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■柳井商業高等学校跡地利活用市民会議 第１クール（前半）取りまとめ                     

 

１ 会議内容 

 ①資料説明 

配布資料を使って、市民会議の概要、これまでの取組の経緯、利活用方法を検討する

上での前提（条件）の３項目について、事務局より説明しました。 

 ②質疑応答 

  ①の説明内容に関して、不明な点や第２クールに向けて確認したい点について、委員の方から質問

をいただきました。 

 

 

２ 開催状況一覧 

日程 時間 出席者数 会場 

令和 3 年 7 月  7 日（水） 13：30～15：00 17 人 

柳井市役所 

3 階大会議室 

令和 3 年 7 月  8 日（木） 19：00～20：30 13 人 

令和 3 年 7 月  9 日（金） 10：00～11：30 18 人 

令和 3 年 7 月 10 日（土） 10：00～11：30 15 人 

令和 3 年 7 月 12 日（月） 10：00～11：30 19 人 

 

 

３ 市民会議第１クール（前半）でいただいた質問とその回答 

 市民会議第１クール（前半）でいただきました質問とその回答を内容別に掲載しています。質問につい

ては、重複した質問を取りまとめています。また、回答内容については、より分かりやすくするために、

一部補足しています。 

 

【分類】 

 （１）現基本構想について    ・・・Ｐ． ２～Ｐ． ５ 

（２）防災について       ・・・Ｐ． ６～Ｐ． ７ 

（３）アクセスについて     ・・・Ｐ． ８～Ｐ．１０ 

（４）山口県との協議について  ・・・Ｐ．１１～Ｐ．１２ 

（５）都市計画用途地域について ・・・Ｐ．１３～Ｐ．１４ 

（６）財政について       ・・・Ｐ．１５～Ｐ．１６ 

（７）その他          ・・・Ｐ．１７～Ｐ．２０ 
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（１）現基本構想について 

No. 区分 内容 

1 【質問】 学園都市構想素案から現基本構想に至る経緯について、教えてください。 

 【回答】 柳商跡地一帯の「文教ゾーン」としての位置付けや、高等教育機関の誘致を計画する

「学園都市構想素案」（配布資料５ページ）は、平成２６年に市議会へ報告したもの

です。続く、平成２９年３月に策定した「基本構想」は、駐車場や進入路部分（配布

資料７ページ下段Ａ部分参照）等の配置案を計画したもので、柳商跡地全体の利活用

計画に先行して策定しました。 

その後平成３０年５月には、柳商跡地全体の利活用計画（配布資料６～７ページ参照）

を定めた「現基本構想」を策定しました。 

 

2 【質問】 現基本構想における文教ゾーンの中核施設として、都市公園を整備する考えを教えて

ください。 

 【回答】 柳商跡地の周辺には、文化・歴史・教育に関連した公共施設が多数立地していること

から、この一帯を「文教ゾーン」と位置

付けました。そのことを踏まえると、柳

商跡地全体を教養施設や運動施設など

の屋内施設も含む都市公園として整備

し、周辺の公共施設と連携した人づくり

につながる利活用を図る方針としてい

ます。 

 

3 【質問】 複合図書館の機能について教えてください。 

 【回答】 複合図書館は、①図書館機能、②市民活動支援機能（屋内・屋外含む）、③子育て支援

機能（屋内・屋外含む）、④防災機能（屋内・屋外含む）の４つの機能を持つ施設とし

て計画してきました。複合図

書館が、本や資料から知識を

得るだけでなく、利用者同士

の交流や、文化や教養に関す

る新しい体験、情報発信など

に活用できる場所となること

を目指すこととしてきまし

た。 
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4 【質問】 防災機能を備えた芝生広場とはどのようなものですか。 

