
※設問ごとのその他記載事項について

問３（その他）

問5 新しい図書館にあなたが多く置いて欲しい図書・資料はどの区分ですか。

問５（その他） 回答 回答 回答

文学 小説 歌集

哲学・歴史 旅行

自然科学 医療 医学 健康

法律 福祉 教育

条例、規則 政治 経済

議会議事録 行政資料 事務系

ＩＴ関連 生活 手芸

料理 服飾 木の育て方

芸術 自然の写真集 スポーツ マンガ

雑誌・新聞 婦人雑誌

視聴覚資料 CD、DVD

絵本 大型絵本・紙芝居

郷土資料 郷土資料

実用書 趣味 目が良くなったら

話題の本

社会科学

技術・産業

その他

本

読みたい本がない

必要な本がない

古い本が多い（専門書）

その他

インターネットを利用

としょかんまつりだけ

忙しいから

イメージ
子供の頃のこわいイメージがあった(匂い？部屋？静かさ？）

入りにくい

不要
あまり必要ない

理由はない

回答

交通

ウトロなので利用する時間がなかった

４０キロ離れている、車もない

車がないので

病気・身体

病気で外出することができない

目が薄くなったので

車椅子使用の為利用できない

問3 図書館を利用しないとお答えした人に質問します。その主な理由はなんですか？



問６（その他） 同回答数
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2

1

2
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1
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3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

静かで落ちつける場所

他の事業に充てた方が良いと思います

海、山、美しい景色のゆっくり出来る場所

災害の無い場所

皆さんの意見で

今の場所がいいです

今のままでよい。

現在の周辺がいい

地盤が良く標高の高いところ

自然がある

ウトロにも分館をぜひお願いします。世界遺産センターか道の駅あたり

車を利用しなくても利用できる場所。

交通量の少ない所の方が行きやすい。現在は町の中を通るので図書館に
行く為だけには面倒に感じる。清里の図書館は利用しやすかった。駐車場
も学習センターと図書館の分を十分確保してあるし、図書館に来た人は、
町の催し物をチェックできたり、逆にセンター利用者は、ついでに図書を借
りたりしていた。

子供だけで行っても安全な所

駐車場が確保できる

静かなところ、駐車場が近い

駐車場が広い

道の駅に併設、街中にあったほうがいい

ウトロ

２号道路の南側でJR線路の東側で排水路との間の農地

ホームセンターツルヤの隣

パチンコジャパンの場所がいいと思います。駅・学校・駐車場も多いので。

国道沿い

駅や道の駅の近く

商店街、中心市街地

町の中心部(元たなかや)

道の駅周辺

道の駅の中

市街地に近くて森や林の中

青葉町かえで西団地Aの北側空地

B＆Gとなり

除雪センター利用し、消防と併設

役場前、営林署の跡地が最的と思う。

今の産業会館

駅の近く

現状

その他

朝日小学校の校内・夢ホール

斜里中学校正門前

斜里中学校グラウンドor校舎の位置

高校・中学校・小学校の学生が多く利用できる周辺。老人施設の入所・通
院者の利用し易いところ。

ゆめホールの中

ゆめホールの横、芝生の所、東側

ぽると北側の緑地

ぽると横の空き地、ゆめホールの芝地

学校

公共

市街地

その他特定の場所

交通

駐車場

問6 立地の条件について、どのような場所に図書館があれば良いと思いますか。



問7 館内環境について、あなたが望む施設はどのような施設ですか。

問７（その他） 同回答数
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1
1

1

1

1

1

1

1

1

その他

衛生

施設

幼児用トイレ・テーブル・イス等の設置を望む。

気軽に立ち寄れる施設であってほしい

広い駐車場がほしいです。今は特に雨の日行きづらいです。

ipadのように電子機器でダウンロード可能なシステム

本がいっぱいあって、本の間で立ち読み（しゃがんで中味を見る）できるイ
スがある。

開架スペースが広い

静かな部屋と子供に本を読んであげれる部屋がある。入りやすく中が見え
るとうれしい。ガラス張り。

明るく陽が入るスペースでゆっくりできる空間も必要だが本は陽やけしな
い工夫も大事。

乳幼児を連れていけるような独立した部屋（スペース）がある。

土足で入館出来ること、館内にパソコンを持参して使用出来る専属のス
ペースが有ること。

衛生的な洗面所があるといい

きれいで安全なトイレ

おもちゃの寄贈を募って絵本の部屋にたくさんおいてほしい（天気の悪い
日に子供連れで遊びたい）

知人だけに親切な職員はダメですね。職員同士の会話の多い人はとても
いやですね。

学習力を高めれる様な空間。

蔵書の数も大切ですが使用数が肝心です。利用しやすく楽しめる空間が
ほしい。

学生が図書館を訪れるのは大変喜ばしい事だがうるさいのは勘弁して欲
しい、学生を叱り飛ばすくらい気合いの入った職員を配置して下さい。

皆様の意見で。

特になし

回答

空間

色々なイベント等のついでに寄りやすい

全てが当てはまる



問９特記事項

ちょっとコーヒーなど飲めるスペースなど。

・大人の図書館 ・ゆったり静かに過ごせる空間 ・夜20時位まで開いていたらベストです ・もちろん平屋で車いす、シルバーカーでも安心安全な建
物を希望します

明るく暖かいと良い。今はトイレが遠く・うす暗く使用しづらい。

明るく広々としてゆったりした空間がある。町民の誰もが大小に関わらず作品展などが出来るコーナーがほしい。子供からお年寄りまで気軽に立ち
寄れる施設が出来たら嬉しいです。

暖かく、子供が多少騒いでも良い区別されたスペース（部屋）があるといいと思います。ＤＶＤ、ＣＤの視聴コーナーは私は必要ないと思います。あく
まで図書中心。イベント展示コーナーが少しあると楽しいです。

新しい図書館が建設される事はとても嬉しいことです。広くて明るい新図書館に期待してます。今までの靴を脱いだりの動作が大変なので靴をはい
たままの入館を希望します。

気軽に立ち寄り、ゆっくり本が読める場所になればいいと思います。近隣の市町には閲覧スペースが十分ある図書館があり、現在はそちらの利用
が主なので、斜里町に新図書館ができることがすごく楽しみです。

気軽に入館できる雰囲気、時間を忘れてゆっくり図書を見る事ができるスペース。

キレイで清潔感のある図書館がいいです。

現在の図書館はとても古くて閲覧のスペースも落ちつかなくてゆっくりと本を読んだりできません。場所も坂になっていて駐車がしにくです。全体的
にも図書館とはかけ離れたイメージです。本ももう少し新しいのがほしいし、望みは限りないですがもう少し広く、利用者がふえるような本に親しんで
もらえるような施設にしてもらいたいです。ぜひ図書館を新設して下さい。

現在の図書館も趣きがあって好きですが、陰気すぎでゆっくり本を読むスペースも少ないので、新しい図書館には明るい開放的なスペースを期待し
ています。楽しみにしているのでぜひ素敵な建物をお願いします。

