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　柳井商業高等学校跡地に新しい図書館をつくる

ことになりました。毎日でも行きたくなるような

場所になるように、studio-L・山崎亮氏の監修の

もと、ワクワク、ウキウキするアイデアを出し合

うワークショップ「やないのおしゃべりとしょか

ん」が開催されています。

　第１回は２月９日㈮、サンビームやないで山崎

氏を講師に迎え、柳井ひとづくりアカデミーとし

て開催し、約７００人が参加しました。第２回は３

月２日㈮、やまぐちフラワーランドで開催し、約

４０人が参加して、前回よりもさらに踏み込んだ

「図書館でやってみたいこと」について意見を交換

しました。

　この「おしゃべりとしょかん」では、参加者の皆

さん一人ひとりが主人公。子どもから大人まで、

いろいろな人たちが新しい図書館について語り

合っています。

さあ、新しい図書館について
いっしょに考えましょう

特 集
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　図書館はどう始まったのか。お金持ちが持って

いる本をみんなに見せてあげようと始めたのか。

もしくは、一人ひとりが持っている本を集めてみ

んなで読めるようにしたのか。自分では買いそ

ろえることができないほどの本がある図書館は、

自分たちの生活をより良くするための情報が集

まっている場所だと思います。そして、書籍以外

の様々な情報源がある現代、本を読むこと以外の

ことができる図書館が必要です。自分の生活に必

要な情報が得られる、活動、仕事、友達が増える

きっかけになる情報館＝図書館を市民の皆さんと

つくっていくことが必要です。

　私たち studio-L は、これまで図書館のプロジェ

クトを 2～ 3つほどお手伝いしています。その

ような中で、スマホで何でも情報が得られる時代

になり、新しい概念で図書館をつくらないといけ

ないのではと思っています。そうしないと、みん

なに利用してもらえる図書館にはなりません。自

分の子どもや孫の時代になったときに必要とされ

る図書館を考えてほしいです。想像力をつかって

長いスパンで図書館のありかたを考えてほしいと

思います。せっかくお金をかけて、新しい図書館

をつくるのであれば、従来の図書館のイメージで

考えるのではなく、そもそも図書館と呼ばないほ

うがいいぐらいの気持ちで考えてもいいのかもし

れません。色々な事例を学びながら、柳井市には

どんな図書館が必要なのか。皆さんの生活実感と

図書館でどんなことをやりたいのかを混ぜ合わせ

ながら考えてください。

yamazaki ryo

山崎 亮

studio-L 代表。東北芸術工科
大学教授（コミュニティデザ
イン学科長）。慶応義塾大学
特別招聘教授。1973 年愛知
県生まれ。大阪府立大学大学
院および東京大学大学院修
了。博士（工学）。建築事務所
を経て2005年に studio-L を
設立。著書「まちの幸福論」は
国語の教科書に取り上げら
れ、柳井市内の小学６年生も
授業で学んでいる。　
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木工作品など物を作る

料理をする
野菜やお花などを育てる

仕事をする
困りごとを相談する
音楽を演奏する、歌う
物を買う、販売する

本以外の物の貸し借り
親子で遊ぶ

体を動かす、スポーツをする
くつろぐ、昼寝をする

講座などで学ぶ
コーヒーやお茶を飲む

人

（回答数 179 人）

■新しくできる図書館で
　本を読む、借りる以外に
　どのようなことをしたいですか（あてはまるもの３つ）

アンケート結果 （2/9）
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柳井小学校６年生は－
遊べる広場、スポーツができる施設があったり、図

