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 ■ 柳井商業高等学校跡地利活用事業 複合図書館に関する地区説明会 報告書  

 

１．地区説明会の趣旨 

 

 柳井商業高等学校跡地利活用における全体整備方針や複合図書館における基本設計方針、基

本設計について、市民へ周知を図る。 

 

 

２．開催実績一覧 

 

日程 時間 会場 出席者（人） 

平成 31年 4月 22日（月） 18:30～20:15 伊陸公民館集会室 53 

         4月 23日（火） 18:30～20:00 日積公民館大会議室 47 

         4月 24日（水） 18:30～20:15 余田公民館会議室 40 

         4月 26日（金） 18:30～20:20 新庄公民館会議室 53 

令和元年 5月 8日（水） 18:30～20:10 柳北小学校コミュニティルーム 55 

         5月 10日（金） 10:15～11:45 平郡東小学校多目的室 15 

         5月 10日（金） 12:30～13:50 平郡西集会所 13 

         5月 12日（日） 10:00～11:30 大畠公民館大会議室 76 

         5月 17日（金） 18:30～20:10 柳東文化会館大ホール 58 

         5月 20日（月） 18:30～20:05 
総合福祉センター大ホール 

（ハートフルやない） 
47 

         5月 23日（木） 18:30～20:10 西福祉センター大会議室 46 

         5月 24日（金） 18:30～20:05 伊保庄公民館講義室 37 

         5月 25日（土） 10:00～12:00 柳井市文化福祉会館２階大会議室 116 

         5月 27日（月） 18:30～20:05 阿月公民館会議室 59 

合 計 715 

 

※地区説明会出席者へは複合図書館の概要資料を配布しており、柳井市ＨＰにて閲覧可能。 
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３．地区説明会での意見と回答 

 

下記表は市内１４箇所で開催した地区説明会での意見と回答を内容別に記載しています。 

意見内容の欄は、関連した複数の意見をまとめたほか、１回の発言を内容に応じて分割してい

ます。 

また、回答欄には地区説明会時においてお答えできなかった内容も加味しています。 

 

【財政関係】 件数：８件 

Ｎｏ． 意見内容 回答 

１ 財政状況において、図書館整備が将来的な負

担にならないか。 

市債残高は合併時に３６４億円があったも

のを平成２９年度には２６７億円へと約９

７億円減少させてきた。一方、基金は合併時

に１４億円だったものを今は５０億円を超

えるまでに積み増してきた。 

この間、小中学校の耐震化、武道館や都市農

村交流施設の整備など大きな事業を進めつ

つも、財政基盤の強化を図り、将来負担の軽

減に努めてきた。 

柳商跡地整備事業においても国補助金や合

併特例債など有利な財源を活用し、維持管理

費についても継続してコストダウンを図る。 

２ 市の実質負担はどれくらいなのか。 財源計画として、国の補助金が７％、一般財

源が７％のほか、残り８６％が地方債（公共

事業等債、合併特例債）を計画している。 

地方債部分については、市の全額負担ではな

く、毎年の返済時に元金と利子の６４％が地

方交付税に算入されるので、市の実質負担は

３６％となる。 

したがって、事業全体の市の実質負担割合は

一般財源部分も加えて３８％である。 

３ 合併特例債の返済を早くして、将来の子ども

たちの負担にならないように考えて欲しい。 

将来に負債を残さない考え方は尊重できる

が、３０年４０年またはそれ以上利用できる

公共施設に要した費用の返済は、あまり短い

期間で返済すると、支払った世代だけが大き

な負担を受けることになる。利用できる期間

をある程度踏まえて均等に返済していくこ

とが望ましいと考える。 
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４ 合併特例債と交付税算入の話があったが、活

用できれば通常よりも有利に進められると

思うが、図書館建設工事にも充てることがで

きるのか。 

柳商跡地整備事業として全体事業計画を県

に示しており、現在実施している解体工事や

今後進める図書館建設工事にも合併特例債

を充てることの同意を得て、事業を進めてい

る。 

５ 国からの地方交付税と言ってもそれは税金

ではないか。また、合併特例債も使ってしま

うと他の事業などに使えないのではないか。 

 

地方交付税も国税を財源とすることから大

切に使いたい。色々な事業がある中で、柳商

跡地整備事業は、市の重要事業との認識か

ら、本市の負担をできるだけ少なくするた

め、有利な合併特例債を活用するものであ

る。 

６ この事業費は既に申請しているから減額で

きないものなのか。また、図書館の工事費も

既に確定しているものなのか。 

基本構想では建設工事費の総額を１９億８

７６万円と想定。現在は設計業務等を含め１

８億５千万円の想定。全体事業費は確定して

いないが、現在実施設計を行っており、常に

コストを意識しながら進めている。 

７ 建設費は税別、その他維持管理費は税込と説

明された。大きなお金に関して税込で説明さ

れなければいけないのに不信感を感じた。 

基本設計で業者が示している金額は税抜と

なっているが、パブリックコメントを行った

基本構想の金額は税込の試算としている。建

設費等については実施設計で精査していき

たい。 

８ 市長は双葉愛保育園の件で話した際、予算が

ない、お金がない、少子化で子どもが減るか

ら保育園の認可はできないと言われた。子ど

も教育環境の充実と言われるが、大きい保育

園の方が予算面で安く済むというような言

い方を市議に言われたこともある。どういう

ことなのか。 

市長として柳井市に予算がないと言ったこ

とはない。限られた予算に優先順位をつけて

どう使うかということが大事。市も年間を通

して様々な事業をしている。子ども・子育て

環境の充実については、これまで最も力を入

れて取り組んできた。 

 

【運営経費関係】 件数：６件 

Ｎｏ． 意見内容 回答 

９ 維持管理経費には何を見込んでいるのか。 現在の柳井図書館と市民活動センターの運

営経費等も踏まえて６千万円程度を見込ん

でいる。その内訳は人件費、光熱水費、各種

業務委託費などである。オープン前後の図書

購入費にはふるさと納税による基金なども

活用する計画である。 
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１０ 市債の返済と年間維持管理費を合わせると

