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■柳井商業高等学校跡地利活用事業　複合図書館の概要 はじめに■

　平成２０年３月の柳井商業高等学校の閉校以来、県有地であるとはいえ、市内中心部に位置する約３万５
千平方メートルの広大な学校跡地をいかに利活用していくかは、市政における大きな課題の一つでした。
　平成２９年５月に「文教ゾーン」としての方針を示し、同年９月には、柳井商業高等学校跡地の利活用に
関する基本方針として、校舎・体育館等の跡地への複合図書館などの整備について公表し、平成３０年４月
に山口県から無償譲渡を受けました。
　平成３０年５月には、「すべては、人づくりから ~子ども教育環境の充実~」をコンセプトとした柳井商
業高等学校跡地利活用基本構想を策定しました。
　現在この構想に基づき、校舎等の解体工事や、複合図書館及び公園の設計業務を進めています。

　図書館利用者の図書館に対する考え方は、近年大きく変わってきています。ここ数十年の間に、図書館
の機能に対するニーズも多様化してきています。
　昭和６１年に開館した現柳井図書館でも、３３年を経過する中で、蔵書や閲覧、自習スペースの問題、
子育て世代への配慮などの課題が指摘されてきています。
　これらの課題を解決し、お子さんからご年配の方々までが、集い、つながり、学びあう複合的な機能を
持った図書館としていくため、市民の皆さんからもワークショップ等を通じて多くのご意見を伺ってきた
ところです。それらのご意見、ご提案を踏まえ、具体的な整備の方針や機能を検討し、平成３１年２月に
は複合図書館における基本設計方針を定め、３月に基本設計を作成しております。
　※ワークショップ：参加・体験型の学習・話し合いの場



■柳井商業高等学校跡地利活用事業　複合図書館の概要 全体整備計画方針　柳井商業高等学校跡地利活用基本構想より■

【全体整備計画方針】

●周辺公共施設の利用者も使用できる駐車場の整備
　周辺施設利用者や観光客の慢性的な駐車場不足を解消するため、駐車場
　（約 200台）を整備
●市道洲崎落合線の改良
　Ｂエリアへの接続道路として、また小中学生の通学路としても利用でき
　るよう車道・歩道を拡幅

●複合図書館の新築
　図書館を中心に、子どもからご年配の方まで様々な世代が利用できる複
　合的な機能を持つ施設を整備
●防災機能を持つ芝生広場の整備
　海抜１０ｍ以上の高台であることをいかして、防災機能を備えた芝生広
　場を整備
　※グラウンドとの境へ防球ネット整備のほか、駐車場約７０台を整備
●老朽化した弓道場の移転
　既存施設（セミナーハウス、武道場）と隣接させ、会議室やトイレなど
　を共用した効率的な整備、維持管理を計画

●公共施設再配置用地
　グラウンド等は柳井商工高等学校の部活動を優先し、当面は現状の利用
　形態とし、将来的な公共施設の再配置用地として計画

Ａエリア：駐車場整備エリア

Ｂエリア：今回の施設整備エリア

Ｃエリア：将来的な施設整備エリア

　この事業の財源には社会資本整備総合交付金のほか、合併特例債等の地
方債を活用することとしています。合併特例債は、市町村の合併に伴う新
市建設計画に掲げられた事業について、特例的に借り入れることのできる
もので、事業費の95％に充当することができ、後年返済する元利償還金の
70％を普通交付税の一部に算入される有利な地方債です。

【整備における財源について】

一般財源
5%
(A)

合併特例債
95%

普通交付税参入分
70%

市負担分
30%
(B)

事業費全体

地方債

柳井市の実質負担＝(A)+(B)

　柳井商業高等学校跡地は、周辺に文化や教育に関する公共施設が集中しているエリアの中心に位置して
おり、将来にわたって「文教ゾーン」の中核として、また柳井商業高等学校の歴史にふさわしい利活用を
図ることが重要であると考えます。また、柳井商業高等学校跡地は「翠が丘（みどりがおか）」と称され
ており、このイメージを大切に継承することも必要です。
　そのため、柳井商業高等学校跡地全体を多様な役割を有する都市公園として整備します。スポーツ・教
養・文化活動等様々な地域の交流活動の場として、市民の生活を豊かにする空間となります。　
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■柳井商業高等学校跡地利活用事業　複合図書館の概要 市民ワークショップ等を踏まえた設計の方向性■

