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１．はじめに

斜里町立図書館は、昭和 4 年に役場庁舎として建設された建物であり、すでに 83 年が経過し、老朽化

が著しい建物である。既に平成 8 年には、耐力度調査において「老朽化が著しく、早期の改修が望まれ

る」と指摘されている。しかし、財政難のおり、新図書館建設は当初予定されていた平成 15 年度建設予

定から順延され、第 5 次総合計画の重点的なプロジェクトとして平成 25 年度までに建設を目指すものに

位置付けられた。現在、建物の老朽化は、限界にきており、早急に新図書館の検討が必要となっていた。

新図書館建設は平成 17 年度の中期財政収支試算の中で初めて大型事業として位置づけられ、平成 25

年度に建設する予定としていたことから、その実現に向け、平成 23 年 9 月定例町議会において、本格的

な建設計画のスケジュールを提示するとともに、22 名の町民からなる「新図書館建設検討委員会」を発

足させて議論を進めてきた。委員会は平成 23 年 11 月以来、9 回の議論を経て平成 24 年 5 月には「新図

書館建設に関する意見書」（以下、「意見書」とする。）をまとめたところである。その後、図書館協議会

に対して斜里町教育委員会から「新図書館建設のあり方」について諮問し、6 月には答申を受けたとこ

ろである。

これらに呼応して、新図書館建設に係わる各種検討事項について、町、教育委員会として具体的な検

討をすすめるために、今年 5 月に副町長を委員長とする「庁舎内検討会議」を設置し、図書館協議会か

らの答申、「新図書館建設検討委員会」からの「意見書」を踏まえ、行政的視点からの検討を加えた「新

斜里町立図書館のあり方」（以下、「あり方」とする。）を作成するとともに、新図書館の建設規模、建設

候補地の選定作業を進めてきた。

その結果、町・教育委員会としては、最終候補地は斜中体育館南側であると結論づけた。以下は、そ

の検討経過を取りまとめたものである。

２．候補地選定にあたっての基本的考え方

「新図書館建設検討委員会」の「意見書」のほか、「図書館協議会」への「あり方」についての諮問答

申などを踏まえて、建設規模や建設候補地について検討を進めてきた。

建設候補地選定にあたっての主な検討ポイントは、下記のとおりとした。

（１）施設規模の算定を行い、必要な施設面積を見出すこと。

（２）必要な施設面積が確保できる町有地を選定すること。

（３）「あり方」に沿った機能が確保できる用地か否か。

（４）建設費に与える影響も含めた比較検討。

（５）検討対象地の潜在的な課題の洗い出しと総体的比較。

以上について検討し、図書館機能を発揮するための適性、及び、「あり方」との適合性において、最も

適切な用地を選定することとした。
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３．建設規模の検討について

３－１ 施設面積

新図書館建設検討委員会では、置戸町生涯学習情報センター（図書館）を視察して斜里町の新図

書館のモデルとして検討の過程で多くの点を参考にした。同町の図書館活動は全国的にも定評があ

り、「あり方」においても、すぐれた図書館の一つとして参考にするとともに町村規模の図書館のモ

デルと考え、「置戸町生涯学習情報センターと同等規模（約 1,350 ㎡）、あるいは、平成 13 年図書館

協議会答申に盛り込まれた 1,500 ㎡の面積が少なくとも必要、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」としている。