年間１億円超えるが、負担が大きいのではな

いか。 

維持管理費は新たに６千万円程度が掛かる

わけではない。現在の図書館と市民活動セン

ターの平成２９年度の維持管理費が約５千

２百万円かかっており、それより８百万円程

度、増加すると見込んでいる。 

１１ 人件費が現状と変わっていないのはどうい

うことなのか。 

現在、柳井図書館は７名体制、市民活動セン

ターは３名体制。複合図書館の人員は現在と

同程度と考えている。 

１２ 運営経費の中に修繕費は入っているのか。年

度別の計画はどうなっているのか。 

 

修繕費等は入っていない、完成後に建物の維

持管理計画である個別施設管理計画を作成

する。今後実施設計においてライフサイクル

コストを含めて検討する。 

１３ 運営経費を抑える工夫が必要ではないか。 閉館時間を午後９時までとする計画だが、図

書にＩＣタグを付け、自動貸出機等を設置す

ることで、人件費等の縮減を図ることが可能

となる。 

１４ 運営経費の一部を企業からいただき、費用負

担を減らすようなアイデアはあるのか。 

雑誌のスポンサー制度など企業等との連携

も検討したい。 

 

【運営体制関係】 件数：２８件 

Ｎｏ． 意見内容 回答 

１５ 複合図書館の運営主体はどこなのか。 市教育委員会が運営する。 

１６ 子育て支援や市民活動センター、図書館の業

務もある中で１０人体制というのは大丈夫

なのか。 

運営体制は他の類似施設を参考にしている。

今後開館時間も含め、さらに人員体制を検討

していきたい。 

１７ 屋内だけでなく屋外管理などもある。管理も

一定水準を確保する必要がある。市が責任も

って維持管理して欲しい。 

管理の一部は外部委託を考えている。公園部

分は現在、基本設計を進めている段階だが、

維持管理費をできるだけ抑えていきたい。 

図書館サポーターという新たな仕組みも導

入していきたい。ワークショップを通じて図

書館の運営に関わりたいという方々も多く

いる。 

１８ 高齢者の活躍の場としてはどうか。ボランテ

ィア活動として運営に関わってもらう人を

募集するのはどうか。 

複合図書館ではサポーター制度という仕組

みを検討している。是非ご協力いただきた

い。 
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１９ 柳井市文化福祉会館のやない市民活動セン

ターが移設するのか。 

現やない市民活動センターの機能を複合図

書館に移転する。単なる移転だけでなく、や

ない市民活動センターと図書館を融合させ

ることで、相乗効果として双方の利用者数が

増加することを期待している。 

２０ カフェも市が運営するのか。コーヒーも好み

があるので、種類も色々あると良い。 

カフェはテナントを募集する。 

２１ カフェの配置は中央でない方が良い。もう少

し眺めの良い場所でコーヒーを飲みたい。 

飲み物が飲める席はカフェの場所だけでな

く、蓋付きの容器であれば、縁側やスタジオ

等で飲むことができるよう検討している。具

体的な運用は、これから検討する。 

２２ 平日閉館時間の午後９時は長い。人件費、電

気代が掛かるので再検討して欲しい。 

今後具体的に開館時間等を検討するが、自動

貸出機等の設置により効率化を図っていき

たい。 

２３ 柳井図書館は蔵書数が少ない。知識の集積地

である図書館をきちんと整備しないと、子ど

もたちの将来に繋がらない。中央図書館が整

備され、地域と連携することは素晴らしい。 

日本図書館協会の資料を参考に蔵書数は１

５万冊とした。複合図書館を中央図書館とす

ることで、地区公民館への配本サービスが強

化できる。地域内の連携も図りたい。 

２４ 以前、図書を寄贈しようとしたら断られた。

本がないと言われるが、寄附をしてくれる方

はたくさんいる。蔵書を予算で賄うのでな

く、市民からの本の寄贈を積極的に進めたら

どうか。 

現図書館は、これ以上の保管スペースがない

ことから寄附は受け付けていない。例外とし

て、新刊本や資料的価値がある本は受け付け

ている。完成後はスペースも広くなることか

ら検討したい。 

２５ 紙媒体の図書館の形式を変えたらどうか。電

子書籍などを導入したらどうか。 

電子書籍も利点があるが、一方で紙媒体の良

さというのも多くある。教育現場でも読書推

進を図っている。その連携も重要視したい。 

２６ 図書館や本屋では、目につくと思わず手にと

って読んでみようかという気になるのが本

の魅力。電子書籍は自分が読みたいものしか

選択して読まない。同じお金をかけるならば

図書購入の方に充てて欲しい。 

今はスマートフォンの時代だが、教育現場で

は読書を子どもの頃から習慣付ける取組を

行っている。本離れと言われつつも、全国的

な調査によると、実際は本を読む人と本を読

まない人の二極化が進んでいる。将来の文化

的な格差が拡大しないよう取り組んでまい

りたい。 

２７ 図書館では色々な情報を得られると言われ

るが、若い人はスマホやインターネットで調

べられるので、図書館を利用していない。 

メディアリテラシーという言葉があるよう

に、正しい情報を見極め、賢く使いこなすこ

とが重要。図書館の本は司書が書籍の中身を

含め確認しており、若い人を含め多くの方

に、安心して利用いただきたい。 
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２８ 蔵書も他の図書館から借りる仕組みがあれ

