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はじめに

斜里町立図書館は、昭和４５年の開館以来長きにわたって現在の建物で運営していますが、建

物は昭和４年に建設された旧役場庁舎を活用したものであり、既に８３年が経過しています。ま

た、建造物としての歴史的価値は高いものの老朽化が著しく、平成 8 年に実施した耐力度診断に

おいて早期の改修・補強が必要とされています。

立地場所は海岸砂丘上の高台にあり、オホーツク海や流氷、斜里の町並みや斜里岳等を一望で

きる一方で、高台であるために徒歩で訪れる高齢者や小さな子どもたちにとっては利用しにくい

場所です。また、駐車場は狭く、多くの利用者の受け入れや屋外イベントの開催には十分な施設

とはいえません。

町民にとって主な利用場所である開架スペースは、規模的制約のために高い書架や狭い通路に

なっており、本を探しにくい状況になっています。閲覧スペースは充分ではないために、利用者

がゆっくりとくつろぐことができず、読み聞かせ等の事業を行う場合に制約が多い状態です。さ

らには 2 階建てのため高齢者等が 2 階へ上がることが難しく、建物全体の老朽化により雨漏りや

冬季間の暖房対策等が必要になっています。

これらの状況をふまえて、これまでにも平成 10 年に「新館建設基本構想」、平成 12 年に「新

館建設基本計画」について、それぞれ図書館協議会から答申をいただき、町の財政計画にも盛り

込まれてきましたが建設には至りませんでした。

しかし、町民の生涯学習活動の充実と安全な図書館が必要であるとの判断から、平成 23 年 9

月の中期財政収支の試算に平成 24 年度～25 年度の建設計画が示され、11 月には町民による「新

図書館建設検討委員会」が組織されました。同委員会はこれまでに 9 回の検討会議、講演会、視

察調査等を行い、本年 5 月 18 日に「新図書館建設に関する意見書」をまとめました。

この度の「新斜里町立図書館のあり方」は、これまでの「基本構想」や「基本計画」への答申

内容、さらには「意見書」の内容をふまえてまとめたものです。なお、建設位置については行政

全体での検討を経てあらためて諮問する予定です。
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【１】 斜里町立図書館に求められる姿

斜里町立図書館は、子どもからお年寄りまですべての人たちが楽しく学び、憩い、交流する

場を提供します。また、本との出会いを基本に、多様化する現代社会の中で日々の暮らしに役

立つ情報を提供できる環境を整え、「情報と人」「人と人」のふれあいにより、町民が心豊か

な時間を過ごせるよう支援します。

人々が支えあう「人とまち」を育むため、「知の入口」として誰もが利用しやすい図書館、

そして、基本的な役割である「資料の収集・整理・提供・保存」機能をしっかりと備えた図書

館をめざします。

◇学びの場 ～本との出会いの場となるために～

たくさんの本と出会うことによって、読書の喜びと楽しさを広めます。生活の中での小

さな課題や何気ない疑問への解決を探る糸口となるよう、資料・情報の収集と充実をはか

ります。社会教育施設や学校、町民団体とも連携して、地域の暮らしに寄りそう、場所を

提供します。

◇憩いの場 ～すべての人にひらかれた場となるために～

あらゆる人たちの利用に配慮した機能配置とし、ぬくもりが感じられる施設を目指しま

す。生涯にわたって楽しみながら心豊かに過ごせる、場所を提供します。

◇交流の場 ～人との出会いの場となるために～

図書館を拠点とする文化活動を支援します。各種講座や行事を通じて、あらゆる人たち

が集う場所を提供します。

【２】 基本方針

≪利用者サービス≫

多くの図書、資料、情報の収集と充実を図ります。読書の喜びと楽しさを広めるための読み聞かせ

などの本と人を結ぶ活動を充実させます。また、使いやすい図書館となるように本の配置表示をわか

りやすくし、興味のあることや疑問に思ったことを職員に尋ねやすい環境づくりを行います。

電子書籍など、これからの図書館に必要となるサービスにも対応できるよう検討します。

また、これからの図書館は、地域課題の解決への支援が求められています。利用者の生活上

の問題や課題解決に向けた資料を収集し、支援します。

斜里町の文化遺産としての歴史や記録、町民の諸活動にかかわる資料や知床の環境保全にか
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かわる資料を収集し、斜里町をこれまで以上に知ってもらう情報・資料の提供を行います。ま

