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第１回伊賀市庁舎整備計画検討委員会会議録（概要） 

日時 平成２５年５月２８日(火) 

               午前１０時３０分から午後０時８分 

        場所 伊賀市役所南庁舎２階第１委員会室 

    

      参加委員：松山、中嶋、池澤、中西、大仁田、西、上田 

        松山（安）、菊野、福田、木下、日置、滝井 

   欠席委員：田山 

   岡本市長、辻上副市長、山下企画財政部長、西堀企画財政部次長 

   市事務局：藤岡管財課長、福壽、中野、竹森 

    

辞令交付の後 

《事務局》 

  それでは、岡本市長からご挨拶をいただきます。 

《市長》 

  皆さん、改めましてこんにちは。こうして皆様にお集まりをいただいたこ

とは、なかなか感慨深いものがあります。しかし、この庁舎問題は、議会に

請願が届けられ、基本的なこととして庁舎は建設をすると。しっかりと保存

と活用をして集客施設にするという請願も頂戴しております。その辺のとこ

ろも含め、私は兼ねてから申し上げているように、無駄のない財政というよ

うなことから、非常にコンパクトで効率的で経費を節減できることが大切な

要件かと思います。もうひとつ大事なことは、以前の計画と違うところは、

この本庁と支所のあり方を機能的な庁舎にし、身軽な本庁にしていこうと考

えております。そうしたことが、これから１０年２０年先、ランニングコス

ト等も考え、市税収入や経済的な経営面からも重要なことになってくると思

います。皆さんには経緯、目的、目指すところをしっかりと踏まえ、これま

で旧庁舎で検討を重ねてきた中で、継承できるものは継承し、市民の皆さん

に満足していただける庁舎を早く造れるようにお願いしたいと思います。新

生伊賀市として８年になりますが、しっかりとその辺も含めてお考えをいた

だければと思います。本当に今日は、皆さんをお迎えできたこと、そして委

嘱をできたことを、大変な喜びという風に感じておりますので、よろしくご

職責をお果たしいただきますようお願いいたします。ありがとうございます。 

《事務局》 

  ありがとうございました。それでは委員名簿の順に、委員の皆様を紹介さ

せていただきます。 

【以下、課長から各委員と事務局の紹介】 

資料 １ 
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《事務局》 

  続きまして事項書の４の「会長及び副会長の選出」でございます。資料１

の伊賀市庁舎整備計画検討委員会設置要綱第５条第１項に「委員会に会長及

び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。」と規定をされています

ので、委員の皆様方からご提案をお願いいたしたいと存じます。 

《滝井委員》 

  会長には松山明先生、副会長には中嶋節子先生を提案させていただきます。

《事務局》 

  今、滝井委員の方から、会長に松山委員、副会長に中嶋委員をお願いした

いとの提案がありました。他にございませんか。 

【一同 「異議なし」の声】 

《事務局》 

  それでは、異議なしとの提案をいただきましたので、会長に松山委員、副

会長に中嶋委員を選出することといたしましたのでよろしくお願いします。 

  それでは、お二方からそれぞれご挨拶をいただきたいと思います。はじめ

に松山会長お願いします。 

《松山会長》 

  ご推薦いただきまして、会長を勤めさせていただきます、松山でございま

す。よろしくお願いします。私、愛知県の春日井市にある中部大学に勤めて

おります。平成２０年度に坂倉先生の建物が壊されてしまうのではないかと