ば自前で所蔵する必要がないのではないか。 

現在も県内図書館等との間で図書の相互貸

出を行っている。一方で、実際に図書館へ行

き、多くの本の中で目的以外の本に出会い、

幅広い情報が得られることもある。図書館に

はそうした重要な機能もある。 

２９ 図書の選定が大事。今も希望する図書を取り

寄せてくれるが、柳井図書館には私の希望す

る本はあまりない。 

選書はまず司書が行い、職員と協議し決定す

る。複合図書館では１５万冊の蔵書とする計

画である。特に文学や児童書などを中心に増

やし、様々な図書を所蔵する計画である。 

３０ 図書館に行かなければ読書できない環境で

はなく、それぞれが活動している場所に本が

配本される形にできないのか。 

複合図書館の蔵書数は１５万冊を計画して

おり、中央図書館とすることで、各公民館、

幼・保育園、小・中学校への配本を計画して

いる。 

３１ １回につき本を４、５冊借りると、返却の時

期がすぐに近づく。私は本が好きだが、図書

館へ返却しに行くのが困難である。 

貸出冊数の上限や返却期日も今後の検討の

一つと考えている。返却は公民館でもできる

仕組みを検討している。 

３２ 市内２つの図書館を特徴付けてはどうか。例

えば歴史資料を集めるなど、あるジャンルに

特化してはどうか。 

大畠図書館は月性の本と児童書を中心に集

めている。柳井図書館も国木田独歩や小松茂

美、いぬいとみこの文庫を集めている。複合

図書館では人気の文学や児童書を増やすな

ど、特色ある図書館にしたい。 

３３ 複合図書館は子育て世代にも利用しやすい

ということだが、子育て世代がどのように考

えているのか。 

これまで開催した意見交換会では、子育て世

代は他市町の図書館を利用しているという

意見が多かった。 

また、子ども・子育て支援に関するニーズ調

査アンケートにおいて、市内在住の就学前の

全児童の保護者の意見として、「子連れで出

かけやすく楽しめる場所」を望む意見が６

６．５％、「親子で安心して集まれる身近な

場」を望む意見が４１．１％という結果であ

った。 

３４ 雨の日に子どもへ本を読ませると言っても、

子どもは長時間過ごせない。子どもはすぐ走

り回ったりする。 

子ども図書エリアでの読み聞かせだけでな

く、防音機能のスタジオを活用すれば、ＤＶ

Ｄ鑑賞や子育てサークルの活動なども実施

ができる。 

また、雨の日に限らず、屋外の芝生広場を含

め、有効に利用されたい。 
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３５ 平日利用者は年金生活者か専業主婦に限ら

れる。本を読むというのは個人の趣味。一部

の決まった人が利用する施設は意味がない。 

開館時間を延長することで、平日に仕事をし

ている人も利用ができ、利用者増に繫がると

考える。国も学校現場での読書習慣の醸成に

力を入れている。柳商跡地を人づくりに活用

したい。 

３６ これまでの図書館運営において、課題等を解

決する努力をしたのか。リニューアルすれば

十分に使えるのではないか。 

これまでカウンターの位置変更や閉架書庫

の増設、開館時間の延長、児童書コーナーの

改善等を行い、課題解消に努めてきた。 

しかしながら、大きな課題としてスペースの

不足があり、既存施設のリニューアルでは対

応できないと考えている。 

３７ 仕掛けが必要と考える。現図書館でもすぐに

実施できることがあるのではないか。 

複合図書館の開館までに具体的な運営体制

等を検討するが、そのなかで試験的に取り組

むことが可能なものは考えたい。 

３８ 現柳井図書館では、平日は昼過ぎに小学生が

来館し２階で宿題をしている。１階はお年寄

りが児童用の机やイスで、窮屈そうに新聞や

雑誌を読んでいる。この状況の要因として、

お年寄りは新聞・雑誌が置いてある場所の近

くで読む傾向があり、２階に上がるのは辛い

のだと感じた。一方で、小学生は教科書・ノ

ートを子ども用の机では広げられない。だか

ら２階に上がって一般用の机・イスを使って

いる。ただし、大人用だから体に合っていな

い。イスに正座をしている子もいる。また、

小学生の１時間後、中高校生が来る。小学生

が一番良い席を取っている。中高校生はかな

り窮屈となっている。 

背丈に合わない机を子どもたちが使用して

いることや、座る席がないことが多いという

ことは聞いている。 

複合図書館では、児童用は小さめの机・イス

を用意し、乳幼児には寝転がってお母さんと

本を読んだりできる場を設置するなどエリ

ア分けを考えている。 

また、館内に分散配置したスタジオは予約が

ないときには、閲覧席としても活用したい。 

３９ スタジオ使用料は現在どのように考えてい

るのか。 

図書館法では、図書館は基本的に無料で利用

できる。スタジオは貸室として使用する場合

は有料とする予定であるが、使用料について

は検討中。また、予約がない場合は閲覧席と

して開放する。 

４０ ４Ｋや８Ｋテレビなどを整備されたらどう

か。休憩したいときにテレビが見られたら良

い。 

本を楽しむ以外にも、防音機能を持ったスタ

ジオも整備するので検討したい。 
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４１ 図書館というのは歴史的資料の保存も必要

ではないか。 

現在、歴史的資料や民具などは元給食センタ

ーの民俗資料収蔵庫を中心に保管している。

古文書などは柳井図書館に所蔵している。複

合図書館整備後の現柳井図書館は歴史的資

料等保存、展示する場として活用することを

検討している。 

４２ 人を集めるのは本当に大変なこと。既存施設

で実施しているような行事を持って来られ

ても重複するだけで、客の奪い合いになるの

では。 

複合図書館は、図書館が中心となるが、もの

づくりや映画鑑賞など多様な活動が可能な

スタジオを複数配置することとしている。ワ

ークショップでも、少人数でも利用できる空

間を整備して欲しいとの意見をいただいた。

運営側がイベントを主催するだけでなく、市

民が主体的に様々なイベントを実施する仕

組みを作ることで、利用者の増加を図りた

い。 

 

【設計関係】 件数：２４件 

Ｎｏ． 意見内容 回答 

４３ 新たに出た意見を設計に反映できるのか。 大きな変更は難しい。対応可能なものについ

ては検討したい。 

４４ 外観や内装はこの資料のとおりか。実際は異

なるのか。最近の図書館は、見た目やブラン

ド的な観点も重要。その点でこの設計案は良

い印象を持っている。 

現在、実施設計を行っているが、色や材質な

どは若干変わる可能性もある。全体的な形は

変わらない。 

４５ 蔵書数１５万冊のうち開架冊数はいくらか。

また、書架の高さや照明に配慮した整備をお

願いしたい。 

開架冊数は現在の２倍の１０万９千冊程度

を計画している。書架の高さは、あまり高く

しないよう検討している。照明は外からの自

然光も活かし、十分な明るさを確保する計画

である。 

４６ 書架は整備後に増やすことが難しい。オープ

ン時には本が少ない状態で構わないので、将

来を見据えた書架スペースを整備して欲し

い。 

１５万冊の蔵書数に対応できる書架の整備

を進めている。オープン時は本の置き方も工

夫して、本が少ない印象にはしたくないと考

えている。 

４７ 図書館は静かなものという印象だが、近くで

野球の部活動をしている。防音対策はないの

か。 

グラウンドに近い建物北側は事務所やスタ

ジオを配置している。また、スタジオのいく

つかは防音機能を設ける計画である。 
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４８ 閲覧席はどの程度あるのか。 閲覧席は２００席以上設ける予定。また、館

