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第１章 整備背景と目的

１－１ 整備背景

室蘭市では、平成22・23年度に公共施設の耐震診断を行った結果、主要な施設において

耐震性能を有していないことが判明しました。平成24年3月・平成25年3月の「耐震診

断結果に基づく公共施設の整備等の考え方について」（以下、「公共施設再編整備」）では、

財政負担・施設老朽度・施設利用状況・類似代替機能といった観点を総合的に判断し、耐

震補強や廃止、移転等として方向性を示しています。

室蘭市青少年科学館（以下、「科学館」）が担ってきた機能としては、青少年に対して科

学知識の普及、啓発を図り、近年では体験型・対面型の特色ある事業を実施しており、市

立室蘭図書館（以下、「図書館」）については、地域や住民にとって役に立つ図書館として

利用者ニーズに応じた資料・情報等の収集や提供などサービスの向上に努めており、両施

設とも本市にとって重要な役割を持っていることから、耐震補強し継続使用することとし

ています。

しかしながら、どちらも築50年以上を経過する施設であり、エレベーターが無くバリア

フリー性に課題があることや、ボイラー設備等の老朽化に伴う改修が必要となっています。

このような状況の中、平成25年10月に本市に立地するPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃

棄物処理施設において処理対象物の変更や完了予定時期の延長といった事業変更要請があ

り、本市としては安全性を最優先に進めることなどを条件として平成26年4月に要請を受

け入れることとしたところです。その際の受け入れ条件として、本市が地球温暖化対策に

も先導的な役割を果たし、環境貢献とさらなる地域発展につなげるため環境学習施設の整

備について支援策を講じることを国に求め、ご承諾をいただいたところです。

このため、本市としてはこれらの支援策を活用し、環境学習施設として科学館を「（仮称）

室蘭市環境科学館」（以下、「環境科学館」）として改築することを決定し、併せて隣接する

図書館についても合築の可能性を検討するため、平成26年度に基本調査を実施し、合築に

よるメリットとして、集約化により連携した事業展開や相乗効果が期待できること、施設

整備や管理コストの低減が図られること、地域活性化の起爆剤として期待できることなど

から、合築し整備を進めることとしました。

１－２ 整備の目的と基本計画の位置づけ

前節の整備背景を踏まえ、環境科学館については、これまで科学館が築きあげてきた体

験型を通じた子どもの科学する心を育む取り組みに加え、PCB廃棄物処理事業をはじめと

する環境産業拠点形成への理解促進や、地球温暖化対策に先導的な役割を果たす人材の育

成を図り、PCB廃棄物処理や環境教育に資する施設整備を推進していきます。

図書館については、多様な図書資料の収集・提供といった知の拠点の機能を活かし、長

年の課題であるバリアフリー対策により多世代が利用しやすいユニバーサルデザインの施

設とすることで、市民の利便性とサービス向上につなげていきます。

また、多様な市民意見や両施設の特徴を活かした機能充実を図るなど、永く市民に愛さ
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れる魅力的な施設とするほか、本市が総務省の定住自立圏構想に基づく中心市であること

を踏まえ、近隣市町を含む広域的な社会教育拠点となるよう整備を進めていきます。

本基本計画は、導入する機能や諸室面積、施設計画などの基本的な考え方を整理し、今後

の施設整備に向けた骨格として作成するものです。

●●●●●●基本コンセプト●●●●●●

広域連携と地域の活性化

環境科学館・図書館が持つ機能を、近隣市町をはじめ広域的に発信し

多くの人を呼び込み、企業や大学、地区機能等と連携を図りながら

地域の活性化に資する施設を目指す

環境学習と知的創造空間

体験型の環境学習をはじめ、低炭素社会実現のモデル施設となり

科学やものづくり、貴重資料など、室蘭ならではの地域資源を活かし

市民の知的創造空間となる施設を目指す

多世代が集う交流拠点

子どもからお年寄りまで、幅広い世代が集い、人とのふれあいを通じ

新たな出会いの場となる交流拠点施設を目指す
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第２章 諸条件の整理

２－１ 室蘭市の現状

（１）市の現状

本市は、古くから工業都市として発展してきましたが、昭和40年代をピークに人口は減

少しており、近年は少子高齢化が進行しています。建設予定地となる中央地区は、室蘭市

役所や胆振総合振興局、国の出先機関等が立地する官公庁街となっています。

また、郊外型店舗の立地や少子高齢化の進行による購買力や集客力の減少により、地域

コミュニティの低下が危惧されるなか、近年では旧長崎屋室蘭中央店への総合スーパーの

出店や、旧武揚小学校売却による宅地造成計画が進行するなど、変化があらわれており、

環境科学館と図書館の合築整備は、地区の活性化に対して非常に大きな役割を担っていま

す。

（２）関連計画等の位置づけ

本市の総合計画においては、科学館は「科学技術の拠点づくり」、図書館は「ゆとりや豊

かさを実感できる地域社会」として位置づけており、都市計画マスタープランでは、中央

地区のテーマとして「港と自然と人の交流でにぎわうまち」として位置づけられています。

また、「自立・協働・創造する人づくりのまちとしての社会教育の振興」を基本方針とする

「室蘭市社会教育振興計画」のもとに策定された「室蘭市社会教育推進計画」において、

科学館は学習活動推進のための施設、図書館は文化芸術活動推進のための施設と位置づけ

られており、これらの計画との整合性を図るとともに、室蘭市総合戦略・人口ビジョン、

定住自立圏共生ビジョン等にも配慮しながら施設整備を進めていきます。

また、室蘭グリーンエネルギータウン構想においては、本施設が低炭素社会実現のモデ

ル施設として整備することを位置づけており、先進的な取り組みや事業展開を目指してい

きます。

（３）科学館の現状

科学館は、指定管理者「NPO法人科学とものづくり教育研究会かもけん」（以下、「かも

けん」）による管理運営を行い、青少年の科学する心の育成を目指し、会員制の青少年科学

クラブや、入館者が気軽に体験できるスポットサイエンス、科学の祭典などを開催してい

ます。また、西胆振の各市町で出前講座を行う等広範囲な活動により来館者数は増加の傾

向にあり、利用促進及び学習機会拡充の効果が上がっています。また、子どもから大人ま

で楽しみながら体験や実験ができる展示物の更新が求められています。

（４）図書館の現状

大人、子どもを問わず読書離れが進んでいる中、図書館では、参加者に本や文学に興味

をもってもらえるよう、ブックスタート・おはなし会・図書館シアター・一日としょかん

司書体験等様々な企画を開催していますが、直近５ヵ年の利用者数・貸し出し図書数は横

ばいとなっています。

現在、室蘭市が管理運営を行う図書館は、図書館本館と３つの分室があります。また、
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中島地区に平成30年開設予定の複合公共施設内においても、図書機能の導入を予定してお

り、親子連れや学生、帰宅途中の会社員など利用者が増えると予想されます。

図書館本館では、開架・閲覧スペースや閉架書庫の充実、自習スペース・読み聞かせの

部屋の新設、バリアフリー化など施設機能面の改善が求められています。
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２－２ 既存施設の概要