庁舎内検討会議においては、新図書館建設検討委員会・図書館協議会の意見も踏まえた「あり方」

の項目・内容に沿って、各部屋やスペース毎に必要となる面積を積み上げ、改めて検討したところ

1,860 ㎡が必要であると積算された(資料１)。その上で、「あり方」で示した内容をできるかぎり満

たし、建設費用に配慮したつくりとするために、各部屋の機能の兼用など省スペース化を検討して

面積を絞り込み、施設面積は 1,400 ㎡として検討を進めることとした。

また、面積を縮小し、兼用スペース化を進めたことによって、隣接する部屋のイベント時の一体

的利用なども考慮する必要があり、さらに、「あり方」で述べられている利用者の利便性、バリアフ

リー構造、蔵書管理、職員配置の省力化の観点からも、平屋構造を基本とすることにした。

３－２ 敷地面積

建設面積の検討により施設面積は平屋構造で 1,400 ㎡とした。また完成後には、現在の図書館利

用者の 3 倍程度に利用者を増大させることを目標としており、1 日 300 人程度の利用で、1 時間当

たり 30 台の駐車スペースが必要と考えられる。

また、職員を 7 人体制と想定した場合、夜間職員との重複時間も考慮すると職員駐車場は 10 台

が必要となる。1 台当たり 25 ㎡とし、玄関までのアプローチ分を 50 ㎡と算定し、1,050 ㎡の面積

が必要となる。そのため、外構部分を除いた面積は、2,450 ㎡であり、それにプラスして、施設の

周りの敷地境界との間隔を含めると、最低でも約 3,000 ㎡の面積が必要となる。

ただし、この面積は、屋外でのイベント空間や憩いの場として利用する緑地など、余裕ある外構

を設けることはできない最低限の面積として算定したものである。
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４．候補地選定の検討結果

４－１ 検討対象地

前記の敷地面積検討結果に基づき、約 3,000 ㎡程度以上の広さで、かつ、用地取得費が不要であ

る町有地として、新図書館建設検討委員会でも検討した町有地 5 ヶ所（①～④、⑥）に加え、市街

地内の町有地で斜中体育館南側（⑤）を検討対象とした。また、市街地内の公有地として森林セン

ター南側（⑦）、及び、新図書館建設検討委員会から提示された民有地 1ヶ所（⑧）も加えて検討を

行ったほか、現施設位置（⑨）も比較検討することとし、計 9 ヶ所（別図参照）を検討対象地とし

た。

検討箇所 所有区分 備 考

① ゆめホール東側 町有地 新図書館建設検討委員会提案

② かえで緑地 同上 新図書館建設検討委員会提案

③ 海洋センター西側 同上

④ 斜中グラウンド東側 同上

⑤ 斜中体育館南側 同上

⑥ 斜中正門前 同上

⑦ 森林センター南側 国有地

⑧ 道の駅南西側 民有地 新図書館建設検討委員会提案

⑨ 現図書館西側 町有地

４－２ 候補地の適性、及び、「あり方」との適合性

各対象地における図書館機能を活かすための適性を比較評価した（資料２－１）。適性の検討は、

交通環境・利用しやすさ、環境条件、教育関連施設との連携について適否を検討した。

また、「あり方」で示された内容を項目として書き出したところ、106 項目となり、その中で候補

地の適否と関係する 18 項目について、各候補地の性質との整合性について評価を行った。ここで

は不整合を生じる項目を点検した(資料２－２)。

図書館機能を活かすための適性の評価においては、「ゆめホール東側」・「かえで緑地」・「斜中体育

館南側」・「斜中グラウンド東側」の４か所が、○10 ポイント以上の高い評価となり、次いで「海洋

センター西側」と「斜中正門前」が 8 ポイントであった。

土地利用の課題等の検討評価では、「かえで緑地」については、都市緑地に指定されており、「都

市緑化対策推進要綱」（建設事務次官通達）による緑化率 80％以上を確保することが困難であるこ

とから除いた。

「あり方」との適合性の比較においては、「ゆめホール東側」・「かえで緑地」・「斜中グラウンド東

側」・「斜中体育館南側」・「斜中正門前」の 5 か所は不適となる項目が 3 以下と少なかった。また、

「海洋センター西側」については、不適となる項目が４であり、体育施設ゾーンであることから除

いた。

これらを総合的に勘案すると、「ゆめホール東側」・「斜中グラウンド東側」・「斜中体育館南側」・「斜

中正門前」が候補地となる。
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４－３ 検討対象地別の概算建設費の検討

