
新図書館建設基本計画に関する意見公募の結果について

１．意見公募手続（パブリックコメント）の実施状況

（１）募集期間 平成２４年１１月１日（木） ～ １１月２０日（火）

（２）意見の応募者数 ９ 件（８個人 １団体）

（３）提出方法の内訳

持 参 郵 送 ＦＡＸ 電子メール

件 数 ５ ０ ０ ４

（４）意見数 ５４ 件

内 訳

項 目

町立図書館の役割と基本方針

運営・サービス計画

施設整備計画

館内配置計画

その他

件 数

３ 件

１２ 件

１７ 件

１５ 件

７ 件



２．意見の概要と町・教育委員会の考え方

（１）町立図書館の役割と基本方針

意見の概要 提出者 町・教育委員会の考え方と対応

○図書館が「ただの箱物」とならないよう
に、町民が使うようになってからも図書館ス
タッフやボランティアなど様々な人々の意見
を取り入れ続け、血の通った物となるように
願います。

①

建設基本計画にも記載したとおり、新しい
図書館では、町民やボランティアとの協働が
欠かせません。町民が自ら図書館運営に参加
していただき、町民の意見を反映させる図書
館運営をめざしていきます。

○図書館は、住民が誰でも参加できる施設。
斜里町の人は、初めの頃は本を持ち寄りお金
も口も出して「自分達の書斎」をつくり、利
用することで職員の質を磨いてきたのですか
ら、今後も町民の気持ちを受けとってもらえ
る図書館であってほしい。

⑦

上記に同じ

○子どもの時から本に親しめて、また高齢者
の方も世代を超えて気軽に集え、他者との関
わりも自然と学んでいける場としての図書館
として欲しい。ゆっくり、ゆったりと楽しく
過ごせる学び・憩い・交流できるスペースの
ある施設として欲しい。

⑤

建設基本計画にも示したとおり、あらゆる
世代の人々が「学び・憩い・交流の場」とし
て、ゆったりと過ごしていただける図書館と
なるようにスペースの配置を工夫します。

（２）運営・サービス計画

意見の概要 提出者 町・教育委員会の考え方と対応

○検索システム・電子書籍・図書カードの電
子化・蔵書の電子管理など、これから先のデ
ジタル化に、対応できる場所づくり、人材の
確保は必須と思われます。早めの対応をお願
いします。

③

検索システムは、すでにデジタル化してお
ります。図書館における電子書籍のあり方
は、社会情勢をみながら検討する事項と考え
ます。

○殺伐とした世の中、知床は自然が素晴らし
いですが、住んでいる方々はもっと素晴らし
い。たくさんの知恵と人材を生かし、喜びを
感じられる図書館になるよう強く願います。
建物も大切ですが、そこで働いている方の魅
力もとても大切だと思います。十分な人材配
置をお願いします。

③

専門職として平成24年度に司書を１名増員
しております。建設基本計画の中にも「司書
を通じた町民と本との出会いを大切にした運
営を行います」と記しており、新図書館の基
本方針に則した運営を行うための職員配置を
行います。

○新図書館には、職員体制はしっかりと確保
しなければならない。 ⑤

上記に同じ
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意見の概要 提出者 町・教育委員会の考え方と対応

○現行の職員体制では､書籍の貸し出しや蔵書
管理で精一杯で、他のサービスを行う余裕が
ない状況にある。新図書館の三つの主要テー
マ、「学びの場」、「憩いの場」「交流の
場」の一体的実現は､「箱物」が新しくなった
だけでは困難である。司書の能力向上と充実
した図書紹介活動､学校教育との密な連携､町
民の憩いや交流へのホスピタリティを持った
支援等を実現するために､職員体制の見直しが
必要不可欠である。

⑨

上記に同じ

○インターネットでの本の予約システム導入
を、計画通り必ず実施してほしい。

②
建設基本計画にも、すでにインターネット

予約システムの導入を盛り込んでおります。

○本の貸し出し及び予約状況（何人待ちか？
等）をインターネット（図書館HP）で確認で
きるようにしてほしい。

②
予約システムの導入の段階で検討します。

○近隣の図書館と連携をとり、斜里町図書館
以外で借りた本も斜里町図書館で返却できる
ようにしてほしい。（できればその逆も可能
にしてほしい）

②

現在も、自館に所蔵していない資料は近隣
図書館との相互貸借という方法で対応してお
ります。斜里町立図書館にリクエストしてい
ただき、他館からお取り寄せした資料につい
ては、当館においても返却可能です。

○現在、矛盾をもちながらも継続してきた事
業は、新しい施設に来館利用が集中する機会
に大改革したいもの。合わせて、地域的対策
も内部で長期展望しておいてはどうか。拡大
していく事業は計画に表現しやすいが、今の
活動をのほとんどを継続していくのであれ
ば、それらを文章として掘り出し、理事者・
職員・関係者と具体的イメージを共有してく
ださい。