建設予定地は、古くから市街地を形成してきた中央地区に位置し、官公庁・公共施設や

商業施設が立地していいます。

また、建設予定地周辺をみると隣接地に市役所が立地しているほか、室蘭市文化センタ

ー、室蘭市民美術館、室蘭市港の文学館などが集積しており、室蘭の文化、歴史、学びの

拠点となっています。

（１）敷地概要

所在地 室蘭市本町２丁目２番１外

敷地面積 青少年科学館敷地6414.40㎡（一部図書館、ポンプ場敷地を含む）

保健福祉部分庁舎1429.96㎡

公用車車庫敷地3970.76㎡（一部職員駐車場敷地を含む）

合計11815.12㎡

用途地域 商業地域

防火指定 準防火地域

建ぺい率 80％

容積率 400％

建設予定地

室蘭駅

室蘭市役所

入江運動公園

室蘭港

市立室蘭総合病院

図書館

科学館

文化センター

市民美術館

港の文学館

国道36号線測量山観光道路

むろらん広域

センタービル

室蘭地方合同庁舎
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（２）建設地の現況

➊・➋ 市役所側より科学館及び図書館を臨む

➌ 図書館側

➍ 蘭西下水ポンプ場

➎ 坂の上より敷地を見下ろす

➏ SL、野草園を臨む ➐ 科学館駐車場

➊

建設予定地

➋ ➌

➍

➎

➏

➐
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（３）科学館の概要

室蘭市青少年科学館は、青少年に対する科

学知識の普及、啓発を図るための主要施設と

して、昭和 38年４月１日北海道内で最も早
い科学館として開設されました。

科学館では、小･中学生及び市民に対し、海

洋・通信・気象・天文学・音と光、その他各

種の科学、理工関係の展示物を通して、「遊び

ながら楽しく学ぶ」ことを目標に掲げ、実験

室・温室・プラネタリウム等を利用して、物

理・化学・天体などの実験実習を行い、科学

の基礎に慣れ親しむとともに、創造性豊かな

青少年の育成を目指しています。さらに生涯

学習の一環として、市民の気軽な利用を進め

ており、科学全般の啓発と科学情報提供の場

としても活用されています。

しかしながら、建設後 52年が経過し、耐
震性能不足や施設の老朽化、バリアフリー化

未対応といった課題のほか、収納スペースの

狭隘化や展示物の陳腐化などが課題となって

います。
体験学習の様子

科学館の外観
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（４）図書館の概要

大正 9年開館の図書館は、昭和 33年に現
在地に建設されて以来、生涯学習の推進や高

度情報化社会の進展、少子高齢化の進行の中

で、地域や住民にとって役に立つ図書館とし

て利用者ニーズに的確に応える資料収集・提

供など、図書館サービスの向上と充実に努め

ています。

しかしながら建設後 57年が経過し、耐震
性能不足や施設の老朽化、バリアフリー化未

対応といった課題のほか、増大する蔵書への

対応などが課題となっています。

表２－１ 平成 26年度末の蔵書量

図書館の外観

図書館の児童室

本館 輪西分室 本輪西分室 白鳥台分室 自動車文庫 計

122,900 冊 22,320 冊 10,053 冊 8,793 冊 6,342 冊 170,408 冊

43,170 冊 17,020 冊 8,668 冊 6,740 冊 3,993 冊 79,591 冊

166,070 冊 39,340 冊 18,721 冊 15,533 冊 10,335 冊 249,999 冊計

児童

一般
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第３章 市民意見等の概要

３－１ 市民意見等の把握

本施設の検討を進めるにあたっては、市民意見を反映した基本計画を策定するため、

まちづくり協議会、アンケート、関係団体等との意見交換、整備検討委員会といった手法に

より、多様な市民意見の把握を実施しました。これらの意見や要望については、可能な限

り反映することとしています。

（１）まちづくり協議会

基本計画に市民意見を反映するため、公募による市民参加のワークショップとして開催

しました。

室蘭工業大学の清水一道教授をコーディネーターとして、中高生を含む48名の市民が参

加し、活発な意見交換が行われました。

まちづくり協議会の流れ

① ワークショップ1回目

テーマ：『科学館・図書館の良いところ・伸ばしたい機能を考えよう』

＜科学館に関する意見＞

・体験型の充実･･････････････大人も子どもも楽しめる実験を増やしたい

・プラネタリウムの充実･･････解説やプログラムの充実

・企業や工大との連携････････ものづくりのまち「むろらん」を学べるような展示

日時 内容

平成27年8月2日 施設見学、勉強会

平成27年8月20日
ワークショップ 1回目
『科学館・図書館の良いところ・伸ばしたい機能を考えよう』

平成27年10月1日
ワークショップ 2回目
『私たちが行きたくなる科学館・図書館とは』

平成27年11月10日
ワークショップのまとめ報告会

ワークショップのまとめ、コーディネーターからの提言

整備検討委員会
専門家による

検討会議

本計画への反映

まちづくり協議会
市民参加による

ワークショップ

アンケート
小学生や施設利用者を

対象に実施

意見交換会
関係団体等との

意見交換会を実施

意見集約
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・スタッフ（かもけん）･･････対面で教えてもらえる、手作り感が良い

＜図書館に関する意見＞

・閲覧コーナーの充実･･････ゆったりくつろげる開放的な空間

・自習スペースの新設･･････個別ブース、ネット環境の整備

・子どもも使いやすく･･････おはなしの部屋の新設

・ふくろう文庫････････････室蘭市の財産であるふくろう文庫をもっと見やすく展示

＜共通する意見＞

・バリアフリー対応

・収納、保存スペースの確保

・科学館と図書館が連携する仕掛けづくり

② ワークショップ２回目

テーマ：『私たちが行きたくなる科学館・図書館とは』

＜科学館に関する意見＞

・プラネタリウム･････････中高生による自主プログラムの製作等

・防災について学べる･････地震や水難発生のメカニズム、避難生活体験

・省エネ施設で省エネを学ぶ･･････建物や設備の省エネを見える化

＜図書館に関する意見＞

・貴重図書の活用････････ふくろう文庫の活用、室蘭の歴史の基礎となるような古文

書の展示

＜共通する意見＞

・学校との連携･･････････学校の授業のおさらいや補完

・親子で学べる･･････････親子で実験、親子で読書して絵を描いたり感想を話したり

・施設へのアクセス･･････無料の循環バス等

③ まちづくり協議会のまとめ

「大人も子どもも楽しめる」 体験型の展示、多彩な事業、プラネタリウムの充実 等

「室蘭ならでは」 企業や大学との連携、対面型の事業、貴重図書の展示等

「合築の利点」 スペースの共有化、両施設の連携 等

④ 清水コーディネーターによる提言

「鉄をテーマに」 室蘭に行かなければ見られない・体験できない施設を目指す

「運営委員会の設置」 施設運営について提言する機関の設置
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（２）利用者アンケート

科学館利用者

・展示のリニューアルや新規導入など科学展示の充実

・幼児向け体験や体験型拡充など、体験学習の充実

・科学館での疑問をすぐに図書館で解決できるように。そのほか子どもは科学館で実験・

体験、親は図書館で読書・調べ物など両施設の動線的なつながりに期待

・科学館の手作り感、図書館の静けさなど、現状機能の維持が心配

図書館利用者

・ネット環境や学習室、ゆったりした座席配置等、閲覧室の充実

・合築により『知る』ことに興味をもてる取り組みに期待

・音の問題、機能ごとの入口の工夫が必要

小学生対象

現施設で関心の高いもの

・動く乗り物（82％）、動かして遊べるもの（70％）、天体・宇宙（67％）、実験（66％）
など、自ら触れるものに関心が高い。

新施設に期待するもの

・実験体験の充実（77％）、地球・自然・太陽光など環境学習（51％）、室蘭の産業（44％）
まとめ

・一般利用者では、科学展示などの充実に対する期待がある一方、科学館・図書館の機

能的性格から音の問題に対する懸念が多い。

・小学生では、現施設・新施設ともに、自ら触れて体験する展示にたいして非常に関心

が高い。

（３）意見交換会

現在の科学館の指定管理者である「かもけん」や図書館関係団体等との意見交換を実施

し、本施設整備に対して以下のような意見を伺っています。

「かもけん」

・実験室の充実や理科センター機能の導入

・プラネタリウムでは自作もできるようなもの

・実験準備室などバックヤードの充実 など

「図書館とともに」

・読み聞かせの部屋の確保

・書架には長く使える良いものを設置してほしい。スタッフの質の向上 など

「ふくろうの会」

・大型の美術書を収納できる書架や閲覧台、常設展示できるスペースの確保

・資料整理を行うことのできるスペース など
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３－２ 整備検討委員会の主な内容

