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■柳井商業高等学校跡地利活用市民会議 第２クール（後半）取りまとめ                     

 

１ 会議内容 

 ①資料説明 

第１クール（前半）取りまとめ資料、当日配布資料の紹介を行ったほか、意見交換を

行う上での注意点やお願いについて、事務局より説明しました。 

 ②意見交換 

  委員から跡地利活用に関するご意見・ご提案や第１クール（前半）取りまとめ資料に関する質問をい

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２７日（火） 10：00～11：30 14 人 

柳井市役所 

3 階大会議室 

令和 3 年７月３０日（金） 13：30～15：00 17 人 

令和 3 年７月３１日（土） 10：00～11：30 16 人 

令和 3 年８月 ３日（火） 10：00～11：30 18 人 

令和 3 年８月 ５日（木） 19：00～20：30 14 人 

※委員３名については都合により欠席 

 

 

３ 市民会議第２クール（後半）でいただいたご意見・ご提案 

 市民会議第２クール（後半）において、委員からいただきましたご意見・ご提案を開催日ごとに掲載し

ています。また、ご質問につきましては、最後にまとめて掲載しています。 

 

【目次】 

（１） 市民会議７月２７日（火）開催分 ・・・ Ｐ． ２～Ｐ． ６ 

（２） 市民会議７月３０日（金）開催分 ・・・ Ｐ． ７～Ｐ． ９ 

（３） 市民会議７月３１日（土）開催分 ・・・ Ｐ． ９～Ｐ．１１ 

（４） 市民会議８月 ３日（火）開催分 ・・・ Ｐ．１１～Ｐ．１５ 

（５） 市民会議８月 ５日（木）開催分 ・・・ Ｐ．１６～Ｐ．１９ 

（６） 会議後にいただいたご意見・ご提案 ・・・ Ｐ．２０～Ｐ．２１ 

（７） 市民会議第２クールでいただいたご質問とその回答 ・・・ Ｐ．２１～Ｐ．２３  
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（１）市民会議７月２７日（火）開催分 

No. ご意見・ご提案 関連キーワード 

１ 

市民会議は現行案に対する賛成・反対を議論する場ではないと言われ

ました。しかし、複合図書館に対する反対意見があったということで、

この場があると私は捉えています。反対する内容は、複合図書館が駄

目だという意見なのか、柳商跡地に建物を整備するのが駄目なのか、

どういう反対意見なのですか。例えば、お金をかけて整備する必要が

ないという意見が多いのであれば、この市民会議の方向性が間違って

いると思います。そうだとしたら、ゼロベースからどうするかという

ところからスタートしないといけない。それを飛び越えて進めている

気がします。私は柳商跡地に良い物を整備したいと思う立場ですが、

今後市民会議で出された意見が、再び反対意見と食い違っていたり、

意見がぶつかった時に頓挫することを危惧しています。したがって、

反対意見があることをどう捉えているのかが見えてこないし、そこを

心配しています。 

 

 

【市民会議の在り方】 

 

２ 

図書館というのは非常に良いものだと思いますが、柳井市には他にも

やらないといけないことがあると思います。それを解決した後に進め

ていけば良いと思います。 

例えば、市が管理する道路の改良をするべきだと思います。余田から

柳井中学校の道路（県道柳井玖珂線（一部）、市道北部柳井田布施線）

の改良をするべきではありませんか。その他にも、体育館、ビジコム

柳井スタジアム、その他県道柳井上関線伊保庄バイパス、県道柳井玖

珂線、国道１８８号柳井平生バイパスなど、たくさんあります。柳商

跡地利活用の前に進めるものがあると思います。 

また、柳商跡地沿いにある井向川の管理は市がしているのですか。以

前は柳商跡地周囲にも農地が多くありましたが、住宅地に転用されて

います。周辺の溝もなくなっており、水害時に心配です。 

 

 

【市政に関すること】 

３ 

毎年、山口県総合社会福祉大会が市町持ち回りで行われますが、柳井

市での開催を誘致したいと思っています。サンビームやないの収容人

数は約１，１００人くらいだと思いますが、県内から来られる大型バ

スの対応ができるようお願いしたいと思います。女学校橋から市道姫

田古市線の整備や柳商橋を新しく整備すれば、文化福祉会館北側に整

備する駐車場にスムーズに行くことができるのではないか思います。

現在の計画ではカーブが多く、大型バスがスムーズに通れないと思い

 

【駐車場】 
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ます。この点を解消すれば、サンビームやないの稼働率も上がるので

はないでしょうか。 

 

４ 

維持管理費についての説明がもっと必要だと感じています。私達より

次の世代、意見を言うチャンスのない世代に対して説明ができる資料

が必要だと思います。図書館は心を育てるものですからあった方が良

いと思いますが、次の世代に負債を残していくことに疑問が少し残り

ます。 

柳商跡地については、現行案のままで進めようとしているように感じ

ました。もっと広域の方の意見も聞いて欲しいと申し上げましたが、

市民と市長と気楽にトーク、子育て世代の意見も聞くとありましたの

で、利活用する若い世代がどういう意見を持っているかによって、今

後計画も変わることを期待します。 

私は柳商跡地利活用に対して、できれば市民に還元するだけではなく、

お金を生むような機能を持たせてほしいと思います。市の財政も苦し

い中、また人口が減っていくことが分かってる中で進められるのであ

れば、きちんとした計画を練られていくことを期待します。その中で

利用料収入を得ることができる公共施設として、体育館もあり得るの

ではないかと思います。 

 

 

【維持管理費】 

【市民会議の在り方】 

【体育館】 

５ 

バタフライアリーナの大規模改修は、非常に予算が必要となると考え

られます。したがって、都市計画用途地域を商業系や工業系へ変更し

てでも、柳商跡地へ体育館を整備した方が良いのではないでしょうか。 

これまでバタフライアリーナは多額の修繕をしています。築年数を考

えて欲しいと思います。 

柳商跡地に図書館と体育館を併せたものを建てれば良いのではないか

と思います。また、現在の体育館跡地は駐車場にすれば良いと思いま

す。 

文化福祉会館北側に整備する駐車場の計画台数が１９４台とあります

が、障がい者用駐車場が２台しかありません。増やした方が良いと思

います。 

現在、卓球部が使用している武道場の機能も新しく整備する体育館に

含めることも可能ではないでしょうか。 

芝生広場については、人工芝を整備することで、将来的な維持管理費

を抑えることができると考えます。 

 

