者：①１４人  ② ４人 
解説：遠藤友紀（米沢市上杉博物館学芸員） 

 
⑶ コレクショントーク（いずれも１４：００～）              参加者：１０６人 

区分 期日・参加者・講師 

上杉文華館 

期日：令和２年７月２６日（日）、８月３０日（日）、

９月２７日（日）、１１月１日（日）、 

１１月２９日（日）、 

令和３年１月１０日（日）、２月７日（日）、 

３月７日（日） 

解説：佐藤正三郎（米沢市上杉博物館学芸員） 

上杉博物館アートコレクション「郷土の美

術でたどる日本美術史ミニ講座」近代編 

期日：令和２年７月２６日（日） 

解説：花田美穂（米沢市上杉博物館学芸員） 

上杉博物館アートコレクション「郷土の美

術でたどる日本美術史ミニ講座」現代編 

期日：令和２年８月３０日（日） 

解説：遠藤友紀（米沢市上杉博物館学芸員） 
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⑷ 展示解説等の動画配信 

臨時休館中も情報発信と博物館サービス・機能を維持するため、収蔵資料や展示解説の動画を制

作し、動画共有サービス「YouTube」で公開した。 

①「上杉博物館をたのしもう」シリーズ 

・常設展示を解説する動画     ３本 

・収蔵する美術資料を紹介する動画 ２本    合計 ５本 

② 特別展「関東管領 上杉謙信」解説動画 
・展覧会予告の動画        １本 
・展示内容の解説動画（公開終了） ２本    合計 ３本 
 

３ 事業の中止・延期 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の事業は中止・延期した。 
事業 詳細 

募集制ワークショップ 
【中止】 
・「かわりかぶとに挑戦」 ５月 ５日（火祝）

・「笹巻きっていいなあ」 ６月１３日（土） 

職場体験 
【中止】 
・中学生チャレンジウィーク 
例年９月中４日間 

ミュージアムスクール 

（学校側が来館し、学芸員が参加する授業） 
全面中止 

講演会「謙信と関東国衆」 
（特別展「関東管領上杉謙信」関連） 

【中止】 
 ５月３０日（土） 

ギャラリートーク 

【中止】 
・特別展「関東管領上杉謙信」 
 ４月１８日（土）、５月１６日（土）、 
５月２３日（土）、６月２０日（土） 

【延期】 
・企画展「米沢市上杉博物館×綴プロジェクト」

８月８日（土）→令和４年度へ延期 

情報ライブラリー 書籍の閲覧、検索機による情報提供を休止 

 
 

３ 芸術・文化活動の創造、支援及び鑑賞機会の提供に関する事業 

１ 優れた作品に親しむ機会の提供 

⑴ 館蔵資料の貸出 

・資料貸出の受付と対応               ２３件 
・寄託資料の一時持出し対応              １件 

 
 

４ 歴史・芸術・文化活動の運営に関する事業 

１ 研究拠点機能の発揮 

・特別利用の受付と対応   １８件 
・館蔵資料の掲載及び写真貸与許可等の処理（資料管理と連動） ３８８件 
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２ ミュージアムショップ事業（収益等事業１） 

・来館者にとって魅力あるショップを目指し、日常の業務を適正に行った。 
・展覧会会期中の販売品目の選定、陳列など、時宜に応じた運営を行った。 
・積極的に商品の販売委託や販売受託、外部既存商品の仕入販売を行い、来館者の様々なニーズに応

えるよう努めた。 
・HP にミュージアムショップ店頭の紹介ページを開設した。 
・より広範囲への商品販売と施設の告知を狙いインターネットでの販売を継続した。またインターネ

ットでの情報発信も積極的に行った。 
・市立米沢図書館と連携し、博物館の展覧会図録や図書館の郷土資料刊行物等出版物を相互に販売し

た。 
・オリジナル商品に関する開発等 
新規商品    なし 
再販商品    １２商品 
洛中洛外図関連商品：Ｔシャツ、ジグソーパズル、マグネット、キーホルダー 
上 杉 氏 関 連 商 品：手拭い、マグネット２種、ストラップ、キーホルダー 
米 織 小 紋 商 品：巾着、がま口、ブックカバー  

 

 

Ⅱ 置賜文化ホール・米沢市市民文化会館 
 

１ 芸術・文化活動の創造、支援及び鑑賞機会の提供に関する事業 

事業の推進・運営にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当初の計画を一部

変更するとともに、関係自治体の方針や、公益社団法人全国公立文化施設協会の劇場・音楽堂等にお

けるガイドラインを参考に、会場の入場制限や手指消毒液の設置などの対策を講じたうえで、次のと

おり実施した。 

 