いうことで、保存活用の請願を出すという時に、建築学会の東海支部の都市

計画委員会と歴史委員会の二つの委員会で考えていこうということになりま

した。その時、都市計画委員会の委員を勤めさせていただいておりましたが、

委員長が当時三重大の浅野先生ということで、浅野先生抜きで検討を進めま

した。坂倉準三先生は建物だけでなく、都市計画から家具に至るまでディテ

ールが大きなところまでやっていた先生で、これはすばらしいものだという

ことで、今回伊賀市の庁舎計画というお話があり、ぜひ一緒にさせていただ

きたいということで本日参っております。市民の思い入れの入った委員会と

して活発に意見を出していただければと思っております。 

《事務局》 

  ありがとうございます。続きまして、中嶋副会長よろしくお願いします。 

《中嶋副会長》 

  私は建築と都市の環境を専門にしており、中でも歴史的な都市の環境整備

は、日本各地で拝見させていただいております。伊賀市には、何年か前、お

祭りの調査とその時に歴史的な町並みがどのよう使われているかという調査

をさせていただき、学生と一緒にお世話になった思い出がございます。今回、
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こういう形で委員として加わらさせていただき、近代の都市、近代のものが

現代にどういう風に生かされているかということをいろんなところで関わら

せていただきましたので、ぜひ伊賀市でもいい庁舎計画の方に参画できたら

と思っております。知らないことも非常にたくさんございますので、皆さん

のお力を借りながら一緒に考えさせていただきたいと思いますので、何卒よ

ろしくお願いいたします。 

《事務局》 

  ありがとうございました。続きまして、市長から委員会に対し、庁舎整備

計画及び南庁舎利活用計画に関し、調査・審議をいただくため、諮問書をお

渡ししたいと思います。市長様お願いいたします。 

《市長》 

  伊賀市庁舎整備計画検討委員会会長様、伊賀市長岡本栄。伊賀市庁舎整備

計画について諮問いたします。伊賀市庁舎整備計画検討委員会設置要綱（平

成２５年伊賀市告示第３８号）第３条の規定に基づき、伊賀市庁舎整備計画

の策定等に関し、貴委員会の意見を求めます。よろしくご審議下さい。よろ

しくお願いします。 

《事務局》 

  ありがとうございました。以後、議事の進行は、要綱第６条の規定により

会長が進めていただきたいと思います。本日の委員は過半数の出席をいただ

いており、委員会は成立することを報告させていただきます。会長よろしく

お願いいたします。 

《松山会長》 

  それでは、事項書に従い、議事の１、庁舎整備計画検討委員会の設置目的

及び今後のスケジュールについてを議題とします。事務局から資料１、２、

３について説明をお願いします。 

【以下資料のとおりであり記録省略】 

《松山会長》 

  ただいま、事務局から説明がありました。第１項について、意見ご質問等

ありましたら皆様の方からお願いしたいと思います。 

  通常、会長から質問というのは無いのですが、一点だけ、中間と答申で３

ヶ月、年内にまとめていただきたいご提案ございましたけども、それぞれの

議会というのは何日くらいまでというおおよその日程があればスケジュール

を教えていただきたい。 

《事務局》 

  ９月と１２月はともに定例会の開催月ですけれども、９月の中間案を議会

に報告するタイミングが９月の一般質問を終わった後くらいかと思っており
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ます。それまでに委員会を開催いただき、一定の中間案を皆さん方で考えて