 

【都市計画用途地域】 

【体育館】 

【駐車場】 

【芝生広場】 
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６ 

防災機能を備えた芝生広場については、是非整備いただきたいと思い

ます。マンホールトイレや防災パーゴラはもちろんのこと、非常時に

かまどとして活用できるものや、井戸も整備したりすることも検討い

ただければと思います。 

維持管理費に関して意見が出ています。その試算として約６千万円と

ありますが、実際建ててみたら維持管理費が倍になったということで

は、市民の皆さんが納得しづらいと思います。現実に近いシミュレー

ションをしていただきたいと思います。若干の誤差は仕方がありませ

んが、情報を早く開示していただきたいと思います。 

市民全員の合意形成は難しいと思います。なるべく多くの市民の皆さ

んから理解と協力をいただいた上での計画、実施となることをお願い

します。 

 

 

【防災機能】 

【維持管理費】 

 

７ 

私の高校時代の図書館は現在の松嶋詩子記念館でした。とても図書館

と呼ばれる建物ではありませんでした。その後、サンビームやないに

隣接して整備され、何回か利用しましたが狭くて、夏休みなどに利用

しようと思っても使えるような広さではありません。ここは図書館で

はなく、図書室かと思うほどで、他市の図書館を利用する人もいると

聞いています。 

私は図書館ができるということは大賛成です。他市では図書館を様々

に活用され、毎週イベントを企画されたりしています。維持管理費を

抑えるがために、様々な企画ができないということにならないように

お願いしたいと思います。例えば、テナント募集するスペースを作っ

て収入を得るというのも良いのではないかと思います。 

また、白壁の町並みも含めた観光客の誘致も考えていただきたいと思

います。 

 

 

【図書館】 

【維持管理費】 

【観光】 

 

 

 

８ 

複合図書館について、現行の設計のままで進めようと思っているので

しょうか。あるいは白紙にするのでしょうか。 

この市民会議は、複合図書館ということを頭から外して、市民の皆さ

んが実現して欲しいことを集めて、案を作っていこうという会議だと

思っていました。設計は既に決まっているので変えれませんというこ

とであれば、我々は何を議論するのかということになります。 

設計は変更できないというのであれば、その中で議論できる余地を探

っていく話をしないといけないかと思います。最初にこういう意見が

欲しいと言ってもらえれば分かりやすかったかなと思います。 

 

【市民会議の在り方】 
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９ 

今年度、バタフライアリーナの大規模改修に向けた調査業務を行うと

いうことでしたが、私は体育館を柳商跡地に整備し、図書館を文化福

祉会館周辺に整備してはどうかと思います。 

柳井はスポーツのまちとして知られていますが、なかなか大きな大会

が開催できない状況にあります。大会や合宿を行うことができれば、

宿泊業にも効果があると思います。文化に関する施設は標高が高いと

ころではなく、低い場所にあった方が良いと思います。文教ゾーン全

体のゾーニングをもう一度検討いただきたいと思います。 

周辺の施設全体にかかる費用を想定し、どうしていくのが一番効果的・

効率的なのか、くれぐれも次の世代に多くの負担が掛かることがない

よう進めていかれることを願っています。 

 

 

【体育館】 

【維持管理費】 

 

１０ 

柳井市民だけでなく、近隣自治体の人も行きたいと思えるような施設

を作って欲しいと思います。私は柳商跡地に図書館が整備されること

は嬉しく思っています。 

図書館といえば無料で本を貸し出す場所というイメージを持たれる方

も多いと思いますが、今は個々の問題解決の手助けができ、地域を支

える情報拠点としての役割が注目されています。図書館は私達の暮ら

しを豊かにする可能性とチャンスを与えてくれるのではないかと思い

ます。 

図書館で地域の方々が集い、誰でも気持ちよく使える市民の共有財産

となっていけば良いなと思っています。図書館のように赤ちゃんから

お年寄りまで使える公共施設というのは、あまりありません。 例えば

小さいお子さんが本の読み聞かせを聞いている間、お母さん同士が情

報交換をしたり、育児の悩みについて司書に相談したら、参考になる

ような本を紹介してくれるといったこともできます。お年寄りにはデ

イサービスの一部として図書館を利用してもらったり、簡単な体操を

してもらったり、更にはその体操の本を借りることもできます。 

柳商跡地に図書館ができたら柳井小学校・柳井中学校という、柳井で

一番大きい学校の間に位置することになります。現在、不登校が問題

になっており、なかなか学校に足が向かない子たちもいますが、そう

いう子ども達にこそ本が大切なのではないかと思います。その一角で

フリースクールのようなものを開催し、子どもたちがそこに通うこと

ができるようになると素晴らしいと思います。 

図書館はそういう可能性も秘めていますが、こういうサービスをする

にはハード面だけでなく、ソフト面の充実が重要ですので、優秀な司

 

【図書館】 

【ソフト面の充実】 
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書さんも必要です。ただ、今の狭い図書館ではそういう企画もなかな

かできません。 

今、文部科学省が学習指導要領に掲げているアクティブラーニング、

自分達で問題を提起し、見つけて探究する学習では、ネットから得ら

れる情報だけではなく、資料の中から自分で見つける情報が非常に大

切になります。沢山の本がある空間を散策しながら、情報を得て新し

い発想が生まれる。そういった観点からすると、広いスペースに本が

並んでいるということは非常に重要です。優秀な職員というソフト面

と、皆が利用しやすいハード面その両面が必要だと思います。 

中高生も学習室があったり、談話室が整備されているような図書館が

楽しみという子ども達も多いです。整備する以上は、中途半端なもの

を作ったのでは数年後に狭かった、使いづらかったということになっ

てはもったいないので、少し予算を掛けてでも皆が利用しやすいもの

を整備いただきたいと思います。 

 

１１ 

財源について、合併特例債の借入額を減らすことによって、市全体の

返済額を減らし、別の整備に充てたりできるのではと思ったのですが、

整備する建物は、色々な用途に使えるようにすべきだと考えました。 

私はハード面よりも、ソフト面を充実して欲しいと強く考えています。

市政における文化的・体育的な活動を見ても、もう少しそういう面に

力を入れて欲しいと思っていたからです。 

財源として、合併特例債を活用するのは貴重なチャンスだと思います

ので、ハード面にお金を使うとしても、例えば蔵書数にあまり拘らず、

インターネットや電子書籍を活用してはどうかと思います。 

また、廃校になった場所をうまく活用すれば古文書の展示なども十分

できるのではと思いますし、例えばスクール・コミュニティという観

点からすれば、空いた教室などを不登校の生徒に活用することもでき

ると思います。 

人材については、将来的にもとても大事ではないかと私自身強く思っ

ています。とにかく借金を減らし、人材を登用・活用をするシステム。

それをやらないとせっかくの建物がかわいそうだと思います。 

例えば、サンビームやないは図書館の併設みたいな状態であり、利活

用について十分活用されているかというと私は疑問符が付きます。こ

れからハード面をやる場合、ソフト面をいかにしていくか十分考慮し

ていただけるよう、お願いいたします。  

 