１ 置賜文化ホール自主事業 

⑴ 米沢市共催事業 

良質で低廉な有料公演を開催するとともに、市民の文化活動を支援し、米沢市を中心とする地域

住民の文化的水準の向上に資する事業を、米沢市の負担金により実施した。 
催事名 日時・入場者・備考 

「山形交響楽団ユアタウンコンサート２０２０ 
米沢公演」 

日時：令和２年８月１０日（月祝）１５：００～

入場者：２１０人 

「福田直樹 トーク＆ピアノライブ 
～米沢の自然と音楽がくれる心のエネルギー

～」 

日時：令和２年９月２６日（土） 
①１４：００～ ②１８：３０～ 

入場者：４５９人 
備考：入場無料 

朗読劇「日の名残り」 

日時：令和２年１０月９日（金）１８：３０～ 
入場者：２２９人 
備考：令和２年度文化芸術振興費補助金 

劇場・音楽堂等機能強化推進事業 
「スギテツ with 溝口肇 

～クラシックで遊ぼう～」 
日時：令和２年１１月３日（火祝）１５：００～

入場者：１７１人 

「歌い継ぎたい日本の名曲 合唱コンサート」 
日時：令和３年１月２３日（土）１４：００～ 
入場者：１６７人 
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よねざわ市民ミュージカル育成事業 

成果発表会：令和３年２月２７日（土） 
１４：００～ 

来場者：１６４人 
レッスン指導：令和２年１０月～令和３年２月 

講師派遣６回 
通年参加者：１８人 

 
⑵ 山形県補助事業 

山形県から置賜文化ホール事業費補助金を受け、以下の事業を実施した。「文化の薫り高い置賜

の創造」を掲げる置賜地域の中核文化施設として定着していくことを目指し、施設の機能強化を図

りながら実施した。 

① 地域文化力育成事業 

アマチュア活動団体等に活躍・研鑽の場を提供することにより、地域の文化向上とホールの賑

わい創出を図る事業を開催した。 

催事名 日時・入場者数・備考 

「ライブ・アット・ホールでジャズ 
～Ribeira`s Yell Band～」 

日時：令和３年２月２８日（日）１５：００～

入場者：１４３人 

② 能楽関係事業 

移動式能舞台を活かして利用者が能楽に触れる機会を提供し、伝統芸能の普及に努めた。 

催事名 日時・入場者数・備考 

映画「よあけの焚き火」鑑賞会＆大藏流狂言会 
日時：令和２年１０月３日（土）１３：３０～

入場者：１７０人 

伝国の杜こども狂言クラブ運営事業 

成果発表会：令和３年３月１３日（土） 
１４：００～ 

来場者：５６人 
指導：令和２年１２月～令和３年３月 ６回 
通年参加者数：１８人 

 

２ 米沢市市民文化会館自主事業 

米沢市市民文化会館米沢市共催事業として、芸術、文化、レクリエーションに触れる機会を提供し、

その普及振興を図り、米沢市を中心とする地域住民の文化的水準の向上に資する公演を開催した。 

催事名 日時・入場者数・備考 

「DRUM TAO SPECIAL LIVE ２０２０」 

日時：令和２年１０月２８日（水） 
①１４：００～ ②１９：００～ 

入場者：３１０人 
備考：令和元年度の事業を延期したため、２回公

演として実施。 
 

３ 事業の中止・延期 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の事業は中止した。 
事業名 内容 

米沢市共催事業 
吹奏楽の日コンサート２０２０ 

【中止】 
１０月 

山形県補助事業 
ジャズ・カフェライブ夏～TOMTICA～ 

【中止】 
６月 
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山形県補助事業 
楽器体験ワークショップ 

【中止】 
８月 

山形県補助事業 
令和２年度山形県能楽の祭典 

【中止】 
９月 

山形県補助事業 
伝国の杜オーケストラ活動 

【中止】 
オーケストラ活動期間：１１月～２月 
成果公演：３月 

米沢市市民文化会館自主事業 
「石丸幹二＆吉田次郎 

Something’s Coming ツアー」 

【中止】 
１０月３日（土） 

 
 

Ⅲ 米沢市座の文化伝承館 
 

１ 歴史・芸術・文化活動拠点の運営に関する事業 

事業の推進・運営にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当初の計画を一部

変更するとともに、日本博物館協会や公益社団法人全国公民館連合会のガイドラインを参考に、会場

の入場制限や手指消毒液の設置など、万全な対策を取りながら次のとおり実施した。 

 

１ 芸術文化活動のための施設貸与 

市民が自主的に伝統的な文化活動を推進しその伝承を図ることを目的に、和室の機能を生かした

「座って行う日本文化」の一つの活動拠点として施設を適正に貸与した。また、利用者のニーズを把

握し、利用促進や設備の更新を計画的に進めた。 
施設の利用の促進が地域文化の底上げにつながることから、施設情報の PR に努めた。 
利用件数：７４件 
利用者：８９５人 