いただきたいと思います。同じように１２月議会も、２０日過ぎには、一定

まとめていただき、議会に報告させていただいて中旬ぐらいまでにそれぞれ

委員会を開催いただき、まとめていただきたいと考えています。 

《福田委員》 

いま資料３を始めて見させていただきました。庁舎整備計画、南庁舎利活用

計画が主で、今、資料２に基づき、今までの経過や岡本新市長に代わってから

の状況について説明いただきました。６月に現状分析、課題整理、市民アンケ

ート調査は結構ですが、新庁舎建設については、旧来の市長の方針と新市長の

方針は違いますし、また、新岡本市長は、本庁と支所との機能も含めて庁舎を

検討していくという部分があります。６月にもう全部課題整理とかそういった

ものを作ってしまい、８月に新しい素案を作成するとは、大きなテーマですの

で、私はもう少し現状分析と課題整理を、伊賀市、行政の方向性も決める部分

がある訳なんで、６月いっぱいで課題整理もやってというのは期日的にいかが

なものかなと疑問を思っていますがいかがでしょうか。 

《事務局》 

  ６月に現状分析・課題整理と書いてありますが、市の中で、市政再生室を

設け、本庁、支所の機能業務などを検討しております。同時に組織の関係に

ついても総務で検討しておりますので、市がそれぞれの部署で平行して進め

ていく流れになっています。当然、本庁の規模、支所の規模を再生室がまと

めましたら、検討委員の皆様方に、示されたその規模に基づいて協議をお願

いし、候補の場所を提示した比較表を作成したいと思っております。同じよ

うに、市民アンケートを６月中にとりまとめ、一定市民の意向が集約できま

すので、一緒にセットしながらスピーディーに進めていくためにフローを書

かせていただきました。 

《市長》 

  今の質問で、一からとなればそれは大変ですが、今申し上げましたように、

副市長が統括する市政再生室を立ち上げ、その中で様々な本庁の業務、支所

の業務を、今ヒアリングしたり、どうしたらいいか一生懸命やっています。

その結果を踏まえ、皆さんに提示をしていくという段取りになっております

ので、その辺のことはご了解いただきたいと思います。それから、前庁舎建

設計画での検討項目、例えば、福祉や、ユニバーサルデザインとか、結局ど

の場所にあっても変わることのないものの検討は、しっかりと継承していく

ということで、そういう意味では、逆に言いますと時間が節約できていると

いうふうにご理解いただきたいと思います。 

《副市長》 
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  市政再生室の方で、いろんな業務、それに伴う組織の検討を進めており、

様々なご議論をいただく資料を十分整えることが大切だと思っております。

整いましたら集中的にご議論いただくため、このスケジュールを案として示

させていただきました。 

《池澤委員》 

先ほどのスケジュールで、市政再生室が我々と重要な関係にあることがわか

ってきましたが、市政再生室は、検討方針の４月にだけ出ており、その他の項

目での関わりが見えにくい。その辺、私たちと連携をとらねばならない組織な

ので、その辺をわかりやすく提示していただきたいと思います。 

《副市長》 

  資料３によると、検討方針、事務事業見直し、それに係る組織検討を市政

再生室で担っています。それから資料１の第３条第４号で、その他庁舎整備

に関することとは、本庁舎の整備、南庁舎の活用と併せ、支所をどうしてい

くのかということであり、耐震性やいろいろな課題も含め検討が必要であり

ます。これも含め位置付けをさせていただいております。 

《大仁田委員》 

  今日、この資料を初めて見させていただいて、検討させていただいている

のですが、できれば資料を例えば２、３日前でも結構ですのでいただけたら

と思います。 

《事務局》 

  次回以降、事前に資料を作成し、送付をさせていただき、それをお持ちい

ただきたいと考えております。 

《菊野委員》 

  同じようなタイミングで、市の総合計画の方に、同じ立場の観光協会の副

会長の一人が出席しています。例えば、そちらの方の委員会とのバランスや

整合性はどのように解釈すればいいかお聞ききしたいと思います。 

《事務局》 

  ５月１５日に第１回総合計画審議会を開催して協議を進めています。今、

考えておりますのは、それぞれ審議は各委員会で進めていただく中で、中間

案や住民説明会がございますが、できればこの住民説明会等を同時に開催さ

せていただくことも考えております。庁舎整備の内容についても整備計画検

討委員会の検討状況に応じ、総合計画の中の文言に反映させたいと考えてお

ります。 

《滝井委員》 

  この委員会は、迅速に結論を出さなければいけないと思います。過去に、

建設検討委員会を開催しており、その方向性は変わってきましたが、市民が
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期待していますので、迅速に結論を出していくということが必要かと思いま