 

【維持管理費】 

【ソフト面の充実】 
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（２）市民会議７月３０日（金）開催分 

No. ご意見・ご提案 関連キーワード 

１２ 

複合図書館という名称のインパクトが強く、お年寄りの方はあまり関

係がないという印象です。 

一方で防災機能については、関心が強く、そういった整備を望まれて

いる方も多くおられます。 

施設の名称を、例えば複合図書館防災センターとする方が分かりやす

いかと思いますし、我がまちに防災センターという名のつく建物があ

ると、頼りになると思います。 

 

 

【施設の名称】 

１３ 

子どもとお母さん方が利用される施設となることを希望します。乳幼

児は騒いだり、動き回ったりしますので、怪我をしないように、また

防音機能も整備していただきたいと思います。保護者同士の交流とい

うのも重要ですし、子育ての息抜きの場となることもお願いしたいと

思います。屋外には芝生を整備し、子ども達が裸足で遊べるような場

所があると良いと思います。 

また、防災関係ですが、連合婦人会で年１回防災訓練をしております。

年１回は訓練を各地域で実施できたらと思います。防災に関する情報

なども得られるような整備をお願いしたいと思います。 

 

 

【子育て支援】 

【芝生広場】 

【防災機能】 

１４ 

施設の名称を防災センターとすることに賛成です。柳井市には防災セ

ンターと名がつく施設がありません。最初からそういう名前があると

市民の皆さんも理解が得られるのではないでしょうか。 

 

 

【施設の名称】 

１５ 

複合図書館には専門の職員が常駐でいると良いと思います。司書さん、

保育士さん、看護士さん、民生委員さんなどそれぞれの分野の専門の

職員がいると、皆さんも安心してお子さんを連れて来られるのではな

いかと思います。 

市民活動支援機能ですが、様々な団体などが利用しやすく、サポート

できるような整備をお願いしたいと思います。 

 

 

【職員体制】 

【市民活動】 

１６ 

防災面において、市の中心部にあるバタフライアリーナは避難所とし

て、一番中心になるべき施設だと考えています。バタフライアリーナ

の耐震化と長寿命化については、市議会においても、その必要性につ

いて理解をされ、そのための調査検討業務に係る予算を６月議会にお

 

【体育館】 

【都市計画用途地域】 

【図書館】 
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いて可決されたものと考えています。調査費の予算が成立したという

ことは、その方向で進めていくということだと思います。今後またバ

タフライアリーナは数十年利用することができるようになると思いま

す。 

柳商跡地への体育館建設という意見について、第１クールで説明のあ

ったとおり、当該地区の良好な住環境を保護するという観点から、都

市計画用途地域を大幅に変更することは避けるべきという考えは理解

できますので、柳商跡地への体育館の建設というものは適当でないと

思います。 

複合図書館の建設について、何故反対意見があるのかというものを考

えますと、長年広大な遊休地である柳商跡地の利活用について、市民

は非常に大きな期待を持っていたと思います。期待が大きかった分、

図書館と聞いて落胆があったのではないかと考えています。現在の図

書館は決して多くの市民が利用している訳ではないと思います。１日

の平均の利用者は約１５０人。市民の一日の利用率は 0.5％となりま

す。図書館という単独施設より多目的施設となるよう、色々な機能を

付け加えたようにも見えます。 

また、柳井市文化福祉会館やバタフライアリーナ、一部の公民館に比

べ、現在の柳井図書館は年数がそれほど経過していないということも

反対する理由であると思います。 

柳商跡地の望ましい利活用方法については、この市民会議、市長と気

楽にトーク、高校生との意見交換などにおいて意見を聞くということ

ですので、慎重に検討してほしいと思います。 

 

 

１７ 

周辺に小・中・高校が集まっている文教ゾーンに図書館が出来たら、

学生にとって素晴らしいと考えています。他の図書館へ行ってみると、

特にテスト週間は中高生が勉強をしに図書館を利用しています。柳井

市にとっても、未来を支える子ども達が学べるような環境を整えてい

くのも大事なのではないかと思います。 

現在、ＧＩＧＡスクール構想ということで、小中学生は一人一台 iPad

を貸与され、子どもたちもそれを使って学ぶ環境が整備されています。

複合図書館に整備する Wi-Fi と端末を繋げて、図書と併せて学ぶこと

ができるのではと思います。 

心配なのは、複合となると、予算面においても力の入れ方が分散され

てしまうのではないかと思います。どこに重点を置くか検討されて市

民がより利用しやすいものになると良いかと思います。 

 

【図書館】 

【ソフト面の充実】 
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１８ 

子どもたちが集まる場所になれば良いと思います。最近は指導者不足

で活動できない団体なども増えてきていると聞いています。１か所に

集まってくれていれば、少ない指導者数でも活動を継続できるのでは

ないかと思います。 

また、子どもたちが集まって宿題ができる場所。そこに数名の指導員

がいて、分からないことを聞くことができたりすると良いと思います。 

昔は公園に行けば、誰かに出会えて遊ぶことができたりしていました

が、それに代替する場所になるのではないかと思います。子どもたち

が集える場所になれば、世代間交流など考えられることもたくさん出

てくると思います。 

 

 

【子育て支援】 

 

 

１９ 

弓道場の整備について、現在の柳井市弓道場は老朽化しており、弓道

連盟からも新しいのを作ってほしいという要望があると聞いたことも

あります。 

駐車場の整備について、現在は大きな行事があると、柳井小学校のグ

ラウンドを使っている状況です。駐車場が足らないということは私も

感じております。 

以上、２点に関する現行案について、私は異論ありません。 

 

 

【弓道場】 

【駐車場】 

 

 

