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第２回伊賀市庁舎整備計画検討委員会会議録（概要） 

 

１ 開催日時     平成２５年６月２７日（木） 午後１時３０分から 

２ 開催場所     伊賀市役所南庁舎 市議会第１委員会室 

３ 出席された委員  松山 明、中嶋節子、池澤邦仁、中西慶三郎、 

大仁田富美子、山本禎昭、西 眞澄、上田功介、 

松山安利、菊野善久、木下利子、日置智啓、滝井利彰 

４ 欠席された委員  福田健一 

５ 市事務局     辻上副市長、山下企画財政部長、西堀企画財政部次長 

           藤岡管財課長、福壽、中野、竹森 

６ 協議事項     （１）現状分析と課題について 

           （２）庁舎に必要な機能について 

           （３）候補地の検討について 

７ 会議概要     

【午後１時３０分 開会】 

 

《事務局》 

委員の皆様方には、大変お忙しいところお集まりをいただき、ありがとう

ございます。只今から、第２回伊賀市庁舎整備計画検討委員会を開会します。 

それでは、松山会長からご挨拶をいただきます。 

《会長》 

  お忙しいところありがとうございます。前回、活発な議論をいただきあり

がとうございました。アンケートについて、事務局と私どもの方で修正し、

無事発送することができました。今回も忌憚の無いご意見を、皆様方にいた

だきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

《事務局》 

  ありがとうございました。伊賀市庁舎整備計画検討委員会委員の交代がご

ざいましたのでご報告をいたします。上野商工会議所から推薦いただいてお

りました田山委員が業務の関係で退任され、新たに山本禎昭委員が６月１８

日付けで、委員にご就任されました。それでは、山本委員に一言ご挨拶をい

ただきます。 

《山本委員》 

  皆さんこんにちは。ただ今ご紹介に預かりました山本と申します。田山副

会頭の都合が悪いということで、私の方に行ってこいとご指名がありました

のでこの会に参加させていただきました。精一杯がんばりますのでよろしく

お願いいたします。 
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《事務局》 

  ありがとうございました。次に、第１回の検討委員会に議題となりました

アンケート調査について、先程、会長からご報告いただいたように、皆様方

からご提案いただいた内容を事務局で精査し、会長、副会長にご相談し、修

正後発送したものをお手元に配布させていただきました。 

  引き続き、事項２の第１回庁舎整備計画検討委員会議事概要の確認という

ことで、事前に各委員さんにお配りしましたが、一部の委員から修正の連絡

があり、修正したものをお手元に配布をさせていただきました。漢字の間違

いや表現の間違いもあり、誠に申し訳ございませんでした。他に各委員さん

方で、お気付きの点ございませんでしょうか。 

《池澤委員》 

  ８ページの下から１行目ですが、指摘した内容とは違うように読めるので

すがどういうことですか。 

《事務局》 

  テープを確認したところ、「ないことはない」とおっしゃっていただいてお

りましたが、ご指示どおり「ある」とさせていただいた方がよろしいですか。 

《池澤委員》 

  そのようにお願いします。 

  現市長のように滑舌のいい発言ができない場合もございますので、ご理解

いただきたいと思います。 

《事務局》 

  資料１の８ページの一番下の行で、「疑問の余地はないことはないのですけ

れども」を「疑問の余地はあるのですけれども」に訂正をさせていただきま

す。それから、これをホームページに公開しようと思っておりますが、委員

の皆さん方にお諮りをさせていただきたいと思います。委員のお名前でござ

いますけれども、お配りさせていただいたように、そのまま委員のお名前を

表記する方法と、アルファベットで委員のお名前を表記する方法と、或いは、

ただ委員と表記する方法がございますが、アルファベットで委員のお名前を

表記する方法で提案させていただきましたけれどもいかがでしょうか。 

《中西委員》 

  今ここで名前で出ていますので、ダイレクトに名前を入れた方がいいので

はないかと思います。 

《事務局》 

  名前を出した方がいいというご意見をいただきましたのでそれでよろしい

ですか。 

【一同 「異議なし」の声】 
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《事務局》 