室蘭工業大学清水一道教授を座長に、北海道大学・北海道博物館・北海道室蘭栄高等学

校・北海道立図書館・室蘭工業大学附属図書館の有識者6名からなる整備検討委員会を構

成し、基本計画の策定について専門的見地から意見を求めています。

検討委員会の流れ

１）第1回整備検討委員会

・既存施設の現状把握、今後の検討課題

・図書館や科学館の共通スペースによる事業展開やこれらを実現できる柔軟なスペー

スの確保について議論

２）第2回整備検討委員会

・まちづくり協議会やアンケート結果を情報提供

・市民意見をもとに、施設整備の方向性や必要とされる諸室の機能・規模を提示し、

フロア構成等について議論

３）第3回整備検討委員会

・第2回委員会において、フロア構成について意見が分かれたため、諸室構成や配置

イメージにより再度議論。

・企画・特別展示における展示物等の搬出入への配慮や、よりよい展示内容について

外部意見を取り入れるなどの工夫が必要との意見あり

４）第4回整備検討委員会（未了）

日時 会議の主な内容

平成27年9月29日 第１回 現状把握、今後の検討課題の確認

平成27年11月17日 第２回 施設の基本的な方向性、施設計画

平成27年12月25日 第３回 各部門の諸室規模及び機能の素案、施設及び外構配置

平成28年2月中旬 第４回 基本計画案の精査、今後の検討課題の精査
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第４章 施設機能

４－１ 施設整備方針

（１）合築施設全体の整備方針

本施設整備では、子どもからお年寄りまで多世代が利用することを考慮し、ユニバー

サルデザインの視点に立つことが必要です。また、室蘭グリーンエネルギータウン構想

において目標とする「環境負荷の低減と、子どもからお年寄りまで市民に優しく住みよ

い低炭素都市の創造」なども考慮し、以下を基本として整備を進めます。

①子どもからお年寄りまで多世代が利用できる施設

・ユニバーサルデザインの視点に立ち、多くの人が安心して利用できる施設

②環境科学館・図書館相互の連携を図る施設

・合築施設の利点を活かし、連携事業や相互利用を促し、活気あふれる施設

③低炭素社会実現のためのモデル施設

・最先端の環境技術や再生可能エネルギー等を活用し、施設のエネルギー利用の「見

える化」を図り、施設自体が環境配慮の展示となる施設

（２）環境科学館部門の整備方針

環境科学館部門では、現在の科学館の基本理念を継承しつつ、わかりやすく楽しい体

験型の実験や展示、環境意識の向上や人材育成に資する事業展開など、地域の知的基盤

やものづくりの歴史を活かしながら、未来の科学技術や低炭素社会実現に挑戦する「子

どもの科学する心」を育む施設として、以下を基本に整備を進めます。

①体験型・参加型の環境学習施設

・低炭素社会やPCB廃棄物処理など、環境をテーマとした体験型・参加型の学習施設

・グリーンエネルギー等の環境技術や「ものづくりのまち」で培われてきた技術の学

習施設

②科学の基礎原理・原則を学ぶ施設

・科学全般について学び、「子どもの科学する心」を育む施設

・事業内容の工夫を図り、中高生や大人も楽しめる多様性のある施設

（３）図書館部門の整備方針

図書館部門では、多世代の様々なニーズに対応するため、各種図書資料の充実や閲覧

ゾーン等の拡充などが必要であり、図書館の果たすべき役割を基本に据え、居心地の良

い場所となるような施設として、以下を基本に整備を進めます。

①地域の情報拠点となる施設

・幅広い分野の図書や資料の収集、保存し提供するという図書館サービスの基本を強

化し、市民ニーズに応えた更なる資料の充実

②すべての市民にとって利用しやすい施設

・子どもからお年寄りまで幅広い世代が利用しやく、ゆったりとした居心地の良い施設

③支援拠点として役立つ施設

・レファレンス機能を強化し、学校図書館や関係団体への支援など市民や地域に役に

立つ施設
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４－２ 諸室概要

前節の施設整備方針に基づき、諸室概要を以下のとおり計画していきます。各諸室規模つ

いては、基本コンセプトの実現に必要かつ適切な面積をそれぞれ設定します。

（１）共通事項

①エントランスホール等共用部

地域に開かれた施設として多目的に利用できるように、エントランスホールは、飲食

可能で気軽に利用できる休憩コーナー（150㎡）を一体的に運用するなどの工夫を盛り

込み、明るく開放的で快適な空間を目指すとともに、無線LANの導入など利用者の利便

性向上に努めます。エントランスホールの一部では、様々なイベント等を実施できるよ

う検討し、交流を促進する場として活用することも視野に入れた空間作りをします。

また、ユニバーサルデザインの視点に立ち、環境科学館・図書館相互の連携を図りや

すい動線計画や多目的トイレ、エレベーターの設置など、安心して利用できる環境整備

を進めます。

②諸室のフレキシビリティ

市民ニーズの多様化や時代の変化に伴い、施設も変革していく必要があります。本施

設は科学展示や図書などを多く収蔵する施設であり、その更新や変更などは魅力ある施

設運営を進めるために非常に重要です。このため、将来的な利用方法の変化やニーズに

応じた設備更新、維持管理の容易さなどに配慮したフレキシビリティの高い施設としま

す。

③環境学習に資する施設整備

低炭素社会実現のためのモデル施設として、環境負荷低減に向け、ライフサイクルコ

ストを重視した設備機器や照明、最先端技術によるエネルギー制御等の導入を検討する

など、省エネ・環境技術の採用を積極的に進めます。

また、環境教育の観点では、エネルギーの「見える化」を図り分かりやすく省エネ効

果や二酸化炭素縮減を体験できるようなシステム導入の検討や、地中熱利用や太陽光発

電などの再生可能エネルギーに関する技術も建物に取り込んで、低炭素都市の創造への

貢献を目指します。

さらには、本施設で活用する環境技術については、設備の「見える化」も進め、これ

らを本施設の見学プログラムに組み込むなど、環境科学館の展示として構成できるよう

検討を進めます。
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（２）環境科学館部門

最先端の環境技術や、科学の基礎原理・原則について広く学ぶ展示スペースでは、地域

のものづくりに触れる企業展示を含め、質の高い展示を構成します。

科学館でリピーターに人気の体験コーナーや実験室は、科学館の特徴を活かし拡充する

ほか、準備室や倉庫などのバックヤードを充実することでより魅力的な活用ができるよう

に配慮します。プラネタリウムは、従来の円周型の座席配置から教室形式の一方向型の座

席配置を採用して、さまざまな学習など多用途に利用できるよう配慮します。

①展示スペース 面積：700㎡

展示スペースは、常設展示等を設置するスペースとします。子どもたちが、展示に触れ

たり感じたりするなど五感で科学を体感し、記憶に残る空間とすることを目指します。ま

た、展示の更新や可変性を持たせるために、設備のフレキシビリティを考慮するとともに、

様々な展示を可能とするため、大空間や適切な天井高さの確保など仕様を工夫します。

ワンフロアー集約展示とし、観覧のしやすさに配慮するほか、体験や実験スペースとの

近接配置により、展示を活用した相互連携学習の促進を図ります。

②体験スペース 面積：200㎡

体験スペースは、現在の科学館が実践してきた参加・体験型の取り組みを継承・拡充す

る環境科学館の基幹機能スペースとして、従来の2倍程度の面積を確保します。特に対面

型の体験学習は、科学館の特徴でもあり、これまでと同様に、展示スペースと一体となっ

た空間の良さを引継ぎ、来館者にその雰囲気を感じてもらえるような空間作りを目指しま

す。また、展示スペースと同様に、設備のフレキシビリティや適切な天井高さの確保など

仕様を工夫します。

③実験スペース 面積：300㎡

実験スペースは、多人数による実験や工作などに利用できるスペースとします。備え付

けの実験台や講師用実験台のほか、電気・水回り等設備を完備するとともに、維持管理が

容易な仕様とします。また、様々な実験を円滑に実施するため、壁面収納の設置や準備・

倉庫スペースとの配置に配慮します。

実験室としては、1室利用の100㎡の実験室と、2室に分割利用が可能な200㎡の実験室

とし、分割利用にあたっては間仕切りを防音対応とするなどの配慮を行います。

④プラネタリウム 面積：100㎡

プラネタリウムは、100人程度の収容力を備え、車いす等の方も利用しやすいようバリ

アフリーに配慮したスペースとします。規模は、ドーム型で直径10m程度を基本とし、プ

ラネタリウム投影設備は、質の高い星空投影や映像番組なども投映可能なシステム導入を

検討します。これらの星空・映像投影では、従来の円周型の座席配置ではなく、分かりや

すい説明や映像が見やすいなどのメリットがある一方向型の座席配置とします。

また、ドーム空間は、特徴的なスペースであるため、プラネタリウム上映以外でも、様々

な学習活動に資する事業展開を検討します。
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⑤多目的展示スペース 面積：300㎡