　複合図書館の整備に向けて、これまで様々な団体との意見交換会や、国語の授業「まちの幸福論」での
市内小学生からの発表など、多くのご意見・ご提案をいただきました。その中でも市民ワークショップ　
「やないのおしゃべりとしょかん」では、複合図書館に必要な機能・空間について、より具体的に参加者
の皆さんとともに検討しました。

 
 
 

 

本や専門書を読む・静かに勉強・調べ物をする
子どもが声を出して本を読む・読み聞かせをする
中高生が話をしたり一緒に勉強をする

森林浴気分で本を読める
外で行っている活動を観ながらゆっくりできる
子どもが屋内外を行ったり来たりできる

楽器の練習やダンス、ヨガをする
映画鑑賞や演劇を上演する
サークル作りや友達づくりの会合をする
少人数で使えるスペースがほしい

大人の目を気にせず話をしたり勉強したりできる
高校生がイベントを行う

コーヒーを飲みながら本を読む

○賑やかな空間と静かな空間との共存

●設計の方向性

○カフェエリア・飲食スペースの整備

○中高生の利用しやすい空間の整備

○少人数での活動がしやすい多目的な空間の整備

○芝生広場との一体的・連続的な整備

・子ども図書エリアの整備
・賑やかな空間から静かな空間への緩やかな区分け

・縁側の整備
・緑地の整備
・屋内外の連続性

・多目的に使えるスタジオの整備
・多様な大きさの空間の配置

・ティーン図書エリアの配置
・自習室や少人数での学び合いの場の整備

■特別編
　【開催日】８月２０日（月）　【参加者】９５人
　【内　容】ワークショップ企画運営事業者、設計  
                 業者、参加者での複合図書館に関する
                 意見交換

■第３回ワークショップ『やないのとしょかんで、　
　わたしはこんな活動がしたい！』
　【開催日】９月１８日（火）　【参加者】４１人

■第４回ワークショップ『やないのとしょかんに、　
　こんな空間あるといいな！』
　 【開催日】１０月２９日（月）　【参加者】３８人

 ※会場はいずれも柳井市文化福祉会館

●ワークショップ等での意見（要旨）

■第１回ワークショップ『やないのとしょかんが、　
　こういうふうになったらいいな！』
　【開催日】平成３０年２月９日（金）
　【会　場】サンビームやない
　【参加者】約７００人
　※柳井ひとづくりアカデミーと同時開催

■第２回ワークショップ『やないのとしょかんで、　
　あんなことやこんなことがしたい！』
　【開催日】３月２日（金）
　【会　場】やまぐちフラワーランド
　【参加者】３８人