子供、高齢者、障害のある人でも利用できる、場所そしてゆっくりとくつろげるスペースがあるといい。新刊書が中々借りられないので何とか考えて
ほしいと思います。

静かでゆっくり調べもの、勉強ができる場所が欲しい。飲食できる場所があったらいいです。古い図書館は保存し、別の形で残してほしい。

いつも図書館を利用させて頂き、感謝申し上げます。現在の図書館の場所ですと、立地条件が悪いと思います。今後のことを考えると役場の近く
で、車椅子の方々等も利用できるバリアフリー化が必要です。また、新たな試みとして、心と体が解放されるような空間の広さや、モーツァルトの曲
が小さな音量で流れ、ソファーもいっぱいあるような近来的な図書館を希望します。素敵なセンスのある建築家が設計した図書館が世界遺産である
斜里町には似合っていると思います。

斜里町も老人が多くなりますので、バリアフリーにするのがよいかも。多目的利用を考えずに予算の中で中身の濃いものであってほしい。

・静かな場所で個々がゆっくりと読書が出来るスペースがほしい ・子供にも利用させたいが、話し声などが気になるので別にスペースがあると一緒
に行き楽しみながら本を選んだり出来そう ・新刊の単行本や文庫本をわかりやすく置き選びやすくしてほしい ・新しい本・雑誌をもっと増やしてほ
しい ・古い物は別に置くか処分を考えたらいいと思う

・中高生の勉強に役立つような立地や中身にしてもらいたい ・ソファや机とイスなど、きちんとした閲覧スペースを設けてもらいたい ・ゆめホールと
隣接する形でつくれないのか？？(子供達にも利用しやすい立地だと思う)

いつも子供（１歳）を連れて絵本を借りに利用しています。本当は、図書館で一緒にゆっくりと絵本を見たいのですが、歩き回ってしまうので、今のス
ペースだと図書館で読むのは難しいです。ドアが付いた独立したスペースがあればとても有り難いと思います。そこにちょっとした授乳スペースやオ
ムツ交換が出来るスペースがあればとても助かります。

今の建物はとても素敵なのでそこを活かして上野の国際子供図書館みたいにしてほしい(古い良さと新しい良さを…)。片道４５分位かかるのでオム
ツ換えのスペース、トイレをもっと考えてほしい。絵本のスペースをもっと見やすく、親しみやすくして読み聞かせもできるようにしてほしい（楽しそうな
らば子供自身で見に行くが今の感じだと２階においでおいでと強要されてるようでかたまっているから）。

今の図書館は子供達とよく通い愛着がありますが確かに暗く、調べものをしたくてもテーブルが少なく(２階まで持っていくほどでもない時)不便でもあ
りました。たまにTVなどでみる明るく開放感のある場所で子供達が自由に本を。選べ、またちょっとした集まりが開ける部屋があれば使い勝手が良
いように思えます

玄関と御手洗いを車椅子でも利用しやすい空間にしてほしいです。本棚と本棚の通り道も車椅子でも利用しやすい空間にしてほしいです。幼児用
の部屋をゆったりとくつろげる空間にしてほしいです。

子供が小さいので（本来なら一緒にいるべきですが）子供を遊ばせられるスペースに目を配りながら、自分が読みたい本を探せられる配置が良いで
す。新図書館がもし広ければ子供を乗せられるカートなどあれば助かります。楽しみにしています。

子供たちの絵本やキッズスペースと文庫本などの位置は離れる様にした方がいいなと思う。手の届かない所に本があったりするので(台に乗らない
と取れない)目線の高さ位までの本棚にするなど暖かく明るい図書館になるとたくさんの人が利用したくなると思います。バリアフリーにする。

子供とのんびりすごせる場所を作ってもらえたらと思います。

子供や子連れが利用しやすい施設。低年齢の乳幼児は現在のようなスリッパをぬいで上がれる場所がありがたいです。特に赤ちゃんがハイハイを
できる場所があると助かる(館内が土足の場合)。子供達の利用の場合、大人の目が届く環境であるか。現在の2階のような閲覧スペースは静かで
良いが職員の目が届きにくい。特に中・高生の場合職員と顔を合わせずに…という事も多い。貸出しカウンターの増設。混雑することもあるので。例
えば、子供向けの貸出しカウンターと大人向けとを分けるなどすると、子供達も借りやすいし、子連れでカウンターでモタモタしても安心。職員への
質問などもしやすいのでは。又このようなアンケートを何度も行って欲しい。



乳幼児が一緒でも利用しやすいようにしてほしい。そのようなスペースを配置して赤ちゃん用のベッドやサークルも設置してほしい。子供を遊ばせな
がら多少ゆとりある気持ちで親子一緒に本を選んだり親が本を選ぶ事ができると思います。少子化対策の一環にもなると思われます。

・図書館まつりなどを行う時、広い駐車場や子供達がゆっくり安全に参加できるスペースがあれば良いなと思います ・館内は暖かで明るく、ゆっくり
と閲覧できてと色々なわがままを言いたいです ・他の施設と同じ建物にするのが良いのか、うるさいから近くでも離れた方が良いのかは分かりま
せんが利用者の希望が多い方で良いと思います ・今まで本の重さで事故が起こらなかったのが不思議な気がします(地震の時)

駐車スペースにゆとりが欲しい。

現在のトイレが古く入りにくいので、広く清潔なトイレが良い。

職員の目の届くところにトイレを設置してほしい

開架図書がもっと多いとうれしいです。パソコンで本を探すことができるといいです。雑誌、新聞コーナーの近くにソファやテーブルとイスなど、もっと
ゆっくり読みやすい席を増やしてほしいです。できれば１Ｆのみの平屋建てか、２Ｆにしてもエレベーターをつけるなどして足の不自由な人に配慮した
つくりにしてほしいです。

現在の趣きある図書館も大好きです。できればそのイメージを引き継ぐ外観だとよい。子供の利用スペースと大人の本の閲覧スペースが近いとよ
い（現在の配置がいいです）ぜひ、知床、自然、新書コーナーを作ってください。

子供がさわいで読書できない時があります。子供が遊ぶ場所ではないと思います。現在の場所でも良いのですが、庭も読む場所にして本をもっと多
くおいてほしい。

1、静かで落ちつける環境。2、誰でも気軽に利用できる雰囲気。3、学校の生徒が利用しやすい位置。4、利用者の相談に応じられる職員体制。5、
公文書を含む郷土資料の収集と保存管理体制の充実。6、基本図書の整備。

①本の予約システムをコンピューター管理にしてほしい(札幌市のように) ※一冊ずつ予約受付カードに記入することは非常に手間がかかり予約す
るのをあきらめてしまうことが多いため ②ビデオ、DVDの種類を増やしてほしい(洋画、お笑いなど) ③ライトノベルの種類を増やしてほしい ④近
隣(清里、小清水など)の図書館で借りた本を斜里図書館で返却できるシステムを作ってほしい ⑤図書館内で本を入れて移動できるカートを用意し
てほしい(帯広市のように)