⑦

新館建設を機に継続的事業は見直しを進
め、地域的対策については、将来を見すえた
事業計画を検討していきます。それらの検討
結果は、ご指摘のとおりできる限り共有に努
めます。

○ビジネス支援など特定の課題解決を強調し
た、いかにも専門的サービスと思わせようと
する時流があるが、基本は「地域の人がより
良く生きるため」の支援である。その対象者
は、子どもから高齢者までおり、それぞれの
興味、読書能力、情報の収集・活用力に応じ
たあり方が必要。重要項目や事業として表現
されにくい部分として、最も大事な利用者と
職員の接点のサービスがある。本と人が触れ
あう細かな繰り返しを豊かに積み重ねる新舞
台としてください。

⑦

建設基本計画にも示したとおり、生活の中
での小さな課題や何気ない疑問への解決を探
る糸口となり、子どもから大人まで地域住民
の暮らしに寄り添う図書館として資料情報の
収集や提供を行います。また、探しやすい書
籍配置を心掛けるとともに、利用者が職員に
声をかけやすい雰囲気作りも大切にします。

○利用者がＰＯＰや説明書き付きで本を紹介
できるスペースを用意してほしい。

⑧ 住民参加型の図書館運営として検討しま
す。

○利用者に図書館の利用方法を知らせるため
の掲示及び講座を開催してほしい。 ⑧

館内案内図などを充実させるとともに、利
用案内講座も開催できるよう努めます。

○選書方針の公開をしてほしい。 ⑧ 長期的な基本方針として公開していきま
す。
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（３）施設整備計画

意見の概要 提出者 町・教育委員会の考え方と対応

○将来に禍根を残さないためにも、図書館協
議会で示された「あり方」を満たす面積とし
て提示のあった1,860㎡規模は、諸々の現活動
や今後の変化に対応するためにも適正面積と
考えられる。 ⑥

検討委員会の「意見書」に基づいて作成
し、図書館協議会にも諮問した「あり方」で
は、図書館機能を十分に活かすための理想的
な面積規模として1,860㎡を算出しておりまし
たが、斜里町の身の丈に合った施設とするた
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ました。限られた
面積規模の中で、「あり方」で示された機能
を最大限発揮できるように工夫します。

○財政面については、触れられていないが、
あるべき当町の図書館像から検討すべきであ
る。

⑥
上記に同じ

○「面積1,400㎡程度」とあるが、当初より小
さくなったのはなぜか？なぜ先に「面積あり
き」で話を進めなければならないのか？記載
されている面積は、最低限度として捉えてい
ただき、更なる努力を望みます。

①

上記に同じ

○建ててしまってもう少しここが広ければ使
いやすいのにねと言うような図書館にしてほ
しくないです。

⑤
上記に同じ

○計画では、全体的に手狭な印象を受ける。
出来る限り本と人が出会い、癒される空間を
確保し、本を借りる、情報を得る、図書館で
集うなど用途に合わせてどの場所をどのよう
に使うかを予測して検討を進めていただきた
い。また、配本活動など図書館の活発な事業
は、バックヤードの面積と使い勝手がカギと
なるため、現状にとらわれることなく設計し
てください。

⑦

上記に同じ

○「新図書館建設に関する意見書」、及び､
「新斜里町立図書館のあり方」にも示された
高齢者や障がい者の方々にも配慮したバリア
フリーの基本的な方針を実現するためには､高
さを抑えた書架の配置や十分な通路幅の確保
が欠かせない。また、ゆっくりできる閲覧ス
ペースも必要である。しかし、建設基本計画
に示された施設面積では､それらを実現するこ
とは難しいと思われる。必要な機能を実現す
る面積の積み上げによる積算を十分に行うと
ともに､将来の蔵書の充実や図書館活動の展開
も考慮して、必要十分な面積とすることを強
く望む。

⑨

上記に同じ
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意見の概要 提出者 町・教育委員会の考え方と対応

○「新図書館建設に関する意見書」、及び､
「新斜里町立図書館のあり方」にも示された
基本テーマ「憩いの場」、「交流の場」とし
ての図書館を実現するスペースが､不足してい
ると思われる。基本計画案のままでは､ゆっく
りくつろぐ憩いの場や交流するスペースは取
れない。また、新しい時代の図書館としては､
単に図書の閲覧・貸し出しに限らず､「学びの
場」としての多様な講座や講演会などを今ま
で以上に積極的に行うことが求められる。こ
れまで町民各方面が長い時間をかけて論議し
てきたそれらの望まれる図書館機能を十分に
発揮させるためにも､「エントランス・交流ス
ペース」の面積の拡充を強く望む。