  それでは、会議録に委員のお名前を入れさせていただき、ホームページに

アップさせていただきますのでご了解いただきたいと思います。 

  それでは、議事に入りたいと思います。進行につきましては、要綱第６条

の規定により会長にお願いします。本日、福田委員が欠席という連絡があり

ましたが、１４名中１３名の出席ですので委員会は成立することを報告いた

します。それでは、会長よろしくお願いします。 

《会長》 

  それでは、議事に入ります。まず、議事の１現状分析と課題について事務

局から資料の説明をお願いします。 

《事務局》 

【以下資料２、３のとおりであり記録省略】 

《会長》 

  資料２、３についてご意見ご質問があればお願いしたいと思います。 

  単純な問題で、IS値について、先ほど基準で０．７５ということでしたが、

それは普通の建物としてもそうなのか、公共建築だから少し高めの数字を要

求されているのか、その辺のことも含めて、０．３とか０．５とかくらいだ

とどんな地震の時に危ないとかをご説明いただけると委員の皆さんもわかり

やすいのかなと思いますが。 

《事務局》 

  一般的に安全な IS値というのは文部科学省と国土交通省で、基準が０．７

５だとか０．６だとか定められているようです。ただ、庁舎は防災拠点にな

るため、過去に診断した時にも０．７５が一つの基準点だと聞いております。

この庁舎整備を進めていくうえにおいて０．７５を最小構造体指標値という

ことで把握しているところです。 

《会長》 

  ありがとうございます。 

《日置委員》 

  平成１７年に耐震診断を実施したということですが、８年も経っているの

で雨漏りとか侵食も進んでいると思うのですけれども、その当時の基準から

診断して、現在、さらにどれくらい劣化しているのかというのを調べるとい

うことは無いのですか。 

《事務局》 

  平成１７年に耐震診断を実施し、２階の耐震指標値は０．７５を下回って

いるのですが、１階や３階は０．７５以上であります。X 方向 Y 方向、いわ

ゆる梁方向、桁方向は大丈夫だということと、実際に改修をするとなると、
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設計の中に当然一番適正な修繕方法があろうかと思います。例えば壁を入れ

るのか、鋼材で補強するのかということも含め、中の機能のこともあります

ので、そういうことも全体的な設計業務の中で考察をいただくということも

必要かと思います。あくまでも平成１７年に，この建物の耐震性能の判断の

数値が出たとご理解いただきたいと思います。 

《会長》 

  設計当初から構造計算した結果ですので、多分、平成１７年と今も同じ数

字であると解釈すればよろしいでしょうか。 

《事務局》 

  はい。 

《会長》 

  他にいかがでしょうか。 

《上田委員》 

  資料３ですが、かなり詳しく書かれていますが、南庁舎のデータというの

は無いのでしょうか。 

《事務局》 

  南庁舎については、資料２の１ページに、基本構想・基本計画の資料を抜

粋してあるのですが、その中の２０ページに現庁舎の評価という項目があり

まして、既に現庁舎の現状、或いは近代建築としての価値ということでこの

ような表記は既に示されており、その部分を抜粋しています。従いまして、

繰り返しますが、現庁舎は、四十数年以上経って非常に老朽化しているので、

大幅な修繕が必要だということも当時示されております。また、２番目とし

ては、近代建築としての価値も示されています。あくまでも、現状分析と課

題というところでは、南庁舎の現状と価値、対して支所の現状と今後という

ことで、すでに基本構想・基本計画で示された内容の抜粋部分についてお示

しをさせていただきました。南庁舎の耐震については、１ページの表でお示

ししましたが、要約すればこのような耐震診断結果であったということです。 

《上田委員》 

  伊賀支所、大山田支所は、築５１年、築４７年ということで、倒壊の危険

性があり、ゆくゆくは取り壊しと表記がございますが、南庁舎もどちらかと

いうと年数的にはそちらの方が近いのかなと。実際に耐震補強して現時点で

もつのかなと思いますけれども、きっちり耐震補強すれば、南庁舎はずっと

使っていけるものということでよろしいか。 

《事務局》 

  庁舎建設検討委員会の前に、庁内の職員で編成した庁内検討委員会がござ

いまして、一定の報告書をまとめました。その報告書をもとに、平成２０年
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に三重大学の大学院の先生方に評価をしていただきました。評価の中には、