（３）市民会議７月３１日（土）開催分 

No. ご意見・ご提案 関連キーワード 

２０ 

柳商跡地に整備する防災機能についての現在の計画は、良いと思いま

す。柳井市は災害対策本部の本部室を柳井市役所に設置できない場合、

サンビームやないへ代替設置するとのことですが、更なる提案として、

警察署の警備本部機能や消防署機能を柳商跡地の既存施設であるセミ

ナーハウスや武道場等へ移すことを検討されてはいかがでしょうか。 

また、ボランティアセンターの窓口として、上記施設を活用するのも

良いかと思います。ボランティアが応援に来られた際、スムーズに対

応できるかと思います。それぞれの機能が近くにあることで連携が取

りやすくなると思います。災害については万全を期していただきたい

と思います。 

 

 

【防災機能】 

２１ 
防災面を考えると、柳商跡地への進入路は様々な箇所から進入できる

方が望ましいと思います。柳商跡地東側からの進入路として、現在階

 

【進入路】 
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段となっている箇所付近にスロープを整備できると良いと思います。 

 

２２ 

防災面に関心が集まっていることを踏まえると、防災機能を第一に考

え、周辺の施設と連携して防災訓練ができるようにしてはいかがでし

ょうか。 

また、ＩＴ環境を整えることも必要かと思います。学校の枠を超えて

学生や若者が集まり、まちづくりサークル的なことができて、柳井の

発展を考える拠点になればと考えています。 

 

 

【防災機能】 

【ソフト面の充実】 

 

 

２３ 

現在の市民活動センターは、各種団体へ情報、交流、作業などのサポ

ートをされています。そういった機能を更に充実し、図書館機能との

連携をしてほしいと思います。特に市民活動の作業場はニーズが高い

ので、より充実していただくようお願いしたいと思います。 

そして、図書館利用者は年配の方が多いと思いますので、子どもたち

と一緒になって遊べるような仕組みを検討いただきたいと思います。 

 

 

【市民活動】 

 

 

２４ 

柳井市も子どもの数が減ってきています。複合図書館も学びの場とし

て活用できると考えられますが、子どもたちが安心して学び、過ごす

ことができると良いと思います。 

 

 

【図書館】 

２５ 

光市に民間のコワーキングスペースがあり、そこでは子どもたちがパ

ソコンを使ったり、勉強をしたりしています。９：００～２３：００の

間営業されており、いろいろな方が利用されています。 

複合図書館も整備後の運営の方が大事です。デジタルとアナログを混

合して、若者から年配の方が利用できる施設になればと思います。 

 

 

【ソフト面の充実】 

 

２６ 

複合図書館整備後の現柳井図書館の活用について、歴史資料をただ保

存するだけでなく、しっかり活用すべきと思います。文教ゾーンなの

で、複合図書館だけでなく、この施設にも多くの人が訪れるよう計画

する必要があると思います。 

 

 

【現柳井図書館の活用】 

２７ 

現在の柳井図書館を歴史資料館として活用するのではなく、柳商跡地

に整備する複合図書館に歴史資料を保存するスペースを整備すべきで

はないでしょうか。貴重な古文書だと、湿度や温度などの管理が必要

になります。したがって、新しい施設を作ったほうが管理面を考えて

も良いのではないかと思います。 

 

【歴史資料の活用】 

【現柳井図書館の活用】 
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また、柳商跡地に半地下を作れば、上記を含め、何かに活用できるの

ではないでしょうか。 

現在の柳井図書館の活用案として、隣接してサンビームやないがあり

ますので、防音設備を整備し、小さなイベントができるような貸しス

ペースにしてはどうでしょうか。 

 

２８ 

現在の図書館は、少し手狭になっていますので、立派な図書館を作っ

てもらいたいと思います。 

また、整備をする際は、柳井商業高等学校の当時の思い出として、写

真とか文章などを展示していただくと、全国各地にいる卒業生が当時

の思い出に浸ることができると思います。 

 

 

【図書館】 

２９ 

蔵書について、市民から児童図書や貴重な本を寄贈いただくよう、呼

びかけるのも一つのアイデアかと思います。 

 

 

【図書館】 

３０ 

複合図書館で働く司書については、長期間雇用できるよう検討いただ

きたいです。また、専任の司書を最低２名くらいは雇っていただく方

が良いと思います。 

 

 

【職員体制】 

３１ 

既存施設であるセミナーハウスは、例えば家庭の事情等のある子ども

や親族などからの暴力から逃れて暮らせる保護施設のような活用がで

きないでしょうか。 

 

 

【セミナーハウスの

活用】 

 

 

（４）市民会議８月３日（火）開催分 

No. ご意見・ご提案 関連キーワード 

３２ 

柳商跡地は海抜１４ｍの場所ですので、やはり防災的な視点は必要だ

と思います。防災機能に関する提案として、費用は掛かりますが、テ

ント、マット、寝袋をご用意いただきたいと思います。屋外で使用す

ることはもちろん、屋内でもテントを活用するとプライバシーに配慮

できます。テントも２人用、４人用、６人用などいろいろ種類があり

ますが、家族構成に応じて対応できるよう、それぞれ整備されると良

いと思います。テントだけでは床が固いので、少しクッション性のあ

るアルミマットも必要と思います。 

 

 

【防災機能】 
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３３ 

図書館のなかにカフェを整備することは、私は賛成ではありません。

図書館は本を大事にするべきところで、子どもたちにもその緊張感が

必要と思います。カフェが必要であれば、地域カフェのような期間限

定で、各地域の方が地産地消で運営する店舗を出店する形式が良いの

ではと思います。そうすれば地域の方も行きやすくなるのではないか

と思います。 

現在、コロナ禍であり、１、２年前と施設利用の観点が少し変わって

きています。将来の子どもたちがどういう風に使っていくかは分から

ないので、なるべくシンプルな設計で、どんな風にでも対応できるよ

うな設計・整備となることを考えていただきたいと思います。 

最後に、現行案では市民活動センターの機能が移転するとのことです

が、図書館司書と市民活動センター職員の役割というのは違うと思い

ます。現在もそれぞれの職員さんは誇りを持って仕事をされています。

両者を同様の仕事と扱うことはできませんし、失礼に当たるかなと思

います。経費のことだけでなく、働く方に対しても配慮していただき

たいと思います。 

 

 

【カフェ】 

【設計】 

【職員体制】 

 