歩いて近く、老眼忘れても利用出来、友達をさそいあい、暇な時間を有効に使える空間がある様な図書館。

いつも音楽が流れていますね。気になって読んだり探したり出来ません。音の無い静かな部屋があったら良いと思います。私は音楽が大好きなの
で良い曲が流れていた時など本の方へ集中できなくなってしまうのです。時間があるときには本の内容などよんだりして暫く時間を過ごしています。

今の図書館は本を探しずらいので今より、探しやすくゴチャゴチャしていない感じが良い。（清里図書館は探しやすくスッキリしていて、衛生的）

今まで通り一人何冊でも借りれるようにしてほしい。予約もネットでおこなえるとよい。

インターネットの設置（3～5台）週刊誌の充実（Ｗ現代、Ｗ新潮）

衛生面等の注意、室内の履物（特に）気になっています。

学生の頃は良く図書館を利用させて頂きましたが、今はほとんど行きません。本は買って家で読んでいます。一週間で４冊程のペースで買うのはホ
ントに家計にも苦しいので図書館で読みたい本を楽に探す事が出来れば嬉しいですネ。作者別とか、もっと単行本を増やして頂きたい。以前行った
時ほとんど読みたい本がなかったので借りませんでした。

貸出期間を長くしてほしい（希望１ヶ月間とか）、ゆっくり本を読みたい、返却を気にしながら読むと気があせりとばし読みになる、高年齢になると車
の運転もおぼつかず、２週ごとに歩いて行くのはきつい、特に冬などは悪路であり、転倒のおそれもある。

休館日を無くしてほしい

現在の図書館でも良いと思っております。利用が大変少ないのではと思います。大切な調べ物は近くの網走や北見にも大きな図書館が有り斜里町
が持つ必要はないのでは…不経済では…。私が利用しているときはほとんど利用者がおりませんでした。利用実績がないので不明な点も多くあり
ますが利用者に近隣の図書館と連絡を取り合って利便性を計ってはどうですか？

雑誌類の閲覧スペースを十分確保してほしい。休館日を少なくするとともに、開館時間の延長を希望する。

自動販売機はなくても良いかなと思います。

深夜でも本を返せるようなポスト。くつろげるイスの他に、こあがりみたいな所もあるといい。１階立てでいい。階段つらいから。知床しゃりっぽい建物
にしてほしい。カウンターに１人って混んでる時に時間がかかる。（他の町は使っても使わなくてもカウンター2つはあるから早い）

蔵書数の多さだけを求める必要はないと考えます。ソフト機能の充実で環境を整えてもらいたいと思います。

机がいっぱいあって、問題集や参考書を使っている人がいるようなところでなく、１人１人が思い思いにのんびり本を読んでいる。その人たちは顔が
明るく、肩の力が抜けている様子です。お茶を飲めるスペースがあり、そこは貸出処理した本を持ち込んで１日でも座っていられます。本棚やカウン
ター前で久しぶりに会った人もお茶のスペースでおしゃべりできます。常設の廃棄図書持ちかえりコーナーもあります。お茶スペースを生かすには、
店番（カウンター、マスター的な人）がいるとその場所に安心感が生まれます。奥（隅）の方はカウンター、マスターから目が届かないようになってい
て小中高生がわいわいしています。（でも音は聴こえるのです！）

できるならば１階ですべての事ができる様な設計が良いと思います。今の図書館は２階にも本があって２階で本を読むような環境なので障害者や
小さいお子さんでも安全に利用しやすいように１階のスペースを大きくした方が良いかと思います。子供達が新聞を作成したり自由研究等が出来る
場所等もあれば良いと思います。

図書館環境の施設は問7のように希望しますが、施設のまわりの庭等の整備も小さくてもホッとできる花壇などあるといいな～と思います。

図書館でゆっくり本を読める雰囲気・環境にしてほしい。それによって、町民の読書量や質の向上になると思う。

図書館を利用した事はありませんが、子供がいるので子供を連れて行っても絵本を気軽に読めるスペースや、ちょっと騒いでも大丈夫な場所があ
れば利用したいです。あと場所も分からないのでもう少し分かりやすく看板などがあれば行きやすいです。



場所は子供達が気軽に行ける場所、自転車置場と車の駐車場が別々が良いと思います。館内は1階が子供達が(小さい子供)読める本があり、小
上がりがあるスペースがあり、そこで本が読めたりオムツ換えができるスペースが欲しい。又、床は靴で歩ける方が良い（乳母車に子供を入れて本
が選べるから）。どこかに勉強できるスペースがあれば良いと思います。階ごとに係の人がいて欲しいです。それが出来ないのなら定期的に見回っ
て欲しいです。希望としては係の人が館内を見守ってくれると良いと思います。死角ができないようにして欲しいです。

広く明るい、多くの蔵書のある図書館を希望します。

平坦な所である程度の広さの駐車場を備えた交通の便の良い場所とする。書籍が探し易い様に目の高さ位の書棚にしてほしい。照明の良い広々
とした空間がある施設がいいと思います。

便利な場所で斜里岳が見えるような所に建設して頂ければ誰もが行っても心がなごみ、良い本を探しに行きたくなると思います。

本もインターネット配信される時代となり、紙の本の持つ意味を否定する訳ではないけれども、確実に若者の活字離れも進行しているのも現実かと
思います。蔵書数の増加で本の保管が困難という現実の中、何年も借りられる事のない本（蔵書）はないでしょうか。どこかで整理が必要なのでは
ないでしょうか。趣きはあっても寒くて暗い図書館より、暖かくて便利の良い場所の方が行き易いと思います。

本を借りるだけでなく、受験勉強をしたり、バス待ちを兼ねて宿題をしたりして、放課後教室としての機能も備えてくれるとうれしいです。パソコンや
DVD鑑賞・CD視聴もできたらいいですね。

街のサロン的なスペース（階）と調べものをするスペースが別れていると良い。

町の予算に合った無理のない建設をインターネット時代にあった提供をしてほしい。

もう少し、作家を探しやすくしてもらえたらとっても助かります。新刊書が入ったら今月（今回）の新刊としてわかりやすい所にはりだして頂きたいで
す。

もう少し早い時間９：００～とか開いてると嬉しい

若い時は良く本を借りにいったり、読んできましたが年と共に行きたくても足が弱って行きたくても行けません。もし出来ればあちこちに小さくても分
散してあれば年寄りでも行けるのでは。

本来の図書館機能を充実したものになるように、あまり付帯的施設は最小限としてコンパクトな施設が望ましい。又、その後の管理運営の経費節減
が出来るような施設になればと思う。

明るく皆が利用する様にして下さい。

アルバイトをしているものの、主婦なので自分が挑戦してみたい物や趣味の幅を広げたいと思っても、なかなか本を買う事はできません。そこで時
間がある時に図書館を利用しようと行ってはみるものの、自分の知りたい専門的なものがなく、何度もあきらめています。今後に期待しています。子
供達はイベント等に参加させていただいており、いつも楽しく利用させていただいています。ありがとうございます。