 【回答】 配布資料７ページのＢ部分に整備する複合図書館周辺の芝生広場や駐車場に、防災設

備を配置する計画としています。具体的には駐車場の一部にマンホールトイレを整備

したり、芝生広場に防災パーゴラなどを整備する計画としています。 

5 【質問】 弓道場の整備について、弓道関係者の要望などは聞いていますか。 

 【回答】 現基本構想を策定する際に、柳井市弓道連盟の

方々と協議を行いました。その中で、射場を現状

の７人立ち（同時に７人が射ることができる）か

ら、大会運営などが行いやすい１０人立ちとなる

よう要望をいただいています。今後とも引き続き、

関係者のみなさんと協議を行っていきたいと考え

ています。 

 

 

6 【質問】 柳商跡地に駐車場を整備する必要性について教えてください。 

 【回答】 柳井金魚ちょうちん祭り、柳井まつりなどの大型イベントや、サンビームやない、

バタフライアリーナ、アクティブやない、文化福祉会館などの周辺施設で行事や大

会等が行われる場合を含め、一帯の慢性的な駐車場不足が課題となってきました。

このことについて、地元商工団体など

から要望も寄せられてきました。現状

は、柳井小グラウンドを臨時駐車場と

するなど対応していますが、グラウン

ドが傷んでしまうという問題もあるこ

とから、一定規模の駐車場が必要であ

ると考えています。 

■マンホールトイレ 

通常はマンホールの蓋がしてい

ますが、災害時にはその上に専

用の仮設トイレを設置すること

で、トイレとして利用できます。 

 

■防災パーゴラ 

通常は公園の東屋（あずまや）で

すが、災害時には周囲をテント

で囲むことで、避難物資の受入

等に活用できます。 
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7 【質問】 配布資料７ページのＡ部分とＢ部分に整備する駐車場は高低差がどれくらいありま

すか。 

 【回答】 Ａ部分に１９４台、Ｂ部分に７０台程度の駐車場整備を計画していますが、Ａ部分

は海抜５メートル、Ｂ部分が海抜１４メートルです。 

ちなみに、現在のサンビームやないも海抜１３メートルの位置にあります。今後Ｂ

部分への進入路を整備する際は、できるだけ緩やかな傾斜となるように計画してい

きたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 【質問】 配布資料７ページのＡ部分に整備する駐車場をサンビームやない利用者が使用する

となると距離があると思います。また、障がい者への配慮等について教えてください。 

 【回答】 安全にサンビームやないへ行くことが出来るよう、市道姫田古市線の整備を行ってお

り、歩道も広く確保しています。 

また、サンビームやない、バタフライアリーナ、アクティブやないにも障がい者用駐

車場を設けており、この度整備するＡ部分の駐車場には２台分のスペースを確保する

計画です。 

 

9 【質問】 自転車、バイクなどの駐輪場は計画されているのでしょうか。 

 【回答】 学生の利用も多く想定されるこ

とから、配布資料７ページのＢ

部分に屋根付きの駐輪場を整備

する計画です。 

 

 

 

 

駐輪場整備予定箇所 



5 

  

10 【質問】 配布資料７ページのＣ部分のグラウンドは、柳井商工高等学校硬式野球部が使用して

いますが、柳井商工高等学校のグラウンドを使用することはできませんか。 

 【回答】 広さ、環境、競技の性質などから、柳井商工高等学校のグラウンドを硬式野球に使

用することは難しいと考えています。 

 

11 【質問】 配布資料７ページのＣ部分のグラウンドは、当面は部活動優先としていますが、いつ

までの期間を想定しているのですか。また、将来の公共施設の再配置用地として、こ

こに新たな施設を整備すると考えて良いのですか。 

 【回答】 都市公園を供用開始するまでは、柳井商工高等学校が占用することについて、市と学

校間で合意しています。都市公園としての供用開始後は、まずは野球部のみなさんが

不安にならないよう、柳井商工高等学校と協議していきたいと考えています。 

 