書館の中は小さい子どもが遊べる部屋、集中して勉

強できる部屋、自然を活かした部屋、飲食しながら

本が読める部屋など、テー

マ別の部屋があるといいな

と思いました。体の不自由な

方のためにスロープ等の設

置も大切です。

伊陸小学校６年生は－
市民が集まる楽しい図書館にしたいと考えました。

作家を招いた座談会や読み聞かせ等のイベントを開

催したり、トランポリンな

ど室内で遊べる施設の設置、

静かに勉強する落ちつける

空間づくりなどが必要だと

思いました。

大畠小学校６年生は－
誰にとっても魅力あふれる図書館になったらいいな

と思いました。本が見つけやすかったり、子どもで

も探しやすい工夫が必要です。高齢者や体の不自由

な方、子ども連れの方にも使いやすい図書館が必要

です。また見た目も大切。きれいな建物の屋外のハ

ンモックで本が読めたらいいなと思いました。

　柳井市での自分の理想の暮らしについて考え、そ

れを実現するために図書館でどんなことをしたいか

を考えました。栞とワークシートに各自書き込んだ

後、会場の何人かに発表してもらいました。

　「理想の暮らし」では、休日にすることがいっぱい

あるような賑やかな暮らしがしたい、地域の人と和

やかに、ときにはお酒を飲みながら暮らしたい、平

和でゆったりした生活がしたいという意見がありま

した。

　「図書館でどんなことをしたいか」については、無

理をしない野菜作りや、運動の知識を図書館で得る、

床暖房や足湯でぬくぬくしたい、図書館のまわりを

散歩しながらスケッチしたり、俳句を読んだりしな

がらおしゃべりしたい、今やっている団体で活動し

たい、学生だけで話したり飲食したいなど、一人ひ

とりのやりたいこと、アイデアがたくさん出てきま

した。

小学校６年生はこう考えた

理想の暮らしは？
図書館でどんなことがしたい？

▲参加した多くの皆さんから、図書館へのさまざまな
意見が飛び出しました。

屋外の
ハンモックで
本が読めたらいいな
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図書館でやってみたいことは？

バンドの演奏や練習ができる
ところがあったらいいな。

映画の上映できる場所をつくって
みんなで観られたり、子どもたち
に読み聞かせができたり。柳井の
商店とコラボしたり、動物と触れ
合える場所もあったらいいなとい
う意見が出ました。

子ども食堂など、料理ができ
て食事ができる場所がある

といいねと盛り上がりました。ウ
サギなど動物と触れ合える場所、
例えば自分のペット自慢ができた
り、ペットを通じて人と人がつな
がるような命をつなぐイベントが
したいです。

館内に木のオブジェがあるな
ど、雨が降っても子どもが

遊べるスペースがあるといいな。
ボードゲームや将棋もできたり、
屋外には芝生広場があって親子
で遊べたり。自給自足のHow	to
（栽培～調理）を発信できる場所
にしていきたいです。

スカイプなどで全国や世界と
つながったりできたらいい

な。緑＝苔がある図書館もおもし
ろそうかな。時間帯で変わるバー
やカフェやレストランがあって、
最後はカプセルホテルで宿泊で
きるというのもいいねというアイ
デアが出ました。

図書館に行ったら「あれに会
える、あれが見られる」とい

うインパクトが必要。１人でまっ
たりくつろぎたい場所と、みんな
で集まって何かしたい場所をしっ
かりわけて、両方できる図書館に
なったらいいな。人と出会う図書
館にしたいです。

歴史で人と人をつなぐ図書館
をテーマに。文献で古代の

お酒の作り方を調べて、実際に
つくってみたい。家にある不要な
本を持ってきて、気に入った本を
持って帰ることができたり、小中
学校の情報を集約して発信できた
らいいな。

無回答 
8.9％

あまりよくなかった
1.7%

よかった
32.4％

とてもよかった
57.0％

色々な世代の人が集まって、将来のことを考えるきっか
けになった /今から何を取り組んでいくべきか、何をす
べきかを示してもらったような気がした /小学生がこん
なに考えてくれたのかと感動した /	市民が真剣にアイデ
アを出していた

■今日（2/9）の発表会、講演会やワークショップは
　いかがでしたか

アンケート結果 （2/9）



市民の力で支えあい、一人ひとりが主役の笑顔あふれるまち柳井6

人と人とのつながりを生む仕
掛けはマルシェです。各地

域の特産品を発信できる場所に。
外では軒下を使って、ベンチで
ゆっくりしたりカフェでお茶し
たり。バリバリ仕事ができるよ
うにWi-Fi もある施設だといい
ねという意見が出ました。