す。前回の建設検討委員会では、膨大な資料が提出されていましたが、今回

は福祉やバリアフリーとか共通する資料があると思いますので、その辺は共

通理念として使用し、踏襲していかなければいけない部分があると思います。

その辺の資料を出していただき検討材料にしていきたいと思います。 

《松山会長》 

  では次の事項に移ります。２の市民アンケート調査についてを議題とします。 

事務局から資料の４の説明を願いします。 

【以下資料のとおりであり記録省略】 

《松山会長》 

  ただ今事務局から、市民アンケートについて説明がありましたが、ご意見

ご質問等ございましたらお願いします。 

《中西委員》 

  過去に、私も審議会に参加していて、審議会が発送するアンケートの回収

率が悪かった。そのことについて事務局はどう考えているか聞きたいと思い

ます。 

《事務局》 

  伊賀市１０万人の５０分の１の約２千件の約５０パーセントで、千件程度

が回収されると想定し、このアンケートの発送を２千件にしました。以前か

ら２千件が必要な統計データではないかということで、総合計画も含め標本

数としています。今回も２,２２２件の発送件数の予定です。 

《大仁田委員》 

  これは、土地とか建物だけの内容で、中の内容のアンケートは無いのです

か。あくまでも、建物と土地だけのアンケートですか。 

《事務局》 

  今、基本的な庁舎整備を進めるにあたり、集約か、分散か、どの場所かと

いうことについて、市民に方向性を示していただくことを目的にしておりま

す。庁舎の機能や中身は、以前の庁舎の基本設計を実施した時に、各地区の

説明会等で色々なご意見やパブリックコメントをいただきました。例えば、

新しい庁舎が建設された時は、市民に開放するスペースが欲しいとか、コン

ビニエンスストアを作って欲しいとか、色々な要望がありました。その要望

については、基本設計、実施設計の段階で反映していきたいと思います。今

は、庁舎の大きな整備計画ですので、方向性を特定した設問内容でアンケー

トをさせていただきます。 

《大仁田委員》 

  今の庁舎ではベビーカーを持って階段を登れない本当に大変な状況ですが、
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バリアフリーとか子育てのお母さんたちのことだとか、そういうようなご意

見は以前に出ておりますか。 

《事務局》 

  平成２４年２月に協働検討会を開催した際、庁舎開放、サービス設備、総

合窓口、災害拠点、環境にやさしいエコな庁舎だとか合計５５０件のご意見

をいただきました。これについて、以後反映できるものはこれを踏襲してま

いりたいと思います。 

《松山会長》 

  他に。 

《滝井委員》 

  アンケートの 2ページの問６番、「あなたは、合併後、本庁、支所のどちら 

に多く訪れましたか。」との質問ですが、市民の皆さんがどんな用事で行った

かということです。もうひとつ、アンケートのあて先で、住民自治協議会等

と市民となっております。市民の方はよろしいかと思うのですが、住民自治

協議会は、自治会の集合体であり実態は個人の意識ある方々の集合体であり

ますので、住民自治協議会として統一した見解が出るのかなと思います。住

民自治協議会へのアンケートは市の基本条例上やむをえない話で、すべて市

の施策について住民自治協議会は、憲法のようなものですが、出てきた回答

が一部の幹部の方がアンケートしてしまうという危険性もありますのでこの

辺慎重に扱わなければならない。 

《事務局》 

住民自治協議会は自治基本条例に位置付けられている組織ですので、並行し

てアンケートのご意見を審議し委員会で方向性を決めていきます。本庁や支所

整備の素案ができ次第、支所長と住民自治協議会の代表を交え、ご意見を聞か

せていただこうと考えております。それから、「本庁・支所のどちらに多く訪

れましたか。」ということですが、最初、色々な用務を記載しましたが、あえ

て用務は削除いたしました。今、本庁・支所の用務の内容について、別の組織

で見直しを進めております。 

《副市長》 

  問６の後で、各本庁・支所に行った理由を聞いたらどうか検討しました。

といいますのは、現在、阿山、青山、大山田に本庁機能が分散しております。

例えばこの近辺だけでも、ハイトピア伊賀もあれば、ふれあいプラザもあり、

非常に複雑で抽出できるかなという心配もあり、一旦設問について省略いた

しました。 

《滝井委員》 

  用件の件は、検討した結果、このアンケートに無いことが理解できました。
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住民自治協議会については、少なくともメンバーの方々のご意見が反映でき