12 【質問】 維持管理経費についてはどうなっていますか。市として負担にはなりませんか。 

 【回答】 試算では複合図書館部分の運営経費として５９，６４０千円を想定しています。（現

柳井図書館及びやない市民活動センターの平成２９年度決算額５２，５８２千円）。

ただし、これは今後複合図書館の運営体制等の検討により変更されることがありま

す。 

また、芝生広場部分や弓道場の維持管理費については、まだ設計を行っておらず、お

示しすることができません。しかしながら、コスト面については、当然のことながら

他の施設と同様に効率化に努め、工夫していきたいと考えています。 

 

13 【質問】 柳商跡地へ複合図書館を整備した場合、現柳井図書館は歴史資料館としての活用を検

討されているとのことですが、しらかべ学遊館との兼ね合いはどうするのですか。 

 【回答】 現在、市の歴史的資料、民俗資料、古文書等は、市内の複数の施設に分散して所蔵さ

れており、またその十分な活用ができていません。このため、現柳井図書館施設を、

これらを一括して所蔵・管理、そして活用できる本市の歴史資料の拠点施設としてい

くことについて、市教育委員会において検討しています。 

なお、民具等を展示しているしらかべ学遊館は、現状のまま活用することを想定しつ

つ、機能分担についても検討したいと考えています。 
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（２）防災について 

No. 区分 内容 

14 【質問】 柳商跡地周辺の海抜について教えてください。また、津波や土砂災害などの避難所と

しての指定状況について、教えてください。 

 【回答】 配布資料７ページのＢ部分は海抜１４ｍ、グラウンド（同図のＣ部部分）については

海抜１０ｍです。したがって、津波の影響が及ばない場所であり、グラウンドは、現

在「指定緊急避難場所」に指定しています。 

また、バタフライアリーナ付近の海抜は３．５メートルです。バタフライアリーナ

の耐震化と長寿命化を図り、今後洪水や土砂災害時の避難所としても活用できる施

設とするための調査検討業務を本年度実施いたします。 

 ■指定緊急避難場所一覧 ※柳商跡地周辺抜粋 

 ■指定避難所一覧 ※柳商跡地周辺抜粋 

 

15 【質問】 現基本構想における防災面の対策について教えてください。 

 【回答】 複合図書館内には、防災備蓄倉庫を整備するほか、様々な用途に使用できる１０箇所

の部屋（スタジオ）を、想定収容人数１８０人の「指定避難所」として活用する計画

としています。芝生広場については、質問 No.4 を参照してください。 

また、配布資料 8 ページのとおり、バタフライアリーナについては、大規模改修を行

い、耐震化・長寿命化を図るとともに、避難所としても活用できるよう整備すること

を計画しています。 
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16 【質問】 災害時に避難する場合は、様々な場所から出入りできることが必要と思いますが、柳

商跡地への進入路について教えてください。 

 【回答】 災害時を含め、柳商跡地への出入口は下図矢印（オレンジ色）のとおりです。現基本

構想では赤線・黄線で示した市道を主な進入路として車が離合できるように拡幅する

予定です。柳商跡地東側（下図の右側）からのアクセスについては、周辺が住宅密集

地で道幅も狭く、地元の生活道となっていることから、通常時には、赤線・黄線で示

した進入路を利用していただくよう、誘導を図りたいと考えます。 

 

17 【質問】 主な進入路が柳井川沿いということで、川が氾濫した場合、柳商跡地へ行くことがで

きないのではないですか。 

 【回答】 どの程度の災害が発生するかによりますが、洪水などが発生した場合、地形的に柳

井川の西側が低いことから、この進入路が浸水により通れなくなる可能性は低いと

考えます。 

災害が起きた場合は、自分がどこにいるかを踏まえ、避難する場所を判断いただく

必要があります。特に、津波の襲来が予想される場合は、まずはお近くの１０メー

トル以上の高さのある場所に避難することが基本となります。 

 

 

 

※柳井市洪水ハザードマップより 

※階段 

※通常は出入禁止 

※整備後に出入口とな
る予定です。 

柳井中 

進入路 

柳商橋 

柳中橋 

※徒歩のみ 
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（３）アクセスについて 

No. 区分 内容 

18 【質問】 柳商跡地は、柳商橋から高低差があるので、高齢者が利用する場合はあの坂を登るの

は難しいと思います。 

 【回答】 進入路については、整備を行う際には勾配

が緩やかになるように計画してまいりたい

と考えています。 

また、B 部分には７０台程度の駐車場を整

備する計画であり、Ｂ部分の利用者は主に

この駐車場を利用いただくことを想定して

います。 

 