　AI（※）が進化していく将来、情報を手に入れ

るだけの図書館だったら必要なくなってしま

います。図書館の概念を広げて、次世代の図書

館をイメージしてください。そして、完成後も

図書館に関わってください。図書館ができて、

そこで活動することで、健康で長生きできるよ

うになったというのが理想です。

※人工知能（artifi	cial	intelligence の略）。人間の知的能力をコンピュー

タ上で実現する技術。

これからの 「おしゃべりとしょかん」 は
　今夏あと２回、予定しています。山崎さんは「自分の人生が楽しくな

る機会にしてほしい。役所のためでも、自分のためだけでもなく、そ

の間が大事」と話されています。皆さんで新しい図書館について語り合

いましょう。

　詳しい日程などは後日、広報・ホームページ等でお知らせします。

●問い合わせ　政策企画課　☎�２１１１内線 471　

無回答あまりよくなかった
2.8%

よかった
25.0%

とてもよかった
72.2％

ニックネームで呼ぶ事により、はじめからなごやかなスタート
がきれた。図書館を中心にいろいろなアイデアが出てきて、と
ても楽しい時間だった /今日の活動の中でもつながりのきっか
けが生まれた /いろんな人の意見を聞いて、視野が広がった。
みんなでワイワイしながら楽しくおしゃべりできた /とても良
い雰囲気の中で、色んなアイデアがでた。未来の図書館の姿を
イメージすることができた

■今日（3/2）のワークショップはいかがでしたか

アンケート結果 （3/2）

山崎さんの講評
「次世代の図書館をイメージしよう」

学生さん、現役社会人、家庭人、リタイアした人、様々な人が
集まっていた /図書館の概念を変えていく必要を感じた。未来
にも耐える図書館を考えることの楽しさと大変さ /情報をどの
ようにのせていくか、伝えていくか、共有していくか、「人が集
まる場所」であることが大事だなと思う/柳井市がひとつになれ
るような図書館になればいい /年齢、立場の違う人の意見や思
いが聞けて何よりだった /達成感を感じることができた

■印象に残ったこと（3/2 ワークショップ）
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Pick UPゴールデンウィーク期間中の
ごみ収集日程
５月３日㊍・４日㊎の「可燃ごみ」の収集は実施しませんのでご注意ください。
５月３日㊍・４日㊎の「粗大ごみ」の戸別収集は５月７日⺼に実施します。

４月 ５月
問い合わせ

28㈯ 29㈰ 30㈪ 1㈫ 2㈬ 3㈭ 4㈮ 5㈯ 6㈰

定
期
収
集

可燃
ごみ

⺼㊍
収集地域 × × ○ × × × × × ×

左の不燃ごみ・ビン・乾電池、
カン・金属類／ペットボトル／
古紙は、第１週に収集する地
域のみ対象です。
市民生活課
☎�２１１１内線 165

㊋㊎
収集地域 × × × ○ × × × × ×

不燃ごみ・
ビン・乾電池 × × × × ○ × × × ×

カン・金属類／
ペットボトル／古紙 × × × ○ ○ ○ ○ × ×

直
接
持
込

清掃センター
／可燃ごみ・有料

13:00-16:00 8:30-12:00
13:00-16:30 13:00-16:00

清掃センター
☎�２２７０
㈯㈰㈷粗大ごみ
持込み不可

不燃物処理場
／不燃ごみ・有料 13:00-16:00 × 8:30-12:00

13:00-16:30 × × 13:00-16:00 不燃物処理場☎�６３０６

中山間地域の農業者を支援します

中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等の条件不利地の農用地の農業生産活動を
将来に向けて維持するために、集落協定に基づいた活
動組織を支援します。
○実施方法
　農地を維持するための５年間の集落協定を市と結び
実施します。

○活動事例　
①耕作放棄地の発生防止
②若者などの参画による安定的な営農体制づくり
○交付単価
　田　　急傾斜（1/20 以上）	 21,000 円／１０a
　　　　緩傾斜（1/100 以上）	 8,000 円／１０a
　畑　　急傾斜（１５度以上）	 11,500 円／１０a
　　　　緩傾斜（８度以上）	 3,500 円／１０a
○申込期限　６月２９日㈮
●申込・問い合わせ
　農林水産課　☎�２１１１内線 352