【市民ワークショップ前半】

【市民ワークショップ後半】



■柳井商業高等学校跡地利活用事業　複合図書館の概要 複合図書館における基本設計方針■

１．複合図書館のコンセプト
(1)子ども・子育てにやさしい複合図書館
　子育てを応援し、子どもの成長を支える複合図書館へ

(2)人づくりの拠点となる複合図書館
　みんなが先生、みんなが生徒、どこでも教室をモットー
　とした学びの複合図書館へ

(3)地域の情報拠点としての複合図書館
　情報の拠点としての機能を充実し、多様な活動に対応で
　きる複合図書館へ

(4)安心・安全に利用できる複合図書館
　様々な世代が利用しやすく、居心地の良い滞在型の複合
　図書館へ

２．複合図書館の機能に関する基本的な考え方

　上記のコンセプトを実現するため、①図書館機能、②子育て支援機能、③市民活動支援機能、④防災機能
の４つの機能を持つ施設として整備します。複合図書館では１つの建物のなかで知識を得たり、新しい体験
や利用者同士の交流、情報の発信など多様な活動が実現できる空間とすることが重要です。
　また、複合図書館の周囲に防災機能を備えた芝生広場が広がっていることは、大きな特徴であり、屋外活
動においても、４つの機能全てを活かしていくことが重要です。生活を楽しく豊かにするための情報は、本
や新聞・テレビなどの媒体からだけでなく、人々との対話や活動に参加することで伝わるものと考えます。
市民がまちの活動に主体的に関わっていくことで、仲間や友達が増え、さらにはまちへの愛着が生まれ、そ
れがまちに対する誇りを生むことにつながります。そうした市民の活動を支えるための複合図書館は、図書
館らしい静かな空間と市民の様々な活動による賑やかな空間をいかに一体的な施設として整備するかがポイ
ントと考えます。

３．目標数値

    
 

 
    

  
 

  

指標名

有効利用登録者数

年間来館者数

備考
現状値

（平成29年度）
目標値

（開館5年以内）

10,000 人

100,000 人

90,022 冊

3,094 人

43,225 人

現状値より２倍以上

現状値より３倍以上

人口の３倍以上

200,000 冊貸出冊数

※上記目標数値及び基本構想に基づき、蔵書数は日本図書館協会の資料から同程度の人口規模を参考
　にし、１５万冊に設定します。

４．複合図書館における運営体制方針（開館時間及び休館日）
　複合図書館で市民が図書に親しむことができるよう、また様々な活動が実現できるよう、開館時間
及び休館日は以下を基本案とし、今後協議のうえ決定します。
　●開館時間　【平日】９：３０～２１：００　【土･日・祝日】９：３０～１８：００
　●休 館 日　　月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の翌日、１２月２８日～翌１月４日、
　　　　　　　　毎月末整理日、特別整理期間（年２回）

５．人員体制
　蔵書数の増加、レファレンス機能の強化など図書館サービスを高い水準で提供し、効果的な運営を図る
ための人員体制を整えます。
　また、子育て世代包括支援センターや家庭教育支援チームと連携し、複合図書館を子育て世代が集える
場所として活用するなど、様々な市民活動を積極的に支援するため、コーディネーターを設置します。　
　以上のことから複合図書館の人員体制は現行７人を増員し、１０人程度を基本案として今後検討を進め
ます。
　※レファレンス：図書館利用者が求める情報・資料に対して図書館職員が情報そのもの、あるいはそ　
　　　　　　　　　のために必要とされる資料を検索・提供・回答することによってこれを助ける業務

６．複合図書館における運営経費（概算）
 

 
 

  
   

 
   

 

備考複合図書館
想定概算

平成29年度
決算額

項目

合計
その他
使用料及び賃借料
委託料
役務費
需用費
人件費

（220）
（3,086）

（36,868）

52,852
385

2,545
3,794

333
3,477

42,048

59,740（45,863）
（39）

（2,345）
（3,305）

40
5,500
6,300

400
5,400

42,100

ＯＡ機器使用料、ＩＣタグ使用料金ほか
各種委託業務
通信運搬費、建物保険料ほか
光熱水費、消耗品ほか
10 人

※平成 29 年度決算額は柳井図書館とやない市民活動センターの決算額の合計を記載しています。
　（　　）内は柳井図書館の決算額を記載しています。

負担金、自動車重量税

開館前年度 開館３年目開館翌年度開館年度
20,00020,00030,000 30,000

（千円）

（千円）
上記運営経費のほか、資料代については開館時に図書の充実を図るため、以下の計画とします。

【資料代購入計画】



一般図書エリア

ｶﾌｪ・ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ

トイレ
（男）

トイレ
（女） トイレ

（多）

エレベーター

子ども図書エリア

子ども部屋
（DEN）

電気室子ども
トイレ

トイレ（男）

トイレ（女）

グラウンド ↑

■柳井商業高等学校跡地利活用事業　複合図書館の概要 １階平面図■

【施設概要】
・敷地面積　約11,000㎡
・延床面積　約2,300㎡（1階：1,920㎡、2階：380㎡）
・構　　造　鉄骨造２階建て
・駐車台数　上の段 約70台、下の段 約200台
・想定工事費　約9億7,200万円（税抜）　　