 

 

 

 

19 【質問】 柳商跡地へのアクセス方法について教えてください。交通弱者対策をどのように考え

ていますか。 

 【回答】 公共交通機関については、柳商橋近くに「樋の上」バス停（防長バス。ＪＲ柳井駅

から平日１３便運行）があります。柳商跡地を含め、中心市街地へのアクセスな

ど、今後の公共交通の在り方について検討していることから、柳井市地域公共交通

会議の委員の皆さんに市民会議へご参画いただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樋の上バス停 
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20 【質問】 進入路は車の離合ができるような整備を行うのですか。大型バスの進入は可能です

か。 

 【回答】 女学校橋付近からの進入路は、十分に離合できる車道幅約６ｍ、歩道（自転車含む）

約３ｍを計画しています。歩道部分は柳井中学校の通学路であり、十分な道幅を確保

することとしています。 

また、配布資料７ページのＢ部分の駐車場への大型バスの進入は想定しておらず、道

幅が広がった市道姫田古市線を経由して白壁ふれあい広場などに駐車いただくこと

を想定しています。 

 

21 【質問】 柳商橋を広げる計画は考えましたか。また、整備後も柳商橋を利用することができま

すか。 

 【回答】 柳商橋の道路幅を広げての掛け替えにつ

いては、億単位の事業費が想定されま

す。また、橋を渡った先の県道側が変則

的な三差路となっており、交通安全確保

の観点から、現在は女学校橋からの進入

路をメインの進入路として整備すること

を計画しています。なお、柳商橋はこれ

まで通り通行することはできます。 

 

22 【質問】 女学校橋を広げる計画はありませんか。また、文化福祉会館の前の道路はカーブして

おり、幅員も狭くなっていますが、対応することは考えていますか。 

 【回答】 女学校橋については、歩道も整備されており、更に広げるとなると相当な事業費が必

要となります。また、女学校橋はまだ良好な状態でもあることから、引き続き活用し

ていきたいと考えています。 

文化福祉会館の前の道は、

緩やかにカーブしており、

歩道やセンターラインも

ありません。また、近くに

児童遊園もあります。今後

の状況を見ながら安全対

策を検討してまいります。 

橋を広げると危険な交差点 
になる恐れがあります。 

県道 
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23 【質問】 市道姫田古市線を３０ｋｍゾーンなどの指定をするなど、柳井小学校通学路としての

安全対策はできませんか。 

 【回答】 進入路として整備する柳井川沿いの道路については、柳井中学校の生徒の通学路とし

て、市道姫田古市線（下図の黄線）は柳井小学校の児童の通学路として利用されてい

ます。市道姫田古市線については、この度の整備により歩道を整備するなどの安全対

策を図りましたが、車道も広がったことで、通行される自動車速度も上がったことが

懸念されます。 

柳東小学校区では警察と協議し、「ゾーン３０」の指定をしていますので、同様の取

組について検討したいと考えます。 

 

24 【質問】 施設整備に伴う周りの交通量が増えることに対し、どのように想定していますか。 

 【回答】 整備後には通行量が増える中でも、柳商跡地への進入路は幹線道路ではないことか

ら、１日当たりの自動車交通量は１，０００台未満と予測し、それに応じた道路を

計画しています。柳井川沿いの歩道は通学路となっているため、整備に当たっては

安全確保に配慮していきたいと考えます。 

 

