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１．はじめに

斜里町立図書館は、公民館にあった図書室から移転して、昭和 45年に旧役場庁舎で開館し

ました。当時は、1階を図書館、2階を斜里町立しれとこ資料館として供用していましたが、

昭和 53 年に知床博物館が新設され、2 階を含めて現在の単独図書館となりました。

現図書館は市街地に近い小高い丘の上にあり、3階の見晴台からは、南に市街地、北にオホ

ーツク海を一望できる眺望にすぐれた場所にあります。一方、坂道の上にあることから高齢

者や小さなお子さんを連れた親子には利用しづらいという意見もあります。

建物は、昭和 4 年に斜里町役場として建てられ、築後 83年が経過しています。ゆがみや老

朽化による雨漏りや腐食が進んでおり、これまでは運営に影響のない程度の修繕を行って対

応してきました。また、開館当時 7,500 冊だった資料は、現在は 10 万冊をこえて手狭になっ

ていますが、貸出活動中心の図書館として多くの町民に利用されています。

新館建設に向けての動きでは、阪神淡路大震災をきっかけに、平成 8 年に施設の耐力度調査

が行われ、現図書館は「老朽が著しく、早期の改修が望まれる」との調査結果が出ています。

さらに、同年には第 4 次総合計画が策定され、新図書館は平成 15 年から 16 年に建設予定と

明記されました。これらを受け、平成 11年には「新館建設基本構想」、平成 13年には「新館

建設基本計画」が答申されました。

しかし、国の三位一体改革の交付税の削減等により実現が見送られ、平成 18 年度からの第 5

次総合計画に引き継がれて、平成 24～25 年度に建設する計画となったところです。その後、

平成 23 年 9 月の中期財政収試算において、平成 24年度に実施設計、25 年度に建設する方針

が定められ、同時に町民による「新図書館建設検討委員会」が発足し、建設に向けての具体

的な動きが始まりました。
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２．新図書館建設に向けた検討の経過

新図書館建設検討委員会は、町民からの公募とボランティア・学校関係者からなる委員で構

成されました。11月に発足した同委員会は、まず最初に「町民が望み求める斜里町立図書館

の姿」についての議論からはじまりました。検討委員会は、平成 24年 5月までに延べ 9 回の

会議と講演会・視察を実施し、5 月 18 日に「新図書館建設に関する意見書」（以下「意見書」

とする）が教育委員会に提出されました。

また、斜里町・斜里町教育委員会では、庁舎内検討会議を発足させ、「意見書」に基づいて

「新斜里町立図書館のあり方」（以下「あり方」とする）を作成し、平成 24年 5 月、図書館協

議会に対して諮問を行いました。6月 15 日には付帯意見を付けて「概ね了」とする答申が、

図書館協議会から出されました。

庁舎内検討会議では、7 月から 9 月にかけて、建設予定地の検討を行い、種々の条件から 9

か所に候補地を絞り、最終的に建設予定地として「斜里中学校体育館南側」を選定しました。

平成 24 年 9 月町議会では、全員協議会において建設予定地に関する説明を行い、同年 10月 5

日には、図書館協議会からも「了」とする答申を受けたところです。

本計画は新図書館の設計・建設を具体化するために、「あり方」の内容を基本としながら、

建設規模の目安や建設予定地など、図書館協議会からの答申内容も考慮して作成したものです。



3

３．新図書館の役割と基本方針

町立図書館に求められるものは、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、交流する場の提供です。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に支援することも必要です。

新図書館は、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。

これらを実現するためには、以下の「基本方針」に基づいて建設・運営することが必要です。

◇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すべての人たちに広めます。

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

集と充実に務めます。特に、学校や社会教育施設、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。

「学びの場」として

・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、提供します。

・「現在・過去」を知り、「未来」へ向かうための新しい資料を収集し、提供します。

・斜里町の文化遺産としての歴史や記録、知床世界自然遺産をはじめ知床半島に関わる

多様な資料を収集し、町民に広く提供します。

・電子書籍など、これからの図書館サービスに備えます。

・現在の 10 万冊規模の蔵書と、将来必要となる資料を合わせて 12 万冊規模の書籍・資

料の保管・整理空間の確保に努めます。

・学校図書館との連携や、授業を通じての利用推進を図ります。

◇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、ぬくもりが感じられる施設をめざします。

また、町民が生涯にわたり、楽しみながら心豊かに過ごすことができる場所を提供します。
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「憩いの場」として