次に、各対象地の個別課題の検討も含めて建設費の観点からを検討した。地盤が比較的弱い候補

地もあったが、基礎杭にかかる費用は 1 千万円程度の増に留まった。基礎規模が小さく、狭い土地

でも対応可能な２階建ての構造とした場合には、エレベーターや階段スペースが必要となり、平屋

での建設と大きな差はなく、どちらが優位とはいえないことが分かった。

また、「ゆめホール東側」に隣接し建設した場合には、会議室やボランティア作業室などのゆめホ

ールの既存スペースを兼用し、施設面積を削減できるメリットもあるが、一方では、連絡通路の建

設が新たに必要になることから、大幅な建設費縮減にはつながらない結果となった。

その他の建設費を増大させる要素では、「森林センター南側」については土地の購入、不要な既存

建物の撤去や土地の均平、「斜中グラウンド東側」では既存グラウンドの再整備、「道の駅南西側」

では土地の購入費に、それぞれ少なくとも数千万円以上の経費がかかると予想された。「現図書館西

側」についても、既存の建物の撤去や土地の均平等の費用が別に必要となる結果となった。

４－４ 候補地の検討結果

図書館機能を活かすための適性の評価、土地利用の課題等、及び、「あり方」との整合性の比較に

おいては、「ゆめホール東側」・「斜中体育館南側」・「斜中グラウンド東側」・「斜中正門前」の４か所

が比較的高い評価となった。しかし、建設コスト面から、「斜中グラウンド東側」は、既存グラウン

ドの再整備が生じ、他に比べ建設費が増大する点が大きなデメリットとなっている。

従って、市街地東側に位置して役場・博物館などの公共施設に近接し、町民公園の中にあること

が特性となる「ゆめホール東側」、斜里中学校敷地内または隣接し、斜里小学校にも近く学校との連

携性にすぐれ、国保病院などが立地する医療・福祉ゾーンにも近いことが特性である「斜中体育館

南側」、「斜中正門前」の計３ヶ所を適地として選定した。

以上の候補地の中から図書館協議会の意見なども踏まえ、最終候補地としてこれら 3 ヶ所を比較

検討したが、「ゆめホール東側」については、ゆめホール・知床博物館との連携の点ですぐれている

が、市街地内では数少ない施設と一体で活用できる広い芝生空間を失うことになり、各種イベント

や町民の憩いの場としての機能が損なわれること。「斜中体育館南側」、「斜中正門前」の特性は類似

しているが、「斜中正門前」は比較的狭隘であり、滞在型図書館の「憩いの場」機能のための周辺緑

地造成やイベントを行うための十分な空間の確保という点では、「斜中体育館南側」より劣ること。

また、「斜中体育館南側」は中学校敷地内にあり、斜里小にもより近く、学校との連携性に優れて

いるとともに、医療・福祉ゾーンに近接していること等、総合的に勘案して、最終候補地は「斜中

体育館南側」を適地とした。
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５．今後のスケジュール（案）

今後、建設に向けた議会への予算提案及び協議、図書館協議会への諮問・答申等については、下

記の日程で調整する予定。

年 月 項 目 主な内容

H24. 9

H24.10

H24.11

H24.12

H25. 3

H25. 6

H26. 3

定例町議会「全員協議会」

図書館協議会への諮問・答申

パブリックコメント募集

定例町議会 建設計画・補正予算提出

定例町議会「全員協議会」

定例町議会 補正予算提出

定例町議会 予算提出

建設候補地について協議

「建設地について」

建設計画案によるコメント募集

新図書館建設実施設計費について

新図書館建設概要について説明

新図書館建設工事費 Ⅰ期分

新図書館建設工事費 Ⅱ期分（本体分）
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【参考１】 候補地選定の流れ

●敷地面積（概ね 3000 ㎡以上） → 「現在地西」は面積過小で、複層階化が必要

●適性評価（図書館機能） → ○7 点以下は除く「森林ｾﾝﾀｰ南、道の駅西、現在地西」

●土地利用課題等（都市緑地緑化率） → 「かえで緑地」は除く

●「あり方」のと適合性 → ×４点以上は除く「海洋ｾﾝﾀｰ西」

（森林ｾﾝﾀｰ南、道の駅西、現在地西も該当）

●建設費用の検討 → 「斜中ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ東」はグラウンド再整備が必要で除く