25 【質問】 進入路について、実際のところは柳井税務署側からの進入や柳商橋を利用される方も

多くなると思います。この道は狭いので離合もできない状況ですが、人が多く集まる

ことを前提にして、動線の計画を行っていただきたいと思います。 

 【回答】 柳商跡地東側からの道路は主に地元住民の方々が利用される生活道であり、車の離

合も難しい状況です。そのため、現基本構想で計画している柳商跡地西側からの進

入路について、道路幅を確保することで、こちらへの誘導に努めていきたいと考え

ます。 
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（４）山口県との協議について 

No. 区分 内容 

26 【質問】 平成２９年１１月、県知事・県議会議長・県教育政策課へ特別要望とありますが、ど

なたが要望に行かれたのですか。 

 【回答】 市長、市議会議長、地元県議会議員、柳井商工会議所会頭が要望に伺っています。県

教育政策課は別途文書にて要望を行っています。 

 

27 【質問】 平成２９年１１月の県知事・県議会議長・県教育政策課への特別要望及び１２月の市

議会報告というのは、どのような内容ですか。 

 【回答】 県知事・県議会議長・県教育政策課に対する特別要望では、柳商跡地全体を利活用す

るため、現基本構想の元となった利活用方針をお示しし、一括譲渡の要望を行いまし

た。その後、１２月の市議会定例会において、①平成２９年１１月に特別要望を実施

したこと。②これを受けて、県から柳商跡地全体を一括譲渡する旨の回答をいただい

たこと。③現基本構想の元となる利活用方針について、行政報告を行いました。 

 

28 【質問】 平成３０年４月の市議会で報告されたのは何ですか。 

 【回答】 平成３０年４月の市議会報告（配布資料 5 ページ）では、山口県との土地等の譲与

契約の締結に関する報告と、県へ示した利活用方針を元にした現基本構想の案を説

明しました。この現基本構想の案は、その後にパブリックコメントを実施し、５月に

策定、公表しました。 

 

29 【質問】 山口県との譲与契約書の「指定用途に供しなければならない」とは何ですか。 

 【回答】 譲与契約書にあります「指定用途」とは、「地域振興の用途」を意味します。「地域振

興の用途」とは、譲与契約に至る山口県との交渉において、県から「柳井市が策定し

た利活用計画の実現を支援するため、柳井商業高等学校跡地を一括譲渡する」との回

答を踏まえますと、基本的には県へ示した利活用方針のことであると認識していま

す。 
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30 【質問】 県との交渉の取組など市民の方にはどういう形でいつ頃説明されているのか、その

経緯を教えてください。 

 【回答】 柳商跡地の土地・建物ともに山口県の財産であったことから、市として利活用するた

めには、山口県から譲渡を受ける必要がありました。その交渉を進める上で、山口県

からは柳商跡地全体の利活用案を示すことを求められていました。一方、閉校後も柳

商跡地では柳井商工高等学校の生徒が部活動に使用していたことなどから、生徒・関

係者に不安を与えないよう配慮する必要があり、慎重に手続を進めてきました。 

そうしたなか、利活用の検討状況等については、時機を見て市議会に報告しつつ、市

民の皆さまにもその都度お知らせしてきたところです。 

平成２９年９月に利活用方針を記者発表して以降は、同年１０月の地元住民への説

明会を皮切りに、市内各地で説明会などを実施したほか、広報やないなどで情報発信

を行ってまいりました。 

 

●これまでに実施した主な説明会 

 

 

時期 内容 補足 

平成 29 年 10 月 

～平成 30 年 3 月 

利活用方針、現基本構想策定に向けた意見

交換会など 

34 回 

延べ約 1,100 人 

平成 30 年 4 月 

～平成 30 年 5 月 

現基本構想に関する地区説明会など 7 回、延べ約 250 人 

現基本構想に関するパブリックコメント 11 名、意見数 28件 

平成 31 年 4 月 

～令和元年 5 月 

複合図書館基本設計に関する地区説明会 14 回、延べ 715 人 
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（５）都市計画用途地域について 