るよう、住民自治協議会で努力いただくということだと思います。少なくと

も私が所属する住民自治協議会は、そのようにしていただくよう、幹部の方々

に働きかけたいと思います。 

《福田委員》 

  市政再生室の存在を知りませんでしたが、ただ今、副市長や市長の話を聞

くと、庁舎建設計画に対し、いろんな資料を出していただける所であるとわ

かりました。この市政再生室は、岡本体制の今後の伊賀市の行政そのものを

舵取りしていく、非常に重要な要素を担っている訳です。それと深く密接に

リンクし、庁舎建設の整備と関連している部分があろうかと思います。もし

よければ、市政再生室の業務内容やそういった部分を参考資料として、出し

ていただければ、庁舎整備計画検討委員会として、重要な参考資料になるの

ではないかと思っていますが、できれば、そういった部分を出していただけ

ればと思います。 

《事務局》 

市政再生室の業務は、行財政改革に関することや市長の特命事項に関するこ

とが主な事務分掌です。重複しますが、庁舎の整備に関することとして、本庁、

支所の機能については、検討しておりますので、その検討について、整備計画

の検討委員会に提示があろうと思います。今日も同席していますが、今後、一

定の内容や資料を皆さん方にご報告をさせていただきます。 

《池澤委員》 

私たちの委員会の委員の再確認ですが、質問の８と１０ですが、あくまでも

南庁舎はどういう形にしろ、保存活用されることが大前提ですか。こちらを壊

し、何か新しいプランの可能性を探るといったことは全く無いのだという大前

提で、物事を進めていっていいのか確認したいのですが。 

《市長》 

  先ほど冒頭で申し上げましたが、市民の皆さんから、請願をいただき、議

会で可決されています。どういう請願かと申し上げますと、庁舎の建設を進

めると共に、既存の庁舎は観光あるいは集客施設として利用をしていってい

ただきたいということでございました。議会で請願を議決しましたが、法的

には拘束力はございませんが、倫理的な意味で、私は、この南庁舎は、そう

した皆さんの選ばれた中からよりよい方向性を倫理的に求められていくとい

うふうに思います。 

《池澤委員》 

  個人的な、納得の面と、第三者に対抗しうる論理ということでは、疑問の

余地はあるのですけれども、委員会として、今後のことを考えるとこれでい
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いのかどうかという確認をとっておく必要があるかと思います。 