３４ 

柳井市の図書館は、古い建物に次から次へと転居し、貸本屋という位

置付けに思われていたのかもしれません。 

私は図書館へ孫を連れていったときに、孫の話す声を静止しなければ

いけない現状に疑問があります。大畠図書館は合併後に、新しく整備

され、子どもたちが利用しやすいのですが、一方で蔵書数の点からす

ると、ちょっと物足りなく感じています。 

また、現在の柳井図書館は閲覧室も狭く、中高生が勉強できるスタデ

ィルームも狭いので、それを解消できるよう整備いただけると嬉しい

です。 

現在、柳井中学校には柳井地区だけでなく、伊陸や日積、伊保庄、阿月

地区の生徒がスクールバスを使って、通学されています。そのスクー

ルバスを図書館経由にすることを検討いただけないかと思います。 

平日は学校が終わった後に、図書館へ行って勉強ができたり、土曜日

も部活利用だけでなく、図書館利用の生徒も乗せることができないで

しょうか。高校生も乗せてあげたら、とても嬉しいです。子どもたち

はグループで切磋琢磨して、勉強すると効果があると思います。 

 

 

【図書館】 

【ソフト面の充実】 

 

３５ 
現在の図書館はとても狭く、声を出すことができません。書棚のすぐ

近くで子どもが学習して、もっと広い図書館があれば良いなと前から

 

【施設の名称】 
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思っていました。 

複合図書館の「複合」という言葉がなかなか理解できなかったのです

が、複合施設のなかに図書館があるというのであれば分かりやすいと

思います。機能ごとの施設を整備する方が良いのではと思います。 

 

【複合施設の整備】 

 

３６ 

図書館ということが一人歩きしているような気がします。全体の計画

を見れば、市民のコミュニティパークということで、図書館はそのな

かにあるひとつの機能ということになります。本を読んだり、テレワ

ークや勉強する目的での利用はもちろんですが、目的以外でも市民が

気軽に立ち寄れる、集える機能を持った施設にしてほしいと思います。 

建物も図書館が主になっていますが、カフェや本を読む人以外の目的

の人にも集える場所になってほしいと思います。 

 

 

【施設の名称】 

 

３７ 

ネーミングというものにどうしても印象付けられてしまいます。教育

関係で言いますと、柳井市はスクール・コミュニティということで、

学校を核とした地域づくりを目的としています。それと同様で、複合

図書館という名前は、図書館に意識が引っ張られる。その賛否を問う

形になってしまいます。 

また、防災の観点からしますと、柳商跡地への進入はいろいろ通路が

ある方が良いと思います。 

また、建物が休館の場合、トイレを使うことができないようでは、人

が集うことはできません。管理面では大変かと思いますが、鍵のかか

らない誰でも行ける外トイレがあると良いと思います。 

 

 

【施設の名称】 

【進入路】 

【屋外施設】 

 

３８ 

私が気になるのは、事業の継続性と一体性の考え方です。財政的な面

もありますが、行政として市民サービスを考える上での理念にも使え

ると思います。建設後の運営における継続的な考え方、柳井市政にお

ける横の連携、柳井市として一つになって進めていくということを考

えたときに、この言葉を支持したいと思います。 

図書館機能について、小学生が「町の幸福論」という国語の授業のな

かで、図書館に関する提案・発表などをされました。あれは図書館を

作るムードづくりのために利用したのだと思われているとしたら問題

で、その意見を反映して計画していただきたいと思います。 

また、運営については建設する前から考えておく必要があります。現

在、多くの公共施設は指定管理者制度を導入しています。そうすると、

社会教育施設が貸館化する恐れがあります。社会教育機能を失わない

 

【市政に関すること】 

【図書館】 

【ソフト面の充実】 
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ようにするためには、理念を持って進める必要があると思います。 

私が子どもを持つ親から聞いた意見として、子どもが声を出しても叱

られないような図書館が欲しい、子どもが本好きになるような図書館

にして欲しいなどがあります。一方、中高年の意見として、仲間と談

笑できる空間があるような図書館が欲しいとありました。市外の人を

連れて図書館で話がしたいというイメージを持っている方もおりま

す。 

また、どこに行っても市全体で本が読めるというサービスがあること

が理想的です。例えば中央図書館で本を借りても、本を返すときは公

民館へ返却できる、また朝の通勤前に公民館で欲しい本を伝えておく

と、帰宅時にその公民館に用意してもらっているというサ―ビス、移

動図書館なども検討いただきたいと思います。 

柳井ウェルネスパークを作るときには、新庄小学校の子どもの意見が

反映されました。しかし、あの場所で凧揚げをしてはいけないという

ことについて、子どもたちが納得できる説明が欲しいと思いました。

その点の改善などをするのが市民サービスと思います。子どもが直面

している問題を解決していただきたいと思います。 

 

３９ 

運動される方は体育館の整備を望む方が多いでしょうし、本が好きな

方は図書館建設を早くしてほしいと望むと思います。複合図書館だけ

でなく、文教ゾーンにある市の公共施設を総合的にどのような方向性

で使っていくかを市民に早く知ってもらい、その中でこのような図書

館を作るんですという方向性で物事を進めると、もっと理解が進むの

ではないかと思います。 

また、創業支援や第二創業、異業種交流などのブースもあれば、柳井

に帰って新たに起業する、また起業しておられる方が第二創業、異業

種交流という企画があれば、魅力を感じて利用される方も多くなるの

ではないかと思います。 

 

 

【市民への周知】 

【創業支援】 

 

４０ 

柳井市子ども・子育て支援事業計画の資料によると、今後充実させて

ほしい支援策として、「子連れでも出かけやすく楽しめる場所」がトッ

プになっています。現在、計画している複合図書館は、子育て世代の

方があったら良いなと願っている施設ではないでしょうか。残念なが

ら現在の柳井図書館は狭すぎて、児童コーナーには畳が２枚敷かれて

いるというお粗末な状態です。新しい複合図書館にはベビーベッド、

子ども用の小さな椅子・テーブル、授乳コーナー、おむつ交換所があ

 

【図書館】 
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り、屋外のテラス席には子育て世代から高齢者までが本を読みながら、

のんびり過ごせる居心地の良い空間、癒しの空間ができるのではない

かと思います。 

少子化・高齢化という厳しい現実があるからこそ、市民の憩いの場が

必要ではないでしょうか。 

柳井市子ども・子育て支援事業計画の基本理念は『未来の世代を地域

とともに育むまち 柳井 ～「このまちにずっとすんでいたい！」子

どもたちが言ってくれる、そんなまちに～』とあります。私は子ども

たちの未来に、新しい複合施設はきっと役に立つと信じています。 

私は新しい複合施設でどのようなことができるか、新たな人と人との

交わりのなかでどのようなことができるか、今からワクワクしていま

す。立場を超えて、今、私たちが未来の子どもたちに残してあげるた

めにも市民一丸となって、知恵を出し合って、この複合施設が柳井市

民に愛される場所、市民の誇りとなるように早期実現を祈っています。 

 

