
第４回（仮称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 議事概要 

 

１ 日時：平成 25年 5月 29日（水）13：30～ 

 

２ 場所：ハイトピア伊賀（5階学習室 1） 

 

３ 出席者： 

 【委員】10人 

 【事務局（市）】 

企画財政部長、企画課長、企画課副参事兼係長、企画課主幹、企画課主任ほか 

 【委員長が必要と認める者】 （公財）芭蕉翁顕彰会専務理事 

 

４ 傍聴人：6人 

 

【会議概要】 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ   

委員長 前回までで地ならしができた。これからが本番であり、我々の委員会として

の意思表示、方向性を決めていかないといけない。引き続き皆様の熱心な議

論と協力をお願いしたい。 

 

３ 審議事項 

（１） 候補地選定について 

① （仮称）芭蕉翁記念館建設予定候補地アンケート結果について 

事務局より資料 No．1を朗読 

資料訂正 資料 1の 2ページ上部の平均値順位について訂正。 

成瀬平馬屋敷 4位→5位、郵便局裏駐車場 5位→6位 

 

【質疑応答】 

委員長 予想されていた傾向が結果に表れている。1位も 2位も様々な課題がある。

自由に感想をほしい。基本 6箇所の候補地について意見をお願いしたい。 

委員 市役所北庁舎に新庁舎を建てて、南庁舎を残すという市長の意向があるよう

だが。南庁舎が空いてきたら南庁舎も含めて検討すべきではないか。当然庁

舎の移転問題がクリアされないといけないが。 

委員長 ここには北庁舎と書いてあるが、前回今の市役所全体の敷地を考慮してとい



うことだった。南庁舎の使い方を否定した訳ではないと思う。 

委員 北庁舎跡と書いてあると第三者が見たときに南庁舎は関係ないと思うので

はないか。 

事務局 事務局としては現在の状況の中での更地箇所で示させて頂いた。 

委員 市役所北庁舎跡地が 1位になるのは予測されたこと。前回のアンケートで結

果を出すとそうなることは分かっていたこと。不動産評価と同じことなの

で、土地だけで考えると北庁舎が良いと誰でも思うが、これだけで決めない

でほしい。立地だけで決めるものではない。記念館そのものの在り方、伊賀

上野ゆかりの地として関連づけながらこれから検討しないといけない。今絞

り込むのは早いのではと思う。ここから結果を引き出すべきではなく、これ

からの検討で決めていくべきである。 

委員 市長として記念館単体という話だったが、上野図書館との併設の可能性はあ

るのか。 

委員長 委員会としてベストはこれだという中で、併設という結論がでればそのメリ

ットをきちんと出さないといけない。 

委員 規模を見据えて検討すべきではないか。その上で併設できるかできないかも

ある。 

委員長 当初からの案件として候補地の絞込みがこの委員会の大きな役目である。分

けて考えていただきたい。 

委員 市役所・記念館とお互いが競合する部分、影響する部分がある。過去の検討

でも長年検討してきた。関田答申時代に桃青中跡地が最有力候補地で結論付

けて進行していたが、幼稚園を急遽建てることになって半分になってしまっ

た。そして橋が架けられないということで審議会が振り出しに戻った。また

市役所跡地がどうなのか、市の考えがどうなのかがはっきりしない時点で今

議論するのはどういうことなのかと思う。 

委員長 委員会としては、北庁舎跡地が最適という結論になれば答申として提示。実

現の有無は別だが。 

委員 1 つに絞る必要があるか。結果も大事なので北庁舎跡地が評価されたから考

えないといけないが、それだけで進めていいだろうか。いろいろな事業を検

討していくうえで、立地というよりも、町の中でいろいろな施設や環境の中

で考えたときに別の場所があるのではないか。複数提示もあると思う。 

委員長 複数の選択肢として出しても良いと考える。 

委員 複数にしておかないと庁舎が北庁舎になったらもう一度会議をやり直さな

いとならない。裏付けが必要。選んだ理由も必要。町全体の活性化をしてい

く中で、記念館を核にしようという考えもある。ここにはこういう良さがあ

るということをしっかり論議しておかないと、見た目で広いから選んだとい