 
２ 自主事業（展示事業） 

展覧会名・会期・入場者数 備考 
「型と型紙の世界～日本の手仕事～」 

会期：令和２年９月２６日（土） 
～１０月１２日（月） 

入場者：４１３人 

会場である蔵は入場者定員３０名に制限。 
空調設備が無いため、１・２階の窓開放、扇風機の稼働

により換気を行った。 

 
３ 事業の中止・延期 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の事業は中止した。 
事業 内容 

「第３０回 市民茶会」 【中止】 
６月２１日（日） 

「蔵で楽しむ フルートコンサート」 【中止】 
当初計画では時期未定 
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Ⅳ 市立米沢図書館 
 

１ 必要な図書・記録・資料の収集、保管、調査研究、公開展示及び利用に関する事業 

事業の推進・運営にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、４月１日から５月

１３日まで休館したほか、当初の計画を一部変更するとともに、公益社団法人日本図書館協会のガイ

ドラインを参考に、施設内の定員設定や手指消毒液の設置等の対策を取りながら次のとおり実施した。 
 

１ 資料の収集、提供、保管、調査研究 

⑴ 図書・記録等の収集 

資料収集基本方針や選定基準、受入基準に基づき、館蔵図書・資料の充実を図るため、図書、資

料の収集活動を行った。 
新規購入資料：９，４４８点（ＤＶＤ・ＣＤを含む） 

寄贈受入資料：１，２０２点（ＤＶＤを含む） 
選書会議：毎月休館日に開催 

 
⑵ 図書・記録等の提供 

① 図書及び図書館所蔵資料の貸出・閲覧、返却 
所蔵する本、雑誌、新聞、CD・DVD、インターネット・データベース、マイクロフィルム資

料について、利用者への貸出あるいは閲覧に供した。また自動車文庫車「アタゴオル」で市内の

公共施設、教育施設、福祉施設等を月７２箇所巡回し資料の貸出や返却を行うことで、広く市民

へ図書館のサービスを提供した。 
区分 冊数 

図書貸出 ３２８，８８６冊 
自動車文庫車アタゴオルでの配本 ２９，１３９冊 

他館との資料の相互貸借 （貸出）   ３６７冊 
（借受）   ３１１冊 

※アタゴオルの配本箇所…市内小学校、公共施設、教育施設、福祉施設等（月７２箇所） 

② 複写サービス 
著作権の範囲内で資料の複写サービスを行った。遠隔地からの複写依頼にも対応した。 
遠隔地からの複写依頼への対応：４１件 

③ レファレンス 
各種レファレンスに回答し来館者サービスを推進した。また所蔵資料や展示資料等についての

質問にも答え、特に郷土米沢に関する質問については特設のレファレンスカウンター（郷土資料

調査相談）にて対応した。 
一般レファレンス カウンター対応 １４６件 

郷土資料レファレンス 
調査を要するもの １３８件 
来館者や電話によるもの 多数 

④ 特別利用・掲載利用 

区分 件数・点数 
古文書・古典籍の閲覧 １０６件  １３８点 
古文書・古典籍の撮影 ９０件  １１１点 
古文書・古典籍の貸出 ５２件   ５９点 
その他特別貸出（禁帯本等） ３件   １０点 
館蔵資料の掲載及び写真貸与許可等の処理 ４４件 
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⑶ 郷土資料調査 

広幡地区の神社、堂宮１８か所の調査を行い、報告書を作成した。 
 

⑷ 資料の整理及び管理 

① 資料管理データベースに関する作業 
・４４２点の資料の継続公開 
・デジタル化完了済の写真データの整理 
・収集項目の再検討 

② 収蔵資料の整理 
・適正な配架と整理 
・貴重書庫内の整理 

③ 蔵書点検の実施 
実施日：本館    令和３年２月 １日（月）～２月 ７日（日） 

自動車文庫 令和２年４月２８日（火）～５月１０日（日） 
不明資料：８９点（長期延滞資料を除く実質的な不明資料：１８点） 
不明率：約０.０２%（長期延滞資料を除く実質的な不明率：約０.００５%） 
備考：全蔵書３４１，７７１点 ※令和３年３月３１日現在 

④ 資料の除籍・廃棄 

条例・規程に基づき、亡失資料、汚破損資料、不用資料の除籍・廃棄を行った。 
区分 点数・対象期間 

図書、雑誌、ＡＶ資料 １０，１０４点 

新

聞 

日経新聞、河北新報 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日分 
毎日新聞、読売新聞、産経新聞、