た、図書館での講座や教室、行事などを推進し、親しまれる図書館としてのサービスを行って

いきます。

≪各施設との連携≫

本との出会いをつくり、本と親しむために各教育機関との連携を図ります。特に小中学校について

は、学校図書館との連携や授業を通じての利用を推進するとともに、放課後や休日にも多くの児童・

生徒が集い、多様な年代の人々とも交流することができる魅力的な図書館を目指します。教育文化施

設・福祉施設・観光施設など町民が利用する施設との情報交換を行います。

≪蔵書数や施設規模について≫

図書館は今を知る新しい資料・情報、及び、過去を知るために役立つ資料の双方を提供する

ための蔵書構成を整える必要があります。少なくとも現在の 10 万冊規模の蔵書と将来必要と

なるさまざまな資料の保管・整理の空間を備えます。

また、利用者がゆっくりと閲覧することができる空間、多様な人々が交流できる空間、そし

て各種普及活動を行うことができる空間も望まれています。また、図書館の基本を支える資料

整理などの業務やボランティアの人々が活動することができるバックヤードの充実も不可欠

です。したがって、単に蔵書を収容できるスペースだけではない余裕ある規模の施設を整備し

ます。

≪図書館の運営形態≫

町民が望む図書館は、現図書館の「貸出型」図書館ではなく、ゆっくりとした時間を過ごす

ことができる、「滞在型」の図書館です。さらに、あらゆる人たちが集う「交流型」の図書館

も望まれています。また、司書ら職員を核としながらも、町民が自ら作り上げる市民参加型の

運営をめざします。

【３】 運営とシステム

≪蔵書≫

多くの本にふれあうため、開架に加えて本を直接手にとって選べる書庫（準開架）を設置し

ます。また、本を探しやすいように検索用のパソコンを要所に設置し、簡単に本を探すことが

できるよう工夫をします。貴重な資料を保存・公開するために閉架書庫も整備します。

蔵書規模は、開架 6 万冊、準開架 4 万冊、閉架 2 万冊の 12 万冊とします。一般書以外にも、

映像資料や将来的な電子書籍への対応も考慮するとともに、まちづくりに関するさまざまな資

料や毎年多数出される知床世界自然遺産に関する調査報告書や年次報告書なども保管整理し

て、町民に広く公開します。
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≪貸出≫

新図書館が建設され、貸出が増加することが見込まれるため、利用者の利便性を高め、貸出

を受ける人のプライバシーに対する考え方の多様性を考慮して、自動貸出機を設置します。し

かし、機械的に人を補うという使い方ではなく、司書を通じた町民と本の出会いを大切にしな

がら、それらを補完する運用を行います。

これからの図書館では、インターネットを活用した予約システムや IC チップを利用した貸

出システム、盗難防止装置（BDS）等の設置が求められることから、これらの導入も検討しま

す。

≪学校図書館との連携≫

児童・生徒が読書への喜びや興味をもつことで、図書館を身近に感じる取り組みが必要です。

そのためには、図書館と学校が連携し、まず学校で本にふれあってもらうために、学校図書館

への支援や学校への配本を促進し、子どもたちにたくさんの本との出会いを提供します。

また、学校教育への支援として、教職員への資料の紹介や授業で必要な資料の情報提供を行

います。

児童・生徒が授業の一環としても図書館を活用するために、調べもの学習をクラス単位で行

うためのスペースを確保します。

≪公共施設の相互連携≫

各公共施設へ配本を行うことで、多くの人々に読書の機会を広める活動を行います。また、

それぞれの施設でのイベントや取り組みなどを紹介することにより、まち全体の情報を提供す

ることが可能となります。特に教育文化施設では、相互の情報交換を定期的に行います。

≪ボランティアとの協働≫

市民参加型の運営を目指す新図書館では、読み聞かせなど、としょかん友の会を通じたボラ

ンティア活動をさらに広げるとともに、本の整理や書架への返却、傷んだ本の修繕など、日常

の図書館運営に参加するボランティアの養成や仕組みづくりを行います。

≪配本システムの整備≫

図書館へ出かけることが難しい人たち、ウトロなど図書館から離れた地域の町民にとっては、

身近な場所で直接本に触れ、選び、借りる楽しみのために移動図書館車の整備が望まれていま

す。移動図書館車が図書館と地域を結ぶ役割をはたすことが期待されます。

また、これからの高齢化社会への対応のために、地域文庫や個人への配本を行うために宅配

便等を活用した仕組みづくりを検討します。

≪電子書籍≫

現在、電子書籍については、まだ大中規模の図書館で導入が試験的に始まっている段階です
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が将来的な導入も視野に入れた施設整備を検討します。