（森林ｾﾝﾀｰ南、道の駅西も、用地取得費が必要）

（森林ｾﾝﾀｰ南、現在地西も、均平工事等が必要）

候補地

●総合的比較検討

最終候補地

候 補 地 比 較 結 果 選定

①ゆめホール東 ・公園面積及び施設と一体で活用できる芝生空間が減少する。

・ゆめホール知床との連結による建設メリットが限定的である。

・ゆめホール知床や博物館に近接している。

⑤斜中体育館南 ・一部に盛土や地盤対策が必要になる。

・樹木の一部について伐採や移植が必要になる。

・中学校敷地内で教育活動との密な連携や放課後児童・生徒対策

が可能になる。

・医療・福祉ゾーンに近接し斜里小学校・児童館にも近い。

・一定の面積が確保でき将来の拡張性に優れる。

○

⑥斜中正門前 ・面積に手狭感があり将来の拡張性に乏しい。

・盛土及び地盤対策が必要になる。

・中学校に隣接し教育活動との連携や放課後生徒対策が可能にな

る。

① ゆめホール東 ②かえで緑地 ③海洋ｾﾝﾀｰ西 ④斜中グ東 ⑤斜中体南 ⑥斜中正門前 ⑦森林ｾﾝﾀｰ南 ⑧道の駅西 ⑨現在地西

① ゆめホール東 ②かえで緑地 ③海洋ｾﾝﾀｰ西 ④斜中ｸﾞﾗｳﾝﾄ東 ⑤斜中体育館南 ⑥斜中正門前

① ゆめホール東 ④斜中ｸﾞﾗｳﾝﾄ東 ⑤斜中体育館南 ⑥斜中正門前

① ゆめホール東 ⑤斜中体育館南 ⑥斜中正門前

⑤斜中体育館南
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【参考２】 各検討対象地における課題

① ゆめホール東側

・都市計画決定された町民公園であり、公園としてのスペースを減らすこと、町民の憩いの場

でもあり、イベントにも使用されている、市街地内では数少ない施設と一体で活用できる広

い面積を持つ芝生空間を減らすことになる。

・ゆめホールと連結させて、会議室などの機能を共用することで、建設規模を縮小する案も検

討したが、建設費の縮減効果は限定的であった。

② かえで緑地

・都市計画決定された都市緑地であり、法定基準の緑化率 80％を確保することが代替緑地がな

いため困難となっている。

・記念植樹された樹木の移植が必要となる。

・地盤（泥炭）が弱いため、基礎杭が必要となる。

③海洋センター西側

・地盤（泥炭）が弱いため、基礎杭が必要となる。

・体育施設ゾーンにあり、将来的な施設利用・配置上からも図書館建設用地として適地とは言

えない。

④斜中グラウンド東側

・既存グラウンドの西側への移動・再整備が必要となる。

・全夜間照明の移動及び再設置が必要となる。

・地盤（泥炭）が弱いため、基礎杭が必要となる。

⑤斜中体育館南側

・一部の樹木の伐採・移動が必要となる。

・隣接する道路より低く一部盛土が必要となるほか、地盤（泥炭）が弱いため、基礎杭が必要

となる。

⑥斜中正門前

・面積が 3,000 ㎡に若干足りず、手狭感があり、将来に向け拡張性の乏しい用地となっている。

・低い土地であるための盛土が必要となるほか、地盤（泥炭）が弱いため、基礎杭が必要とな

る。

⑦森林センター

・土地購入費が必要となる。（国有地）

・起伏のある土地であるため切盛土が必要となる。

・既存の不要な建造物の撤去が必要となる。

・南側の擁壁の改修が必要となる。
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⑧道の駅南西側

・土地購入費が必要となる（私有地）。

・狭い道路に 1 辺が接しているだけであり、利用にあたってのアクセス面に課題がある。

・不整形な土地形状（3,000 ㎡）であるため、建築上の制約を受けることになる。

・対象敷地内に一般住民の住宅とその取付道路がある。

⑨ 現図書館西側

・土地の切盛土による均平工事が必要である。

・敷地に接する 2 辺の道路が狭く、さらに坂道であることから、利用にあたってのアクセス面

に課題がある。

・既存の建造物の撤去が必要となる。

・現図書館が立地しているため、新館建設が可能な敷地は約 2,000 ㎡であり、2 階建以上の構

造となる。