・読書の喜びと楽しさを広めるため、本と人を結ぶ活動の充実を図ります。

・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。

・利用者がゆっくりと閲覧することができる空間を確保します。

・さまざまな世代の町民が、ゆっくりとした時間を過ごすことができる「滞在型」の

図書館とし、特に高齢化社会に対応してお年寄りがゆったりと文化的な時間を過ご

せる機能や、雰囲気づくりに配慮します。

・本の配置表示をわかりやすくし、興味や疑問を尋ねやすい環境づくりに努めます。

◇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。

「交流の場」として

・あらゆる人たちが集う「交流型」の魅力的な図書館づくりに努めます。

・町民が自ら参加し、運営する市民参加型の図書館づくりをめざします。

・図書館での講座や教室、行事を推進し、親しまれる図書館づくりに努めます。

・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情報交換を図ります。

・各種図書の普及活動を行うことができる空間を確保します。

・資料整理やボランティア活動を推進するため、バックヤードの充実を図ります。
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４．運営・サービス計画

【１】運営計画

１）蔵書

多くの本に触れあうため、開架に加えて本を直接手にとって選ぶことができる書庫（準

開架）や、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。また、本を探しや

すいように検索パソコンを館内に設置します。

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

様々な資料や、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、年次報告書など

を保管整理し、町民に広く公開します。また、今後 10 年間の資料収集計画を作成し、町

民のニーズに応えると共に、町民の課題解決となる資料の収集に努めます。

２）貸出

新図書館が建設されると、利用者が増え、貸出が増加することが見込まれます。新図書

館は、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。そのために、でき

る限り町民と向かい合うカウンターでの対応に心掛けます。さらに、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、自動貸出機等の

設置についても検討します。

また、図書館では、インターネットを活用した予約システムを導入し、更なる利便性の

向上を図ります。

３）職員体制

新図書館は、館長・事務職員・司書に加え、ホールスタッフや配本作業、夜間運営につ

いても配慮した職員を配置します。

４）町民との協働

市民参加型図書館づくりには、町民との協働が欠かせません。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。

また、町民により構成されている図書館協議会と緊密に連携を図りつつ、随時意見を伺

う等、図書館運営に反映することとします。
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【２】サービス計画

１）配本システム

図書館からの配本は、多くの人に図書にふれあう機会を与えるために行われています。

保育所・保育園・幼稚園、学校や社会教育施設、社会福祉施設への配本を継続して実施し

ます。

これからの高齢化社会への対応や図書館へ出かけることが難しい人たちに直接本に触

れ、本の楽しさを感じてもらうための地域文庫や、個人の配本を行うために宅配便等を活

用した配本システムの構築を行います。

２）学校図書館との連携

児童・生徒が読書に喜びや興味をもち、図書館を身近に感じてもらう取り組みが必要で

す。そのために、図書館が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できるように、資料・場所の確保等の支

援を行います。

３）公共施設の相互連携

それぞれの施設でのイベントや取り組みなどの紹介を行い、まち全体の情報を提供しま

す。また、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。
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５．施設整備計画

【１】建設位置

建設予定地 斜里郡斜里町文光町 51 番地 7（44,419 ㎡）の一部

斜里中学校体育館南側 町有地 （別添参照）

【２】敷地規模

4,000 ㎡以上とします。

【３】建築面積

1,400 ㎡程度とします。

【４】建築構造等

ＲＣ造とし、蔵書管理・機能配置の点から平屋建てを基本とします。

＜設計の基本方針＞

・周辺の景観に調和したデザインとします。

・バリアフリー構造とします。

・震災や火災に充分対応した構造とします。

・木のぬくもり等が感じられる施設とします。

・本の日焼けを防止するために、書架に直射日光があたらない構造とします。

・自然光をうまく取り入れた施設とします。

・自然エネルギーなどを活用し、燃料や電気の消費を抑え、環境に配慮した設備を検討し

ます。

・屋外でのイベントに対応できる設備を検討します。

【５】外構・駐車場用地

周辺の景観と調和した図書館の雰囲気になる外構整備を検討し、樹林帯や芝生などに

よって中学校グラウンドとの境界作りにも配慮します。また、「としょかんまつり」な

どの屋外イベントのスペース確保にも努めます。

駐車場は利用者用 30 台、職員用 10 台として 1,000 ㎡程度を確保し、中学校のイベ

ントなどの際の駐車スペースも考慮した配置を検討します。
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６．館内配置計画