多目的展示スペースは、特別展示や両館の連携事業、季節行事、特殊な実験など多用途・

多目的に利用できるスペースとして、新たに整備します。

事業展開に可変性を持たせるために、設備のフレキシビリティを考慮するとともに、様々

な事業を可能とするため、大空間や適切な天井高さの確保など仕様を工夫をします。また、

図書館との連携による事業実施や個別事業も想定されるため、分割利用も可能な間仕切り

（防音対応）を設置します。

器材等の搬出入を伴う特別展や企画展といった事業展開も想定されるため、搬出入に配

慮するとともに、展示や体験スペース等との動線に配慮します。

⑥準備・倉庫スペース 面積：250㎡

準備・倉庫スペースは、体験スペースや実験スペースなどで事業を実施する際のバック

ヤードとなるスペースとして、従来の2倍程度の面積を確保します。

準備スペースは、実験や工作の準備室とし、各種実験等の準備に必要な什器備品類を備

え、用途に応じた加工や下準備などが可能となるよう、電気・水回り等設備を完備すると

ともに、壁面収納や倉庫との配置に配慮します。

倉庫スペースは、各種実験用の道具等を収納するとともに、その他の諸室で必要な備品

類を保管するため、適切な収納設備を確保します。

⑦管理・事務スペース 面積：100㎡

管理事務は、管理運営を行うスタッフの事務室、会議室、更衣室等で構成し、魅力ある

施設運営をサポートするスペースとします。
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（３）図書館部門

図書館は、これまでの施設運営の中で蔵書が増大し、手狭になってきたことを考慮す

るとともに、将来の蔵書増加に十分対応可能な蔵書スペースを設けます。

また、図書や情報に親しみやすい環境の整った図書館として、近年特に求められてい

るのは、見通しがよくどのような資料があるのかがわかりやすい図書館です。このため、

特に開架・閲覧スペースは、できるだけ開放的で見通しのよい空間とします。

図書館の配置については、環境科学館が子どもを主とした利用者としているのに対し

て、図書館は子どもからお年寄りまで幅広い世代の利用が想定されるとともに、利用率

向上のために重要な入館のしやすさの確保が必要なことから、を１階として計画し、豊

かな屋外の緑を眺め、ゆったりとくつろげる閲覧環境を整備します。その上で共用部空

間を活用し、休憩スペースをグループ学習室としての利用や、多目的展示スペースを環

境科学館との連携事業や図書館の独自企画へ利用とするなどの魅力向上を進めます。環

境科学館の屋外活動が行われている広場の様子を図書館から垣間見ることができるのも

合築の利点であり、双方の施設の相互利用促進に貢献するものとなります。

①開架・閲覧スペース 面積：900㎡

開架・閲覧スペースは、一般向け650㎡と子ども向け250㎡とし、従来の2倍程度の面

積を確保します。

一般向けでは、わかりやすい書架配置とするため、書架段数や図書の配置等を工夫しま

す。また、ゆったりとくつろいで本を読める閲覧スペースを確保するため、書架に近接す

るスツールを設置するなど、個人用や多人数用といった幅広い利用が可能な閲覧スペース

を設けます。

子ども向けは、一般向け同様ゆったりとくつろげる閲覧スペースとしますが、子どもの

目線に合わせた書架の高さや、絵本の表紙を見せることができる書架なども配置します。

さらに、視聴覚資料の充実を図り、地域情報、図書検索システムなどは、利用者の利便

性に配慮した配置とし、貸出等の受付やレファレンスを行うカウンターなども、利用者動

線に配慮しながら配置します。

また、開放的で快適な空間を創出するため、適切な天井高さの確保など仕様を工夫しま

す。

②郷土資料スペース 面積：150㎡

郷土資料スペースは、資料を収蔵する書架と閲覧スペースを一般開架スペースと近接配

置し、利用のしやすさに配慮します。

郷土資料は、室蘭の歴史を知り、どのように歩んできたかを学ぶことで、地域に愛着と

誇りを持ち、住み続けたいと思う市民を育てる貴重な文化資産です。これらを適切に収蔵

し整理し提供できる環境を整備することが重要であり、将来にわたり保管できるような仕

様とします。
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③ふくろう文庫スペース 面積：50㎡

ふくろう文庫は、収蔵・閲覧用のスペースを、新たに整備します。

ふくろう文庫は、市民の寄附により収集された貴重な美術書などを収蔵しており、図書

館を特徴づける本市の財産です。このため、適切な保管設備と閲覧スペースが必要であり、

具体的には、通常の書架に収蔵できない大きさや形態の資料については、別途閉架書庫に

収蔵したり、これらを閲覧する場合の閲覧台を近接して配置することが必要です。また、

展示公開に用いる書棚については防犯性に配慮したものとし、資料整理が適切にできるよ

うな設備も設けます。

④自習スペース 面積：50㎡

自習スペースは、新たに個人ブース30席程度を確保することとし、中高生の自習や一般

利用者の調べものなどに対応できるよう、一部にはLAN・電源コンセント付の設備を設置

します。また、可能な限り隔壁で区画し、静寂性に配慮した仕様とします。

⑤新聞・雑誌スペース 面積：30㎡

雑誌は、利用者ニーズが高く利用頻度も多いことから、幅広い分野の雑誌をこれまで以

上に充実します。また、配置についても利用者動線に配慮するとともに、くつろいで読む

ことができる座席を確保します。

⑥読み聞かせの部屋 面積：30㎡

読み聞かせの部屋は、親子20組程度が座りながらお話の世界に入れるようなスペースを

新たに整備します。子どもが読み聞かせに集中できるよう窓や入り口等を工夫するほか、

靴を脱いで鑑賞するため、床材は維持管理がしやすく、くつろげる仕様とします。また、

読み聞かせで使用していないときは、親子が一緒に絵本などを閲覧できるようなスペース

として活用するため、内部の動きが一定程度わかるような工夫も行います。

⑦閉架書庫 面積：350㎡

閉架書庫は、従来の2倍程度の面積を確保するとともに、集密型書架の導入により、蔵

書収蔵能力の強化を図ります。図書館は、必要な資料の収集、整理、保存という役割を担

っており、開架と閉架のバランスを保ちながら適切に資料を提供していくことが重要であ

り、収蔵冊数は概ね15万冊程度とします。

⑧自動車文庫 面積：80㎡

自動車文庫は、自動車文庫「ひまわり号」の車庫と文庫用図書で構成し、閉架書架や管

理・事務スペースとの近接化により、図書の入れ替えがスムーズに行える配置とします。
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⑨管理・事務スペース 面積：160㎡