北庁舎はかなり手を加えないと耐震性が低いという表記でしたが、南庁舎に

ついては、平成１７年の診断結果を元に評価をいただきまして、繰り返しま

すが、２階は IS 値が低いが、それ以外は X 方向 Y 方向の耐震基準を満たし

ていることの評価もいただいておりますので、活用する場合については十分

修繕をすれば対応できるという判断を事務局としてはしている状況です。 

《会長》 

  伊賀支所は、X方向に強度が無いので、壁を入れると中が使いづらくなり、

やはり取り壊すしかないのではないかと。それに比べて南庁舎は、中２階部

分を補強すれば全体的に大丈夫だということになっています。そういうこと

でよろしいでしょうか。 

《事務局》 

  会長のおっしゃるようなことだと思います。 

《会長》 

  その他いかがでございますか。 

《中西委員》 

  建て替えるのは別ですけれども、耐震補強したら何年持つのですか。耐震

をして５０年持つのだったら、耐震した方がいいと思う。耐震をすることで

今の寿命が５年とか６年となるのなら耐震補強しないで、そのまま別の所に

造り直した方がいいのでは。耐震することはいいが、費用対効果を考ないと

いけないと私は思います。この庁舎は有名な人が造ったのなら、その分を耐

震補強しておき、お城や小学校や周りの環境に基づいた有名な建物だったら、

今、芭蕉記念館もどこへ行こうかと探しているところですので、芭蕉記念館

なり行政の建物と違うものを入れて保存し、行政は行政の建物として今空い

ている所なり、経費と適当な場所を見て建て直した方が私はいいと思います。 

《事務局》 

  今まで過去に検討委員会等でお話のあった部分を繰り返しますが、一般的

にコンクリート構造物は耐用年数が５０年と言われています。当然新築の場

合も、改修する場合も、大規模改修は一定の年数で必要になろうと思います。

例えば大規模改修をするにしても、外壁の酸性のコンクリートを再アルカリ

化するということです。或いは、大規模な改修をすることによって、２０年

か３０年になるのかわかりませんが、使い続けることができると聞いており

ます。最近は、改修でリニューアルすることでいろんな建築物がいろんな形

で発表されておりますので、ご質問の何年使えるかは具体的にはわかりませ

んが、改修の内容によっては、向こう何年間かは使い続けることができると

私は思っております。 
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《会長》 

  一般的に鉄筋コンクリートの場合、一番問題なるのが中性化という問題で

す。コンクリートの中に鉄筋を埋めているのですけれども、これが裂けてし

まいますと、膨張して割れてさらにまた錆が増えて鉄筋が溶けて無くなり、

相当耐力が無くなることに繋がります。大気中の CO2等で徐々に酸化するの

ですが、コンクリート自体非常に強いアルカリ性を持っていますので、鉄筋

が錆びない訳ですが、酸性度が表面から徐々に内部に入ってくる。コンクリ

ートの隔離厚が何センチかあり、そこまで達するまでは大丈夫ということで

す。今、中性化が何センチまで進んでいるのか、何十年で何センチ、だから

このままでいけば何年もつのか。或いは、その改修の時に、再アルカリ化と

いう手法で中性化が進んでいる中へアルカリ成分を添付することで、中性化

の進行を遅らせるといいますか、少し戻すということをすれば基本的にある

種の建物を、５０年、６０年もっと長く持つということは通常言われており

ます。ただ、設備の部分、屋上の防水といった部分は２０年３０年ごとに大

規模修繕を行っていかないとどうしても悪くなる。その部分は改修する必要

があると思いますが、建物の躯体本体はその中性化が進んでいない限りは問

題のない期間ではないと私は思っている次第であります。 

《滝井委員》 

  松山先生がおっしゃっていただいたとおり、建物の寿命というのはいかに

手を掛けていくかということです。こまめに手を掛ければ掛けるほど長持ち

します。皆様方の家だってそうだと思います。屋根瓦が一枚剥がれて放置す