≪職員体制の検討≫

新館建設により図書館の利用者は増加することが想定されますが、それに対応可能な職員数

を検討します。

１日の勤務体制で必要とされる職員数は、7 名（現状 6 名）程度が必要であり、その他夜間

勤務や移動図書館車運転手、休日勤務職員なども含めて、12 名程度の体制での運営を想定しま

す

【４】 施設について

≪施設の基本構造など≫

利用者の利便性や、身障者・高齢者・乳幼児連れの利用者など弱者への配慮をしたバリアフ

リー構造が必要であり、蔵書管理・機能配置の点からも平屋建てとします。しかし、やむをえ

ず２階建等の構造になる場合には、各階への適切な機能配置、職員配置に十分な考慮が必要で

あり、お年寄りや子供たちの安全性に慎重な配慮を行った環境整備を行うことを検討します。

≪建物面積規模≫

12 万冊の蔵書やその他の資料の長期的な保管・閲覧機能、身障者等にも配慮した開架書架、

滞在型・交流型の図書館機能を発揮するためのスペース、図書館活動を支えるバックヤード、

普及活動を行うことができる部屋の配置を考慮します。それらの観点から、先進地視察を行っ

た置戸町生涯学習情報センターと同等規模（約 1350 ㎡）、あるいは、平成 13 年図書館協議会

答申に盛り込まれた 1500 ㎡の面積が少なくとも必要であり、将来的な資料の蓄積機能に余裕

を持たせるためには、それらを上回る規模を検討します。

≪敷地面積規模≫

十分な駐車場の確保や各種屋外イベントの開催、ゆったりとした外構整備を行うことができ

る広い土地が望ましく、最低でも 3,000 ㎡ぐらいから 5,000 ㎡の敷地面積を想定します。

駐車場スペースは、利用者用に最低でも 30 台程度、職員用に 10 台分を整備します。

≪建造物の構造≫

周辺の景観に調和したデザインにするとともに、耐震や火災に対応可能な構造として、コン

クリート建造物が望まれます。しかし、内外装にできるかぎり木材を使用し、木のぬくもりが

感じられる施設として検討します。

また、本の日焼けを防止するため、南側への窓の設置は避ける一方、自然光をうまく取り入

れる工夫をし、太陽光パネルや地熱交換システムなど燃料や電気の消費を極力抑えたエコな施

設づくりをめざします。
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≪望ましい施設環境≫

内部の施設環境について、各スペース・部屋等について以下に個別に記載します。

『開架スペース』

開架書架の間隔や列は、車いすと人がすれ違うことができ、方向転換がしやすいよう配慮

します。また、車いすからでも手が届く高さの書架を可能な限り配置します。高齢者の利用

にも配慮して、本を探す際にひと休みできるいすを書架脇に配置することや、移動式の押し

いすを配置します。

『エントランス周辺』

玄関ホールには、町の情報や地域のイベント情報を提供する掲示板の整備を行います。ま

た、展示スペースは玄関近くにおき、町民の作品展示や、図書館行事、お薦めの本に関する

情報提供などを積極的に行っていきます。展示スペースは季節やその時々に応じて配置を変

えることができる機能を検討します。

玄関扉は、自動ドア、床はフラットなバリアフリー構造とし、利用者の利便性を高めます。

また、玄関は風除室を備え、カバンや買い物などを保管できるコインロッカーや傘立て等の

配置にも配慮します。

『返却ポスト』

夜間の返却に対応してセンサーライトを取り付けるなど防犯対策を行います。また、職員

が取り出しやすい構造とします。

『カウンター』

入口から入って来た人と職員らが正面で対峙しないように横向きになるように配置する

ことで圧迫感を軽減します。また、カウンターは、館内が見渡せるように配置し、監視され

ている感じとならないように工夫します。その他、読書相談・レファレンスや職員が簡易な

作業ができるスペースを確保します。

『郷土資料など』

図書館には細かい資料までを多量に集積することはありませんが、町民のニーズに応えて、

町の歴史や町づくりに関する資料、世界遺産など知床の自然環境に関する資料を整理し、閲

覧可能な形にする必要があります。また、博物館等との連携や専門の施設を紹介するサービ

ス機能を検討します。

『閲覧スペース』

各コーナーに高齢者などが腰掛けられる設備を設置します。新聞を広げて見ることができ
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るスペース、ゆったりと見ることができるソファ、窓に面した机の配置などにも配慮します。