管理・事務スペースは、業務の効率化の観点から、図書館部門全体を見渡しやすい位置

に配置し、ブックポストについては、利用者の利便性を考慮しつつ、防犯性にも配慮した

位置に設置します。
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４－３ 諸室構成表

前項までに計画した諸室を整理すると以下のようになります。

区分 諸室名称 概要 面積

環

境

科

学

館

展示スペース ・環境、科学分野の展示 700㎡

体験スペース ・対面型の体験学習スペース 200㎡

実験スペース
・実験、工作等の事業スペース

・100㎡と200㎡の２室を確保
300㎡

プラネタリウム ・星空や多様な映像投影を行う 100㎡

多目的展示スペース ・特別展示や両館の連携事業等を行う 300㎡

準備・倉庫スペース ・実験、工作等の準備と資材等の保管 250㎡

管理・事務スペース 100㎡

環境科学館小計 1,950㎡

図

書

館

開架・閲覧スペース
・一般向け650㎡

・子ども向け250㎡
900㎡

郷土資料スペース ・郷土資料用スペース 150㎡

ふくろう文庫スペース ・貴重図書の展示スペース 50㎡

自習スペース ・個人ブース30席程度を確保 50㎡

新聞・雑誌スペース ・新聞・雑誌用スペース 30㎡

読み聞かせの部屋 ・親子20組程度に対応 30㎡

閉架書庫 ・集密式・固定書架を配置 350㎡

自動車文庫 ・車庫、専用文庫の書架 80㎡

管理・事務スペース ・図書整理作業スペースを含む 160㎡

図書館小計 1,800㎡

共
用
部

休憩スペース ・利用者用で飲食可能とする 150㎡

その他諸室

・多目的トイレ、エレベーター等を設置

・機械室で、環境技術を採用したものについ

ては、見学プログラムなどの際にも安全に

見学できるように配慮

・職員更衣室や休憩室、倉庫等を適宜設置

800㎡

共用部小計 950㎡

環境科学館・図書館・共用部の合計 4,700㎡
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４－４ 事業展開のコンセプトと方向性

（１）環境科学館

環境科学館で確保する諸室は、前節までに示したとおりですが、子どもの科学する心を育

み、また地球温暖化などの環境への意識を高め、世界に通じる人材として、環境科学館で体

験したことが大きなきっかけとなるような事業を展開することが、環境科学館が果たすべき

役割です。そのためには、展示や実験、プラネタリウムなど、共通のコンセプトのもとに事

業展開を進めていくことが重要であり、以下に示す事業展開のコンセプトと方向性を基本と

していきます。

①事業展開のコンセプト

環境科学館における体験型・参加型を通じ、子どもたちに感動を与える事業展開を図る

②事業展開の方向性

★方向性１★ 「低炭素社会に貢献する事業展開」

低炭素社会実現に向け、水素エネルギーをはじめとする環境技術や仕組みを学び、地

球環境の保全に貢献する人材を育成するための事業を展開する

★方向性２★ 「科学の原理・原則を学ぶ事業展開」

科学の原理・原則を学び、物理・化学・天文など科学の幅広い基礎知識に触れ、将来

を担う人材を育成するための事業を展開する

★方向性３★ 「室蘭オリジナルを誇れる事業展開」

ものづくりや港、大学、自然環境など、室蘭の地域資源を活かした多様な連携を図り

ながら、地域を愛し世界に通じる誇れる人材を育成するための事業を展開する
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（２）図書館

図書館においては、市民の多様な知的ニーズに応えるとともに、地域の郷土資料の収集・

保管・提供など、幅広い機能を活かすことが重要です。また、ゆとりや豊かさを実感できる

地域社会の実現に向けては、図書資料のさらなる充実、スタッフの質的向上なども重要であ

り、今後も市民の役に立つ事業展開を図ることが重要であり、以下に示す事業展開のコンセ

プトと方向性を基本としていきます。

①事業展開のコンセプト

多様な図書資料の収集・保管・提供体制の充実を図り、ゆとりや豊かさを実感できる事業

展開を図る

②事業展開の方向性

★方向性１★ 「満足度を向上させる事業展開」

多様な図書資料の充実、図書と出会う機会の創出に向け、レファレンスの充実やわか

りやすい図書配置を行う

★方向性２★ 「さらなる利用促進に向けた事業展開」

貸出・返却方法の工夫や電子化の推進、学校との連携、環境科学館の事業と連携した

特集コーナーの設置など、利用促進に向け魅力ある事業を展開する

★方向性３★ 「室蘭オリジナルを誇れる事業展開」

地域の郷土資料やふくろう文庫といった知的財産を有効に活用し、地域に愛着と誇り

を持てるような事業を展開する
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第５章 施設計画

５－１ 利用者数の想定

（１）環境科学館

現在の科学館の過去５年間の平均利用者数は約3.8万人となっています。

環境科学館においては、環境をテーマとした展示等の整備やプラネタリウムのリニュー

アル、体験型を重視した事業展開、図書館との相互利用などにより、人口減少が進む中で

も利用者数の向上に努めていくことが重要です。

これらを踏まえ、環境科学館では、施設整備によるハード面の充実や他市事例を参考と

しながら、将来的な利用者数の想定を約５万人程度とします。

（２）図書館

現在の図書館本館の過去５年間の平均利用者数は約3.0万人となっています。

図書館においては、開架・閲覧スペースの拡充、自習スペース・読み聞かせの部屋設置、

環境科学館との相互利用などにより、施設整備によるハード面の充実や他市事例を参考と

しながら、将来的な利用者数の想定を約４万人程度とします。

表５－１ 想定利用者数

表５－２ 科学館の入館者数

表５－３ 図書館の利用者数

施設名称 想定利用者数

環境科学館 約５万人

図書館 約４万人

合計 約９万人

入館者数
入館者数のうち

プラネタリウム利用

科学クラブ等

受講者数

36,393 人 7,139 人 273 人

37,389 人 7,607 人 313 人

37,708 人 7,602 人 235 人

40,193 人 7,983 人 275 人

38,857 人 7,981 人 250 人

38,108 人 7,662 人 269 人

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

5カ年平均

本館 分室 自動車文庫 計

30,464 人 33,980 人 4,694 人 69,138 人

30,237 人 34,739 人 4,253 人 69,229 人

30,011 人 34,109 人 4,300 人 68,420 人

29,582 人 35,670 人 3,797 人 69,049 人

29,043 人 36,292 人 3,343 人 68,678 人

29,867 人 34,958 人 4,077 人 68,903 人

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

5カ年平均
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５－２ ゾーニング・フロア構成計画

第３章及び第４章の計画を踏まえ、フロア構成は次頁のとおりを想定します。

階数は、2階建てを基本とし、全体面積の効率化のために廊下は極力少なくして、共用

利用する諸室はエントランスホールと出来るだけ隣接するゾーニングを行います。

これにより、上下階をつなぐエントランスゾーンで管理上明確に区分することが可能な

図書館と環境科学館のエリアが構成できます。

1階は、図書館の開架・閲覧スペースを一体的な空間とし、東側からの熱負荷や日差し

を避けるため、大きな窓が必要ない閉架書庫等の諸室を東側に配置するなど、内部環境の

快適さを保つ配慮を行います。

また、企画・イベント時の搬出入の利便性に配慮して、環境科学館の多目的展示スペー

スは１階とし、エントランスホールと一体的な連携がしやすい場所に配置します。

２階は、環境科学館の諸室を配置し、体験スペースは、展示スペースや実験スペースへ

の導入路の役割を持たせ、体験スペースの雰囲気を感じながら、各室へアクセスする科学

館の顔となるよう配慮します。

なお、これらは基本計画策定時における想定であり、今後の設計段階において課題等を

整理しながら最適なゾーニングを検討します。
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1階フロア構成イメージ：図書館＋多目的展示スペース＋共用部