今の図書館すごく好きです。でも働いている方は大変だろうなぁと思います。暑い日は暑く、寒い日は寒い、そんな所は最近あまりないから。でも使
いやすくなるならそれもいいですけどね。期待してます。

今までの活動がそのまま新しい図書館で行えれば良いと思います。普通が良いです。特別なもの、特別な所ではないこと。

遅くなり、申し訳ありません。町民が気軽に立ち寄れる、憩いの場になる事を望みます。

親しみのある斜里町の歴史、風土そして未来へと続くような図書館であり、町の人々が集い、本をベースに交流の輪が広がりより強い町の絆の一
つの糸となるようなそんな図書館を期待しています。

現在の図書館を旧役場庁舎からの改修も見てきました。当初の図書館は、石器・土器・標本・オオワシの飼育舎・玄関前の水車などのものも有り、
今の博物館の役割も担ってきました。その前は中央公民館の３階のちょっとしたスペースに図書室的な所でその機能を果して来たと思います。その
時代、時の移り変りで図書館の役割も少しずつ変化していますが、不変であって欲しいのが、見たい、調べたいと思った時にすぐに手の届く所にそ
れが有るという事だと思うので、それをより必要とする子供達が気軽に寄れる場所に新図書館を作って欲しいです。

現在の場所は道路の道幅もせまく駐車場もせまく、不便を感じております。が、建物自体は歴史を感じられる味わい深いもので、斜里町内施設の中
で一番好きですし落ちつける場所です。

子供が小さい時から図書館はよく利用していたけれど、清里の方が本の種類も多く調べ物や勉強などでゆっくりできるので最近はよく利用するよう
になった。斜里は読みたい本が少なすぎる。

これからの若い人達には絶対に図書館は必要なものです。入りやすい、そして専門の部分にくわしい職員も必要ではないかとつねづね思っていま
した。今現在欠けているこの町の文化は図書館と云ったら云いすぎでしょうか。職員の皆さんが図書整理しているところをトイレに行く時見た事があ
ります。あれでは作業は進まないのではないかと感じました。寒い秋の日でした。

財政上どの位の規模なのか？何冊の蔵書としているのか？皆の希望を聞いて全てが聞き入れられるものなのですか。

仕事があるため平日は利用できません。月曜日の休館日は理解できますが、図書館職員の出勤日をうまく調整し、祝日と月末休館日の休館は廃
止していただきたい。

子孫の為に考えてほしいです。以上の意見は皆様、多くの数で決めて下さい。図書館は子供の成長。

実現してほしい。

斜里町民の方々に多く訪れていただくためには高年齢の方々にも多く図書館をおとずれていただいて静かでゆっくり明るくくつろいでいただける図
書館にしていただきたいです。斜里町民のために１日でも早く立派な図書館を建設してほしいと思います。斜里町民も１日でも早く新しい図書館が
できるよう心から楽しみにまっています。

斜里は何をしても何をつくってもあまりよくない町です。人口はマイナスになって行くし、新しい図書館を建設しても、はたして人は行くかどうか本を読
む人、見に行く人、本を借りる人は少ないと思います。返却するのに忘れることが多い。もっと早くに考えることはできなかったのか？今さら、斜里に
住んでいて何かしらず不安になる事があります。もう少し、元気のある町になってほしい、（ちょっと無理かな？）昔はまだ活気がありましたね。（図書
館とはあまり関係なかったですね。）



十年前より病気の為外出をすることが少なくなりました。斜里町に住んで20年ですが、以前はよく図書館より本をお借りして読んでおりましたが、体
調不良と高齢化により読むこと書くことが面倒になり、新聞だけを楽しみにしております。勉強は何時でも大切なのはよく解っておりますが、体力回
復と共に又本を読みたいと思います。

女性の意見を多く取り入れ、細かな所にも気を使ってほしい、予算が無いというなら、何年か待ってでも良い図書館を建設してほしい。時間に余裕
が持てるようになったら、新しい図書館で読書したり、お話合いがしたい。早い時期からこのようなアンケートなど広報活動してほしかった。

新図書館建設を希望と共に賛成です。80年以上の図書館は危険です。本は重いので何時二階が崩れるかと心配で行く気になりません。今は読み
たい本は店で購入しています。友人に借りたり貸したり廻し読みをして図書館には行く気にはなれません。是非安心して行ける図書館にしてほしい
です。駐車場も必要ですので宜しくお願いします。ゆめホールの様な駐車場より芝生が多いのは反対です。利用価値のある図書館をお願いしま
す。

数回利用させて頂きましたが場所が不便で行きにくいです。本の保管状態もあまり良くないですし、埃ぽかったです。清潔な新図書館に期待してい
ます。

早期着手を願う

沢山の子供たちが楽しく利用できるような所になってほしいと思います。

小さい子供達が行っても楽しいと思える図書館であってほしい。

電子辞書一台あれば事足りてしまうものにはあまりニーズはないかも知れないが、何か新しい事をやろうという時に、こんぜつていねいな、手引書、
入門書はたのみのつなだ。たとえば、ペットを飼いたいけど飼い方がわからないとか家庭菜園を作りたいけどやり方がわからないとか。方法論が手
に入らないと一歩もふみ出せない事は日常に山のようにある。

図書館にお勤めの方はいろいろ苦労をされていることと推察いたします。私を含め多くの人はそんなご苦労を気にしないで自分の読みたい本を読
んでばかりいないで少しでも勤めている人のご奉仕に感謝して本を大事にていねいに取り扱うように心がけませう。

図書館に限らず、何を建てようともウトロ地区の住民には利用しずらく（それのみが目的でも、往復に最低２時間程を要する）ウトロ支所に本を置い
ていてもほんのわずかしかない。同じ税を払っても受益に差がある。

年齢的に余り必要ない。ある程度のことは新聞などで解る。 ※朝２時間は新聞を読む

年齢に関係なく、誰もが気軽に利用できるような図書館になってほしいと思います。

早く新しい図書館が出来るのを楽しみにしています。

早く建設してください。私はよく図書館を利用するので、図書館が新しく生まれ変わるのをとても楽しみにしています。頑張ってください。

人が利用しやすく、静かで明るい図書館であってほしい。そしてそれが中心市街地にあることによる相棄効果を期待します。

一人でも多くの町が利用出来、又興味を持って利用する意欲が湧い来る様な施設と運用を願いたい。

町の財政が大変な中で(借金２０億円以上)図書館どころではないと思います。もっと別な事を考えてほしいです。町長が変わってもさっぱり変わりな
い町行政にどうかと思います。何か要望すれば予算がないの一点張りのようですし明るい住み良い地域には程遠いように思ってます。

道の駅がパッとしないように、新図書館も二の舞にならぬ様、焦らず計画を進めて実行して欲しいです。（移転先、規模、他）せっかく「知床」なので
すから知床らしい、日本に類を見ないような、観光客さえ立ち寄りたくなるような図書館にして欲しい（もちろん町民も頻繁に訪れるような）昨今、本
ばなれがすすんでいると実感しています。子供のうちから本に親しむ環境を町と学校で作って欲しいと思います。また大人も時間的にも経済てきに
も精神的にも本を読む余裕が失われていると思います。町民が豊かな時間を過ごせる様な図書館を切に期待しています。