れば雨漏りします。軒裏全部腐ってしまい全部屋根を葺き替えなくてはいけ

ないという話になりますよね。またまた土台からシロアリが上がってきて、

それこそ建て替えなくてはしょうがない。土台まで入れ替えなくてはいけな

いという話になりますよね。それと同じです。手を掛ければ掛けるほど建物

は長持ちします。日本の建築というのはそういうふうにして長持ちしてきま

した。木造の建築だってコンクリートに比べて体力が弱いですが、そうやっ

て手を掛けてきたおかげで、何百年の建物が今残っている訳です。それが日

本建築の歴史です。そういうふうに考えないといけないということです。耐

震補強したら何年もつのかというのはよくある話ですけど、何年もたせるか

どうかは、皆様方の努力なのです。市が放置しておいたら市民があれをメン

テナンスしなさいよと声を上げていくことだと私は思います。事実、少し脱

線しますけど西小学校の体育館も坂倉準三建築です。あの屋根のテラス見て

ください。錆びてきています。あれが錆びたら朽ちます。朽ちたら屋根を架

け替えなくてはいけない。だけど、今、その錆を落として塗装し直したら、

もちますよね。そういうことだと思います。前回の検討委員会でも傍聴させ
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ていただきましたが雨漏りがひどく、職員さんが走り回っているという話が

ありました。それはメンテナンスしてないからですよ。西小学校が解体され

る時見に行きましたら、コウモリが巣を作っていました。このメンテナンス

の仕方はどうなっているのかと思いました。だから、耐震補強をするしない

に関わらず、どれだけ手を掛けるかによって建物の寿命が決まってくると思

っています。 

《中西委員》 

  建物の耐用年数が延びていくのなら手を掛けていくことも一つですが、今

その中に入っている組織そのものはどうなっているのか。一応、阿山と大山

田には本庁機能は移っていますが、その移っているところでも雨漏りもして

いますし危ない。阿山はいいのですが、大山田の建物はかなり古いですから、

危ないといえば危ないです。だから、そういうところと本庁の機能をどうい

うふうなことで作っていくかというのを、２本立てでしていかないといけな

いのではないか。私はいつもそう思っているのです。私独特の脱線ですけれ

ども、議会の方でも同じような特別委員会を設置して動いています。ここの

委員会は、順序としてどうなのか。市長に答申をして市長が議会に提出する。

ところが、向こうは議会そのものが検討委員会を作っている。これは、どち

らが早くするというだけのものではなく、いかに我々の意見を通していくか

がこの委員会としての使命ではないかと思います。 

《事務局》 

  庁舎整備計画検討委員会というのは市長の附属機関ということで、市長か

ら諮問を受けて庁舎の整備計画を策定するための答申をしていただくという

ことになります。当然、皆様方に加えて、今アンケート調査もまとめており

ますけれども、そういったものも基礎資料として、委員会としての一つの方

向を見出していく。一方議会は、市民から選ばれた議員さん方が特別委員会

を立ち上げられ整備の検討をする。これも一つの大きな方向でございます。

最終的には検討委員会からの意見を市長に答申して、市長はそれを受けて一

つの方向を見出していくと思いますし、特別委員会からの報告をいただいた

ら、それも含めて市長は一つの方向を見出していくことになると思います。 

《会長》 

  意見のすり合わせですね。 

《副市長》 

二元代表制という形をとっておりますので、市長の方で皆さんにご意見をい

ただいて市としての一定の方向性を出しますけれども、それとは別に、例えば

市長が提案した市庁舎のあり方というのが、予算であるとか一部議決案件にな

ってくる。こういった重要な案件については、テーマ性を持たせて議会で特別
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委員会を設置し、議会独自での調査、政策立案を行い、おそらく独自の調査と