毎日小学生新聞 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日分 

スポーツ報知、日刊スポーツ 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日分 

⑤ 収蔵・展示区域の環境対策 

IPM（総合的有害生物管理）を年間通して取り組んだ。 
・粘着トラップの設置 ・毎月の定期清掃 
・展示ケース内アートソーブ入替え ・定期的な温湿度、照度測定 

・空気環境調査 ・害虫の防除 

・新収蔵資料の燻蒸（米沢市上杉博物館にて）  

 
２ 展示事業 

事業の推進・運営にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当初の計画を一部

変更するとともに、公益社団法人日本図書館協会のガイドラインを参考に、万全な対策を取りながら

次のとおり実施した。 

⑴ 先人顕彰コーナー 

展示会名 会期 備考 

「故実叢書」 令和２年３月２７日（金） 
～６月２４日（水）［４６日間］

図書館が４月１日～５月１３

日の間、臨時休館となったこ

とに伴い、会期を延長。 
「新聞記事にみる昭和 

戦後の世相・文化編」 
令和２年６月２６日（金） 
～８月２６日（水）［６１日間］
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「秋山庄太郎と米沢」 
令和２年８月２８日（金） 

～１０月２１日（水）［５４日間］

 

「写真で見る米沢のむかし 
PART３：まつりと年中行事」 

令和２年１１月２７日（金） 
～令和３年１月２７日（水） 
［５４日間］ 

 

「郷土史家 伊佐早謙」展 
令和３年１月２９日（金） 
～３月２４日（水）［５４日間］

 

 
⑵ 特集コーナー（一般資料・児童資料・郷土資料） 

季節行事や社会情勢に関するテーマの資料、先人顕彰コーナー及び米沢市上杉博物館の展示と連

携した内容の資料を取り上げ紹介することで、図書館利用者へ新たな気づきをうながし、資料の貸

出増加へ繋げた。 
 

３ 事業の中止・延期 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次の事業は延期した。 
事業の名称 内容 

先人顕彰コーナー「田中俊雄展」 

【当初予定】 
５月２９日（金）～６月２４日（水） 
【延期先】 
令和４年１月２８日（金）～３月２３日（水） 

 

 

２ 教育・学術・文化施設との連携及び教育普及に関する事業 

事業の推進・運営にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当初の計画を一部

変更するとともに、公益社団法人日本図書館協会のガイドラインを参考に、会場の定員設定や手指消

毒液の設置など、万全な対策を取りながら次のとおり実施した。 
 

１ 教育事業 

子どもの読書活動を積極的に推進するとともに蔵書を活用した事業等を実施した。また、文学講座、

古文書解読講座、英語多読サロンなどを開催し、市民の生涯学習の場としての社会教育施設たる図書

館の運営に努めた。 
 

⑴ 子どもの読書活動を推進する事業 

① おはなしかい 
開催日：令和２年９月１９日（土）他「２０２０読書週間図書館フェア」内で２回実施 
参加者：１６人（大人８人、子ども８人） 

② ブックスタート 
開催日：毎月１～２回（７か月児健康教室時すこやかセンターにて開催） 
対象者：７か月児健康教室受診者 
参加者：親子４４６組（未受診者への郵送、来館時の手渡しを含む） 
備 考：４～５月（計３回）は中止。 

③ 小学校巡回文庫 
配本月：６月、９月、１１月  回収月：９月、１１月、３月 
対象者：米沢市内１８小学校の児童 
備考：市内小学校の臨時休業に伴い、事業開始時期を４月から６月に延期。 

学校休業期間中の配本希望があった２校に対しては、４月に配本を実施。 
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④ ２０２０夏休みこども図書館フェア 
期間：令和２年８月１日（土）～８月１６日（日） 
内容： 

項目 日時・参加者等 
図書館貸し切り！ゆったり読書＆

ミニバックヤードツアー 
日時：８月６日（木）９：００～１０：００ 
参加者：１８人（大人８人、子ども１０人） 

自動車文庫車「アタゴオル」の展

示と見学 
日時：８月１０日（月祝）１４：００～１５：３０ 
参加者：３６名（大人１７名、子ども１９名） 

本のお楽しみ袋～どんな本が入っ

ているかな？～ 
通期開催 
貸出冊数：２８７冊 

ミッフィー副館長の占い・ガチャ

ガチャ 
通期開催 
ガチャガチャ景品合計：５４９個 

施設案内や「おはなしかい」の動

画配信 

◇ナセ BA たんけん！シリーズ（YouTube で公開） 
・市立米沢図書館の施設を案内する動画 ２本 
◇「おはなしかい」読み聞かせ動画（HP で公開） 
・紙芝居『おだんご太郎』       １本 