４１ 

子育て支援活動をしているときに、一番頭をよぎるのは駐車場の問題

です。柳井市文化福祉会館やアクティブやないで行事をするときに、

周辺施設の行事と重なると、駐車場がないために参加できないという

声をたびたび聞いていました。 

このたび整備する駐車場の資料を見ると、駐車場の区画線が２重にな

っていますので、駐車しやすいのではないかと思います。 

また、会場へ来るときに、乗り合わせてくださいと言っても、チャイ

ルドシートの関係でできない状況です。たくさんの駐車場があること

はありがたいと思います。 

もう一つお願いとして、雨が降ったときに屋根があるところで、子ど

もたちを降ろしてあげる場所があると良いと思います。チャイルドシ

ートを外すためにお母さんたちは背中が濡れてしまいます。そういっ

たところがあると助かります。 

たくさん駐車場を作っていただき、柳井市文化福祉会館でも使えるし、

これからできる建物でも使えるということで、とても嬉しく思います。 

 

 

【駐車場】 
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（５）市民会議８月５日（木）開催分 

No. ご意見・ご提案 関連キーワード 

４２ 

幼児が集える憩いの場所があり、そこには保健師が常駐し、育児・相

談コーナーを設置すれば、親御さんが育児について気軽に話ができる

かと思います。保健センターへ行くというよりも、何かのついでで立

ち寄った場所でそのような機能があると良いと思います。 

また、男性が家事にも協力できるような体制を進めるため、調理室を

整備し、料理教室や家事に関する教育プログラムを中学生向けなどに

開催できると面白いと思います。 

また、防災機能の提案として、ソファーベッドを整備しておけば、非

常時にも利用しやすいと思います。更にテントについても整備してお

けば、屋内外で使用できると思います。 

 

 

【職員体制】 

【調理室】 

【防災機能】 

 

４３ 

柳井市文化福祉会館の調理室の調理器具が古くなっているので、使い

にくく感じています。新しい場所に調理室があれば、災害時にも活用

できるのではと思います。子ども食堂などにも活用できるのではない

でしょうか。 

また、やない市民活動センターは非常に便利です。これをぜひ柳商跡

地へ移転させ、他の目的で来た利用者や団体同士でコミュニケーショ

ンを図っていただきたいと思います。コミュニティを支援できるよう

な体制があると良いと思います。 

複合図書館が出来たら、子どもを預け、お母さんはちょっとカフェで

コーヒーを飲むとか、お母さん同士のコミュニケーションができるよ

うになると良いと思います。また、複合図書館を一番利用してほしい

のはやっぱり子どもだと思います。そういう目線に立った運営をお願

いします。 

 

 

【文化福祉会館】 

【市民活動】 

【カフェ】 

 

４４ 

複合図書館の建設というのは、文教ゾーンの位置付けとしてベストな

ものだと思います。市民のいわゆる「行き場」になると思います。最

近、高齢者にも教育の場が必要だと言われています。例えば、用事が

なく、どこも行く場所がないから球場や体育館に行こう、ということ

はまずあり得ない訳です。でも複合図書館へ行けば、何らかのイベン

トがあったり、読書やＤＶＤ・音楽鑑賞ができたり、受験生にしてみ

れば受験勉強ができたりと、非常に有意義な場所になると思います。 

そうするために、どういう図書館にしたら良いかということを、市で

 

【図書館】 
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はこれまで学生を含めたワークショップを行ってきたのだと思いま

す。なぜか設計予算まで議会の同意を得ながら、現在のような状況に

なったかというのが、理解できないところであります。このあたりは

行政が説明不足であるのかもしれません。 

 

４５ 

自分の学生時代を振り返ると、図書館というのは、本を読みに行く場

所ではなく、勉強をしに行く場所でした。同じような仲間が集まって

きますから、その中で一生懸命勉強していると、切磋琢磨できるとい

うことで、そういった図書館の利用をずっとしてきました。したがっ

て、自習室は十分なスペースを取ってほしいと思います。 

また、他の図書館は駅にあったり、体育館と同じ施設内にあったり、

複合施設の一部になっている場所もあります。やはり図書館ですから、

ある程度の賑わいが欲しいと思いますし、あそこに行ってみたいとい

うような、何らかの魅力が必要だと思います。本を読むだけではなく

て、談話をするならば、お茶を飲んだりするスペースも必要だろうし、

人が集まるような、そういう施設を作っていただきたいと思います。 

将来的に柳井市民から、ここは成功した図書館だと、そういう評価を

されるような運営を考えれば誰も文句なんて言わないと思います。ぜ

ひそういった視点を持って整備し、運営のことも十分に考えていただ

きたいと思います。 

 

 

【自習室】 

【図書館】 

【カフェ】 

 

４６ 

先日、現地見学会に参加しましたが、柳商跡地は柳井の風光明媚な良

い風景を見ることができる場所です。 

本というのは、人間が学ぶ、欲求の一番源になる、問題が解決される

場所であると思いますが、ただ単に本を貸し出すのではなく、滞在型

の図書館が望ましいと思います。朝行って、お昼には食事が出来たり、

少し休憩でコーヒーが飲めたりすると良いと思います。また、図書館

のレファレンス機能はとても重要で、満足度というのは施設の充実だ

けでなくて、人との関わり、接客に影響すると考えます。 

生涯学び続ける場として、複合図書館というのは柳井にぜひ作ってい

ただきたいなということを改めて思いました。 

最後に図書館サポーターというボランティアを募集したり、運営協議

会という会議を年に何回か開き、魅力ある図書館運営を行っていただ

きたいと思います。 

 

 

 