市側からの議案報告も含めて議会が最終的に判断されるものですので、それぞ

れの役割を持たせながら、今同時に進んでいると理解していただきたいと思い

ます。 

《山本委員》 

  先ほどから言われている、耐震したらもつだろうという前提でお話させて

いただきますが、（４）の課題の３ページの最後のところで、既存建築の特性

に配慮した複合的利用方法を取り入れることも検討すると書いてありますけ

れども、この建物のベストな使い方を模索しましょうということかと思うの

ですけれども、明るい希望の見えるようなものがあるようでしたら教えてい

ただけますか。 

《事務局》 

  複合的という文言を使いましたのは、当然、六つの市町村が合併しました

ので、役場も六つあり、それに附随する公共施設、学校、保育所、大変重複

しております。公共施設の白書を発表し、全体的な総量、削減ということも

あるのですけれども、必要な物は使い続けなければいけない。ただ人口が減

少してきますと、一つの建物に一つの機能だけではもったいないので、複数

の機能をその建物の中に取り入れることにより、複合的な施設として使い続

け、効率良く建物の利用スペースを使い続けることができるという意味から、

複合的な利用というふうに表現いたしました。今後この建物を利用するにお

いて、この複合施設的な利用がキーワードになってくると思います。当然こ

の庁舎にしても、南庁舎の利活用計画というのも含め、今後も検討していき

たいと考えております。 

《山本委員》 

  役所機能としての複合性ということだけであって、人を呼べるような施設

として利用するという可能性は考えてないのですか。 

《事務局》 

  アンケートの設問のように、例えば、南庁舎を別の用途で利用する場合は

どのように利用すればよろしいですかという設問もございますので、観光集

客施設や文化財施設ということも含めて、いろんな機能が入ってこようと思

いますので複合的なという意味で書かせていただきました。 

《大仁田委員》 

  耐震のお話が中心でしたけれども、耐震とエコとバリアフリーが今の時代

大事であると思います。市民が利用しやすくわかりやすい、そしてバリアフ

リーであるということを市民の皆さんは望んでいると思います。 

《副会長》 
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  １ページ目の南庁舎の現状についてというところで、（１）の耐震とか、（２）

の近代建築としての価値ですけれども、そもそも伊賀市がこの建物を所有し

ているということが、すごく重要な、いろんな問題の出発点となっていて、

この文章だけでは十分に建物の評価が書き切れていないという印象を受けま

した。単に坂倉建築だからということではなくて、補強してでも何とか使い

続けていくだけの、この建物が持っている価値をもう少し書き込んでいただ

いた方が、最終的に、いま出てきている書類というのはこの委員会の答申の

中の一部として出てくる訳ですね。そうしたらよりこの建物の価値をしっか

りと評価したうえで、耐震補強をしたら使うだけの価値があると説明をしな

いと、単に手を加えたらもつからもたせましょうという話ではないと思うの

です。お金を掛けて手間を掛けて上野にとって守っていく価値のある建物で

あるということを一定評価していただきたいなというのが一番大きな点です。 

《会長》 

  資料２と３に関して何か。 

《副市長》 

  資料２は右上の方に書いてございます平成２２年に検討されたときの基本

構想、基本計画から抜粋させていただきました。当時の南庁舎に対する評価

はこんな書きぶりであった訳ですけれども、その後さらにいろんな意見もあ

って変わってきたのも事実でございます。 

《上田委員》 

確認ですけれども、現時点で、鉄筋の腐食はないという認識で理解してよろ

しいか。 

《事務局》 

  コンクリート強度については、基準値が１．８０ですが、平成１７年に診

断した時には１．８５でコンクリート強度はあるということでございますが、

当然、表面の酸性化が一部みられるという表記もございました。内部のこと

についての特段表記は無かったように思いますので、ちょっとこの場ではお

答えしかねます。 

《会長》 

  コンクリートハンマーで叩いた数値ということですね。 

《事務局》 

  そうだと思います。 

《会長》 

  この建物の外観から見ますと、打ちっぱなしのコンクリートですので、表

面がモルタルで塗られてなくて、コンクリートそのものが見える訳ですけど、

鉄筋が腐食してきますと爆裂という形でコンクリートが剥がれ落ちてくるこ
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とがあるのですけれども、そういったものがほとんど見られませんので、そ