老朽化して建て替えなければならないのなら、今までの利用者数や使用頻度等から適したサイズの図書館建設が良いと思います。たまに、なんで
こんなの造ったの？と疑問に思えるような規模のものを建てる市町村があるので気になるところです。

老朽化と保管の問題はわかりますが、町の財政も苦しいとのこと、まずは中学校の老朽化の方を優先してほしいと思います。

・このアンケートの手法ですと世帯の中の代表者の意見しか反映されないと思います。世帯の中の家族の数だけアンケート用紙が必要では。問２
～４の回答枠は複数あっても良かったのでは(家族で相談して記入できる様に)。学生へのアンケートは行っているのでしょうか？ ・過去に何度か本
を探しに行ってましたが結局見つからず(存在しなかった)、ほとんど利用しなくなりました。本当は利用したいのですが、本の量と質、交通の便の悪
さ(特に利用したい冬の時期にふらりと行ける場所ではないと思います)から遠ざかっています。 ・新しい図書館には大いに期待していますが現在
の場所は交通の便、駐車スペース、立地条件などから適さないと思います。同じ文化施設のゆめホールの近くが良いのではないかと思います。

車に乗れなくなった時のため駅、バス停の近くに建設してほしいです。年々子供の数・人口も減ってきて、利用者も減少していると思います。近い将
来のためぜひ交通の便を考えた新図書館建設をお願いしたいです。

交通の足がないので月に２～３回位バスなどがあるといいです(無理でしたら一回でもいいです)

子供が自転車で気軽に立ち寄れる場所（立地という点で）あることが一番です。（今は住宅地から離れているから利用が少ない様に思います。）歩
道がしっかり整備されている大きな通りに面して作ってほしいです。（子供だけで安心して行かせられる場所になる様に）子供が行きやすければ、大
人も利用しやすいと思います。ゆめホールに小学生がいつも集まっているのは、子供が気軽に集まって遊べる場所が斜里町にないからではないか
といつも思ってました。

子供だけでも気軽に立ち寄れる、安全安心な場所に建ててほしい。斜里の子みんなが本好きになれるような図書館であってほしいです。

小学生が学校の帰りに歩いて行く事の出来るような場所が望ましいと思います。町民に親しまれるような施設にして下さい。

夏は自転車で行けますが、冬は行くのをあきらめています。週に一回でもマイクロバスでもいいので町の中を走ってもらったらうれしいですね。

人口が減少している小さな町で図書館としてだけの建物はもったいないと思います。ボランティア活動、住民が中心になって活動する拠点や誰もが
気軽に立ち寄って会話を楽しめるスペースがある図書館を希望しています。相乗効果が期待できるのではないでしょうか。平常時は、会議室・集会
所として使用し、災害時には一時避難場所として使える建物であればより、便利だと思います。



２階建てではなく、１階だけの図書館がいいです。小さい子供を連れていく場合、子供が階段をのぼってしまうなど心配事が減ります。靴を脱がなく
て良い形にしてください。手間がなくなりますし、衛生的に良いと思います。清里町の図書館の形は良いと思います。

網走のエコセンターの形でゆめホールの中に組み込む事によって利用しやすいのでは？国保病院の近くに建設（町中心当り）学校にも近いので。

行きやすい図書館

今の雰囲気も大好きです。気軽さも大事ですが、自然もあり少し隠れ家的な雰囲気の知的でおしゃれな場所がいいです。

階段は急じゃなくすべりにくいようにしてほしい。

現在の旧斜里役場の建物が大好きでした。新しい図書館も近代的な面持ちではなく、今の図書館のような形(外観)にしてほしいと思います。

高齢者や子供連れの人でも気軽に立ち寄れたり、観光客が立ち寄って情報を得られたり、人が集まり人と人の交流の場所として本を読んで調べて
勉強するだけでなく、高齢者などのための施設が入るなど図書館１つの機能だけでなく２つ３つの機能のある図書館を希望する。

子育て期の親子の居場所となる役割を積極的に求めていく事をお願いしたいです。（自由な居場所の不足）、学校との連携を強め、乳児期から学童
期の一貫した読書活動が大切だと思います。図書館は今の斜里で不足しているコミュニケーションの場、教育・子育ての場といった大切な役割があ
ると思います。関係者の皆さんには大変でしょうけどもぜひ知恵を絞って頂きたいと願っています。

固定の利用者だけではなく、様々な人達が行きやすく、利用しやすい施設になればと思います。

災害に強い建物、地震、火災他、町民が利用しやすい空気（職員、読み等）

新築ありきの方向だけでなく、あいてる建物などないのでしょうか？たとえば小学校など空き教室があるのでは！

できれば今の図書館の雰囲気に似た木造(風)の建物にしてほしいです

問6の余白スペースにかいてしまいました。町民がよく利用するスペースに併設してあると行きやすい。

独立した図書館にすると面積、経済面も多額の費用がかかると思う。でも、公共施設の中に増設すると人件費、経済、防犯対策、消エネルギーにも
つながってくると思う。他町村の図書館(中標津、網走など)を見てきてほしい。

図書館だけではなく、他の施設(温泉・食事・プール・展示スペース等)もあればもっと利用しやすく、常に人がいて楽しい場所になると思うので他市
町村の良いところを取り入れて下さい。財政難はわかりますが…。

図書館のまわりは沢山の木々に囲まれてゆったりとした空間がいいです。ガラスから（暑くない程度に）陽も入り、外には木のベンチがあったりす
る。

木造でコンパクトな建築物でよいのではないか

施設規模も大きな要素ではあるが、機能を活かせる人的要素が整った図書館建設を特に望む。

※建設希望場所 別紙私見

新築でなく、小中学校の空き教室を整備して図書館にしたらどうでしょうか？予算も少なくてすみますし、空き教室の有効活用になりませんか？是
非ご検討をお願いします。

今の建物は古い建物だからこそあるゆったりとした雰囲気が良いと思う。ぜひ、今の図書館を続けてほしいですが高台で玄関も狭く車椅子の方や
高齢者などは利用しにくいので、そこを考えると已むおえないのかもしれませんね。しかし、ここでしかない今の図書館をなんとか続けられないでしょ
うか？

ゆめホールの中に設けるのが良いと思う（駐車場もありますし）。施設の中の空室を工夫して使うことを視野においてはと思います。箱物を建設する
ことばかりではなく町民の負担にならない様にすべき。

新しい物を建てるのも結構ですが、歴史的価値のある物を大切にしていただきたく思います。自分は今の図書館の住まいに愛着があるので建て替
えは反対です。あと、アンケートの調査期間が短いのにびっくりしました。一ヶ月くらいの期間があっても良いと思います。