外側に行くに従って、天井の高さは低くなっていき
コミュニケーションしやすい空間となります。

南側は屋根と壁で閉じ、
直射光が入りにくい断面計画

人が多く集まる空間は天井を高く、
混雑時も快適性が損なわれないつくり

■ 断面図 

■柳井商業高等学校跡地利活用事業　複合図書館の概要 ２階平面図・断面図■

　居心地の良い場所を考えたときに、人の密度に合わせた空間の大きさとともにコミュニケーションに
適した距離や寸法のデザインが必要です。人の流れの多い商業施設や公共施設では、混雑した場所であ
っても不快にならないように天井を高くし、空気の量を多くつくることで居心地を良くしてあります。
一方で、物事に集中したり、親しい人とのコミュニケーションを図る場所には、こじんまりとした場所
も大切となります。
　このことから、人が多く集まる中央部分の天井を、高く開放感のある空間とし、奥に行くにしたがっ
て、天井の高さを抑えた、親しみやすい小さな空間の集まりとなるようにデザインしています。
　その形は一軒一軒の屋根が集まった集落のようであり、背後にそびえる三ヶ嶽や琴石山といった山並
みに呼応するものでもあり、周囲の景観と調和した外観デザインとしています。

「人の密度に合った居心地のデザイン」

■ ２階平面図 

エレベーター

自習・学習室
（小）

「静けさを生み出す知の空間」のデザイン
　ひと言で「本を読む」といっても人は、その時々の様々な状況に合わせて本の読み方を選んでいます。ひ
とりで集中して本の世界感に没頭したいときや、子どもへの良き本との出会いを求めたいたとき、友達と趣
味について語り合いたいときなど、多種多様な状況の人々がこの図書館を訪れます。
　そのような人たちが同じ場所を共有して使うときに必要なことは、その場所の「器としての深さ」です。
活動的で賑やかな過ごし方をする場所と、賑やかで静かな過ごし方をする場所の両方を、不快さを与えるこ
となく共有できる場所としてデザインすることで、人が集まりやすい場所になります。
　エリアの特性に応じて「静から動」の空間を緩やかに区分けし、併せて「明るさと暗さ」を調整すること
で、「知の空間」としての「静けさ」が自然と生み出されるデザインとしています。



■柳井商業高等学校跡地利活用事業　複合図書館の概要 各エリア概要①■

■一般図書エリア ■子ども図書エリア

　書架は約１５万冊の蔵書数に対応できるよう整備します。閲覧席は主に屋外に面した場所で、外の明るさを
感じながら読書ができる環境を整えるとともに、イスやソファを機能的に設け、多様な閲覧スペースを配置す
ることで、状況に合わせた読書環境を選べます。これまで以上にリラックスした状態のもと『本や専門書を読
む』ことだけでなく、『ヘッドホンをして音楽を聞きながら本を読む』ことや、空いている周辺のスタジオを
利用して『友達と話しながら本を読む』ことなどが可能となります。

　子ども連れでも気兼ねなく利用できるよう、一般図書エリアと緩やかに区分けをし、読み聞かせができる
「おはなしのへや」や子ども部屋「ＤＥＮ（デン)」、「こどもトイレ」、「授乳室」を設けます。また、
子どもが寝そべって本を読むことができる小上がりの空間や、その様子を保護者が見守ることのできる「窓
辺のベンチ」なども配置します。館内で『子育て世代のお母さん同士で交流する』ことが可能となるほか、
縁側や芝生広場で遊ぶことも可能となります。

イラスト方向
イラスト
方向



■柳井商業高等学校跡地利活用事業　複合図書館の概要 各エリア概要②■

■ティーン図書エリア ■中央エリア

　中高生が興味を持つ本や、将来を考えるための本、資格・免許を取得するための専門書などを配架しま
す。２階のスタジオは主に自習室として活用することを想定し、スタジオ(8)は主に数十人規模の自習室
としての利用を想定し、自習机には仕切り板を整備することで１人の空間を確保します。スタジオ(9)、
(10)は予約制の自習・学習室として位置付け、大人の目を気にせず『友達と話し合いながら学習する』こ
とも可能となります。