Twitter での施設周辺情報発信 ◇「ナセ BA のまわりを探検してみよう！」 

⑤ ナセ BA うちどくスタンプラリー 
期間：令和２年１１月２７日（金）～令和３年３月３１日（水） 
参加者：３９６人 
協賛：公益財団法人近野教育振興会、精英堂印刷株式会社 
協力：mizutama 氏（イラストレーター） 

⑥ 令和２年度 米沢市小中学生読書感想画展 
展示期間：令和２年１２月９日（水）～１２月１３日（日） 
展示場所：よねざわ市民ギャラリー 
作品数：４０７点（小学校３５２点、中学校５５点） 
観覧者：合計１，８０７人 

 
⑵ ワークショップ事業 

① ２０２０読書週間図書館フェア  期間：令和２年１０月２４日（土）～１１月８日（日） 
項目 日時・参加者数等 

本と雑誌の付録抽選会 応募者：２６２名 当選者：１０５名 

ナイトバックヤードツアー 日時：１０月２４日（土）１８：４５～１９：４５ 
参加者：１４人 

おはなしかい（サークル夢空間） 日時：１０月３１日（土）１１：００～１１：３０ 
参加者：１５人 

おはなしかい 日時：１１月７日（土）１４：００～１４：３０ 
参加者：１９人 

特別展示「あの日あの時あの特集」 期間：１０月２４日（土）～１１月２５日（水） 

秋のお楽しみ袋 
通期開催 
貸出数：８５冊 

雑誌のリサイクル市 通期開催 
利用者：３２４人 
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⑶ 多様な学びを提供する事業 

① 第６４回古文書解読講座 
回 日時・講師・演題・受講者数 

第１回 

日時：令和３年３月１３日（土）１３：３０～１６：００ 
講師：阿部哲人（米沢市上杉博物館学芸員） 
演題：「上杉謙信と北条氏康―越相同盟関係資料を読む―」 
受講者：２５人 

第２回 

日時：令和３年３月２１日（日）１３：３０～１６：００ 
講師：小林文雄氏（米沢女子短期大学教授） 
演題：「米沢藩の地方文書を読む」 
受講者：２２人 

第３回 

日時：令和３年３月２８日（日）１３：３０～１６：００ 
講師：青木昭博（市立米沢図書館副館長） 
演題：「米沢藩の疱瘡対応史料を読む」 
受講者：２５人 

備考：２月から３月に期日を延期し、「三密」回避のため、会場をナセＢＡ体験学習室から伝国

の杜大会議室に変更して開催。 

② 第３１回文学講座 
回 日時・講師・演題・受講者数 

第１回 

日時：令和２年９月２６日（土）１４：００～１５：３０ 
講師：佐々木紀一氏（米沢女子短期大学教授） 
演題：「『平家物語』戦いと人」 
受講者：９人 

第２回 

日時：令和２年１０月３日（土）１４：００～１５：３０ 
講師：石黒志保（市立米沢図書館司書） 
演題：「『桜谷百首』にみる米沢藩士のお花見」 
受講者：１１人 

第３回 

日時：令和２年１０月１０日（土）１４：００～１５：３０ 
講師：馬場重行氏（米沢女子短期大学教授） 
演題：「三島由紀夫『美神』を読む」 
受講者：１３人 

備考：「三密」回避のため、会場をナセＢＡ体験学習室から置賜総合文化センター会議室に変更

して開催。 

③ 第３５回ふるさと歴史講座 
回 日時・講師・演題・受講者数 

第１回 

日時：令和２年１１月１０日（火）１８：３０～２０：００ 
講師：佐藤正三郎（米沢市上杉博物館学芸員） 
演題：「米沢城内の御殿―図面と古文書で読み解く」 
受講者：４３人 

第２回 

日時：令和２年１１月１７日（火）１８：３０～２０：００ 
講師：青木昭博（市立米沢図書館副館長） 
演題：「城下町米沢の町名（一）」 
受講者：４１人 

第３回 

日時：令和２年１１月２４日（火）１８：３０～２０：００ 
講師：青木昭博（市立米沢図書館副館長） 
演題：「城下町米沢の町名（二）付・米沢城御三階について」 
受講者：３８人 
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④ ナセ BA 英語多読サロン・英語多読体験相談会 
英語多読資料を用いた英語多読の実践、ブックトーク、ネットで楽しめる多読・多聴紹介、質

疑応答等を行った。 
期日 会場 参加者 

令和２年 ７月２６日（日） 多読体験相談会 ３人 
令和２年 ９月２７日（日） 英語多読サロン ５人 
令和２年１０月１７日（土） 英語多読サロン ７人 
令和２年１１月２８日（土） 英語多読サロン ６人 
令和２年１２月２７日（日） 英語多読サロン ６人 
令和３年 １月２４日（日） 英語多読サロン ９人 
令和３年 ２月２７日（土） 英語多読サロン ７人 
備考：４～６月は中止。７月以降の再開にあたっては募集定員を１０人に絞った。 