区 域 機 能

エントランス・交流スペース

・風除室

・エントランス

・展示スペース

・休憩・飲食室

・談話室

・会議室

・授乳室

面積 約１８０㎡

・風除室の自動ドアは車いす利用者に配慮した工夫を行う。

・エントランス・展示・休憩・飲食・談話室は、それぞれが狭隘になる

場合は、イベントなどで広く使えるように必要に応じて一体化できる

ようにする。

・エントランスの近くには、傘立て・コインロッカー・ベビーカー・ブ

ックカート置き場を配置する。

・展示スペースは、エントランス近くに配置し、町民の作品や図書館行

事、お薦め本、地域のイベントなどに関する情報提供の場とする。

・会議室は、学校のクラス単位での利用に対応可能とし、簡易な上映会

ができる映写機器も設置する。

・飲食・談話スペースは、簡単な軽食提供機能も検討し、イベントの際

の利用や将来的にはボランティア組織などによるカフェ運営にも対応

可能とする。

開架スペース

・カウンター

・一般開架

・雑誌・新聞スペース

・児童コーナー

・学習スペース

・閲覧スペース

・パソコンブース

・視聴覚ブース

面積 約６７０㎡

・カウンターは、入口からの動線に対して横向きに配置するなど、利用

者に威圧感を与えないように配慮するとともに館内が見渡せるように

配置する。

・カウンターに隣接して、読書相談・レファレンスや職員が簡易な作業

が出来るスペースをつくる。

・書架は、車いすと人がすれ違うことができる間隔とし、車いすから手

が届く高さの書架を配置する。

・閲覧スペースでは、各コーナーにスツール（椅子）を設置し、新聞を

広げて見ることができるスペースや、窓に面した机の配置に配慮する。

・常設展示として、新刊案内・特集展示を一般・児童コーナーに設置し、

世界遺産や地域と関連した図書、その他斜里の歴史を物語る展示コー

ナーを配置する。

・雑誌・新聞等の将来の電子書籍化に備えて、電源とＬＡＮケーブルを

配線する。

・読み聞かせスペースは防音に配慮したつくりとし、靴を脱いで上がれ、

普段は親子で本を読むことができるスペースとして兼用する。

・床材は、メンテナンスしやすい素材を使用する。

・絵本の書棚は、子ども目線に配慮した高さとする。
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区 域 機 能

準開架・閉架スペース

・準開架

・閉架書庫

面積 約１８０㎡

・自由に入ることができる準開架では 3 万冊を収容し、閲覧席と机も配

置する。

・閉架は長期的に保管していく貴重な資料を 2 万冊程度収容する。

・準開架・閉架ともに適切な温度湿度管理可能な設備とする。

事務・管理スペース

・事務・作業室

・返却ポスト

・ボランティア作業室

・職員休憩・更衣室・職員

玄関

・書庫・物入れ

面積 約１５５㎡

・事務室から閉架・準開架へのアクセス性に配慮した配置とする。

・カウンター裏に事務・作業室を配置し、対応がしやすいつくりとする。

・ボランティア作業室は、作業風景が部屋の外から見えるつくりとし、

団体使用のロッカー等を設置する。

・書庫・物入れは、収納効率を高める等の工夫をする。

・更衣室・休憩室は、職員配置も考慮し充分に確保する。

その他

・トイレ

・配本作業室

・機械室

・物品庫

・その他ユーティリティ

面積 約２１５㎡

・多目的トイレに子供用便座やおむつ交換台、乳幼児を座らせるベビー

キープを設置する。また、トイレ内には、高齢者等に対応するため、

緊急用インターホンを設置する。

・配本作業室は、各施設への配本が行いやすいような構造とし、古本市

の本を収蔵するためのスペースと書棚等、本の整理作業がし易いつく

りとする。

・機械室の配置場所や遮音に配慮する。

・機器の交換等が行えるように外部通用口を設ける。

・物品庫は、収納効率を高めた工夫をする。

合計面積 1400 ㎡程度
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（別添）

新図書館建設予定地 位置図