内に分散配置しているスタジオは、予約がな

い場合は閲覧席として開放する計画である。 

４９ 市民ワークショップにも参加し、高校生の意

見を聞いたが、現在の図書館は勉強するスペ

ースが足りなく、岩国の図書館へ行って勉強

しているとのことであった。学びの場を求め

る方が利用しやすいよう充実して欲しい。 

ワークショップでは、地元高校生の意見を反

映し、ティーン図書エリアを配置した。ティ

ーン図書エリアを整備する２階には、自習室

として活用できるスタジオも配置する計画

である。 

５０ 子どもに本を選ばせる空間があることが必

要と考えていた。子育て世代にはとても良い

空間ができると感じた。 

意見交換会では、子育て世代は他市町の図書

館を利用しているという意見が多かった。複

合図書館の機能の一つとして、子育て支援機

能を挙げており、現在の柳井図書館の課題を

解決できるよう計画している。 

５１ 現図書館はカウンターと職員の席が近すぎ

る。カウンターと職員スペースの空間を配慮

して欲しい。 

複合図書館ではサービスカウンターで来館

者との相談やレファレンス対応を行うこと

となる。距離感については実施設計において

検討する。 

５２ スタジオの全てに防音は必要ない。広い部屋

をパーテーションで仕切れるような整備で

も良いのではないか。 

複合図書館内に分散配置するスタジオの全

てを防音にする計画ではない。スタジオは図

書活動との連動性やワークショップの意見

を踏まえ、広さや配置を計画した。現状の広

さや配置を考えると、パーテーションは不要

と考えている。 

５３ 畳の部屋があるのか。 実施設計において検討するが、閲覧席もソフ

ァや屋外ベンチなど色々な席を計画してい

る。 

５４ クールシェアという話もあったが、天井が高

いため、空調等の電気代が非常に掛かるので

はと想像できる。太陽光発電についての整備

は考えているのか。 

実施設計において、色々な可能性を検討した

い。一般的に人の流れが多い場所は、一定の

空気量を確保するために吹き抜けなどの対

応がされている。市内商業施設や公共施設に

も同様の空間がある。空調は床吹き出し方式

とし、建物全体の温度調整でなく、人の居る

部分を調整することから、維持管理費の抑制

に繋がると考えている。 

  



    

10 

 

５５ 延べ床面積が増えているが、２階を減らすな

どの対応をすればコスト縮減になるのでは

いか。 

防災備蓄倉庫を合築したほか、蔵書数１５万

冊を考慮し、ワークショップの意見等を踏ま

えて延べ床面積を増やした。また、柳商跡地

を都市公園とする計画であるため、公園面積

も一定の確保が必要と考えている。 

一部２階建てとし、ティーン図書エリアを配

置した。これはワークショップにおいて、中

高生は人目を気にするという意見を踏まえ

て配置した。 

５６ 凸凹した形状の建物は、建設コストが高くな

るのではないか。 

コスト縮減については、多角的に検討してい

る。周辺の芝生広場との一体的な活用を図る

ため、縁側等を含め、一部凸凹した形状とな

っている。魅力ある建物とするためには一定

のデザイン性も必要と考えている。 

５７ 多目的駐車場から雨天に関わらず、安全に移

動できるのか。 

３台の多目的駐車場を計画しており、屋根を

設けることで、雨に濡れずに安全に利用がで

きる。 

５８ 学生が多く利用する場所なので駐輪場を整

備して欲しい。雨の日でも利用しやすいよ

う、屋根を整備して欲しい。 

駐輪場は複合図書館の周囲に整備する予定。

屋根の設置も検討したい。 

５９ 管理費用を考え、芝生広場は面積を少なくし

てはどうか。高木等の樹木管理はどうするの

か。 

公園部分は基本設計を進めている段階。柳商

跡地を都市公園と位置付けるため、一定の公

園面積は必要と考えるが、維持管理経費を踏

まえて計画したい。また、管理業務に携わる

ボランティアも検討している。 

６０ 図書館だけでなく、屋外も多目的に利用でき

るような設備を考えて欲しい。 

公園部分は基本設計を進めている段階。屋外

活動も踏まえて、検討していきたい。 

６１ これだけの広さが本当に必要なのか。身の丈

に合うものを作ってもらいたい。 

蔵書数や面積については、日本図書館協会の

資料をもとに柳井市の人口規模で算出した。 

読み聞かせも難しい現在の柳井図書館の環

境で我慢をすることが身の丈ではないと考

えている。決して華美なものを作ろうとして

いるのではない。他市との文化的格差を解消

していきたいと考えている。 

６２ 柳井らしい建物にするよう、基本設計を見直

してはどうか。 

建設コストや維持管理コストも重要なこと

ではあるが、そればかりではなく、デザイン

性や機能性を踏まえた魅力ある施設とする

ことも必要だと考える。 
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６３ なぜ図書館建設のプレゼンテーションを子

どもたちにさせたのか。政治利用に見える。

市長の考えを全面的に出し、説得をされてい

けば違った形になったのではないか。後から

取って付けたようなやり方をするから、反対

されるのではないか。 

 

複合図書館の整備に当たり、子どもたちが考

え、自ら作ったという形で進めかったという

のが純粋な思い。 

柳商跡地ありきではないかという声もある

が、それも前提である。あのままではいけな

いという世論があったのも事実。財源や都市

計画用途地域の制約もある中で進める必要

がある。 

これまで図書館について色々ご意見をいた

だいた。それを受けての今回の整備である。 

６４ 私もワークショップにも参加したが、子ども

たちの思いが図書館づくりに反映された形

は良かったと考えている。 

複合図書館の機能を考える上で、ワークショ

ップなど市民と一緒になって考える機会を

設けた。整備後も市民が積極的に運営に関わ

っていただく仕組みを考えたい。 

６５ 子どもたちの将来のことを考えて、複合的な

機能を持った施設を整備することは無駄で

はない。 

柳商跡地の利活用として、本市の文化力を高

め、将来にわたって活躍する人材を育み、子

どものみならず大人も利用しやすく、学びや

すい施設整備とすることを考えている。 

６６ この建物をどうやって使いたいか、この建物

は使いやすいかどうかのワークショップを

開催して欲しい。 

ご要望により複合図書館に関する出前講座

を開催したいと考えている。 

 