⑨

上記に同じ

○基本計画では「1,400㎡程度」だが、検討委
員会の意見書では「1,500㎡の面積が少なくと
も必要である」「将来的な資料の蓄積機能に
余裕を持たせるためには、それを上回る規模
が妥当」となっています。望まれる図書館の
役割を果たすためには、「ゆったりとした」
空間が欠かせません。斜里町は、新図書館は
12万冊の蔵書を想定していますが、今後、町
民共有の財産となる蔵書が、12万冊より増え
ないとも限りません。そうしたときにも、館
内全体のゆったりして快適な空間を守るため
に、1400㎡では狭すぎないか、心配です。こ
れから具体的に設計をする段階で、もしも必
要と見込まれる面積が変われば、それに伴い
建築面積も変更する余地があるのかどうか、
お聞かせいただくとともに、ぜひ、せっかく
建てるのであれば長く町民の皆さんに愛され
る施設になるよう望みます。

④

計画された12万冊を収容しつつ、その他必
要な利用スペースを確保するために、開架に
も一部高い書架を配置するとともに、準開架
や閉架については、限られたスペースの中で
もできる限り多くの蔵書を収容できるよう設
計段階で工夫をします。また、長期的な収集
計画を作成し、資料の安定した保存・管理と
基本計画に記した蔵書数の維持を行います。

○図書館の蔵書数を再度確認し、10年後20年
後を見通し十分なスペースを改めて望みま
す。

③
上記に同じ

○開架スペースは狭隘であり、現図書館の開
架状況と同様になることを十分理解して対応
すること。

⑥
上記に同じ

○積極的な廃棄などの整理をすすめても、大
型書籍や書籍以外の保管を要する資料や情報
類が予想以上に増加し、開館10年後に閉架書
庫を増設したという図書館もある。道内の図
書館は蔵書数が少なく、自館での保管には慎
重な判断を要し、蔵書の10年後、30年後を想
定した施設活用を考えてほしい。

⑦

上記に同じ
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意見の概要 提出者 町・教育委員会の考え方と対応

○図書館は知識を得るところでもあります。
集中して勉強したい人、子どもに読む楽しみ
を教えたい人、退職されて図書館を心の居場
所に活用したい人…、多様なニーズが求めら
れていると思います。平屋は管理しやすい利
点がありますが、一方では声が通りすぎる点
も否めないのでは。置戸の図書館を参考にし
ている面は多いですが、人口的には斜里町は
約4倍。考慮した建設を望みます。

③

利用者の利便性、バリアフリー構造、蔵書
管理の観点からも、主要構造は平屋とするこ
とにしています。図書館としてのマナーを
守っていただくことも必要ですが、利用者の
多様なニーズに対応できるように部屋の配置
や防音についても工夫します。

○景観は、知床世界自然遺産の町の図書館に
外観・内装材質を考慮してください。

⑤

長期的な維持管理に耐える材質や構造に配
慮するとともに、斜里町を象徴するような建
物となるように設計段階で検討します。

○建物は、簡素で堅牢なものをめざしてくだ
さい。外構がデザイン重視の場合は、サービ
スの入れ物としての役割を阻害する恐れがあ
り、また、半世紀にわたり使用する建物とし
て粗末なものでも困る。複雑な屋根や、凹
凸、円形の外壁は建築価格が上がるばかりで
なく、故障がおこりやすく修理コストもかか
る場合が多い。丸みのある部屋や印象的な外
観が必要な場合は、内装や家具の配置、塗装
などで対応が出来ると思われる。

⑦

上記に同じ

○新図書館は数十年以上の長きにわたり使わ
れていくものとなるだろう。文化を愛する町
民の誇りとして町のシンボルとなる印象的な
建物になるべきである。世界自然遺産の町を
意識した知床らしさ、年を経てむしろ味が出
るような外観、内装、材質を慎重に検討して
欲しい。

⑨

上記に同じ

○万一の水害にも対応できるような地盤作り
や基礎の高さを考慮すべき。 ⑨

設計段階で考慮します。

○基本計画には、外構の内容が記載されてい
ない。中学校グラウンドとの境界をはっきり
とさせる工夫や屋外での図書館活動のスペー
スの内容､及び､「憩いの場」としてふさわし
い景観作りについて明記するべきである。

⑨

周辺の景観と調和のとれた外構や、グラウ
ンドとの境界作りにも配慮することを建設基
本計画に盛り込みます。
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（４）館内配置計画