 
⑷ 地域、学校との連携 

区分 件数等 

施設視察・見学受入 学校 ２８件 約８４４人 
一般  ５件 約 ４０人 

出前ブックトーク １件（関小学校） 
読み聞かせ指導 １件（私立九里学園高等学校） 

 
２ 普及事業 

⑴ 出版・寄稿 

・図書館だより Vol.１５、１６、１７、１８号の発行（各２，０００部程度） 
・『市立米沢図書館概要』の発行（３００冊） 
・郷土資料報告書『米沢の神社・堂宮１５－広幡地区－』（２００冊） 
・家読リーフレット （米沢市教育委員会文化課共同発行） 

 
３ 事業の中止・延期実績 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次の事業を中止した。 
事業 当初計画時期 

アタゴオルによる絵本読み聞かせ 令和２年５～６月 

読書会 奇数月の第１土曜日開催・全６回 

職場体験 ・中学生チャレンジウィーク 
・高校生インターンシップ 
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Ⅴ よねざわ市民ギャラリー 
 

１ 教育・学術・文化施設との連携及び教育普及に関する事業 

事業の推進・運営にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、４月１日から５月

６日まで休館したほか、当初の計画を一部変更するとともに、関係自治体の方針に則り、会場の入場

制限や手指消毒液の設置等の対策を取りながら、次のとおり実施した。 
 

１ 講演会、トークイベント 

講演会名 日時・講師・参加者数 

講演会「伊佐早謙 膨大な蔵書と資料収集

の足跡」 

日時：令和３年３月７日（日）１３：３０～１５：００

講師：青木昭博（市立米沢図書館副館長） 
参加者：２７人 
備考：自主事業「林泉文庫の世界展―伊佐早謙がつない

だ沖縄と米沢」関連 
 

 

２ 芸術・文化活動の創造、支援及び鑑賞機会の提供に関する事業 

１ 展示事業 

⑴ 自主事業及び共催事業 

タイトル 会期・入場者数・備考 

「ARTS MEET OKITAMA ２０２１ 
& AMO２０２０大賞 佐藤静子展」 

会期：令和３年３月２０日（土）～３月２８日（日） 
［９日間］ 

入場者：１，６４０人 
共催：ARTS SEED OKITAMA、米沢市芸術文化協会 

「林泉文庫の世界展 
―伊佐早謙がつないだ沖縄と米沢」 

会期：令和３年２月２７日（土）～３月１４日（日） 
［１６日間］ 

共催：山形大学附属博物館 
後援：うるま市教育委員会 
協力：山形大学小白川図書館、国立歴史民俗博物館メタ

資料学研究センター 
 

⑵ オープンギャラリー展示事業 

米沢、置賜ゆかりの作家や美術動向について紹介。周年や前年からのシリーズなど３つのテーマ

で、米沢市上杉博物館アートコレクションを公開した。 
タイトル 会期 

「１００年前の米沢青年洋画家集団 

光原社」 
令和２年７月２３日（金）～１０月６日（火） 

「福王寺法林と秋山庄太郎」 令和２年１０月９日（金）～１１月１日（日） 

「没後２０年鈴木浩明の陶彫～いのち

の軍勢～」 
令和２年１１月３日（火祝）～令和３年５月２６日（水）
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２ 事業の中止・延期 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の事業は中止・延期した。 
事業名 内容 

自主事業「アーツよねざわ１００祭 
～いのち輝く３つのまなざし～」 

【当初予定】 
４月１４日（火）～４月２６日（日） 
【延期先】 
令和３年４月１４日（水）～４月２５日（日） 

自主事業「生誕１００年秋山庄太郎展」 

【当初予定】 
１０月８日（木）～１１月１日（日） 
【延期先】 
令和３年度１０月１０日(日)～１０月３１日(日) 

オープンギャラリー展示事業 
第１期 「椿貞雄の墨彩画」 

【中止】 
４月１４日（火）～４月２６日（日） 

ウッディコンサート 
【中止】 
６月２５日（木）、７月２２日（水）、８月２７日

（木）、９月２４日（木）、１０月２２日（木） 
 

 

３ 歴史・芸術・文化活動拠点の運営に関する事業 

１ 施設貸与による芸術文化活動の促進 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市の方針に則り、会場の入場制限や手指消毒液の設

置等の対策を取りながら施設貸出を行った。 

展示室では、県美展巡回展のほか中止や延期となった事業があったが、秋以降は絵画や書道、生け

花等の米沢市市民芸術祭に関連する展覧会等が開催され、市民の様々な芸術活動の成果の発表が行わ

れた。また、体験学習室は、コロナ対策のため定員を減らして貸出を行った。 

展示室：４６件 

体験学習室：７０件 

 

