
別表２

令 和 年 月 日 （
） 電　話

コース 仕分拠点場所 住　所1 住　所2 電　話 積込開始 出発時間 帰社時間 仕分開始

A’

搬送袋 オリコン 搬送袋 オリコン

A’1 中央図書館 中央区 南22条西13丁目 512-7330 9:00

A’2 元町図書館 東区 北30条東16丁目 784-0841 9:45

A’3 栄地区センター図書室 東区 北36条東8丁目 704-6005 10:00

合計個数

集荷個数
確認印 備考欄

備　考　欄

コース 施　設　名 住　所1 住　所2 電　話 設定時間 配送時間
配達個数

運　行　管　理　表　（　業　務　日　誌　）

委　託　業　者 ドライバー
A’コース



別表２

令 和 年 月 日 （
） 電　話

コース 仕分拠点場所 住　所1 住　所2 電　話 積込開始 出発時間 帰社時間 仕分開始

A

搬送袋 オリコン 搬送袋 オリコン

A1 豊平区民センター図書室 豊平区 平岸6条10丁目 811-1030 9:00

A2 西岡図書館 豊平区 西岡3条6丁目 852-8111 9:20

A3 澄川図書館 南区 澄川4条4丁目 822-3730 9:50

A4 南区民センター図書室 南区 真駒内幸町2丁目 584-2533 10:10

A5 藤野地区センター図書室 南区 藤野2条7丁目 592-2002 10:30

A6 もいわ地区センター図書室 南区 川沿8条2丁目 572-5733 11:00

A7 図書・情報館 中央区 北1条西1丁目 208-1113 11:30

合計個数

集荷個数
電　話 設定時間 配送時間

配達個数
コース 施　設　名 住　所1 住　所2

備　考　欄

確認印 備考欄

運　行　管　理　表　（　業　務　日　誌　）

委　託　業　者 ドライバー
Aコース



別表２

令 和 年 月 日 （
） 電　話

コース 仕分拠点場所 住　所1 住　所2 電　話 積込開始 出発時間 帰社時間 仕分開始

B

搬送袋 オリコン 搬送袋 オリコン

B1 大通カウンター 中央区 大通西4丁目 251-1892 9:00

B2 中央区民センター図書室 中央区 南2条西10丁目 271-1120 9:20

B3 旭山公園地区センター図書室 中央区 南9条西18丁目 520-1700 9:50

B4 山の手図書館 西区 山の手4条2丁目 644-6822 10:20

合計個数

コース 施　設　名 住　所1 住　所2
集荷個数

電　話 設定時間 配送時間
配達個数

確認印 備考欄

備　考　欄

運　行　管　理　表　（　業　務　日　誌　）

委　託　業　者 ドライバー
Bコース



別表２

令 和 年 月 日 （
） 電　話

コース 仕分拠点場所 住　所1 住　所2 電　話 積込開始 出発時間 帰社時間 仕分開始

C

搬送袋 オリコン 搬送袋 オリコン

C1 東札幌図書館 白石区 東札幌4条4丁目 824-2801 9:00

C2 えほん図書館 白石区 南郷通1丁目 866-4646 9:10

C3 白石区民センター図書室 白石区 南郷通1丁目 861-2588 9:10

C4 北白石地区センター図書室 白石区 北郷3条7丁目 874-8232 9:25

C5 菊水元町地区センター図書室 白石区 菊水元町5条2丁目 872-7600 9:40

C6 苗穂・本町地区センター図書室 東区 本町2条7丁目 784-7833 9:55

C7 ふしこ地区センター図書室 東区 伏古11条3丁目 785-6323 10:10

合計個数

集荷個数
電　話 設定時間 配送時間

配達個数
コース 施　設　名 住　所1 住　所2

備　考　欄

確認印 備考欄

運　行　管　理　表　（　業　務　日　誌　）

委　託　業　者 ドライバー
Cコース



別表２

令 和 年 月 日 （
） 電　話

コース 仕分拠点場所 住　所1 住　所2 電　話 積込開始 出発時間 帰社時間 仕分開始

D

搬送袋 オリコン 搬送袋 オリコン

D1 白石東地区センター図書室 白石区 本通16丁目南 866-3000 9:00

D2 東月寒地区センター図書室 豊平区 月寒東3条18丁目 853-2011 9:10

D3 清田図書館 清田区 平岡1条1丁目 889-2484 9:30

D4 里塚・美しが丘地区センター図書カウンター 清田区 里塚2条5丁目 888-5005 9:50

D5 厚別南地区センター図書室 厚別区 厚別南7丁目 896-3000 10:10

D6 厚別図書館 厚別区 厚別中央1条5丁目 894-1590 10:40

D7 厚別西地区センター図書室 厚別区 厚別西4条4丁目 896-2000 11:00

D8 北海道立図書館 江別市 文京台東町41 386-8521 11:30 火・金曜日のみ

合計個数

確認印 備考欄

備　考　欄

コース 施　設　名 住　所1 住　所2
集荷個数

電　話 設定時間 配送時間
配達個数

運　行　管　理　表　（　業　務　日　誌　）

委　託　業　者 ドライバー
Dコース



別表２

令 和 年 月 日 （
） 電　話

コース 仕分拠点場所 住　所1 住　所2 電　話 積込開始 出発時間 帰社時間 仕分開始

E

搬送袋 オリコン 搬送袋 オリコン

E1 星置地区センター図書室 手稲区 星置2条3丁目 695-3220 9:00

E2 曙図書館 手稲区 曙2条1丁目 685-4946 9:10

E3 新発寒地区センター図書室 手稲区 新発寒5条4丁目 684-5571 9:30

E4 生涯学習総合センター（ちえりあ） 西区 宮の沢1条1丁目 671-2121 9:50 第2月曜日休み

E5 西野地区センター図書室 西区 西野4条2丁目 666-5550 10:35

E6 西区民センター図書室 西区 琴似2条7丁目 641-9080 10:50

E7 はっさむ地区センター図書室 西区 発寒10条4丁目 662-8411 11:00

E8 はちけん地区センター図書室 西区 八軒6条西2丁目 611-0966 11:15

合計個数

集荷個数
電　話 設定時間 配送時間

配達個数
コース 施　設　名 住　所1 住　所2

備　考　欄

確認印 備考欄

運　行　管　理　表　（　業　務　日　誌　）

委　託　業　者 ドライバー
Eコース



別表２

令 和 年 月 日 （
） 電　話

コース 仕分拠点場所 住　所1 住　所2 電　話 積込開始 出発時間 帰社時間 仕分開始

F

搬送袋 オリコン 搬送袋 オリコン

F1 東区民センター図書室 東区 北11条東7丁目 742-8112 9:00

F2 北区民センター図書室 北区 北25条西6丁目 757-5399 9:30

F3 新琴似・新川地区センター図書室 北区 新琴似2条8丁目 765-5910 9:50

F4 新琴似図書館 北区 新琴似7条4丁目 764-1901 10:05

F5 太平百合が原地区センター図書室 北区 太平12条2丁目 770-6531 10:25

F6 篠路コミュニティセンター図書室 北区 篠路3条8丁目 771-3700 10:35

F7 拓北・あいの里地区センター図書室 北区 あいの里1条6丁目 778-8000 11:00

合計個数

配送時間
配達個数 集荷個数

コース 施　設　名 住　所1 住　所2 電　話 設定時間 確認印 備考欄

運　行　管　理　表　（　業　務　日　誌　）

委　託　業　者 ドライバー
Fコース

備　考　欄