現在も走る図書館（移動図書）を運営しているとしたら、即中止するべきである、関係者は利用状況を良く調査して実施に移す事が経費面でも、無
駄である又、建設に用する費用等の事をよく精査する必要がある。ゆめホール等を活用する方法もある、又人口（子供）が少なくなるので、朝日小
学校も利用の対象としてはと思います。建設には反対です。（現在の利用状況を調査して検討する事が大切です。）

建設には賛成ではありません。今ある所で十分だと思いますし、既存の建物を補強・修繕という形ではできないのでしょうか？

建設必要なし、歴史的建造物の現図書館（旧役場庁舎）を保存し後世に伝えるのも図書館的役割でないか。施設は閉校した学校等を利用するとか
分散施設でも良いのでは、財政難の時、町民にがまんさせるのも町政でないのか、すねかじり町政はやめて安定行政を望む（国道交付金ハコ物）

現図書館の利用率がわからない。新設する程利用率があるのか？新図書館を建設する必要があるのか？図書館を維持する方法が他にもあるの
では？

現図書館は古いですが趣もあり、本の数や種類も多く町の規模にしては十分である。トイレが新設されればそれで良いと思われる。古い建物を有
効的に活用して欲しい。

これ以上斜里町には新しい施設は必要ありません。斜里小や朝日小・夢ホール等の町の施設をもう少し有効利用できないのでしょうか。未来の子
供達の為、債務を増す様な事は考えるべきではない。

財政困難な町政の中新しい図書館を建設しなくても良いのではないかと考えています。

新図書館など必要ない。金がない町村なので管理費等出道がないと思うが？いかがですか？

図書館は斜里町にはいらない！



町が財政難と言われてる時になぜこの様な施設が必要なのか？老朽化しているからが理由なら少子化して学校の空き教室などを利用するのもひ
とつの案では？町にはこれ以上の、借金を作って欲しくありません。

町財政がたいへんな時、新しく図書館を作る必要があるのでしょうか。なるべくある物を利用すべきだと考えます。ゆめホールの一部を図書館にで
きないでしょうか。そのほうが費用対効果でメリットが出るのではないでしょうか。

町の財政等を考えると今ある建物に設置した方が良いと思う。同じ文化施設であるゆめホール内にスペースを取る事が一番望ましいと考える。ゆ
めホール建設時で図書館が設立６０年以上なのは解っていたはず。何で今借金だらけの町政で新しい箱物を建てる必要があるのか理解できない。
図書館跡に高台の避難所等を作った方が良いのでは…。備蓄庫等を備える等災害対策に力を入れたほうが良い。

昔の面影が全く残っていない現在の斜里町の町並、過去の歴史を更正に伝える存料にもなるのでなんとかたてかええをやめてほしい。

DVD(新しい映画)などもっと増やしてほしい

網走の図書館の様に数多くの視聴覚資料貸出があるのはいいなと思います。清里の図書館の様に視聴覚資料を図書館で見れると雨の日など子
供が喜んで図書館に行きそうです。あまり本を読まず図書館に行きたがらないのですが行ったついでに本を借りるという事もよりでてくるのではと思
います。町から離れているのでバスの時間までかなりある時など図書館は子供が時間を過ごせる事のできる頼れる施設№１です(特に天候の良くな
い時など)。飲食できるスペースもあるとより助かる時があると思います。

大きいスリッパを置いて欲しい。前のスリッパだと小さくて足の指や膝が痛くなったのでスリッパ持参してました。館内が少し寒かったので、暖かく
なってほしい。個人的には「近代柔道」という月刊の柔道雑誌を置いてほしい。あと「ゴング格闘技」という月刊の格闘技雑誌も置いていただけると
嬉しいです。

教育について環境と暮らしが変わりつつある今は世界の言語と訳すことが出来る図書館を置くべきだと思うことがあります。学習交換や労働者など
を見てそのように思いました。洋書物を置くと他国の暮らしのヒントなどを学べると思います。別紙あり。

小清水の図書館のようにＤＶＤが見られるようになっていたりするといいです。

最近の本を置いてほしい

雑誌、他、個人的な趣味に関する本などはあまり購入する必要はないと思います。

蔵書数を増やしてほしい。

大衆向けの月刊誌、週刊誌等が自由に読める様に気楽に立ち寄れる様な図書館でありたい。

小さな図書館ですし、町の人々に親しんでもらうことが第一でしょうから仕方ありませんが、新刊の小説本の占める割合が大きすぎると思います。実
際、それらの新刊本は、現在話題になっているとしても数年後には忘れられてしまうことが多いですし、ある程度評価の定まっている本を集めること
が図書館の機能であり、そうすることで格が上がっていくはずです。リクエストを受けたものに関しては応じなければならないのでしょうが、新刊本を
抑えてでも、個人全集や人文科学系の蔵書等のラインアップを充実させるべきです。ごめんなさい。よろしくお願いします。

決して立派すぎる箱は必要ない。大切なのは中身。そして広い地域の多くの人が、様々な形で利用できるシステム。現在の状況では、斜里町市街
地一カ所に立派な図書館を作った所で遠隔地に住む者の利用は高めることができない。それであれば皆が同程度のサービスを受けられるよう、地
域図書館というものを考えるべき。決して立派でなくていい。でも市街地以外の人もこの計画(図書館建設)に意見を言えるのであれば、心から地域
図書館も一緒に考えるべきだと思う。

世界中から知床を見て・聞いて・知りたい人たちがやってくるウトロに知床に関しての本や資料を気軽に探したり利用したりする場所がないのは不
思議です。遺産センターの館内を上手に利用して知床の「斜里町立図書館分館」を設立して下さい！！図書の専門職員も。駐車場も十分な広さが
あり地元の人も観光の人も利用しやすいですし社会教育施設のほとんどないウトロに図書館は必要です。生活に本を！！まずはハードよりも職員
配置や今ある立派な建物のガラーンとした場所(利用されていない空間)に分館をお願いします。高齢になった時にも図書館が近くにあれば、ひとり
でも人生明るく元気に暮らせます。ウトロ地区にこそ子供や大人、みんなの為に図書館を今すぐお願いします。

今現在使用している建物を利用する。たとえば、朝日小学校はあと何年必要ですか。斜里小学校へ統合は可能ですか。朝日小学校を作り変えると
か。

気軽に立ち寄れて分かりやすい場所、学校や公共施設に出来ると利用率が良いと思います。

小学校を統廃合しているのだから、使わなくなった校舎を利用してはどうか？

現在の感じで不満ありません。トイレの手洗い場がもう少し立派だといいなと思います。

現在の場所又、古き良き建物を有効利用して図書館に作り替えてほしかったと思いました。

新しい図書館ができるのをもう何年も待っています。今の所じゃちょっと行きづらく、返しに行くことを思うとつい足が遠のいてしまいます。今の産業
会館の所だととても行きやすくなると思います。新しい図書館ができるのを待っている人が大勢いると思います。一日も早くできることを期待していま
す。