 

【防災関係】 件数：８件 

Ｎｏ． 意見内容 回答 

６７ 図書館だけでなく、防災対策も必要ではない

か。 

柳商跡地は海抜１４ｍの高さにある。南海ト

ラフ地震等に備え、指定避難所としても活用

したいと考えている。 

６８ 南海トラフ地震は３０年以内に発生すると

予想される。図書館の維持管理費を防災に関

する費用に充てれば良いのではないか。防災

備蓄品をあまり所有されていないのではな

いか。 

本市も豪雨災害対策として東土穂石雨水ポ

ンプ場を約２５億円掛けて整備するなど

様々な防災事業を行っている。 

備蓄品は市内各地に保管している。複合図書

館にも防災備蓄倉庫を整備するので、計画的

に備蓄品を増やしていきたい。 

６９ マンホールトイレも下水道管が破損したら

役に立たないのでは。 

マンホールトイレは下水道管の破損時でも

対応できるよう、貯留槽を整備する。 

７０ 防災パーゴラというのはどういうものなの

か。 

防災パーゴラは東屋の周囲を幕で覆うこと

で、災害時には避難物資の受入場所等として

活用できる施設である。 
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７１ 津波が発生した場合の津波高を何ｍと考え

ているのか。柳井川の側に駐車場整備を考え

ているが、低い場所なので災害時に使えない

のではないか。 

南海トラフ地震における本市への最大津波

高は３．８ｍ、発生から１７４分で到達する

想定。柳商橋は４．９ｍの高さにある。 

７２ 避難については柳井の人口の何割が柳商跡

地で受け入れることができるのか。 

 

全ての人の収容は難しい。柳商跡地だけでは

なく、津波が発生した場合はまずは海抜１０

ｍ以上の高台へ逃げていただくよう説明し

ている。 

７３ 津波発生時の対象避難者として１万２千人

という数字が出ているが、この考え方はどう

なのか。 

津波浸水地域の人口は１万２千人だが、その

人だけが逃げれば良いという問題ではない。

大津波が発生した場合は、昼間に仕事等で市

内にいる人も含め、全ての人が海抜１０ｍ以

上の高台に避難していただくよう説明して

いる。 

７４ 逃げられない人たちをどうやって避難させ

るかが重要。市街地はそのような人が多いと

考えられる。 

自治会でどう避難するかなどを考えていた

だくためにも、自主防災組織を作る取組を行

っている。近所の人たちで助け合いながら避

難していただきたい。 

 

 【立地関係】 件数：１０件 

Ｎｏ． 意見内容 回答 

７５ 柳商跡地へのアクセスはどうなのか。 防長バスがＪＲ柳井駅から平日１４便運行

している。２区間、３分で樋の上バス停に到

着する。運賃は１７０円。そこから複合図書

館まで徒歩２分である。 

７６ アクセスが悪いのではないか。市民全員が対

象と言われたが、この場所へ行けない人もい

る。 

交通手段は人それぞれだが、多くの方は自家

用車を利用される。このエリアに２７０台の

駐車場を整備する計画。 

複合図書館に限らず、病院や駅へのアクセス

を含め、交通手段の確保は全市的な課題であ

り、市全体の移動手段をどうするかという視

点で検討したい。 

７７ アクセス面で課題のある中、市街地以外から

の誘客を考える必要があるのではないか。ま

た、市内循環バスなども必要ではないか。 

本市全体の地域公共交通との関連になる。ま

た、日積地区では予約制乗合タクシーがあ

り、今後停車場所としても考えられる。 
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７８ 駐車場から図書館までの高低差はどれくら

いなのか。 

複合図書館の海抜は１４ｍ、樋の上バス停付

近が５ｍ。現在の柳井図書館の海抜が１３ｍ

で白壁の町並みの入口付近が４ｍ。高低差は

さほど変わらないが、柳商跡地の方は距離が

短いため勾配がある。 

７９ あの坂は高齢者には上がれないのではない

か。今回の図書館はどのような配慮がされて

いるのか。 

複合図書館への進入路は、現在の校門側の進

入路だけでなく、南側に傾斜の緩やかな別の

進入路も整備する。 

また、複合図書館の周囲に一般駐車場７０台

と屋根付きの多目的駐車場３台を整備する。 

文化福祉会館北側に整備する約２００台の

駐車場から複合図書館へ向かうときにも、途

中で休める場所を整備する計画である。 

８０ 現在の図書館と同じように自転車で通える

ようにして欲しい。 

 

場所が変われば近くなる人、遠くなる人様々

いるが、対象は全ての市民。車・自転車・公

共交通機関と交通手段は多様であるが、街中

にこれだけの駐車場を確保できる場は他に

はないと考えている。 

複合図書館へは傾斜の緩やかな別の進入路

を整備し、駐輪場も配置する計画である。 

８１ 柳商橋付近は危険であり、尾の上側は入りに

くいと考える。道路が良くないと利用者は増

えない。柳商橋の交差点に信号をつけること

もできるのではないか。また、橋の拡幅もす

るほうが利用価値は高まると考えるがどう

か。 

柳商橋の交差点の問題については、柳井川と

の兼ね合いで、橋を拡幅しても交差点として

の安全性が担保し難い課題が残る。平成２８

年度に実施した基本構想策定業務において

駐車場や進入路を検討し、そのなかで女学校

橋から入るルートと定めた。 

８２ 柳井川沿いの駐車場部分への進入路は文化

福祉会館側の入口しかないのか。 

市道姫田古市線は柳井小グラウンド部分が

広いがその先は狭い。道幅を広くするなど危

険性をなくす取組も進めることも必要では

ないか。 

柳井川沿いの駐車場へは柳商橋からも入れ

るが、主要な進入路は文化福祉会館側からで

ある。 

市道姫田古市線は現在、幅員を１０．５ｍに

拡幅する工事を行っている。 

８３ 将来的には少子化が進むので、中学校は統合

されていく。このエリアを文教ゾーンと位置

付けるのは良いアイデアである。 

柳井小学校や柳井中学校はこの文教ゾーン

のなかにある。将来を踏まえて文教ゾーンと

いう位置付けとし、周辺施設と連携しながら

運営していく必要がある。 
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８４ 成功している図書館は商業地域に立地して