《市長》 

  もう一点大事なことを申し上げておきます。選挙戦を通じまして、この庁

舎の保存を訴えて２万５９６２票という票をいただいたということでござい

ます。これは、市民のコンセンサスだと理解をしております。 

《日置委員》 

  それをあえてお伺いするのですが、それも踏まえゼロベースから議論をし

たいと思っていたのですが、このアンケートでは、南庁舎を残すことはあり

きと見えてしまいます。もちろん２万５千票も大事なことですが、それでも、

ゼロベースから議論をするというのはないのですか。このアンケートでは、

南庁舎を残すことを前提として議論をすべきだと思ってしまうのですが、そ

の辺についてはどうお考えなのでしょうか。 

《市長》 

  ご意見を賜ることは、やぶさかではありませんので、皆さんでそういうこ

とも含めてしっかりと認識を共有していただきたいと思います。 

《上田委員》 

  先ほど、岡本市長は、市庁舎を残すということを言われておりましたが、

去年、青年会議所では市長選に伴う公開討論会やそれに伴う市民アンケート

を行いました。それも通じて、選挙戦をじっくり見させていただいたのです

が、個人的に思った意見ですが、市民の声としては、前の庁舎が６０億掛か

るのであればもっと安い物ができるのなら、という意見に捕らえていました。

先ほども言われていましてけれども、これを残すのがありきなのか、ゼロか

ら６０億も掛けずにいいものができるものなら、そちらの意見もあったと思

うので、その辺、南庁舎ありきというのは、私もひっかかる部分があり質問

させていただきました。 

《市長》 

  これは、新しい物を建てても、お金稼いだということにはならないと思い

ます。この建物が坂倉建築であり、ル・コルビュジェをまねた作品であって、

学術的にも文化財的にも重要なもので、北庁舎と中央公民館を撤去してしま

いましたが、この建物のすばらしさが、より景観と共に際立ってきました。

その特性を生かし、これを観光、集客等に生かしていくということが、今一

番求められていることで、一つの要件ではないかと思います。私は、お金を

かけるつもりはございません。それは、必要以上に、お金を掛けないという

ことです。ずっと申し上げておりますように、どうすればお金を掛けずにそ

の内容を充実させ、しかも、建物を地域に生かし、活性化していくことが大

命題であると思っておりますし、そういう意味で市民の皆さんのコンセンサ
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スはあるのではないかと思っております。 

《上田委員》 

  観光として利用した際に、どれぐらいの経済効果があるか試算できている

のでしょうか。 

《市長》 

  商工会議所や青年会議所の若い方たちは、何をすればどれだけの効果があ

るかということを、何回もおっしゃいますけれども、何をしたから必ずこう

こうなるというのではなく、私たち市民一人ひとりが、それをきっかけにし

て、素材としてどう活性化に繋げていくか、活用していくかということが大

事なわけです。それだったら１００億でも２００億でも掛けて１０００億稼

げるのであれば私も採用します。私はよく言いますけれども、覚悟と勇気と

いうことです。 

《上田委員》 

  実際に残すにあたって、維持費もかかる訳であり、その辺のめどが立って

いない状態でどうなのかなと思っております。 

《市長》 

  私は、建築家ではないので、あまり信憑性がないと思われるかもしれませ

んが、皆さんは、直すという風に考えていると思いますが、そうではなくて、

リニューアルということです。すべて、デザイン性や躯体部分の構造を生か

し、新しい命を吹き込むということです。雨漏り、暗い、ユニバーサルデザ

インになってないということですが、ランニングコストについても、新築を

したから安くなるとか、改修をしたから高くなるということではなく、すべ

て同じ新築レベルと同じランニングコストで、建物が一つできて同じという

ようなことでご理解をいただきたい。くれぐれも申し上げておりますように、

すっかり面目を新たにして、新しい建物ができるとお考えいただいた方が、

理解はしやすいかもしれません。 

《松山会長》 

改修というよりは、リファインとかイノベーションという考えを持っている

ということだったと思います。アンケートは、問９で新築なのか既存施設なの

かを聞き、問１０で新しく造るということを聞いています。問１０の５のその

他で、南庁舎を壊すことも書くようにするか、全面改修や全面新築案を書くよ

うにして、６のその他でということが委員の中でも意見が分かれていると感じ

たのですが、委員の方ご意見いかがでしょうか。 

《中西委員》 

私は、まず、今のシステムで行政としての体面が保たれているのか。建物が

有る無いという理屈は通じないのです。非常に不便な面もあります。そうした
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中で、住民としてどれだけの不便を感じているのか感じないのかということを