No. 区分 内容 

31 【質問】 都市計画用途地域の変更手続の方法とその見通しについて教えてください。 

 【回答】 用途地域を変更する手続きとして、地域住民など利害関係者への説明会や公聴会を

開催するほか、山口県との協議を行う必要があります。最終的には、市の都市計画審

議会を経て決定していくことになりますが、その手続期間として半年程度要します。 

柳商跡地及びその周辺一帯は、古くから良好な居住環境に恵まれた住宅地が広がっ

ていることから、現在は「第一種中高層住居専用地域」に指定されています。このた

め、用途地域を大幅に変更することは避け、住居専用地域から１段階緩和した「第一

種住居地域」へ変更することが適切であると考えています。 

今後、柳商跡地全体の利活用の方向性が定まった後、適切な時期に、地元関係者の合

意を図った上で用途地域の変更手続を行う予定です。 

 

32 【質問】 第一種中高層住居専用地域について、建築物は２階以下となっていますが、地下は

使えるのですか。また、地盤の調査は行っていますか。 

 【回答】 地下を利用することは可能です。また、ボーリング調査を行った結果、当初の想定よ

りも軟弱地盤であることが分かりました。このため、旧校舎についても基礎杭が多

く使われていますが、その基礎杭を現状のまま地中に存置しています。 
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33 【質問】 以前建っていた柳商の校舎は４階建て（配布資料４ページ校舎写真参照）だと思い

ますが、これは特別な理由で建てることができたのですか。 

 【回答】 配布資料１４ページの用途地域による制限の例にあるとおり、用途上は学校施設と

して４階建ての校舎を建てることができました。 

 

34 【質問】 柳商跡地のうち、グラウンドや武道場などは、現在も学校の部活動として使用して

いるので、学校用地として扱うことはできないのですか。 

 【回答】 土地・建物とも市へ譲渡されており、今後は学校施設としてではなく、公園施設の例

えば運動施設などとして使用していくことになります。 
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（６）財政について 

No. 区分 内容 

35 【質問】 概算事業費が平成３１年４月時点よりも増えている理由について教えてください。 

 【回答】 複合図書館建設工事については、実施設計による結果を踏まえて計上しています（平

成３１年４月時点の表にある「その他付帯工事」を含めて計上）。また、平成３０年

に発生した大阪北部地震を受けて危険ブロック塀対策工事を追加計上しています。

「各種設計業務ほか」には工事費に含められない備品等の予算も追加計上していま

す。 

 

36 【質問】 柳商跡地整備事業で活用する財源として、合併特例債のみを考えているのですか。 

 【回答】 配布資料９ページで想定している概算事業費の財源として合併特例債のほかに、国か

らの補助金、合併特例債以外の地方債や市の一般財源を活用する予定です。 

 

37 【質問】 合併特例債について、どこから借り入れるのですか。 

 【回答】 合併特例債を含めた地方債は、県との協議により借入額や借入期間などが決定され、

借入先と利率などを協議します。借入先は政府系資金や銀行からの借り入れとなりま

す。 

 

38 【質問】 柳商跡地整備における地方債について、基本的に何年で返済を考えているのですか。 

 【回答】 ３０年程度の長期返済を考えています。 

 

39 【質問】 合併特例債の期限が令和６年度ということになっていますが、これは整備におけるど

の段階の期限ということですか。 

 【回答】 工事が完了した段階で借り入れますので、工事の完了が令和６年度までの計画とする

必要があります。 

 

40 【質問】 合併特例債は整備後の維持管理費にも活用できるのですか。 

 【回答】 合併特例債は整備費のみが対象ですので、維持管理費には活用できません。 
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41 【質問】 合併特例債を普通交付税に算入すれば、その分他が減るということはないのですか。 

 【回答】 普通交付税は毎年国から交付されるものです。その普通交付税を算定するための、

様々な項目があり、その項目の１つとして合併特例債の返済額を計上することになり

ます。これを行うことで、他の財源が減るということはありません。 

 

 