うことではいけない。規模は計画と大きく変わらないと考えている。 

委員 関田答申でも一番は桃青だったが他に数か所上げていた。絞り込みは難し

い。桃青中跡地は橋がない、観光客の動線や見えないという点などで難しい。

エスカレーターや掘り下げを考える時、素人では全くわからない。市の建設

部で試算できないか。 

事務局 桃青中学校跡の小高い山になっている部分を掘り下げるという意見があっ

たが、昔の伊予之丸があった所で、史跡の形状を変えることは市として考え

られない。エスカレーターは検討の余地はあるが。仮にそこを掘り下げたと

しても、現在ある幼稚園の高さは変わらない。幼稚園横の進入路の問題、あ

るいは幼稚園の下に記念館が段になった場合、車の動線の問題など考えない

といけない。 

委員長 答申では弱点やすべての事を整理して盛り込む必要がある。 

事務局 参考までに、エスカレーターの事例として、浜松フルーツパークは 64m・2

本の総工費として屋根まで含めて約 4 億円。ランニングコストとして年間

400万円。 

委員長 6候補地以外での候補地はあるか。 

委員 昔この答申を作るとき、ふれあいプラザという話が出た。結局桃青中学校跡

の環境がいいということで候補地になった。町の中の中心に来て相乗効果が

生まれればいいが、反対に害になったり、町の雰囲気が変わってしまうのは

困る。スーパー1 つにしても無くなってしまったら高齢者が困る。単に市有

地だからということだけの考えではいけない。中心市街地をターゲットにし

ているならば、二之町筋、三之町筋などにあってもいいのではないか。生家

と蓑虫庵への回遊性があって行けるところがベストだと思う。天神さんの駐

車場は 400坪ぐらいあり、神社としては貸してはくれるだろうが売らないと

思う。売らなかったら市としてはやらないだろう。郵便局裏などはどうか。 

委員 狭い。ある程度以上の敷地面積は必要。3階建ては難しい。 

委員 郵便局裏は奥の民有地も入れた上での提案。市有地だけでは狭い。奥が 2段

になっていて駐車場がたくさんある。取得もしやすいだろう。 

委員長 両方合わせてどのくらいの広さか。 

事務局 北側は現在わからない。 

委員 同じぐらいの広さか。しかし郵便局の裏側のため印象が良くない。 

委員 図書館増改築は耐震でダメだが、既存の建物をそのまま利用することは可能

のようだが。 

事務局 昭和 59年建設で 30年近く経ち老朽化も激しい。雨漏りや浄化槽の地盤が少

し沈下していて浄化槽の流れが悪くなっている。バリアフリー対応の問題も

あり、建物自体の活用はかなりの改修経費がかかるだろう。 



委員 上野図書館があの場所にあるのは長いこと知らなかった。入ってくる道も狭

い。記念館という代表的な建物を建てるには奥まりすぎている。 

事務局 先程の問題点もあり、現在教育委員会で検討をしている。毎年 6千冊くらい

増えパンク状態に近い。どう解決していくか早急に協議を進めている。 

委員長 芭蕉記念館新築は伊賀市にとって長年の懸案。早めの目途が重要。その上で

いくつかの候補地を挙げる必要がある。次回にでも３つの候補地として、北

庁舎跡・桃青中学校跡・上野図書館の問題点を整理し、再度議論したい。町

全体の歩き方・周遊・他施設との関連など、歩いて楽しい、歩きたくなる町

全体としてのあり方を含めて考えたい。使える土地を優先的に考えるのがい

いだろうと思う。問題点と可能性を事務局で整理して、その上で次回議論を

したい。1つに絞らず可能性を複数考えておきたい。 

委員 図書館は移転前提として考えてよいのか。 

委員 図書館を同じ場所で建て替えることもあるのではないか。 

事務局 同じ場所での建て替えとなると、建て替え中の利用をどうするのかなど課題

がある。 

委員 図書館を壊して新しく建てていたら、何年先になるかわからない。 

委員 天神さんが駐車場を貸してくれるかどうか。 

委員 財産は減らしたくない、売らないが駐車場として貸せるという話は聞いてい

る。 

委員 議論しても結局 1位に戻るのではないか。市役所が決まらないのに議論して

も仕方ないが。市役所は 12月まで答申がでない。しかし記念館は 9月まで。

そこで示せば市へ少しでも影響を与えられるのではないか。 

 