2階フロア構成イメージ：環境科学館＋共用部

凡例

共用部

図書館

環境科学館

多目的展示スペース

300㎡

管理・事務

240㎡

自動車文庫

80㎡

閉架書庫

350㎡

開架・閲覧スペース

900㎡

休憩スペース

150㎡

自習スペース

50㎡

読み聞かせ

30㎡

ふくろう文庫
50㎡

郷土資料
150㎡

ピロティ

EV

出入口
エントランス

ホール

トイレ

展示スペース

700㎡

機械室等
準備

倉庫

100㎡

体験スペース

200㎡

実験

スペース

100㎡

準備

倉庫

150㎡

実験スペース

200㎡
プラネタ

リウム

100㎡

共用部

ROOF 吹 抜

トイレ

管理事務
20㎡

EV
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５－３ 配置計画（平面的・立体的）

（１）平面的配置計画

建物は、東側に配置し、バックヤードとなる空地を設け、スタッフ通用口や自動車文庫

等の出入り口として計画します。西側は、緑豊かな広場を設け、樹木や建物の日よけによ

り、強い西日を制御して内部環境と屋外環境の調和を図ります。

既存施設を開設しながら建設するため、建物は南側に寄せますが、北側は旧施設解体後

に駐車場とメインアプローチとして整備し、市役所駐車場との連携にも配慮します。

なお、土地有効利用のため南側はできるだけ空地を残地とするようにします。

（２）立体的配置計画

立体的には、１階を図書館として気軽に立ち寄れる施設づくりを進め、２階を環境科学

館とします。

環境科学館の屋外活動は、一部はテラス等の利用も考慮する一方、階の違う１階レベル

で行うことで図書館との「見る・見られる」の関係をつくり、相互利用や相乗効果を期待

できるつくりにします。

ＳＬ

サブアプローチ

メイン

アプローチ

出入口

一般車

駐車場

サブアプローチ

大型バス

駐車場

植込 (仮称)環境科学館・図書館

2階建

まなびの

広場

環境科学館

2階共用

図 書 館

１階

こもれびの

広場

残地

市役所

→ 追直漁港

バックヤード出入口

駐車場

出入口

駐車場

出入口

駐車場

出入口
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５－４ 外構計画

（１）外構計画

外構については、施設利用者の交流や憩いの場となるよう、催事等の屋外実施スペース

としても複合的に活用できるメインアプローチや、周辺からの歩行者のアクセスを高める

サブアプローチを整備します。既存樹木は、樹木調査を実施し、移植等の可否について検

討します。

また、屋外事業の実施スペース（まなびの広場）とともに、植栽やビオトープ整備によ

り、周辺景観を調和させたゆとりのある空間（こもれびの広場）を整備します。

市民に親しまれているＳＬは、今後施設の設計を進める中で、適切な配置を検討し、移

設が必要な場合は技術的検討を行います。

（２）駐車場計画

駐車場台数は、想定利用者数で最大の利用となる土日祝日等のピーク時から、利用時間

帯や自動車分担率などを考慮するほか、建設予定地周辺の状況等を勘案し駐車場台数を設

定し、以下の点を考慮します。

・土日祝日等の最大利用日には市役所駐車場などの利用も検討

・身障者に配慮した駐車スペースの確保

・小中学校等の団体利用を想定し大型バス駐車場を整備

・道内類似施設駐車台数（表５－４）を参考

表５－４ 類似施設の駐車台数

面積：6,000㎡程度

面積：3,500㎡程度

一般 身障者 バス

札幌市青少年科学館 10,017 － 40 なし

旭川市科学館 5,800 － 76 5 6 なし

釧路市こども遊学館 5,884 － 81 2 0 なし

苫小牧市科学センター 2,991 － 20 4 なし

稚内青少年科学館 － － 30 なし

滝川市こども科学館 4,668 － 20 なし

一般 身障者 バス

苫小牧市立中央図書館 4,419 496,891 245,993 180 8 11 なし

函館市中央図書館 7,687 830,230 641,453 150 2時間

網走市図書館 1,543 185,247 146,646 264 19 4 なし

岩見沢市立図書館 3,307 232,128 164,121 60 なし

滝川市立図書館 1,402 143,884 171,916 110 なし

市立小樽図書館 2,484 297,113 193,048 12 1 なし

千歳市図書館 2,815 278,100 － 100 2 なし

江別市情報館 2,821 350,420 － 98 2 なし

恵庭市立図書館 2,801 195,759 198,490 68 2 なし

札幌市中央図書館 9,049 1,807,112 1,570,782 82 1時間

石狩市民図書館 3,826 265,385 261,324 106 2 なし

北広島市図書館 4,124 319,445 247,105 76 3 なし

帯広市立図書館 6,544 494,381 422,393 91 3 3時間

市立釧路図書館 3,028 446,317 － 244 なし

北見市新図書館（移転後） 4,800 264,775 115,442 80 なし

施設名
延床面積

（㎡)

年間

来館者数
(H26)

駐車台数 制限

時間

施設名
延床面積
（㎡)

蔵書数
(H26)

年間

来館者数

(H26)

駐車台数 制限
時間
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①想定駐車台数

一般車両 ：９０台程度

身障者 ：２台程度

大型バス ：５台程度

面積 ：３,５００㎡程度

②その他

本市では、水素利用社会の実現に向け、平成27年度より燃料電池自動車（FCV）を導

入することとしています。これらは、基本的に公用車として活用することを想定してい

ますが、FCVに対する市民理解や普及啓発に資するため、本施設のメインアプローチな

どに、FCV用の駐車スペースの設置を検討し、屋外展示設備としての活用ができるよう

検討を進めていきます。
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５－５ 敷地利用計画

（１）敷地利用の考え方

施設整備に必要な敷地面積は、施設・駐車場・外構の３要素から構成されます。本施設

は、2階建て延床面積約4,700㎡を想定しており、建築面積は約2,500㎡程度となります。

また、駐車場面積は約3,500㎡、広場・アプローチ、バックヤードなどの外構面積を約6,000

㎡とすると、全体として12,000㎡必要となります。既存科学館・図書館を利用しながらの

建替えのため、科学館・図書館・保健福祉部分庁舎の合計敷地面積約8,000㎡では不足と

なります。このことから、現在、職員駐車場としている敷地の一部についても活用するこ

ととし、より利便性の高い施設整備を目指します。

表５－５ 敷地利用全体面積の目安

区分名称 面積(㎡)
施設 2,500
駐車場 3,500
外構 6,000
合計 12,000
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第６章 施設整備の配慮事項

６－１ 防災への配慮

（１）避難場所としての位置づけ

建設予定地は、ハザードマップの津波浸水予測区域内（2.0ｍ以上 4.0ｍ未満）である

ことに留意し、津波災害以外において、大空間の諸室を利用した指定緊急避難場所とし

ての活用を想定します。

（２）その他の配慮事項

・地震や津波等に対する建物の構造安全性の確保

・避難路に配慮した敷地内及び建物内の動線確保

・施設閉館時の災害発生における避難路の確保

・公共施設として、必要な備品の整備（AEDや毛布・懐中電灯・非常食など）

・大規模停電を想定し、外部電源からの電源供給が可能な設備対応

図６－１ 中央地区周辺のハザードマップ

建設予定地
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６－２ 来館者アクセスへの配慮

（１）アクセス・動線の配慮

①自動車動線

建設予定地は科学館・図書館と同地区で市

役所南側に位置しており、基本的にはこれま

で市民に認知されている同地区内での整備と

なります。

敷地周辺は本町通り（北側）、幸町４条通（東

側）、中央・舟見通（西側）の３方向からのア

クセスが可能となっており、新施設において

さらなる集客性の向上を見込むため、メイン

のアクセスとなる本町通や、中央・舟見通に

接続する箇所については、案内サイン等の設

置を検討し、市外からのアクセス向上に配慮

していきます。

また、幸町４条通は、施設職員や自動車文

庫等のバックヤード用車両動線とします。

②歩行者動線

自転車を含む歩行者動線については、自動

車動線と同様に、３方向からのアクセスが可

能です。地区内の回遊性向上や散策など、さ

らなる利用を促すため、敷地内を横断できる

サブアプローチを確保していきます。

建設地

本町通

幸
町
４
条
通

中
央
・
舟
見
通

自動車 IN
自動車 OUT
歩行者

バックヤード

市役所駐車場
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６－３ その他の配慮事項

（１）景観への配慮

建設予定地周辺は、閑静な住宅街の中に市役所や文化センター・病院等の公共施設が点

在する行政・文化・医療の中心地区です。現在の街並みは、住宅ゾーンに位置し低層住宅

が数多くみられます。

施設は、周囲の景観に配慮しつつ、本市の文化・交流拠点として相応しい外観デザイン

とするとともに、市民の憩いの場となるような緑豊かな外構を整備します。

（２）環境への配慮

①省エネルギー・省資源対策

『室蘭グリーンエネルギータウン構想』の実現に向けて、省エネルギー・省資源に積極

的に取組み、自然採光・自然通風を有効的に活用するほか、エネルギー使用量を削減する

ため、LED照明や空調設備の導入検討、地中熱・太陽光・風力発電等の再生可能エネルギ

ーの活用検討など、低炭素社会実現に向けたモデル施設となる整備を進めます。

また、水素や燃料電池といった電気や熱を得るエネルギーシステムをわかりやすく伝え

るなど、来るべき次世代の新エネルギー社会を体験できるよう検討します。

施設の一部をＺＥＢ化(ＺＥＢ：ネットゼロエネルギービル)し、外部からのエネルギー

供給がゼロとなるスペースを設けることで、持続的社会のあり方を学習できるよう検討し

ていきます。

図６－２ エコビルディングのため検討するアイテム例
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②ライフサイクルコストの縮減