 

Ⅵ その他の事業 

 

１ 教育・学術・文化施設との連携及び教育普及に関する事業 

１ 伝国の杜 

⑴ 伝国の杜サポーター運営事業                       登録数：３４人 

「山形県における新型コロナ対応の目安」の注意・警戒レベル「レベル３」を基準とし、レベル

３を超えた秋以降は基本的に活動を全面中止した。 

インフォメーション、広報、レセプショニスト、教育普及、洛中洛外図屏風案内、図書整理の各

分野において、活動内容や人数を限定・制限しながら職員をサポートしていただいた。秋以降に各

分野の活動を中止した一方、利用機会が減少した置賜文化ホールのピアノの音質保持・状態調整の

ため、数年間休止していたピアノ弾き込み活動を再開した。 

 

⑵ 伝国の杜ファンクラブ事業（収益等事業３） 

令和２年度の入会者数は以下のとおりであった。新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２年

３月～４月の更新時期の人の動きが滞り、臨時休館や事業の中止などもあって会員数は減少した。 

会員数：２４６人（内訳：一般 ２３５人、学生 ６人、ジュニア ５人） 
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【主な事業】 

・会報及び財団自主事業情報の送付 

・米沢市上杉博物館常設展示室・企画展示室への入館特典の付与 

・置賜文化ホール主催事業の先行予約・割引販売（一部公演除く） 

・ミュージアムショップにて展覧会図録・オリジナル商品の１０％割引販売 

・ファンクラブ会員事業の開催 

 伝国の杜芸術サロン「美術と音楽のひととき」置賜文化ホール 

 日  時：令和２年１１月２２日（日） 

参加者数：３６人（会員１９人、招待・同伴者１７人） 

 

⑶ 米沢市上杉博物館会議室の貸出（収益等事業２） 

米沢市から指定管理者として受託する施設を、貸出基準に照らし適正に貸与した。円滑な管理運

営を行うとともに、利用者のニーズを把握し、利用促進に努めた。 
利用件数：２０１件 
利用者：２，９１９人 

 

２ ナセＢＡ 

⑴ 図書館サポーター運営事業                        登録者：４４人 
「山形県における新型コロナ対応の目安」の注意・警戒レベル「レベル３」を基準とし、レベル

３を超えた秋以降は基本的に活動を全面中止した。 

自主事業「おはなしかい」では、参加者の検温や連絡先の確認活動を行った。また「夏休みこど

も図書館フェア」、「読書週間図書館フェア」では、テーマに沿って選定した本を中が見えない状態

で並べ貸出を行う「お楽しみ袋」の企画に協力いただいた。「郷土サポート」では、これまでの活動

でマイクロフィルムのスキャニングをした「米沢新聞」などの資料を、郷土資料閲覧室のパソコン

で公開した。 
 

⑵ 米沢市まちなか駐車場の管理運営（収益等事業２）        利用台数：８２，１０２台 

米沢市から指定管理者として受託する施設を、貸出基準に照らし適正に貸与した。円滑な管理運

営を行うとともに、利用者のニーズを把握し、利用促進に努めた。 
 

３ 事業の中止・延期 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の事業は中止した。 
事業名 内容 

伝国の杜サポーター・図書館サポーター 

合同研修会 
【中止】 

当初計画では時期未定 
 

 

２ 歴史・芸術・文化活動拠点の運営に関する事業 

１ 伝国の杜 

⑴ 関係施設・団体との連携・協力 

上杉文化エリア懇話会へ参加し、米沢市歴史文化拠点地区内にある諸団体と交流、情報交換を行

いながら連携し、歴史、文化、観光の交流拠点となるべき活動を行った。 

⑵ 周遊促進ツールへの参画 

米沢市を訪れる観光客に幅広く館の情報をＰＲするため、外部組織の企画する周遊促進ツールに

参画し、持参者には米沢市上杉博物館入館料の団体割引の特典を付与した。 

・「まちナビカード」（道の駅米沢に設置）   ８２４人 利用 
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２ ナセＢＡ 

⑴ まちづくりネットワークとの連携 

「こまや」を活用した地元商店街や、各種団体の事業に協力した。 

 

 

３ 財団の適正な運営に関する事業 

１ 施設の管理、運営 

指定管理者として管理・運営を行う施設について、財団の定款や諸規程に基づき、関連法令及び諸

規程、契約・協定を遵守し適正に管理を行った。 
 

２ 施設設備の保守及び危機管理 

地震や火事を想定した避難訓練を伝国の杜とナセＢＡでそれぞれ年２回実施した。 
また、各施設に設置された AED を職員が正しく使用できるよう救急救命講習へ定期的に参加し、