42 【質問】 配布資料１６ページに記載されている事業の継続性と一体性というのはどういうこ

となのですか。 

 【回答】 「継続性」とは、合併特例債などの地方債を借り入れるための事業計画を立てる際、

毎年度事業を継続して実施していくことが必要で、例えば１年だけ工事を実施して数

年間期間を空けるというようなことはできません。 

「一体性」については、例を挙げますと、通常解体工事だけでは地方債を借りること

ができません。その後に何かを整備する計画があることで、解体工事にも地方債を活

用することができることを意味します。 
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（７）その他 

No. 区分 内容 

43 【質問】 これまでの取組の経緯の中における市議会報告というのは、議会の承認を得たという

ことで捉えてよろしいですか。一方的に報告しただけということで捉えた方が良いの

ですか。 

 【回答】 配布資料５ページの市議会報告は、いわゆる議決ではなく、全員協議会等で状況を報

告したものです。その際には意見をいただくほか、質問にお答えするなどしてきまし

た。 

一方で、配布資料４ページの予算編成の経緯のように、予算については議決をいただ

いて事業を進めています。 

   

44 【質問】 平成 30 年 6 月に設置された柳井商業高等学校跡地利活用調査特別委員会は、どうい

う目的で設置されたのですか。 

 【回答】 現基本構想がより優れたものとなるよう、市議会において調査・研究・審査を行うこ

とを目的に設置されました。 

 

45 【質問】 整備に向けたスケジュールについて、教えてください。 

 【回答】 通常、施設の整備に当たっては、有利な財源を模索・検討し、活用することになりま

す。柳商跡地整備事業では、社会資本整備総合交付金（国補助金）と合併特例債を活

用する計画です。合併特例債の期限が令和６年度となっており、令和６年度に整備を

完了することができるよう、年内には柳商跡地利活用の方向性を定める方針です。 

 

46 【質問】 柳井商業高等学校というよりも「翠が丘」という言葉の方が懐かしい。整備後の施設

に「翠が丘」という名称を採用しませんか。 

 【回答】 名称については整備をしていく中で、これまでの歴史を踏まえて検討していきたいと

考えています。 
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47 【質問】 解体工事で存置している基礎杭の状況について、教えてください。 

 【回答】 旧校舎及び旧体育館の基礎杭を約７００本程度存

置しています。これは引き抜きによる地下水系へ

の影響及び地層変動による周辺の市道や住宅への

影響を抑えるためです。 

このため、計画に当たっては、重量のある躯体の建

物などを避けるとともに、建設工事時に設置する

基礎の支障となる箇所以外は、基礎杭を存置させ

る予定です。 

 

 

 

 

48 【質問】 柳商跡地の形状が配布資料６ページと８ページとで、少し異なっていますが、その違

いは何ですか。 

 【回答】 配布資料６ページは旧柳井商業高

等学校の用地ですが、配布資料８ペ

ージは一部民地を買収した箇所

も加えた部分を追加していま

す。 

 

 

 

49 【質問】 やまぐちフラワーランドでも、絵本を置くなど子育て支援の取組を行っています。そ

れとの兼ね合いについて教えてください。 

 【回答】 複合図書館では、充実した児童図書を用意し、雨の日でも読み語りができるような空

間を作るなど、子どもたちが本に親しむ機会を作っていくことを構想してきました。

子育て支援という点では、それぞれの特性に応じた役割を担えるのではないかと考え

ます。 

 

50 【質問】 柳井市文化福祉会館は建設後何年経過していますか。耐震構造はどうなのですか。複

合図書館と並列して移転をすることは考えられますか。 

 【回答】 柳井市文化福祉会館は昭和４８年に建設をされ、建設後４８年を経過していますが、

耐震性には問題ありません。これまでにバリアフリーのための大規模な改修工事を行

っていますので、当面は現施設を有効活用していくこととしています。 

 

用地買収箇所 
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51 【質問】 バタフライアリーナを耐震化して避難所として活用することを計画しているとのこ

とですが、空調の整備やバリアフリー化も検討されるのですか。 

 【回答】 先の市議会６月定例会で、耐震化等の大規模改修をするための調査検討業務に係る予

算が議決されました。これに基づき、本年度、耐震化だけでなく空調やバリアフリー

設備について検討します。 

 