ライフサイクルコスト（施設生涯費用）の

うち光熱水費や保守、清掃費は、それぞれ建

設費と同等の約 20％を占めます。（図６－３）
（出典:建築経済研究所「LCCが建設コストに
及ぼす影響に関する基礎的研究」より)
施設整備にあたっては、建物の光熱費や清

掃・日々のメンテナンスなど維持管理コスト

を考慮したシステムを採用し、将来の大規模

改修や間取り変更などにも対応可能な施設と

します。

（３）ユニバーサルデザインへの配慮

本施設は、多世代の市民が利用する施設であるため、ユニバーサルデザインの視点に立

ち、すべての利用者が安心して利用できる施設とします。

（４）施工中の配慮

建設予定地は古くからの住宅地であること、現科学館・図書館を開館しながらの建替え

であることから、下記に示すように、施工中の配慮事項を設計に盛り込みます。

・利用者や周辺住民の安全確保の観点から、資機材の搬出入に細心の注意が必要

・騒音・振動・臭気の少ない工法の検討

・仮囲いや散水により粉塵等への対処 など

図６－３ ライフサイクルコストの内訳

20%

20%

20%6%

20%

12%

2% その他
一般管理費

更新費

修繕費

建設費

水光熱費

保全費
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第７章 事業手法

７－１ 事業手法の考え方

（１）室蘭市の施設整備背景

本施設整備は、本市における公共施設再編整備の一環として実施される事業です。公共

施設再編整備にあたっては、今後多額の費用が見込まれ、多くの施設の維持・更新を円滑

に推進していくためには、民間活力を活用した事業手法の検討により財政負担の縮減が重

要な視点になります。

民間活力の導入における基本的な考え方は、施設整備や管理運営など幅広い分野で、民

間事業者の経営ノウハウ・資金・創意工夫を上手く活用しながら一体的にゆだねることで、

質の高い市民サービスの提供と財政負担の縮減につなげることであり、これらを達成する

ために検討を進めていく必要があります。

一方で、環境科学館整備においては、環境省の支援を活用することとしており、事業ス

ケジュールの検討と併せ、上手く活用できるようにすることが必要です。

これらを踏まえ、事業手法の検討では、公共直営による従来方式による整備のほか、他

都市事例を踏まえた公民連携手法（PPP）など、本施設整備に適する事業手法を、整備・管

理運営などを比較しながら類型化し、また、環境省の支援を念頭においた事業スケジュー

ルを考慮し、事業手法を整理します。

（２）本施設整備で検討する事業手法の考え方

一般に、公共施設等の整備、管理･運営における民間活力の導入メリットとしては、民間

資金･ノウハウ等の活用による財政負担の軽減、効果的･効率的なサービス提供等が挙げら

れます。このメリットを最大限享受するためには、民間活力を導入し、設計、建設、維持

管理、運営業務を可能な限り包括的に民間にゆだねることが有効と考えられます。

一方、本事業の特徴や課題を踏まえると、必ずしも全ての業務を包括的に民間に委ねる

ことが望ましくない場合も想定されることから、民間活力の導入、業務の包括化を基本と

しながらも、実現可能性の高い事業手法を検討する必要があります。

環境科学館整備では、環境省の支援を活用し科学館を改築としたことが事業契機となっ

ていますが、国においても財政負担の平準化が求められており、本市においてもそういっ

た点に配慮しながら事業手法を検討する必要があります。

民間活力を活用した事業方式においては、設計・建設・維持管理・運営を包括的に実施

することでサービス向上やライフサイクルコストの低減につなげるメリットがあります。

特に設計・建設において、PPP手法で実施した場合は、年度発注による事業空白期間が無

くなり、迅速に実施につなげることがメリットとなりますが、工期短縮により単年度に支

出が多くなることが見込まれ、年度平準化が図りづらいという点もあります。
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７－２ 事業の特徴と留意点

基本調査結果等を踏まえた本事業の特徴及び留意点を表７－１に示します。

表７－１ 事業の特徴と留意点

７－３ 他都市事例と事業手法の類型化

（１）他都市事例

科学館・図書館における他都市の事業手法事例を表７－２に示します。

表７－２ 他都市事業手法事例

出典：日本 PFI・PPP協会ホームページ

特徴①：管理運営体制の区分

・合築のメリットとして、環境科学館と図書館の運営、維持管理における効率的な体制が考えら

れるが、科学館は指定管理者制度を導入済み、図書館は直営運営であるほか、有料・無料の区

分などの課題がある。

⇒施設の維持管理に関しては、環境科学館部分、図書館部分を一体的に実施することが可能であ

るが、運営に関しては、施設の特色を考慮した運営体制のほか、連携が図れる仕組み（連絡協

議会の設置、民間事業者に連携に資する業務の実施や提案を求める等）について検討が必要

特徴②：現施設の運営との連続性の確保が必要

・地域に密着した施設として長い歴史を有しており（科学館：昭和38年整備、図書館：昭和33年

整備）、科学館については、現指定管理者の評価も高く、年間の来館者数も近年増加傾向にあ

る。

⇒PFI等の民活手法を導入した場合においても、施設の魅力を損なわないことが重要であり、環境

科学館の運営を担う指定管理者については、独立して募集することも考えられる。また、市民

や関連団体等の意見を十分に聴取し、事業スキームに反映させる必要もある。

特徴③：地元企業を含めた参画事業者の確保

・上記①～②の特徴を踏まえると、多様な事業スキームの導入可能性が想定されるが、その中で、

地元企業を含めた民間事業者参画の可能性が高いスキームを選定する必要がある。

⇒民活導入を検討する際には、事業スキームの素案をもとに、十分な意向把握調査を行い、民間
の参入意欲を確認する必要がある。

事業名称 事業方式 特徴

（仮称）福岡市青少年科学館特定事業
PFI※1（BTO※2）方
式

科学館、法科大学院、商業施設、有
料老人ホーム等の複合施設

海の中道海浜公園海洋生態科学館改修・運営事
業（仮称）

PFI（RO※3）方式 海洋生態科学館

香川県情報通信科学館（仮称）整備事業 PFI（BOT※4）方式 情報通信科学館

大府市（仮称）おおぶ文化交流の杜整備運営事
業

PFI（BTO方式） 図書館、市民ホール、市民交流機能
などの複合施設

府中市市民会館・中央図書館複合施設整備事業 PFI（BTO方式） 市民会館、図書館、レストラン（付
帯事業）などの複合施設

（仮称）稲城市立中央図書館等整備運営事業 PFI（BTO方式） 中央図書館、公園体験学習施設の複
合施設

伊勢原市立子ども科学館・図書館整備 公共直営
施設整備、管理運営ともに、公共直
営

広島市こども文化科学館・こども図書館 公共直営
施設整備、図書館管理運営は、公共
直営。科学館は指定管理者。

鹿児島市立科学館・図書館 公共直営
施設整備は、公共直営。管理運営は、
各々別の指定管理者。

※1：PFI～民間資金、経営ノウハウ等を活用し、設計・建設・維持管理・運営を一体的に委ね、公共施設を整備する手法。
※2：BTO～民間が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間が維持･管理及び運営を行う手法。
※3：RO～施設を改修し、管理・運営する事業方式。所有権の移転は無く、公共が所有者となる方式。
※4：BOT～民間が施設を建設し、維持・管理及び運営し、事業終了後に公共に所有権を移転する手法
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（２）事業手法の類型化