（２） 事業計画について 

① 記念館の組織・運営の現状と課題について 

 事務局より資料No．2を朗読 

 

【質疑応答】 

芭蕉翁顕彰

会専務理事 

昨日顕彰会の新館検討会を開催し、委員から 2点意見があった。一つ目は、

新館と顕彰会がどのように係わるのが理想的か。二つ目は、市から指定管理

を受ける場合、現行体制か新体制か。現体制は 6名であり、新館運営は不可

能である。当然新体制で臨むことになる。 

委員長 組織のあり方、運営のあり方を含めて新館全体の方向性を考えていくべきで

ある。現在顕彰会が尽力してここまでやってこられた。新体制になった時、

全てを顕彰会だけに背負わせることは難しい問題がある。伊賀市がどういう

形でか係わる必要があると思う。 



委員 現記念館は新館ができたらどうするのか。取り壊すのか、残すのか。 

事務局 基本は取り壊す予定。上野城跡の史跡として保存していく計画の中では無く

していくのが基本的な考えである。 

委員 国から指示や意向があるのか。 

事務局 文化庁としては史跡を活用するについて、史跡内の保存整備をする上で、記

念館が本来あの場所にあるべきものなのかということ。市としても保存整備

計画のひとつとしてあの部分は撤去していく計画を立てている。 

委員 残すことは可能なのか。 

事務局 文化庁との今後の協議になってくると思う。 

委員長 残すということは維持管理費が必要になってくる。 

事務局 何かに活用するのであれば、建物自体はそのままでも新しい施設を設置する

ことになると文化庁は認めないと思う。今ある建物を改修することも文化庁

の許可が必要になってくる。 

委員 残して活用することも考えられるのではないか。新館ができなければ現記念

館を使っていくという話も出ていた。残せるものなら残して新館も建てれ

ば、よりいいものができるのではないかと思った。 

委員 館として芭蕉の真筆は何点もっているか。 

芭蕉翁顕彰

会専務理事 

真筆は芭蕉の筆とするものが 18 点あるが、その中で 13 点くらい。平成 6

年に岩波書店発行の出版物に、その段階で真筆であると認められるものとし

て掲載されている。その後収集したものも合わせて 13点ある。 

委員 指定管理者制度で市から５条適用されているが、期間はいつまでか。 

芭蕉翁顕彰

会専務理事 

平成 27年度まで。 

委員長 全国に俳諧関係の記念館・博物館は 10 箇所以上ある。新しい記念館は全国

の中心的存在になってほしい。芭蕉専門だけで終わってほしくない。近代も

含めて全ての俳諧の歴史の中心的な施設であるべきだと思う。そのためには

伊賀市、市民に多大なご協力とご理解をいただかないといけない。中心であ

るということはそこから発信すること。そのような施設であり活動ができる

ような体制を作ってもらいたい。志を皆さんにもってほしい。 

委員 遠足などで学生も来ていたのか。 

芭蕉翁顕彰

会専務理事 

これまで県下の中学校あたりから度々来ていただいている。館内の展示が古

文書中心のため、見ても子どもたちには受けない。課題にもあるが、映像的

なものが入ればもう少し低学年の子供達にも馴染んでもらえると思う。新館

には幅広い層の方に来てもらいたい。 

委員 修学旅行に立寄ってもらえるくらいにしたい。 

委員長 従来いろいろな所がやってきたことを真似するだけでは時代遅れ。新しい視



点で何ができるか。この委員会で検討はできないが取組んでいただきたい。 

委員 伊賀市には関連のある史跡、生家などそのまま残っている。映像の部分で現

在の地図や市がもっている歴史的な書物、城の地図など含めて、実際に歩い

た映像と紙とが全てがつながっているような映像を作ってほしいと思う。 

委員長 たぶんこの委員会の次の受け皿で検討することになると思う。 

委員 先ほどの公設民営などの受け皿について、どの時点で検討していくことにな

るのか 

委員長 これは市の姿勢を打ち出してもらう方が先なのか。 

事務局 具体的にどこかではなく、大きな方向性としてこういうやり方が望ましいと

いうところをこの委員会で協議いただきたいと思っている。 

委員長 9 月までにある程度の姿を打ち出せればと思うのは運営体制についてであ