場所、現在の産業会館を利用する、商工会事務局は旧法務局に移転する。

立地条件としては町の中心地で平坦な土地が良い。イベント等が催される近くが望ましい。港町の元田中屋旅館があった場所が最も良いのでは？

青葉町フードセンターが使用されていない様ですが、小・中・高校生も立ち寄りやすく、回りが駐車場になっているので使用しやすいのではないで
しょうか？新しい建物を造るのも良いですが、賃借しても良いのではないでしょうか？

町の中心がいいですね

町の中に人が集まるよう、格となる施設とする位置づけが必要だと思います。町の中が全国的にも空洞化になりつつあり、このままでは斜里町内も
活気がますますなくなると思います。

ゆめホールに隣接していると両方の相乗利用効果が出来ると思います。

・ゆめホールの隣など子供達だけで行きやすく駐車場が広くある場所だと利用しやすい ・図書館内が静かすぎて入りづらい。クラシックなどやさし
い音楽・BGMが流れていると館内にいやすい



①図書館建設はするとしたら今はスポーツです、体育館を新しく建設して中に図書館付けてたてたら良いでしょう。②斜里外からも来て、試合いがで
きる体育館願います。③図書館は同じ建物の中に置くのも良いでしょう。④駐車場１ヶ所ですむ、１ヶ所で運動も出来て本もよむ。⑤口数を多く建て
なくてすむでしょう。

１年生の子供と保育園の子供がいるばあさんですが図書館の坂道は私には大変です。もっと町中にあればと思います。

朝日町には公共施設がないので施設の分散もいいのでは？

新しい箱物を作らないでゆめホールの中や、ぽるとの２階など概にある建物を有効に活用してほしい。それか絶対１ヶ所に作るのでなく、何ヶ所か
に分散すれば車がない高齢者ｍｐ行きやすいし、利用者数もふえるのではないでしょうか。とにかくもうこれ以上新しく作るのは考えるべきではない
だろうか。

あまり広くなく自分でもすぐわかるような場所がよい

今の図書館大好きですが、寒いですね。建設するのでしたら静かな場所で双葉保育所と朝日小学校の間はどうですか？

今の場所だと、場所も分かりづらく、なかなか立ち寄る機会がない。街中や、立ち寄りやすい場所にあれば、銀行や、買物ついでに気軽に立ち寄っ
たり、町外の人にも通りかかったついでなどに利用してもらえるのではないでしょうか。

今までの行政は、道・町営住宅を町の中心市街に建設したと思ったら、次は郊外に建設したりなど、計画に一貫性がまったく無い様に感じていま
す。市街地活性化の時、町としては「町の中心」として現在の位置に道の駅やテナントミックスも設立したものと思っております。（その様に説明もう
けました）当初の計画からいけば、町の中心がにぎわう様に市街地に建設するのがよいと思います。ましてや町の最も重要的な施設である図書館
を１人でも多く利用してもらうために、観光客も気軽に斜里の情報を得る事ができる立地や情報の公開が可能なシステムを作っていただきたいと思
います。図書館とは町のシンボルです。そのような施設の計画については今までの様な容易な方法や手法ではなく、慎重にかつ町民の意見を取り
込まれながら進んで行く事を望みます。

駅やバス停の近くにあり、学生やお年寄がバスを待ったりひと休みできる立地だと良いのでは。今の場所では、車がないと利用しにくいです。カフェ
などが併設されていても良いのではないでしょうか。

構えて出かけなければ行けない様な場所ではなく、気軽に立ち寄れる場所にあって欲しいと思います

気軽に立ち寄れる場所。ゆったりと座って本が読める場所。探している本が見つかりやすい様な本並びがしてあると良いと思います。今の図書館は
なかなか見つけられません。

車の出入りが楽な場所だと助かります(この季節はちょっと恐いです 坂が…)。子供達の活動エリアに歩いて行ける所にあるといいなと思います。

現在の位置については高齢者や車で行く時に大変不便なため、なるべく公共施設(役場)に近い所だと利用する時に便利である

建設地は街中に建設し、町民が行きやすい場所にした方が良いと思う。現在駐車場になっている旧たなかや跡地が一番いいと思う。今の図書館も
古くて味があり壊すのはもったいない。何か違う事に活用できたらいいと思います。

建設については駐車場が広くとれて中学校からも遠すぎず朝日小と斜里小の中間ぐらいの場所で大きい道路に面しているJR線路の横あたりの休
耕農地である当場所が楓公園からの延長線上にあり利便性が高いと思います。

現図書館のあたたかみのある建物とふんいきは大切にしたいですね。障害のある方・高齢の方・小さな子、たくさんの方が気軽に利用できる図書館
がいいですね。病院・学校・買い物に行くついでに行ける場所がいいと考えます。

子供の頃からよく図書館に通っておりました。今の図書館はレトロでステキでしたが、暗く淋しい感じがします。新図書館は広く、明るい館内だといい
なー、場所は武道館の斜め前の広い土地はどうでしょうか？病院や中学校も近いし、二つの小学校の中間地点だし、新しい図書館があの場所にあ
るといいなーと思います。病院通りでふだんから人通りがあるし、暗く広い土地が皆が集う明るい場所になる事を切に願います。

児童館等併用した複合施設とし、中心市街地に隣設し、気軽に誰でも立ち寄れる場所が望ましい。予算のこともあるが、まずは斜里町のまちづくり
としてどこが良いのかを検討してほしい。

社会教育施設に隣接しているのが望ましいのでしょうが欲を言えば居住地に近いのが一番です。でもそうはいきませんので、街の中心地に建設す
ると市街地活性にもつながり、今まで通り買い物帰りに立ち寄ることが出来ると思います。または子供が立ち寄れる場所が良いと思います。

斜里町ではゆめホールの可動率が他市町村に比べ非常に高いそうですが、ゆめホールに行ったついでに図書館に寄る人も多くなるはず。沢山の
人に利用してもらうにはゆめホールに隣接するのがベストだと思う。できれば、外に出る事なくゆめホールから図書館に行けるよう通路を造って
は？幕別や他市町村にも文化会館の中に図書館のある施設は多いと思う。教育委員会としても、ゆめホールと図書館が近い方が業務がスムーズ
にいくのでは？

斜里町のこの先を考え、学校教育の一環から学校とは別に子供が小さな時から読む事に興味を持つ、親も大人も安全に通える場所（立地）がとて
も大切と考えています。

小学生の子供がいるのですが、現在の場所は遠く行く事が出来ません。新しい図書館の場所はぜひ町の中心部などが良いです。駐車場も広く確
保してほしいです。道の駅にあるパソコンなどを図書館に置けば中、高生の利用も増えると思います。誰もが利用しやすい図書館になる事を願って
います。

将来的なことも考え建設場所は斜里中学校の場所にすべきと考える。少子化に伴い、小学校(斜里・朝日)を統合し、空いた校舎を中学校とする(仮
に朝日小を斜里中とした場合、体育施設・文化施設共に近い位置と考える)。現在体育館を新築中の現斜里中を老朽化しているB＆G体育館の後
釜として位置づけ、体育もできる図書館とする。尚且つ、病院や住宅地へも近い場所(市街地)でもあり土地も広いので車でのアクセスも問題ないと
考える。子供からお年寄りまで幅広い年齢層が楽しめる施設になるのではないでしょうか？！楽しみにしています。