いる場合が多い。なぜ柳商跡地に図書館を建

てようと思ったのか。それは跡地の利活用あ

りきで図書館を建てるということになった

のではないか。 

市の中心にある柳商跡地を文教ゾーンとし

て整備していく方針から始まっている。 

他の自治体でも図書館がまちづくりの拠点

となっているところもある。 

 

【その他】 件数：４７件 

Ｎｏ． 意見内容 回答 

８５ 懇話会とは何なのか。これほどの大規模な事

業をどうしてそのメンバーで決めたのか。ど

うして市民を入れなかったのか。 

 

懇話会とは市長、市議会議長、地元選出県議、

柳井商工会議所会頭で構成している。県有地

である柳商跡地を柳井市に譲渡してもらう

ため、利活用計画について意見交換を行っ

た。このメンバーで全てを決めたわけでな

く、県への要望活動をこのメンバー中心に行

ってきた。 

８６ 無償譲渡と言われるが、図書館ありきで無償

譲渡なのか。県としては市にお任せするとい

うことではないのか。また、更地にしてもら

うのが無償譲渡ではないのか。 

 

譲渡に当たっては、懇話会メンバーで直接県

へ要望している。今回の計画を前提に県から

計画を支援するために無償譲渡いただいた。

また、市民だけでなく広域で、県民に開かれ

る施設であることを含めてご理解いただい

た。 

県は原則有償譲渡が基本スタンスであった。

柳商跡地のこれまでの経緯等を考えると、更

地にして、なおかつ無償でということを申し

上げるような状況ではなかった。合併特例債

も解体工事だけに充てることはできない。そ

の後の複合図書館等の整備を含めた計画で

あるため、解体工事にも充てることができ

た。 

８７ 建物を解体するのでなく、他に使える方法が

あったのではないか。 

校舎や体育館は耐震性がなく、補強も困難な

ことから解体した。既存施設でも耐震性のあ

るセミナーハウスと武道場は活用する。 

８８ 複合図書館のメインターゲットは誰なのか。

将来のことを考えてやっているのか。 

 

一義的には柳井市民であるが、交流人口の増

加を図るために、近隣市町との交流が生まれ

るような施設を目指し、本市の魅力に繋げて

いきたい。 
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８９ 目標数値をどのように設定されたのか。 目標来館者を１０万人とした。これは県内他

市町の図書館来館者数がその自治体の人口

の２．３倍程度であったことと、複合施設で

あることを考慮して設定した。 

９０ 目標数値が達成できるのか。人口増加が見込

めるなら可能性はあるが、人口減少の状況で、

人口を基準にした試算でなく、別の算出方法

を設定した方が良いのではないか。 

目標数値は柳井市民をメインターゲットに

する以上、現在の図書館の状況と本市の人口

をベースにしているが、類似施設の状況も踏

まえて設定した。 

柳井図書館の人口比での利用率は低い。目標

達成に向け、様々な試みを展開する必要があ

る。 

９１ 利活用方針が決まって１年程度。急ぐ必要が

あったのか。 

柳商跡地利活用事業は平成２４年から議会

とともに協議しながら検討を重ねてきた。平

成２９年９月に利活用方針を発表後、意見交

換やパブリックコメント等を行い、市民へも

説明してきた。 

柳商跡地整備事業では現在、解体工事や設計

業務等を行っているが、これに合併特例債を

充てている。特例債の活用に当たっては、一

つの事業のくくりとして切れ目なく継続し

て事業を実施する「事業の継続性」が求めら

れる。 

９２ 複合図書館を整備することは決定しているも

のなのか。説明の段階にきていると解釈して

良いか。 

 

平成２４年から検討を進め、昨年３月に基本

設計・実施設計、解体工事の予算を議決いた

だき、現在解体工事を含め様々な事業を進め

ている状況。また、複合図書館の基本設計が

完成し、地区説明会を実施している。 

仮に設計を実施したにも関わらず建設しな

いとなった場合、市としても大きな責任だと

考える。市議会では予算を承認いただき、一

緒により良いものをということでやってき

ている。 
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９３ この間の議会対応はどうであったか。議会の

承認がないと計画は進められないのではない

か。 

平成３０年３月議会において、解体工事や設

計業務の予算を含めて承認を得ている。建設

工事の予算は本年９月議会に提案予定。その

前提で設計業務等の予算を執行している。 

市議会においては柳井商業高等学校跡地利

活用調査特別委員会を設置いただき、柳商跡

地の利活用を進めるに当たり、より良いもの

を整備するために、調査・研究・審査いただ

いている状況。適時、説明を行い、手続きを

踏みながら進めており、市民に説明不足であ

るという反省に立って、地区説明会を開催し

ている。 

９４ 毎年出生数は減少している。子育て支援で立

派な計画は分かるが、人口減少対策に繫がる

整備にすべきではないか。 

少子化が進み、人口が減少するからこそ必要

な施設であると考える。子育て世代が希望す

る施設を充実することで、人口減少を抑制し

ていきたい。また、交流人口の拡大を図りた

い。 

９５ 高齢化の中で整備する必要はあるのか。 人生百年時代と言われているが、一方で高齢

化すると孤立してしまうという課題がある。

図書館は誰が利用しても無料、誰が行っても

居場所があり、人との出会いの場にもなる。

今は何をしてもお金のいる時代。高齢者にこ

そこのような施設が必要なのではないかと

考える。 

９６ 市外への転出者が多いが、図書館がないから

転出すると言われたことはない。具体的にど

れくらい人口が増えると思っているのか。 

総合計画では令和８年の人口を２万９千５

百人と想定している。２０年後は２万２千人

～２万４千人という推計もある。図書館を建

てるから人口が増えるとは必ずしも言えな

いが、様々な施策を積み重ねていくことが重

要と考える。 

９７ 文部科学省が人口減少時代の新しい地域づく

りに向けた社会教育の振興方策の中で、図書

館の活用を挙げられている。図書館をまちづ

くりの拠点としている自治体もある。 

全国には図書館を軸としたまちづくりを進

めている自治体も多くある。 

このエリアを文教ゾーンと位置付け、柳商跡

地とその周辺にある公共施設が連携して、本

市の文化や教育の振興を図りたいと考えて

いる。 
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９８ 突然持ち上がった計画である。一回立ち止ま