る。館長がずっと不在のままやってこられた。全国を見てもそういう形態は

無いと思う。館長を元に学芸員組織があり、事務体制があり、さらにボラン

ティアや案内する人、幅広い協力体制を作るべき。運営母体として館の中の

組織とは別に、理事会や評議会などの組織も必要になってくるかもしれな

い。そのような見取り図を検討いただきたい。その中に顕彰会がどういう位

置づけで参画していただけるか。9月までに見取り図でも良いのでまとめて

いきたい。特に学芸員が現在 2人で、事務作業も兼ねていること。今の 2人

もいつまでもやっていただけるわけではない。早く新しい人の目処を立てな

いといけない。新館が出来てから新しい人に来てもらってすぐ動くというも

のではなく、事前に早めに来ていただいて知ってもらうことが必要になって

くる。学芸員を動かすためには館長が必要である。必ずしも常勤でなくても

いい。そういうことも含めて議論していただきたい。次回の委員会までに事

務局で整理して議論の材料にしたい。運営事例についての調査も必要。 

委員 PFI方式とは何か。 

委員 企画から全て民間で行う。建設から全て経営してもらう。 

委員 余り成功例はないらしい。 

委員 先ほどの真筆のものなど貸すとか、買い取ってもらうとか、そういうやり方

なのか。 

委員 指定管理も建物から全部を一部のお金でやってもらう。ものを買い取っても

らうわけでない。 

委員 それは考えなくていいのかなと思う。検討するのは直営か、業務委託か、指

定管理と考えればいいのではないか。 

委員長 運営方式について、俳諧だけでなく、全国の美術館・博物館の公営のところ

は調査されているか。 

事務局 していない。 



委員長 できたらそういう施設をいくつか現地調査して、全員であちこち行くのは無

理なので何らかの形で、館長や事務局長に聞き取り調査も必要かと思う。 

委員 大阪市に住まいのミュージアムがある。そこの館長は堺市博の立ち上げから

様々な博物館に関わってこられた。大阪市で唯一入館者数を伸ばしており、

博物館学も大学で講義されていて、実際の運営についても長けている。そう

いう人に話を聞けばより運営の具体的な話ができるのではないか。行けば対

応してくれると思う。調整することも可能。 

委員長 次回に個別情報でできる所を検討したいので、情報をお寄せいただきたい。 

委員 顕彰会自身がどういうふうにやりたいのか聞いておく必要があると思う。今

まで顕彰会にやっていただいて、大きくなると無理ということになるかもし

れないが、顕彰していくことに対しては顕彰会が核になるべきだと思う。そ

のあたりを顕彰会から出してもらい意見を聞いておくことも大事である。 

委員 顕彰会としては収益事業にはほど遠く、現状を見ても独自では難しい。市に

依存していかないといけない。その中で顕彰会としてどう活躍できるかを考

えている。大垣は来館者が増えていると聞いている。努力もされているがバ

ックに大きな人もいる。そういう人を集める努力をすれば将来が明るく見ら

れるかというと、残念ながらここではそういうことは期待できない。やはり

かなり市に頼らざるを得ないと考える。 

委員 市もそこまで考えてこの記念館を取組めるかどうか。開館してそれからどう

するかが大変だと思う。 

委員長 建物を作るよりそれから先の方が大仕事だと思う。 

委員 いろいろな行事をするためにはこれだけの規模、人数がいることを全部やっ

ていこうとすると非常に維持費など膨大になってくる。少し規模を小さくし

てでも市に負担かけない、運営もしやすいものに落ち着かざるを得ないとい

うジレンマもある。どの程度の規模にすれば一番いいかを探っていきたい。 

 

（３）その他 

 なし 

 

４ その他 

事務局より 

・会議は公開としているが、議題によっては公平な審議ができない、いろいろな影響を及

ぼして審議ができないという場合も想定される。円滑な審議ができず著しく目的が達成さ

れないと認められる場合には非公開にもできる。公開・非公開については委員長が決定す

るものとなっている。次回協議する内容について委員長へ諮らせていただき、公開・非公

開の決定を委員へお知らせしたい。 

・次回開催日：7月 11日(木) 13時 30分～ 



 