地域の手で農地・農業用施設を守ろう

多面的機能支払交付金
農地や農業用施設などの資源を守るため、地域の皆さ
んが活動組織をつくり、共同で保全活動に取り組むこ
とにより、交付金を受けることができます。
■農地維持支払交付金
　水路の泥上げや道路の草刈り等の活動を支援します。
○交付単価　田 3,000 円／ 10a、畑 2,000 円／ 10a
■資源向上支払交付金（農業振興地域内の農用地のみ

交付対象）
①水路、農道の軽微な補修や景観形成のための植栽な
どの共同活動を支援します。

○交付単価　田 2,400 円／ 10a、畑 1,440 円／ 10a
②水路の更新など農業用施設の長寿命化を図るための
活動を支援します。

○交付単価　田 4,400 円／ 10a、畑 2,000 円／ 10a
※取組状況によっては減額される場合があります。
○活動の手順
▼活動範囲を決め「活動組織」をつくる
▼活動組織の規約を定めて「事業計画」（原則５年間）を
つくる
▼市へ申請書類を提出し計画の認定を受ける
○申込期限　６月２９日㈮
●申込・問い合わせ
　経済建設課　☎�２１１１内線 373
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皆さんに納めていただく税金は、市の仕事を円滑に進める上で重要
な役割を果たします。貴重な財源である市税を有効に使うため、納
期内の納税にご協力をお願いします。
■平成３０年度の市税納期限

年 固定資産税
都市計画税 市・県民税 軽自動車税 国民健康保険

税

３０

① 5/31㈭ ① 5/31㈭
① 7/ 2㈪ ① 7/ 2㈪

② 7/31㈫ ② 7/31㈫
② 8/31㈮ ③ 8/31㈮

③ 10/ 1㈪ ④ 10/ 1㈪
③ 10/31㈬ ⑤ 10/31㈬

⑥ 11/30 ㈮
④ 12/28 ㈮ ⑦ 12/28 ㈮

３１
④ 1/31㈭ ⑧ 1/31㈭

⑨ 2/28 ㈭
⑩ 4/ 1㈪

固定資産税・都市計画税・軽自動車税は５月に
市県民税・国民健康保険税は６月に

納税通知をお届けします
■安心・便利な口座振替を
　お勧めします

▼口座振替の手続に必要なもの
　預貯金通帳、通帳使用の印鑑、
　納税通知書

▼口座振替の手続ができる場所
　預貯金口座のある市内金融機関、
　税務課

●問い合わせ
　税務課
　☎�２１１１内線 131,132

老朽危険空き家の除却費用を
一部補助します
他にも要件等がありますので、詳しくはお問い合わせください。
●申込・問い合わせ
　都市計画・建築課　☎�２１１１内線 237

○対象となる空き家
　次の条件を全て満たす木造住宅で、不良度判定が基
準を満たし、かつ周辺への危険があるもの（※）
▼常時無人の状態の戸建て住宅
▼ 2分の 1以上が居住用
▼個人が所有する住宅		
▼所有権以外の権利が設定されていない住宅
▼法的措置を命じられている特定空家等でないこと
※申込後、事前に現地調査を実施し、住宅の不良度
や周辺への危険度を判定します。

○補助対象者
　次の全てに該当する者（法人は除く）
▼老朽危険空き家の所有者または老朽危険空き家があ
る敷地の所有者（相続人・代理人を含む）
▼柳井市の市税の滞納がない者
▼世帯全員の市町村民税所得割額の合計額が304,200
円未満の者

○補助対象経費
　市内に本店がある解体業者へ依頼し支払った老朽危
険空き家の除却工事費用（住宅の一部を除却する工
事、他の制度による補助金等の交付対象となる工事
費用は補助対象経費に含まず）

○補助額　補助対象経費の額の 1/3、上限額３０万円
○募集件数　１０件
○募集期間　４月１６日㈪～５月３１日㈭
○注意事項
▼補助金の交付決定前に工事に着手した場合（契約を
含む）は、補助対象外となります。
▼１１月９日㈮までに事業を完了できない場合、補助
を受けられません。