52 【質問】 現在のバタフライアリーナは整備後数十年経過しています。耐震性の改良を加えるよ

りも柳商跡地にアリーナを整備した方が良いのではないですか。 

 【回答】 柳商跡地の現在の都市計画用途地域は、「第一種中高層住居専用地域」であるため、

バタフライアリーナと同規模の体育館を建設することはできません。 

商業系や工業系の用途地域へ変更すれば、これも可能となりますが、当該地区の良好

な住環境を保護しつつ、柳商跡地の利活用を進めていくため、住居系の用途地域から

大幅に変更することは避けるべきと考えています。 

 

53 【質問】 利益を生むような施設を考えることも必要ではありませんか。 

 【回答】 柳商跡地に限りませんが、投資して施設整備をすることによって生まれる利益は、金

額面だけで測れないと考えます。柳商跡地整備後の運営面も含めて、投資に見合う効

果を市民とともに考え、創っていきたいと考えます。 

 

54 【質問】 柳商跡地の利活用について、現計画を変更する可能性もあるということですか。図書

館ありきで議論するのですか。 

 【回答】 現基本構想は、様々な手続きを経て策定され、現在までこれに基づき事業を進めてき

ました。しかし、この市民会議は図書館ありきで議論する訳ではありません。 

柳商跡地全体の望ましい利活用方法について、第２クール（後半）でご意見をいただ

き、それらを踏まえ方向性を定めていきたいと考えています。 

 

55 【質問】 この会議で何を議論するのか明確でないと思います。何について議論をしましょうと

いう話をしていかないと各論各論で終始してしまう気がします。 

 【回答】 市民会議は、柳商跡地の利活用について、委員の皆さんから幅広に建設的なご意見・

ご提案をいただくことを目的としています。そのため、まず第１クールでは、①本市

がこれまで取り組んできた経緯②利活用方法を検討する上で前提となる制度面など

の条件などについて説明させていただきました。 

第２クール（後半）では、委員の皆さまからどのような活用を図っていくべきかにつ

いて、ご意見・ご提案をいただきたいと考えています。 
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56 【質問】 高校生や子育て世代についての意見などを聞かれるのか、教えてください。 

 【回答】 施設整備だけでなく、その運営についても利用者の視点は重要と考えます。今年７月

中旬から始まる「市民と市長と気楽にトーク」や、市内の３つの高等学校生徒との意

見交換を通じて、本事業を含め、まちづくりに対して幅広くご意見をお聞きしたいと

考えています。 

 

57 【質問】 この計画について反対意見もありますが、市として何について反対しているのか掴ん

でいらっしゃいますか。どのように対応していこうと考えていらっしゃいますか。 

 【回答】 今までお聞きした中では、実に様々な観点から、この事業に対する反対意見を伺って

います。 

市としては、多くの市民の方に、柳商跡地利活用に政策的意図をもって取り組んでき

たこれまでの経緯や、制度面での条件があることを知っていただき、ご理解いただく

ことが重要と考えます。この市民会議なども含めて、市としての取組、考えをしっか

り伝えていき、より良い利活用についてご提案いただき、反映させていきたいと考え

ています。 

 

58 【意見】 花と本に集客力があると思っており、現在の計画は個人的にワクワクしています。ぜ

ひ目の前のハードルを一つ一つ向き合っていただき、進めていただきたいと思いま

す。 

 

59 【意見】 基本構想が万が一の事故などを想定していることをアピールできるものである必要

があると感じました。想定の範囲を広くして、想定外のことを意識しながら、安全対

策など進めないといけないと思います。 

 

60 【意見】 この公園が整備されたときに、どの世代の人が、どういう風に使うことができるのか、

どんな機能があるのかなど具体的なイメージができると、行ってみたいなと思うので

はないでしょうか。良さだけでなく、課題面も知りたいところであるので、その点を

具体的に示していただき、将来の姿をしっかり伝えていただけると良いと感じまし

た。 

 

 

 

 