【図書館】 

【ボランティア】 
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４７ 

図書館を整備するにしても、実際に近隣の小中学生しか主に行くこと

ができません。したがって、まずは学校図書館の充実を考えていただ

けると、嬉しいかと思います。 

また、利用者の多くは自動車で来るということを考えたときに、乳幼

児のための施設、子育てに優しいまちづくりのための中核を担うよう

な施設になるためには、どのようなサービスが提供できるのか、市民

にしっかりＰＲする必要があるかと思います。周知ができれば、子育

て世代が柳井で子育てをしたいと思うようになることを期待したいと

思います。 

バタフライアリーナについて、以前プロスポーツの大会を誘致しよう

としたところ、バタフライアリーナの施設状況では、条件が厳しすぎ

てできませんでした。大規模改修をする際には、プロスポーツが呼べ

る環境になるよう整備いただくと、一流のプレーをいろんな人に見て

もらえたり、あるいは収益が入ることも可能ですので、ご検討いただ

きたいと思います。 

 

 

【学校図書館の充実】 

【子育て支援】 

【市民への周知】 

【体育館】 

 

 

４８ 

子どもたちのワークショップや、高校生との意見交換をより周知して

いただきたいと思います。子どもたちも自分たちの意見がどのように

反映されるのかを楽しみにしていると思います。 

また、防災センターと保健センターを併設する形は面白いのではない

かと思います。非常時以外でも利用されるような施設が良いと思いま

す。 

最後に、多世代が集える施設というのはやはり魅力があると思います。

保健センターに 3 歳児健診等で幼児を連れたお母さんが集えば、その

横で生涯学習している高齢者との新たな出会いもあると思います。子

どもの姿を見て元気になったりしますので、そのような施設をぜひ考

えていただきたいと思います。 

 

 

【市民への周知】 

【施設の併設】 

【多世代交流】 

 

４９ 

小さい頃から図書館に馴染むことができる環境があれば、年を重ねて

もずっと図書館を身近に感じるのではと思います。図書にしても世代

別に整備されているほか、子どもが本を読むときに声を出しても良い

部屋があれば、保護者も周りの人に気を使うこともなく、子どもを連

れて来やすくなります。 

また、子どもが行きたいと思う場所にするためには、本だけではなく、

屋外で遊べる場所も必要だと思いますし、そういう場所なら他の保護

者にも声を掛けやすいかなと思います。計画では十分な駐車場もある

 

【図書館】 

【子育て支援】 
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ようですし、車で図書館に行き、滞在型でゆっくり子どもと過ごすこ

とができる場所であるとありがたいと思います。 

子どもが小中学生になれば自分で行くことができると思いますので、

その時には充実した自習室で勉強ができるなど、図書館は世代を越え

て利用し続けることができると思います。 

 

５０ 

現在の設計は、出入口に近い位置に市民活動や子どもが集える空間な

ど賑やかな空間があり、だんだん奥に行くほど高校生が学習できるよ

うな静かなスペースがあったり、本をしっかり読む空間になっていた

かと思います。 

市民活動についても、他の団体の活動がよく分からないというところ

がありますので、部屋についても、何にでも使えるちょっとした工夫

があると良いと思います。例えば、壁がホワイトボードのようになっ

ていれば、壁に直接字を描くことができたり、マグネットを貼ること

ができます。そこで勉強するグループにも魅力的だと思います。 

また、設計では屋外の芝生とのつながりも意識されていたと思います

が、建物の軒をしっかり整備して欲しいと思います。小雨が降っても

少し遊ぶことができますし、防災の観点から言えば、そこで炊き出し

をする際には、物を運びやすいと思います。 

図書館という、誰でも利用しやすい場所、待ち合わせをするにしても

誰が行っても良い、無所属の人が行っても良い、少々長居しても良い

空間、高齢者も集って、お茶を飲みに行くだけでも、おしゃべりする

だけでも良い場所に、そういう場所になってほしいと思います。 

 

 

【設計】 

【図書館】 

【屋外機能】 

 

５１ 

自分で行ける範囲の施設とのネットワークを作っていただけたらと思

います。複合図書館が整備されたとしても、各地域の公民館で本を借

りることができるなど、ネットワークが整備できれば、実際に行く訳

ではありませんが、より多くの市民がその施設の恩恵を受けることが

できると思います。 

 

 

【ネットワーク】 

５２ 

複合図書館と周辺公民館で映像を通じて連携したイベントを行うこと

も面白いと思います。 

公民館へ本の宅配というのは、お年寄りの方も利用しやすいのではな

いかと思います。 

 

 

【ネットワーク】 
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（６）会議後にいただいたご意見・ご提案 

No. ご意見・ご提案 関連キーワード 

５３ 

複合図書館の中に、休日夜間診療所を整備していただけたらと思いま

す。現在の休日夜間診療所は古く、患者さん達の評判は良くないよう

です。柳商跡地は高台に位置していることから、他の病院に比べ、浸

水する可能性が低いかと思います。 

避難所として指定されたところに一次救急の診療所があれば、万が一

の時にも安心できる場所となり得るのではないでしょうか。 

 

 

 【医療施設】 

 

 

５４ 

40 数年前に建設されたバタフライアリーナをもっと使いやすいもの

にできればとは思いますが、そう簡単に建て替えなどとは言えないこ

とは理解しています。一方で複合図書館は当初より楽しみにしていた

計画です。先日の現地見学会で、その思いは一段と強く感じました。 

「翠が丘」の名称を何らかの形で残していただきたいと思います。 

この市民会議に参加して、私の周囲の人々に確かな情報を伝えること

ができたのは良かったです。 

柳井に住みたいと若い方々に思ってもらうためにも、一つにまとまり、

素敵な複合図書館をよろしくお願いします。 

 

 

【図書館】 

【施設名称】 

 

５５ 

複合図書館の周囲には、芝生広場を整備していただきたいと思います。

子どもたちが自由に安全に遊べる広場にしてほしいと思います。 

 

 

【芝生広場】 

 

５６ 

合併特例債の期限に間に合うよう、現行案を進めていただきたいと思

います。 

柳井市議会も当初、県へ土地譲渡に関する要望をする際にも協力され

ています。周辺市町の議員からも「なぜこの計画を進めないのか考え

られない。」と言われているのを聞いたことがあります。 

市議会議員も市民の代表です。市民のこと、子どもたちの将来に向け

て、着実に進めていただきたいと思います。 

 

 

【市議会】 

 

５７ 

柳商跡地の利活用よりも、感染症対策のためのサナトリウム（長期療

養所）を整備してはどうでしょうか。 

 

 

【療養所】 

５８ 
図書館は、そこに行って知識が得られる場づくりが大事で、常設でな

くても企画展のような催しができるスペースがあると良いと思いま

 

【ソフト面の充実】 
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す。 

特に防災教育、防災学習ができるよう、本を並べるだけでなく、例え

ば防災グッズと一緒に展示したり、映像が見られるような工夫をして

ほしいと思います。 

【防災】 

 