検索用のＰＣを配置します。

『学習スペース』

部屋としては区切らないで、開放感あるスペースとします。子どもたちも気軽に使え、ま

た、隣の人が気にならないように机が区切られている構造とします。中高生の勉強に図書館

資料を役立て、調べ学習のできる場を提供するとともに、一般利用者の利用との調整を図り

ます。

『談話室』

利用者同士の交流を図るために小規模な会合にも利用できる談話スペースを設置します。

『視聴覚スペース』

図書館は本来、本に興味を持ってもらうところであり、視聴覚資料は貸出も行っているた

め、必要十分な規模とします。

『パソコン』

インターネットの利用については、使い勝手が良く、今後普及することが想定されるタブ

レットＰＣの導入を検討します。

持ち込みＰＣは、場所を限定して使用することとして、接続環境は図書館にふさわしい機

器を検討します。

『読み聞かせの部屋』

完全に仕切られる必要はありませんが、靴を脱いで上がることができ、子どもたちの声が

漏れたとしても周りに迷惑とならない程度のスペースとなるように設置します。

読み聞かせで使用していない時は、幼児を歩かせたり、親子で絵本を読むことができるス

ペースとして兼用できるよう検討します。

『児童コーナー』

絵本の書棚は、子どもの目線に配慮した高さにします。

親が離れていても子どもの姿が見える位置関係となるように工夫します。また、できるか

ぎり本の表紙を見せることができる書架を導入します。放課後や休日にも、児童が楽しく

集い、本や様々な人々と出会い、交流できる場とします。

『授乳室』

小さな子供を連れてくるお母さんも多いので、人に見られずに安心して授乳できる場所を

設置します。併せておむつの交換台を設置します。



8

『ボランティア作業室』

倉庫を隣接させ、通年で作業できる部屋を設置します。ボランティア団体が使用するロッ

カーや水道設備を整備し、作業風景が見えるよう工夫します。また、使用していない時には、

打ち合わせや会議などに使用できる構造とします。

『飲食スペース』

滞在型、交流型の図書館とするために、くつろいだり、本を読みながらコーヒーを飲むな

どの飲食が可能なカフェコーナーの設置を検討します。また、行事などの際には、ボランテ

ィア団体による飲食提供もできる設備を検討します。

『コピー機』

利用者の希望に応じて資料の複写サービスを提供するために、コイン式のコピー機の設置

を検討します。

『トイレ』

多目的トイレへの子供用便座やおむつ交換台の整備を行います。また、乳幼児を座らせて

おくことができるベビーキープ（子供用安全いす）を配備します。

『配本作業室』

移動図書館車やその他の配本業務車を収容し、その場で配本する本を整理保管する準備作

業空間を備え、雨や雪で濡らさずに車両からの本の出し入れを容易に行うことができる空間

を確保します。

『職員フロア』

職員が十分な能力を発揮するために、使いやすい、働きやすい環境にします。

職員玄関、ロッカー、更衣室・休憩室を完備し、事務室は準開架・閉架に近く、本の処理

作業の可能なスペースを配置します。また、カウンター裏に事務室を配置するなど、職員の

動きに配慮した配置とします。

イベントなどの道具をしまっておく物品庫や物置を多く配置し、整理が行き届いた施設と

なることを心がけます。

また、寄贈本や古本市で使用する本を収納するスペースを確保します。

『会議室』

図書館行事の講演会や講座、会議のためのスペースとして 30～40 人が利用できる部屋を

配置します。また、会議室はとしょかんまつりなどが雨になった時や冬季間のイベント開催

用のスペースとして、学校の授業や園児が来た際の教室として、さらに、生きがい大学の授

業等でも使用します。また、会議室には視聴覚機器を整備します。
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『安全対策』

返却ポストへのたばこや異物の投げ込みや施設の安全対策としてセキュリティーシステム

を導入します。