他都市事例を見ると、科学館整備においては、事例が少なく限定的となっています。一

方で、図書館においては、単独または複合の両方でPPP事例が確認できます。本市のよう

に科学館と図書館の合築施設事例では、全国的にも事例が少なく、建設年度が古いことを

考慮に入れても、公共直営による整備が多くを占めています。

これらを考慮し、PPP手法を想定した場合の主な事業スキームの概要は、表７－３の通

りです。

表７－３ 事業スキーム概要

※5：VFM～支払いに対して、最も価値の高いサービスを提供するという考え方。

上記のように、PPPによる手法においては、民間の創意工夫やノウハウを活かし一体的
に事業実施を図ることでライフサイクルコストの縮減やサービス向上を期待するものです

が、一方で環境科学館整備においては７－１で述べたように、環境省の支援を活用する中

で、予算確保の観点から事業費の年度平準化に留意することが必要です。

【包括化案】 【分離案】

○設計、建設、維持管理、運営を可能な限り一

体的に民間事業者に委ねる。

○PFIまたはPFIに準じたPPP手法による。民間

事業者等を指定管理者として指定し、維持

管理・運営等の業務を委ねる。

○民間ノウハウの活用余地は分離案に比べて

大きいが、上記(2)の通り、PPP事業としての

VFM※5確保、現施設との連続性の確保、参

画事業者の確保の観点から懸念もある。

○図書館の管理運営体制について、指定管理

者制度を含めた検討が必要。

○施設整備に関する業務（設計、建設等）と維

持管理、運営業務を分割して民間事業者に

委ねる。

○施設整備に関しては、PFIまたはPFIに準じ

たPPP手法による。維持管理・運営に関して

は、別途民間事業者を指定管理者として指

定する。

○必要に応じて、図書館の維持管理の一部又

は全部を科学館の維持管理、運営と別途発

注することも考えられる。

○包括案に比べて柔軟な事業条件の設定が

可能だが、民間ノウハウの活用余地は小さ

い。

環境科学館 図書館

設計
民間

建設

維持管理

運営 市

環境科学館 図書館

設計 民間

建設

維持管理 民間（指定管理者）

運営 市
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７－４ 事業手法の方向性

前段までの検討を踏まえ、以下のとおり整理します。

※6：DB～設計・建設を一体的に民間に委ねる手法。
※7：DBO～設計・建設・維持管理・運営を一体的に民間に委ねる手法。資金調達は公共が行う。

上表のとおり、設計・建設及び管理・運営コスト縮減の観点からは、「公共直営方式」と

比較し、「PFI的方式」又は「PFI方式」に優位性が認められます。
しかしながら、本事業については、環境省の支援の活用を予定しており、毎年度の事業

費の平準化が必要であることから、工事の発注形態や時期の設定自由度が高く、年度別事

業費の調整が可能である「公共直営方式」による実施を基本とします。

なお、管理・運営については、科学館は指定管理者制度導入済であるのに対し、図書館

は直営であることから、合築に伴う効率的かつ効果的な管理運営体制について、施設整備

と並行して、今後検討していくこととします。

設計・建設 管理・運営 事業リスク 事業期間
事業発注

コントロール

公共直営方式

△

・従来通りの手法
でありコスト縮
減が図りづらい

○

・委託、指定管理
者ではコスト
縮減が可能

◎

・公共が実施する
ため事業の破綻
リスクは極めて
少ない

○

・各段階におい
て、発注準備が
必要となり、長
期間を要する

◎

・分割発注によ
り、事業発注ス
ケジュールの
コントロール
が可能であり、
補助金等との
調整を図りや
すい

PFI的方式

（DB※6・DBO※7）

◎

・性能発注により
コスト縮減が
期 待 で き る
（DB）

・DBOでは、下
記の PFI 方式
と同様

◎（DB=○）
・DBでは、公共
直営方式と同
様

・DBOでは、下
記の PFI 方式
と同様

○（DB＝◎）
・DBでは、公共
直営方式と同
様

・DBOでは、下
記の PFI 方式
と同様

○

・DB・DBOとも
に、事業者募集
に向けた手続
きに時間を要
する

・設計、建設の工
期は一体発注
により短縮が
可能

△

・発注後は、事業
者の提案によ
り事業が進み、
年度出来高の
管理などが難
しく、補助金等
との調整を図
りづらい

PFI方式

◎

・性能発注によ
り、設計・建設、
管理・運営を見
据えた整備と
なり、コスト縮
減が期待でき
る

◎

・設計から運営ま
で一体的に実施
することで民間
のノウハウを活
かした効率的な
運営を行いコス
ト縮減が期待で
きる

○

・長期間の管理運
営とした場合、
安定的な事業継
続にモニタリン
グ等の管理が必
要

○

・事業者募集に向
けた手続きに時
間を要する
・設計、建設の工
期は一体発注に
より短縮が可能

△

・発注後は、事業
者の提案により
事業が進み、年
度出来高の管理
などが難しく、
補助金等との調
整を図りづらい
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７－５ 整備スケジュールの検討

次年度以降の整備スケジュールを以下のとおり想定します。これにより、施設供用開始

を平成32年度中と想定し、事業を進めていきます。

※整備スケジュール

７－６ 想定事業費

事業費については、以下のとおり想定します。

※想定事業費は、今後の設計や、資材・労務費の変動などにより、変更となる可能があ

ります。

※上記費用に、移転・備品等に係る経費を見込んでいません。

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度

公共直営方式

項目 事業費（千円）

設計・調査費 100,000
建築費 2,400,000
展示整備費 250,000
プラネタリウム整備費 210,000
外構整備費 110,000
解体費 130,000

合計 3,200,000

基本設計 実施設計 建築工事 外構等

工事
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第８章 今後に向けた留意事項

（１）展示内容の精査

展示内容とそのための空間は不可分なものであり、展示されるアイテムの規模・数・内

容によって展示室のあり方が変わるため、展示内容の詳細を固め展示のアイテムを絞り込

んで行くことが必要です。

（２）魅力ある事業展開の検討

本施設では、多目的展示室を設け様々な事業展開を図ることとしていますが、さらなる

企画展示の活性化を目的として、外部識者の知見やボランティアを募る方式について整備

検討委員会にて意見が提出されました。環境科学館・図書館がより魅力的な場所となるよ

うに、環境科学館と図書館の協働企画や展示、運営に携わる方々とどのように連携を図っ

ていくか検討が必要です。

（３）管理運営体制の検討

現施設では科学館が指定管理者、図書館は直営での運営となっており、各々に特色を持

つ２施設が、同一の施設となった場合の維持管理や、連携事業実施のあり方など、様々な

面で検討が必要です。今後、市民サービスのさらなる向上と財政負担の縮減の観点から、

どういった管理運営体制が望ましいか検討することが必要です。

（４）まちづくりへの展開

まちづくり協議会や整備検討委員会で意見のあった企業や大学などとの連携については、

ものづくりのまちが誇る大切な財産であり、これらとどのように連携を図っていくかが重

要となります。本市が誇る地域資源について、関係機関と連携を図りながら協力体制・ネ

ットワーク化などの検討を進めることにより、まちづくりへさらなる貢献をもたらすもの

と考えられます。

（５）料金体系のあり方

新しい施設では、環境科学館における料金体系について、改めて検討が必要となります。

また、環境科学館を有料とした場合、無料で利用できる図書館と環境科学館では、来訪者

の料金徴収による対応などについて検討が必要です。施設同士の往来を可能とする場合に

おいても、適切な料金徴収のあり方やスムーズな往来を可能とする仕組みの検討が必要で

す。
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