緊急時に適切な救命処置を施せるよう技能を学んだ。 

 

３ 入館者の増加と販売促進に関する活動 

広告予算を使った有料媒体と、費用のかからない無料媒体を活用し、当財団事業及び施設に関する

PR 活動を行い、入館者の増加を図った。また、HP やブログ、Facebook、Twitter 等の WEB 媒体を

用いた広報活動を継続して行った。 
・有料、無料の広告媒体を使っての PR 活動を行った。 
・HP 等 Web 媒体を使っての PR 活動及び収蔵品の紹介を行った。施設ごと Twitter アカウントを用

い、リアルタイムで更新される特性をいかして事業告知を行った。 
・チラシ、ポスター等の媒体を使っての PR 活動を行った。 
・近隣施設等への直接持参による PR 活動を行った。 
・米沢市上杉博物館では、中高生の「無料観覧証」や無料入館日、開館延長等に関する案内と周知に

努めた。 
 

４ 施設間での連携 

財団の各事業を紹介するため、施設相互でポスター等を設置した。各施設で十分な市民サービスを

提供できるよう、関係機関との連携強化や情報交換に努めた。 
また、伝国の杜とナセ BA の行き来を推奨し青少年・こどもの「まなび」を応援する事業として、

小中高大生を対象とし、市立米沢図書館の利用者カード提示で米沢市上杉博物館の入館料を団体割引

料金とし、年間で９人の利用があった。 
 

５ 山形県博物館連絡協議会への加盟、研修会の企画・開催 

山形県内８０館あまりの博物館、美術館、資料館、記念館、その他の類似施設が加盟する協議会に

参加した。また、令和２年度研修会開催地区として研修会を企画・開催した。 

① 令和２年度 山形県博物館連絡協議会研修会の開催 
開催日：令和２年１０月９日（金） 
内容：講演会「文化財複製と新しい展示」 
講師：独立行政法人国立文化財機構文化財活用センター企画担当課長 松嶋雅人氏 
会場：伝国の杜大会議室 

② 実務研修「収蔵品活用の事例見学」 
ⅰ）特別展「米沢城 ―上杉氏の居城―」見学 
ⅱ）建築を活用した施設における展示見学 
・米沢市座の文化伝承館自主事業「型と型紙の世界～日本の手仕事～」見学 

ⅲ）博物館資料の連携展示見学 
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・市立米沢図書館展示事業 先人顕彰コーナー「秋山庄太郎展」見学 
 

６ 置賜地区公共図書館（室）連絡協議会への加盟、運営 

市立米沢図書館が事務局となり、置賜地区３市５町の公共図書館（室）が加盟する協議会で、年２

回の会議及び年２回の研修会を実施した。 

 

７ 評価 

⑴ 内部評価 

財団の目標及び運営方針に則った内部評価シートを作成して自己評価に取り組み、運営と業務の

改善を図った。 

 

⑵ 外部評価 

 ① 来館者アンケートの実施 

４月から９月中旬までの休止ののち実施再開した。 

② 運営協議会の開催 

２回の会議を開催し、委員からは、管理・事業運営全般にわたる意見や提言を頂戴した。 
区分 日時 会場 

伝国の杜運営協議会 ⅰ）令和２年 ７月２７日（月）１３：３０～

ⅱ）令和２年１２月１６日（水）１０：００～
伝国の杜２階小会議室 

ナセＢＡ運営協議会 ⅰ）令和２年 ８月 ５日（水）１５：００～

ⅱ）令和３年 １月２５日（月）１５：００～

ナセＢＡ１階第９展示室

ナセＢＡ１階体験学習室

 
８ スタッフの育成 

定期的に勉強会・講習会を実施し、事業運営においての職員のスキルアップを図った。また、来館

者対応については、展示ごとに内部での展示説明会や接遇研修を実施し、質の向上に努めた。 
 

９ 役員会の開催 

⑴ 理事会 

区分 日時・場所・決議事項 

通常理事会 

決議日：令和２年５月２５日 ※書面決議 

決議事項：令和元年度事業報告及び附属明細書、計算書類（貸借対照表及び正味

財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録の承認について 

他３件 

日時：令和３年３月２４日（水）１５：００～ 

場所：伝国の杜２階 第１・２小会議室 

報告事項：令和２年５月理事会（書面決議）以降の職務執行状況について 

決議事項：令和３年度事業計画（案）、収支予算（案）の承認について 他７件

臨時理事会 
決議日：令和２年６月１３日 ※書面決議 

決議事項：理事長、副理事長及び常務理事の選定について 

 

⑵ 評議員会 

区分 日時・場所・決議事項 

定時評議員会 

決議日：令和２年６月１３日 ※書面決議 

決議事項：令和元年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附

属明細書並びに財産目録の承認について 他３件 
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