って、本当に図書館で良いのか。 

県との協議も含め、その都度議会とも協議

し、時間をかけてやってきた。情報発信が不

足していたことは反省しており、今後、市Ｈ

Ｐや広報などを通じて更なる情報発信に努

めたい。 

９９ 反対署名をどのように考えているのか。 

 

市民がご自分の意見を表明されることは、民

主主義の大切な要素であると考える。本来、

地区説明会はもう少し早く行う予定であっ

たが、各種事務の遅れで、このタイミングと

なった。 

色々なご意見をいただく中で、それに耳を傾

け、より良いものにしていくことが大事と考

える。最後には市長として賛成・反対を乗り

越えて一つにまとめていく努力をしていき

たい。 

１００ 反対と賛成の両方の意見があるので、民意を

問うのはどうか。もしくは市民投票はどうか。

それで賛成が多ければ自信を持ってやってい

ただきたい。 

市長という職はとても重い立場。反対署名に

対して市長の任を辞するということを軽々

に申し上げるつもりはない。 

１０１ 複合図書館を整備することによって、市民に

どういうメリットがあるのか。 

 

根本となるのは市民が主体的に学んでいく

ということ。今回整備する図書館に複合的な

機能を持たせることで、人との繋がりができ

る。また、少子化・高齢化という課題にも対

応でき、必要な施設と考えている。 

１０２ 複合図書館を多目的に利用できることに期待

している。地域もコミュニティ、自治会で図

書館を利用し、集い、楽しみ、色々な形で利

用する。そうすれば、柳井市のシンボルにな

るのではないか。 

複合図書館は図書館が中心にはなるが、様々

な機能を備えた図書館として計画している。

市民の様々な主体的な活動が実現できるよ

う整備したい。 

１０３ 柳井図書館は中国５県で最下位に近いレベ

ル。このような状況がずっと続いており、平

均レベルにする必要がある。このような現状

であることをまずは理解してほしい。 

現在の柳井図書館の来館者は全国平均の１/

３、貸出冊数は全国平均の１/２程度となっ

ている。これは蔵書の少なさやスペース不足

等によるものが要因であることは否めない

と考えている。 
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１０４ 大手企業のリサーチ、ビジネス分野からのデ

ータを活用し、利益面などの数字が見えると

説得力が得られるのではないか。 

 

行政と民間の違いというのもやはりある。考

え方としてはまち全体が一つの会社。税収、

国からの交付税で行政サービスを展開して

いく。 

特に子育て世代から、図書館をなんとかして

欲しいという声もある。子育て世代に定住し

ていただき、人口減少の抑制に繋げたい。 

１０５ 図書館のイメージが頭にあり、子育て支援や

防災、市民活動などの機能が頭にない。この

３つなどの説明が不足しているのではない

か。 

地区説明会でもその点は意識して説明させ

ていただいている。今後も広報や市ＨＰ等を

通じて情報発信していきたい。また、要望に

より出前講座等も考えてまいりたい。 

１０６ 市内１４箇所の地区説明会後、どこかで議論

できる場を用意できないか。 

要望により出前講座等を考えてまいりたい。 

１０７ 説明会を実施した効果の確認はどうするの

か。 

地区説明会での議論を踏まえ、新たな発想、

新たな展開に結びつけ、結果的に複合図書館

を整備して良かったと思っていただけるよ

うに今後も説明してまいりたい。 

１０８ 市民へ賛成・反対のアンケートをしてみては

どうか。 

アンケートというよりも、現在の整備方針等

に理解いただけるように説明することが重

要と考える。広報や市ＨＰでの情報発信のほ

か、出前講座を考えたい。 

１０９ この建物を図書館と言うからいけない。「お楽

しみ広場」と言えば良いのではないか。図書

館というから反対される。 

従来の図書館という概念ではなく、屋外も含

めて色々な活用ができる図書館であるとい

うことをご理解いただきたい。色々な目的の

中で本に親しんでいただき、互いに学び合っ

ていく空間としていきたいと考えている。 

１１０ 現在の図書館ではなぜ駄目なのか。 現在の柳井図書館の課題の一つが子どもの

読み聞かせのスペースが狭いという点。それ

に対し２畳分の畳を敷いて対応してきたが、

それが機能しているかというと、活用しづら

いという意見が多く、他の場所で確保するの

も難しいという状況であった。その他にも市

民からの意見にその都度対応はしてきたが、

蔵書数の問題など現状のスペースの中で対

応できないことが多くなってきた。 
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１１１ 市外にも図書館はある。わざわざ柳井の図書