■安心・便利な口座振替を
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●問い合わせ　市民生活課　☎�２１１１内線１６５

■自治会の皆さんにお願いすること
▼泥土堀上作業、泥土回収場所（車両が通る道路）まで
の運搬作業、収集車への泥土積込作業（午前中に終
わるよう計画してください）、自治会内の泥土回収
場所への収集車の誘導をお願いします。
▼下水溝を消毒するときは、使用者が直接医薬品販売
店で購入し、薬剤師・販売業者から説明を受け、購
入者自らが散布してください。誤飲事故を防止する
ため、絶対にペットボトルなどで小分けして配布し
ないでください。
▼家庭ごみ（粗大ごみ、庭木・草等）など下水溝清掃以
外のものは出さないでください。
▼作業中はけがをしないように互いに声掛けをして、
無理をせず十分に注意してください。

■実施日（雨天決行）
○５月１３日㈰
　白潟東一・白潟東二・白潟西下・白潟西二・江の浦東・
江の浦西・宮本東・宮本西・宮野・大屋・大屋東・千
才・野地・琴風・琴風団地・片野東・片野西・北中開
作・姫田・今市・新町・上田・東後地・西後地・尾の上・
和田・サントピア・国清・迫田・下馬皿・中馬皿・土
手・北浜・亀岡・魚町・久保・金屋・古市・中野・愛宕・
洲崎・小野下後・神出・小木尾上・小木尾中・小木尾下・
上浜・伊保庄みどり・高須住宅・旭ヶ丘

○５月２０日㈰
　詳しくは各出張所にお問い合わせください。
▼新庄地区（５月２７日㈰実施自治会以外）
	 新庄出張所　☎�００６９
▼大畠地区（実施地区）
	 大畠出張所　☎�２２１１

○５月２７日㈰
　南中開作・東土手・新天地・山根・山根西・忠信・広瀬・
一丁田団地・北町・新市六・新市中・新市三・天神二・
天神北・天神南・南浜・東大才・中大才・西大才・み
ずほ・柳町・スイートレジデンス柳井駅前・東樋の上・
西樋の上・サントノーレ柳井中央・中塚・箕越東・コー
プ柳井・箕越南・グラン･シエロ柳井駅南・グランビュー
南町・ヴィークス柳井駅南・瀬戸側・土穂石・西土穂
石・東向地・西向地・浜の内・新生・築出東・築出西・
築出北・西高須・西田布路木

　
  大畠地区の下水溝清掃は５月２０日日です
　下水溝清掃は各地区の皆さんの自主活動で実施され
ています。皆さんのご協力をお願いします。
○日時　５月２０日㈰（雨天決行）8:00 ～収集開始
○実施地区
▼中筋・西本谷・東浜・西浜・宮岬団地・瀬戸・石神・
串の下

▼住吉・天神・本町・本町団地
▼天王・東村・蛭子町・遠崎本町・御旅・西里・杉の木・
宮の下

○お願い
①トラックへは必ず自治会で積み込んでください。
②消毒用乳剤の散布は環境に配慮し実施しません。
③家庭ごみ、粗大ごみは絶対に出さないでください。
●問い合わせ　大畠出張所　☎�２２１１

将来、農業法人等で就職したい人を募集します
 平成３０年度 農業インターンシップ事業
　農業法人等に就職したときの具体的なイメージを持
つために、市内の農業法人等のもとでの就業を体験し
ます。詳しくはお問い合わせください。
○実施期間　原則 7日間
○就業先
　市内農業法人等（農林水産課が受入先等を調整）
○就業内容　時期や農作物の品種等により異なるため
内容は受入先の方針による

○応募資格　１８歳以上（未成年者は保護者同意が必要）

○募集人数　２人（先着順）
○報酬　受入先との雇用契約による
○就業時間　受入先の就業規則による
○参加費　無料（交通費・宿泊費等は自己負担）
○募集期限　１２月２８日㈮執務時間内
●申込・問い合わせ
　農林水産課　☎�２１１１内線 353