検討していくのが今の検討委員会だと思います。その結果、それなりのことを

していく必要があると思いますが、この建物を残すというのは大賛成です。残

すことによって、どれだけの資産価値を上げていくかということを検討したい

と思うのです。けれども、今現在、伊賀市としての行政システムはなっていな

い。このような状態を早く解消するために、こういう方針を作っていかないと

いけないと思っております。今、委員さんの言われたように、私自身、大山田

地域の運営委員をやっていましてたえず議長になるのです。議長は意見を言え

ませんので、そういうような状態もありますので、スケジュールというものは、

今の状態から見たら非常に長いのですよね。８月くらいには出来上がって、そ

れに向いハードのものをしていく。ぜひ検討委員会をこのまま進めていき、将

来的に意見の中で残すか壊すかというふうに向かって行けばいいと思います。

それの中でもアンケートは、今の市長の方針として、２万５千の票をとってい

ただいたことはもう伊賀市全体の総意だということで、この建物は保存の方に

向かっていくというような検討委員会の方針もいいのではないかと私は思っ

ております。 

《菊野委員》 

アンケートの質問１０のところで、南庁舎を観光誘客施設にするという文言

がないので、アンケートを見た方は南庁舎に行政の機能を残すために改修する

と捉えると思います。観光誘客施設だというのであれば、アンケートとしては

不親切な部分もあろうかと思いますので、ここの部分を練り直していただきた

いと思います。あと、質問６ですが、例えば去年５回くらい教育委員会に行き

ました。そしたら、１に丸を付けるのですか。 

《事務局》 

  そうでございます。 

《菊野委員》 

  そういうことですね。実際、大山田支所に行っているけれども、用務とし

て支所に行っていないということですね。これも、どう書いたらいいか質問

が出てきそうなところですので、ここの設問の仕方を変えていただいたらと

思います。 

《事務局》 

  質問６で「本庁、支所のどちらに多く訪れましたか。」という質問で、ご指

摘いただいたように、本庁でしたらどの場所に行っているかということを、

下の余白を利用して小さい枝番でも付けてそこへ丸を付けていただく方法も

一つかなと思います。 

《菊野委員》 
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  本庁機能の所に行ったか、支所機能の所か、最初に大きな質問を書いてい

ただくと親切なアンケートになるのではないかと思います。それと１０番の

方もご検討いただければ。 

《事務局》 

  観光集客施設として、質問１０の４番で、南庁舎を別の用途で利用しなが

ら観光という文言はあえて記載はしなかったのですけれども、その事につい

て、皆さん方でご議論していただきたいと思います。 

《市長》 

  例えば、質問１０の意見として、「南庁舎をどういう風に使うのがよいです

か。」とか、「どのような使い方が良いと思われますか。」といったことも書い

てもよいのかなと思います。 

《事務局》 

  今、市長さんから、提案いただいたので、問１０の次に、枝番４のような

形で、「別の用途で利用する場合どのような用途が望ましいと思われますか。」

と付け加え、例えば請願では、観光集客施設とありましたが追加させていた

だくという形で修正したいと思います。 

《大仁田委員》 

  先ほどの、質問１０に戻りますが、一応市長選で、市長さんの話を聞いて

投票されましたけれども、市庁舎の事だけで投票したのではなく、新しい思

いもあると思いますし、資料では、平成２２年４月１３日に最終的に市の判

断に委ねる形でこの２つに絞られたと書いてありますので、それは市民の方

にもう一度問うべきだと思います。市長さんは、南庁舎を中心にとお考えで

すけれど、やはり、市民の声は、先ほど事務局がおっしゃったような形で聞

いてはどうかと思います。 

《市長》 

おっしゃることもよくわかりますが、以前は、まず庁内検討委員会を設置し、 

庁内から２案に絞った上で答申し、市民の皆さんにフィードバックされること

なく進んでいったことが一番問題でありました。市民の皆さんに納得して い

ただけるような段階から参加いただき、「場所はどうしますか。機能はこんな

のでよろしいですか。」みたいなことをしっかりと、一から市民の皆さんと情

報共有し判断していただきながら進んでいきたいと。それでは、前と同じよう

なことになってしまいます。それこそ本当の無駄になってしまうわけですから、

そういう意味では前回と今回とはまずスタートの位置が違うというふうにご

理解いただければと思います。 

《池澤委員》 

  私は、大仁田委員の意見を支持するわけですけれども、岡本市長に代って
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以降、この南庁舎の魅力を具体的に市民に説明することがまだまだ欠けてい