 

（７）市民会議第２クールでいただいたご質問とその回答 

No. 区分 内容 

５９ 【質問】 現行案の複合図書館の４つの機能のうち、図書館機能、子育て支援機能、市民活動

支援機能について、詳しく教えてください。 

 

 【回答】 子育て支援機能について、例えば現在の柳井図書館は、本の読み聞かせをするには

困難な環境になっています。新しい施設では、周りのお客さんの迷惑にならず、お

母さん方も安心して本の読み聞かせができる整備を考えています。利用促進される

ことによって、子育て世代の交流も深まり、ネットワークの繋がりが期待できるの

ではないかと思います。 

市民活動支援機能について、現在柳井市文化福祉会館にやない市民活動センターが

あります。その機能をより多くの人が集う施設へ移転することによって、市民活動

についても広がりを持たせるのではないかと考えています。市民活動団体は、色々

な社会的課題の解決に取り組んでおられますので、そのために必要な情報を図書館

で得ることができ、団体相互の交流、図書館利用者と市団体との交流も生まれてい

くことが期待できるのではないかと考えています。 

図書館機能について、現在の柳井図書館では、蔵書、閲覧など各種スペース不足が

挙げられるほか、小さな子どもが利用しにくい状況になっています。そういった状

況を、このたびの整備で解消できると考えています。 
 

６０ 【質問】 図書館の計画に際して、他の成功モデルなどを参考にされたのですか。 

 

 【回答】 全国各地に特徴的な図書館がありますし、そこにお住まいの方が活用されることに

よって、地域の活性に繋がっている事例もあります。図書館整備を目指すにあたっ

て、そういう事例を参考にしながら検討しています。 

 

６１ 【質問】 現在、グラウンドやセミナーハウス、武道場は柳井商工高等学校の部活動に使用し

ていますが、将来的に都市公園として供用開始された場合、部活動で利用されても

使用料を徴収することになるのですか。また、一般の方も使用することは可能にな

るのですか。 
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 【回答】 現状は県、学校との協議により、柳井商工高等学校の部活動等に優先的に使ってい

ただくということで、無償で使用許可をしています。ただし、光熱水費などは学校

でご負担いただいております。 

現行案では柳商跡地全体を都市公園とする計画ですが、都市公園としての供用開始

以降、武道場、グラウンドをどういう形で部活動に使っていただくかということは、

今後の協議によると思います。 

都市公園として供用開始をすると、広く一般の方にお使いいただける施設というこ

とになると思いますので、十分に関係者とも協力しながら調整していく必要がある

かと思っております。 

 

６２ 【質問】 南町は海抜が低いので津波等浸水時に避難する必要があります。南町から柳商跡地

へ避難をするにしても、どうしても女学校橋・柳商橋を通ることになります。県と

交渉していただき、橋を広げるなどの整備をしてほしいと思います。 

また、柳商跡地は柳井川が近くにあり、進入路含めて、危険ではないかと思います

が、どのような想定をされていますか。 

 

 【回答】 災害が起きたとき、必ずしも市民全員に柳商跡地へ避難していただく訳ではありま

せん。災害の種類にもよりますが、例えば津波であれば、最寄りの１０ｍ以上の場

所へ避難していただくことになります。まずは状況に応じて、ご自身、ご家族の身

を守るための行動を各自でお考えいただく必要があります。 

橋の架け替えについては、億単位の事業費が必要となり、長期間の工事期間を要し

ます。当面は現在お示ししている計画で進めたいと考えています。 

また、津波ハザードマップでお示ししているとおり、柳商跡地はレッドゾーンに入

っていません。柳井川の西側はオレンジ色になっていますが、柳商跡地のある柳井

川の東側のリスクは低いと考えております。 

 

６３ 【質問】 第１クールの取りまとめ資料の質問 No.57 について、これでは答えになっていない

と思います。色々な人の意見を聞くと、維持管理費に不安があるという意見のほか、

なぜ図書館なのかという説明を聞いていないから反対であるという意見もあると思

います。そこをどのように捉えておられるかということをお聞きかせください。 

また、現在のバタフライアリーナの大規模改修など、市民は柳商跡地ではなく、他

にお金の使い道があるのではないかと思っています。防災のことを言うのであれば、

まずバタフライアリーナを先に整備すべきだと思います。 

 

 【回答】 複合図書館で想定している維持管理費に限らず、様々な情報を市ホームぺージで公

開しています。これまでも市議会へ説明し、市民の皆さんへの説明会でも、説明し
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てきた内容が、いまだに多くの市民に伝わっていないと感じます。この点は行政の

情報発信不足も一因と考えます。 

また、なぜ図書館なのかということについても、今まで説明をしてきた部分があま

り伝わっていないという点が反省点としてあります。図書館整備については、子育

て支援に重点を置くという大きな方針と、柳商跡地利活用を検討してきたこれまで

の背景を踏まえて計画しました。その発端は子ども図書館というコンセプトから始

まっていますが、検討を重ねた結果として、複合的な機能を備えた現行案が出来上

がっています。 

また、バタフライアリーナについても、避難所として活用できるよう整備し、そち

らも防災関連の有利な財源を使っていくこととしています。平成 24 年 4 月に耐震

診断や試算を行った結果、その改修費用は当時の試算で約８億円でした。大きな投

資になりますが、これについても今だからこそ使える国の有利な財源を活用するこ

とで進めたいと考えています。この大規模改修によって、避難所としての活用だけ

ではなく、大規模なスポーツ大会や合宿を誘致できれば、経済効果を期待できるの

ではないかと思います。 

 

６４ 【質問】 なぜ柳商跡地利活用がここまで頓挫したのでしょうか。先ほど情報発信不足と言わ

れましたが、それだけではないと思います。これだけ反対され、議会は通してくれ

なかったのは、どこに理由があるのですか。今までの経過をどのように認識してお

られるのか、お聞かせください。 

 

 【回答】 今日まで柳商跡地利活用に関する予算については、すべて議会において議決いただ

いて、執行しています。議場というオープンな場で議論し、説明し、その都度予算

を諮って、全て議決いただいているという状況です。 

状況を正確に発信できていなかったというのは、行政にも一定の責任があろうかと

思います。説明の機会をさらに頻繁に設けていくなど、そういう積み重ねが、まだ

まだ努力不足としてあったのだと思います。 

 

 

 