館に来なくても良いのではないか。 

現在、柳井市民が他市町の図書館を利用して

いるという話を聞く。特に子育て世代はその

傾向が高い。一方で他市町から柳井図書館を

利用しているという話は聞こえてこない。 

現在の柳井図書館の来館者数や貸出冊数は

全国平均よりかなり劣る。今回の整備で他市

との文化的格差を解消し、他市町からも来て

いただき、交流が生まれることを期待してい

る。 

１１２ 現在の図書館をリフォームし、移動図書館バ

スを活用し、各地域へ図書館の方から出向く

方が良いのではないか。 

移動図書館については、一定の蔵書数があっ

て可能になると考えている。本市の人口から

すると蔵書は１５万冊程度必要。複合図書館

を中央図書館に位置付けて、まずはバスでは

なく公民館・学校図書館と連携しながら本の

充実を図りたい。 

１１３ 私は本をたくさん読まなくても良いと考え

る。学校図書館で十分であり、複合図書館に

たくさん本を整備する必要はないのではない

か。 

子どもたちや子育て世代の方々にまずは本

に親しんでもらいたい。大人になって本を読

むようにするには、小さいときから読書習慣

を身に付けることが必要。親から子どもへの

読み聞かせも必要と考える。 

１１４ 現在の図書館の活用はどうなるのか。 本市の歴史的資料や古い民具は主に旧給食

センターに保管しているが、市内各所に分散

している状態であり、その活用が従前から課

題となっていた。案の段階であるが、それを

現図書館に集めて保存・展示し、学習もでき

る場として活用したいと考えている。 

管理・運営は生涯学習・スポーツ推進課を現

図書館のあるサンビームやないに移転し、そ

の管理も合わせて行うことを検討している。 

１１５ 議会においても都市計画用途地域を変更して

体育館を建てたらどうかと質問があった。本

当に建てられないのか。 

都市計画用途地域は、弓道場整備に向けて１

段階緩やかにする計画。それにより体育館建

設も可能であるが、面積の制限や観客席が設

置できないなど、現在の体育館規模の建物は

整備できない。現在の体育館を当分の間は必

要な改修を行いながらうまく使っていきた

い。 
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１１６ 現状規模の体育館が整備できるような規制に

すれば良いのでは。市民が望むなら検討すべ

きと考える。 

現在、第１種中高層住居専用地域となってい

るエリアを、今の規模の建物が建てられる準

工業地域や商業地域に変更することは、容易

でないと考えている。 

１１７ 体育館や武道館に空調を整備し、大きな大会

を開催させるほうが良いのではないか。 

武道館については、建設に向けた利用者等と

の話し合いの中で、使用料が高くなるという

ことで空調を整備しない方針とした。武道関

係者のご理解の上進めたところである。 

１１８ スポーツ振興に繋がる整備を進めた方が良い

のではないか。 

現在、南浜スポーツゾーンの照明改修を行っ

ているほか、弓道場の柳商跡地への移転な

ど、スポーツ施設の整備も進めている。 

１１９ 西日本卓球大会が中止になったのはなぜか。

体育館の老朽化が影響しているのではない

か。 

西日本卓球選手権大会は体育館が老朽化し

ているから中止になったのではなく、全国で

大会が増え、参加者数の確保が課題となって

いるほか、主催者側も高齢化が進んでいるこ

とで休止となったと聞いている。体育館の問

題ではない。 

１２０ ビジコム柳井スタジアムの管が外れたと聞い

たがどうなのか。 

地盤沈下が原因でトイレの管が外れたが、修

繕は完了している。 

１２１ 新たに整備するのでなく、既存施設の有効活

用はできないのか。 

 

現在の柳井図書館はスペースが手狭という

状況の中で工夫をしてきているが、今回整備

することでこれまでの課題解消に繫がると

考えている。 

１２２ 体育館は今後どうするのか。 将来的な移転・再配置も視野に入れながら、

体育館は適宜修繕し、今後も使っていきた

い。 

１２３ 文化福祉会館は耐震性があるのか。 昭和４８年建設。耐震性はある。将来の人口

規模によっては、現在の文化福祉会館の役割

の一部を複合図書館が担うことも考えたい。 
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１２４ ハコモノをつくっても将来にわたって維持で

きるのか。 

市では公共施設等総合管理計画を定め、各施

設の個別管理計画も現在策定中である。複合

図書館も維持管理コストを考えながら管理

運営に努めていきたい。 

また、これからは単に同じ様な物を建て替え

るのではなく、集約化、複合化も考える必要

がある。将来的に文化福祉会館を建て替える

際には、同じ規模を建てるのでなく、周辺施

設との連携も視野に入れて検討したい。 

１２５ 現在の資源である現柳井図書館、サンビーム

やない、公民館、小中校、休校・廃校となっ

た校舎、民間の空き家など、そのようなもの

をどのように使うか知恵を絞るのが人づくり

になるのではないか。 

市も様々な事業を展開していく中で、今ある

施設をいかに有効に使うかという視点を持

って取り組んでいる。例えば小学校跡地にＩ

Ｔ企業のサテライトを誘致したほか、ＪＡ旧

支所を購入して公民館として活用するなど

の工夫を行ってきている。 

１２６ 萩市の旧明倫館小学校の問題は、市長と市議

会と市民が入り交ざって結論を出した。萩市

が取った行動と、柳井市が取ろうとしている

行動は民主主義という点で極めて違うのでは

ないか。 

萩市と共通した問題であるという認識は持

っていない。 

 

１２７ なぜ図書館がトッププライオリティなのか。 市は図書館だけでなく、毎年度様々な事業を

進めている。これが唯一のトッププライオリ

ティということではない。 

まず柳商跡地を市として利活用すべきとい

うことで、関係団体含めてこの間取り組んで

きた。市も潤沢にお金があるわけではない

が、賢くお金を使いながらやっていくという

ことで、有利な財源である合併特例債を活用

し、将来を見通した中でこの事業に取り組ん

でいる。 

１２８ あらゆる政策を絡めながら複合的、総合的に

柳井に住む良さを周辺市町含めて、大都市圏

からも戻ってきたいようなＰＲ・広報も必要

ではないか。人口を増やす起爆剤になり得る

のではないか。 

複合図書館のほか、企業誘致や新たな施策に

ついて広報・ＰＲに努めていきたい。 
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１２９ 柳井市に魅力はあるのか。 豊かな自然のみならず、各地域での夢プラン

やスクールコミュニティなどを通じて、地域

と行政が一体となって、人の魅力、地域の魅

力をさらにつくり上げていきたい。 

１３０ 人口が増えているところは、交通が便利にな

り、子育てがしやすい環境になっていると思

う。 

市内には宅地開発が進められているエリア

もある。人口減少の中でも生活の利便性や、

より良い子育て環境の充実に努めていきた

い。 

１３１ 柳商跡地利活用には、いじめ・虐待・養育放

棄された子供を支援する施設や障がい者就労

支援施設、引きこもりの方をサポートする施

設を整備してはどうか。 

先日、発達障がいの子どもを世話されている

方と話した際、現在の柳井図書館はそのよう

な子の利用は難しいが、複合図書館のスタジ

オも使えるのではないかというご意見をい

ただいた。複合図書館を多くの方にご利用い

ただきたい。 
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