　サービスカウンターにはスタッフを配置し、総合案内やレファレンス、市民活動相談などを行う中心的窓口と
なります。ギャラリースペースは『おすすめ本の紹介』、各種団体による『作品展示や活動発表』のほか、市民
が企画する『読まなくなった本の交換会』などの活動にも利用できます。カフェでは要望の多い『コーヒーなど
を飲みながら本を読む』ことが可能となります（カフェ事業者は公募選定を予定）。また、Wi-Fi（ワイ・ファ
イ）環境の整備により、『持参のパソコンやスマートフォンで調べものをする』ことも可能となります。

イラスト
方向

イラスト
方向



■柳井商業高等学校跡地利活用事業　複合図書館の概要 各設備方針■

　蔵書点検や管理を円滑かつ効率的に行うため、ICタ
グを図書に装着し、出入口にＢＤＳ（ＩＣゲート）を
設置します。
　また、自動貸出機を設置することにより、さらなる
利便性の向上を図ります。

※ＩＣタグ：電波を受けて働く小型装置の一種
　ＢＤＳ：ブック・ディテクション・システムの略。
　　　　　最近の図書館や書店などに取り入れられて
　　　　　いる防犯システムをいう。

■ＩＣタグ等の整備

■各種スタジオの整備

■防災機能の整備　※屋外整備含む

　様々な活動が可能となる多目的スペース。中小規模の部屋を10箇所程度配置することで、少人数での
活動に使いやすい空間となります。大人数での活動は文化福祉会館などの近隣施設との連携を図ります。
　一部のスタジオは貸室としても使えます。館内に分散配置することで、図書と市民活動の連動性が図れ
るほか、予約がないときは閲覧席として開放することができ、空間の有効活用が図れます。
　防音の部屋では、音楽やダンス、映画鑑賞、子育てサークル活動などの開催が可能となるほか、スタジ
オの一つをFab（ファブ）スタジオとして位置づけ、ものづくりができる空間として計画しています。

　複合図書館を指定避難所とするほか、災害が発生した際、避難所で使用する物品を保管する防災備蓄
倉庫を複合図書館内に整備します。
　屋外には災害時に避難物資の受入場所となる防災パーゴラ（東屋）の整備や、災害時にマンホールの
上に仮設の便器や屋根を設置することで、トイレとして利用することができるマンホールトイレを整備
します。

通常時

災害時

イメージ画像：下松市立図書館

■その他（芝生広場の整備※屋外エリア）

1階平面図 2階平面図

【スタジオを活用することで実現できる活動（例）】
・高齢者や地域の人が先生となった講座
・ものづくり教室
・起業相談、経営相談
・オリジナル新聞や自主出版物の製作
・朗読会、映画の上映会
・楽器演奏やカラオケ、ダンスの練習
・各種講習会
・書道やそろばん、英会話などの習いごと
・囲碁や将棋、手芸などのサークル活動　  　など                         

【屋外の芝生広場等で実現できる活動（例）】
・フリーマーケットや朝市などの物販イベント
・企業による展示会
・子どもが外で走り回れる
・ウォーキングや体操などの健康づくり
・ハンモックで本を読む
・詩や俳句を読んでおしゃべり　
・防災訓練　　　　　　　　　　　　　など

芝生広場

　複合図書館の周囲に広がる芝生広場は、フリーマーケットや朝市といった物販イベントを開催する場所
として活用するほか、屋外で本を読んだり、ハンモックでお昼寝をするなど、静かな空間としての活用も
できます。

出典：国土交通省ＨＰ



 

柳井商業高等学校跡地利活用に関する情報は市ホームページをご覧ください。
https://www.city-yanai.jp/soshiki/3/yanaisyogyo-rikatuyou.html
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