たと思います。この建築物のかけがえのない魅力を阻害するような維持管理

をしてこられて、非常にこの価値がおとしめられておったことをもっと発信

しなければいけないと思います。そうしたことが、これまでの維持管理の状

態から、この庁舎を粗大ごみ的な認識に至っている面もあるのではないかと

認識するところです。具体的には、ル・コルビュジェから引き継いでいるコ

ンクリート打ち放しの魅力ある玄関のポーチの支柱に、何故、黒御影の何か

が巻きつけられているのか。そういったことは建築物の特質を随分阻害して

いるではないでしょうか。このすばらしい２階の中庭に何でコンクリートブ

ロックの花壇の布置があるのか。これは同じ鉄筋コンクリートの建築物とし

て、素材は同じでも、全く異質な存在であると思います。あるいは、議会棟

の外壁がなんでのっぺりした塗料で塗られているのか。そういったことはや

はり一つ一つこの魅力を確認しなければいけないと思います。例えば小学生

に探検してもらって、いいところや魅力あるところを発見するような機会を

作っていただくとか、やっぱりどんどん運動していただきたいと思います。 

《市長》 

  大変貴重なご意見をいただいたと同時に、大変雑務に紛れ、しなければい

けないことができていなかったことをお詫びしなければならないと思ってお

ります。確かに、ご指摘のように、この建物がオリジナリティを残している

という風に思えないところを沢山発見いたします。しかし、それを当初の状

態に思い直して考えてみると、これは本当にすばらしい美しい建物であると

思っております。あれは、おそらく竣工の時に、関係者に配られた南庁舎を

レリーフにしたプレートがございました。市民の皆さんや、いろんな方々に

この庁舎の魅力や本来の姿を知っていただき、どのような良いところがある

のか、どのように生かしていけばいいのかということを思わせていただきま

した。 

《松山会長》 

  事務局から、アンケートは一部修正との提案がありまして、時間的には、

次回の議題に掛けるということでは遅いのではないかなと思います。 

《事務局》 

  内部で検討した後、会長、副会長にメールでお送りさせていただき、確認

いただくということで、ご了解いただけないでしょうか。 

《市長》 

  先ほど、この建物を撤去するかというご意見をいただきましたけれども、

その他のところで、自由意見をお書きいただいたらどうかというふうに思い

ます。 
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《松山会長》 

  事務局の方から、会長、副会長に一任というようなことの提案がございま

したが、他の委員の方よろしいでございましょうか。 

【一同 「異議なし」の声】 

《松山会長》 

  それでは、異議なしということで、そのような形にさせていただきたいと

思います。それでは、引き続きましてその他ということで、次回の委員会は

６月ということでございますが、６月の末日がいいのかなと思いますが、候

補日について事務局からございますでしょうか。 

《事務局》 

  ６月２６日は議会の最終日ですので、その後、２７日木曜日か２８日金曜

日がいかがかと思っております。 

《松山会長》 

  今日と同じ午前中ですか。 

《事務局》 

  それにつきましては、皆様でご意見いただきまして、前回の委員会の時も

夜７時から開催しておりましたことも沢山ございますので、それも含めまし

てご協議いただきたいと思います。 

《松山会長》 

  ２７日の木曜日と２８日金曜日のこのあたりが候補日ということで提案が

ありましたが、皆様ご都合いかがなものでしょうか。 

《中西委員》 

夜中とかいう判定ではないのですね。 

《事務局》 

その辺も含めて皆さんで決めていただきたい。夜の方がよろしければ。 

《中西委員》 

  お天道様が当たっている時間がいい。 

《松山会長》 

  それでは、次回は 6 月２７日の午後１時３０分からということで。本日の

審査会を終了いたします。十分な審議ありがとうございました。 

《市長》 

  ありがとうございました。 