意見の概要 提出者 町・教育委員会の考え方と対応

○今回は単独図書館の建設ですが、斜里町に
はたくさんの美術品が眠っています。一角で
も良いので、町民が心豊かになる展示スペー
スがあると良いと思います。学校教育では芸
術科目が減る傾向にあるので、美術館的要素
を含む展示スペースがあると嬉しい。過去や
未来の芸術品が生きてくるのでは。

③

町民が心豊かにゆったりと過ごせる空間と
なるよう、館内各所に絵画や町の歴史遺産を
展示することができように検討していきま
す。

○土足で入館できるようにしてほしい。
②

一部の部屋を除いて、新館では基本的に土
足のままで入館できるようにします。

○インターネットに接続しているPCを設置し
てほしい。

②
設計の段階で、ご指摘の点を検討します。

○図書館内に、本の持ち運び用としてカート
（手押し車）を設置してほしい。

② 上記に同じ

○ＤＶＤやビデオの視聴ブースを設置してほ
しい。（２人同時に視聴できるよう） ②

上記に同じ

○脚立は危険なので、背の低い人でも届くよ
うに本棚を低くしてほしい。

②

だれもが利用しやすい施設環境の整備とし
て、低い書架を基本とします。限られた面積
の中では一部高い書架を入れざるをえません
が、車いすから手が届く高さの書架をできる
限り配置するよう検討します。

○開架に蔵書を多く置くことが重要であり、
「車いすから手が届く高さの書架」とある
が、書棚を少し高くし、高い位置の本は取っ
てもらえれば良いのではないか。利用者が気
軽に頼みやすい配慮が必要である。

⑧

上記に同じ

○本の配置表示は、現在地と、どこにどのよ
うな本があるか表示した地図を作り、掲示す
る。

⑧

館内のわかりやすい場所に掲示します。

○レファレンスカウンターは利用者が座るこ
とができるようにする。 ⑧

イスを配置し、落ち付いて読書相談などが
できるようにします。

○談話室で無線ＬＡＮを使えるようにする。
⑧

無線ＬＡＮ等の接続環境は整えますが、談
話室での利用は考えていません。
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意見の概要 提出者 町・教育委員会の考え方と対応

○床材は、メンテナンス性に加え、防音性と
クッション性に優れた素材を使用する。 ⑧

建設基本計画にも記載のとおり、ご指摘の
点に配慮します。

○開架スペースは憩いの場にふさわしく、町
民が読書をするのに十分な数のソファを設置
する。

⑧
上記に同じ

○絵本・児童書の書棚は、子どもの目線の高
さだけでなく、視界の幅も考慮した、子ども
にとって見やすい設計にする。

⑧
上記に同じ

○トイレは開架スペースに入口を作る。 ⑧ 設計の段階で検討します。

○ＢＤＳ（盗難防止装置）を導入する。
⑧

これまでの検討を踏まえて、費用対効果の
面から導入はしない予定です。

（５）その他

意見の概要 提出者 町・教育委員会の考え方と対応

○設計業者を選ぶ際の手続きや方法など、出
来るだけ町民が参加したと実感できる方法を
望みます。どのようにその業者に発注するに
至ったのか、公開していただきたい。安かろ
うだけの落札は止めてください。また、業者
には過去に図書館や美術館などを実際に手が
けた実績のある所に手がけて欲しいと願いま
す。

①

公の契約行為ですから、斜里町財務規則に
従って設計業者の選定を進めます。

○設計業者は、図書館設計経験が豊富で図書
館建設検討委員会で話し合ってきたことが充
分に生かせる設計方式をお願いします。 ⑤

上記に同じ

○設計業者の選定にあたっては､図書館設計の
経験豊富な業者を選ぶべきである。また、図
書館を利用する町民や図書館運営の現場の意
見が十分に反映できる設計方式をとるように
配慮すべき。

⑨

上記に同じ
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意見の概要 提出者 町・教育委員会の考え方と対応

○図書館の設計、備品の配置に関しては、現
場で働く人の意見を聞きながら適宜修正をし
つつ行う。

⑧

設計や備品の選定・配置についてはボラン
ティアや職員の意見をふまえて対応します。

○幹線道路からの主要なアクセスは、病院に
も面した建設予定地の南側になると思われ
る。施設の顔となる南面にある医師住宅用地
については、将来的には図書館用地として一
体的な利活用を検討する必要があり、設計の
際にあらかじめ考慮するべき。

⑨

将来的な課題として検討します。

○新しい時代に対応できる図書館機能を考え
ること ⑥

建設基本計画は、新しい時代に対応できる
図書館をめざしたものです。

○町理事者の図書館像について、お話しを拝
聴したい。

⑥

この建設基本計画は、斜里町と斜里町教育
委員会で作成したものです。新しい図書館の
基本方針、運営・サービスについて、町とし
ての考えを計画の中で述べておりますが、直
接、お話してお伝えすることもできます。
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