新図書館建設についての要望として先づ第一に交通の便利な場所としてぽると21近くの場所近くに国保病院・ぽると21・他老人ホーム・他、健康に
関わる設備のある施設が近くにあり、歩行困難な人も少しの時間で車椅子でも行ける利点がある。町内殆んど人が何かの都合で利用する箇所が
近くにあり、足の不自由な人でも車椅子でも利用が可能な場所であり最適と考える。

森林と斜里岳が見える環境、少し台代（地震・津波・台風・水害等）朝日小を斜里小と合併してその跡に入る。地域のコミュニティも併ねる。駐車場、
体育館も十分。

中心市街地の賑わい創出の施設として図書館建設を希望する。現在の図書館も本町にあるので近隣が良いと思います。単なる単体施設の検討で
はなくて総合複合棟の検討を希望します。郡（小さな図書館村）図書館＋児童館＋周囲に住宅集合体



図書館を利用したいけど、遠いのに坂道で車のない年寄りなどは、とても利用できません。町に買い物に出たついでに立ち寄る事の出来る場所に
作ってほしいと思います。私達年よりはいつもみなさんで話してます。

場所悪いと思う、もっと広い所に移転してほしい。

人が多く利用する施設と隣接している場所が良いかと思います。

ぽると西側、児童館敷地に建ててはどうでしょうか、もちろん施設に仲良しの共有も居いて。斜里小・斜里中・斜里高、また公住も近いです。利用は
しやすいと思います。敷地も充分あります。駐車場、児童館、図書館、仲良しクラブ（仲良しクラブは斜里小内で良いかな）一般論の町なかは反対、
利用しずらい

町中に建設してほしい、買物帰り等に立ち寄りやすい

昔の役場を利用した現在の図書館は場所は高く解りやすい所ですが(警察が近くて安心！)老いて来た現在は歩いて行くのにはつらい坂道、冬は
風当たりが良くて寒い！！滑りやすい！！車の方はどうか知らないが老年・障碍者の利用も考えて場所を選定してほしいですね。

やすらぎの苑跡地、駐車場スペースを多く

やっぱり、駐車スペースが必要と思われますし、現在地のように少し高台にあって町の歴史が想い出されるところから生活とつながるように思われ
ます。図書館に行く度に周囲の雰囲気が懐かしく、心落ちつくのは年齢的なこともあろうかと存じますが、想い出と共にあるのが書物の一番うれしい
宝だと感じてもおりますので。

ゆめホールに隣接するのが良いと思います。そうすれば余計に会議室やロビー、トイレ等を造らずにすむと思います(トイレは必要でしょうが)。これ
からの世の中、 在るもの(ゆめホール) を利用しながら本当に 必要なもの(図書館部分) を建設していく方が良いと思います。「さすが知床の図
書館！！」と思われる様な無駄のない建物を望みます。 あとひとつ、職員の方が働きやすい(過ごしやすい)環境も同じく望みます。

・今の場所のように他の町から来た人がわかりづらくない、誰でもわかる場所に建ててほしいです ・飲食しながらゆっくりと本が読めるといいです
・本棚の近くに座って読めるイスがたくさんあるといいです ・本のかりる数は決めた方がいいと思います。かりた本をかえしてから次またかりれるよ
うにしたり。かりた本をかえさずに次から次とかりている人がいました。その本の中にかりたいのがある場合があると思うし、大事に本を見てほしい
からです。 ・家にあって読まなくなった本を図書館に寄付することが出来たらいいと思います。 ・開館時間が９時半か９時になると午前中も利用し
たいと思います

・国道の近くで買い物や遠出の帰りに貸借できるとありがたい ・カフェのようにくつろげて長く居れる図書館 ・静かな空間と声を出しても良い空間
と別れていると良い ・本の種類が豊富 ・工作や作り物が出来るスペースもあると良い ・休日、平日、夜間利用できると行きやすい

①建設地は町有地を活用し、コストを下げることが良い。 ②コンパクトな物で機能的であること。図書の整理、貸出し等の動線を考慮することが必
要と思う。 ③省エネ等について。吹き抜けは熱効率が悪く、階下の音が響くなどの欠点があるため避けた方が良い。照明等にはLEDの活用が望
ましい。 ④専任の図書館長の配置と司書の二人体制を強く望みます。

知床半島の玄関口である斜里町の国道沿いに「ここが知床、斜里町」と町外者や観光客が分かるようなラウンドマーク的な公共施設として図書館を
建設することを希望する。

オーソドックスなつくりで、太陽光や風力発電を利用した建物で、自然保護に取り組む斜里町、自然と調和する斜里町を町外者や観光客に広くア
ピールすることができる。

博物館の展示物や自然センターと内容をリンクして、誰もが使える研修スペースがあれば、斜里町の情報発信基地になると思う。図書館名も知床
図書館とした方が町外者や観光客の利用も促進できるかもしれません。

町内外から図書の寄贈を広く受け付けていることを図書館だけでなく、自然センター・道の駅・役場などで広く案内し、常設窓口を数か所設置する。
収集するサービスもする。図書の充実だけでなく、自然保護とつなげて、斜里町らしい付加価値を付ければ斜里町らしい図書館になる。本1冊の寄
贈で1本の苗木を育てます」など木からできた本、本に表現された人間の知恵を大事にし、木を植える。寄贈図書苗木プログラムとして、図書を新た
に購入するよりは低予算で図書を整備することができます。予算によっては、本10冊に1本でも良いと思います。寄贈冊数でポイントをためて、知床
五湖高架木道のフリーパスや半島クルーザー体験ができるなどの特典があっても良いかもしれません。

図書館に求められていることは、体系的な知を紹介したり、図書を体系的に利用した学習プログラムを用意すること、そして様々な本の読み方を提
案することだと思う。「知床」をキーワードとして「知床」を通して世界とつながる提案型の図書館であってほしい。

ホームページの充実。利用したい人がどんな図書が欲しいのかアピールしたり、博物館との内容的なリンクが貼られ、知床をキーワードにした蔵書
の体系化がされていたりすると面白い。寄贈された図書でどのように森林が再生されたのか知ることができれば面白い。

図書の寄贈が、図書館の充実につながり、利用する人に還元される。そして、知床の森林再生、自然保護にもつながる。町民だけでなく、町外の
人・観光客など、利用する人たちすべてに、斜里町・知床ならではの大きなストーリーをイメージさせる図書館であってほしい。

①建設地は町有地を活用し、コストを下げることが良い。 ②コンパクトな物で機能的であること。図書の整理、貸出し等の動線を考慮することが必
要と思う。 ③省エネ等について。吹き抜けは熱効率が悪く、階下の音が響くなどの欠点があるため避けた方が良い。照明等にはLEDの活用が望
ましい。 ④専任の図書館長の配置と司書の二人体制を強く望みます。