ういう面では多分大丈夫じゃないかなという感じはします。腐食とか錆が出

てくるのもほとんど見かけられませんので、その辺では大丈夫かなというふ

うに思います。 

《滝井委員》 

  外壁面について多少はあると思います。 

《会長》 

  水平部分の下の方は、やはりコンクリートを打つときに回りきらなくて薄

くなってしまう。そういうふうな所には多少出ているのかも知れないですね。 

《池澤委員》 

  先ほどの中嶋副会長のご意見の中で、もっと南庁舎の魅力を書き込みなさ

いよというご意見がありましたが、実際、誰が書き込むのかについて不安が

あるのですけれども、少し事務局に確認したいのですが、現在確か７月２日

締め切りの、６月１２日から公告された簡易型プロポーザル方式で伊賀市庁

舎整備計画策定業務委託というのが出ていますよね。これで決まったところ

にそういった魅力を掘り起こしていただいてやるのか、そういうのも含めて

私が前回申し上げました、資料１の１３ページの上半分のあたりで、例えば

子供たちに魅力を発見してもらうような催しを行うようなことを含めて行う

のだとか、先ほどの副会長のご意見に対してどう対処されるのか、その辺を

具体的にご説明いただきたいと思います。 

《事務局》 

  この場では、返答しかねます。前回の基本構想の答申がございました時も、

現庁舎の評価ということで、資料には、上野市役所の写真とか坂倉準三さん

の写真とか資料もございましたので、これは前回も答申としていただいてい

るところでございます。加えまして当然専門の設計業者さんが決まりました

ら、その設計業者さんに評価いただいて必要であれば追記させていただくと

いうこと。それは、この次の委員会で意見をいただくというふうな形で進め

ていきたいと考えておりますので、池澤委員がおっしゃったことについて今

どうするのかお答えをさせていただくことはできません。 

《副会長》 

  私が、先ほどイメージして申し上げましたのは、一つは外部のきちっとし

た学術的な専門家の評価が一つあろうかと思います。坂倉建築を専門に研究

されている先生もいらっしゃいますし、建築学会等からきちっとした学術的

な見地からの評価が一つと、あと、今池澤委員からありました、市民からの

評価ですね。市としてのどういうふうに位置づけられてきてどういうふうに

市民に受け入れられてきた建物なのかという、大きく二つの方向からこの建
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物が持つ意味や価値をきちっと評価しておくことが重要ではないかと。そこ

がこの建物を考えるうえで、価値という意味では出発点になるのかなと思い

ます。それとは別に、構造とか設備の問題が出てきますけれども、ベースと

する価値、そのみんなが共有できるような価値を理解したうえで使っていき

ましょうとか、直していきましょうとか、いろんな方向が考えられますので、

そんなプラットホームになるような、価値というのをきちっと書き込んでい

ただきたいということを私はイメージしておりましたので、二方向くらいか

らの評価の方法みたいなものをご検討いただければというふうに思います。 

《事務局》 

  前回の基本構想、基本計画の時には、１０あまりの団体から保存、改築、

或いは新築という意見、真っ二つに分かれて意見をいただいています。その

中の意見としても、建築家協会の方からも保存に関する要望書もいただいて

おります。その中の文言も、坂倉準三の設計におけるかなり細かい内容の文

言もございますので、こういうのも一つの評価をする資料として参考になる

かと思います。一から評価をさせていただくというのは時間的にも大変難し

いのですけれども、また、公共的な組織等から出てきている内容については、

客観性のある資料ですので参考になると思います。 

《副会長》 

  その保存要望書をそのままカットアンドペーストしてこの委員会の評価と

して切り取っていくのはいかがなものかと思うところでございますので、一

定委員会としての意見としてご提案いただき、そういう文言をそのまま切り

取るときにはご注意いただいたほうがよろしいかと思います。 

《池澤委員》 

  先ほど大仁田委員はバリアフリーなんかも大変大事だとおっしゃっていた

訳ですが、これはあくまでおそらくハード面でのバリアフリーを指しておら

れたのかなと思うのですけれども、ソフト面で大きな庁内に存在するバリア

ーがあるのではないかと。先ほどの副会長のお話もバリアーが解けるかどう

か非常に疑問の余地が残されているようなやり取りとして聞こえてきます。

ぜひ副会長の思いを明確に実現していただきたいと委員の一人として切に願

う次第であります。 

《副会長》 

  できるだけ客観的な学術的な評価。市民のいろんな声を大変参考にしてい

きながらとりあえず原案をお示しさせていただいて、最終的にはこの委員会

として決めていただくことかと思いますので、その努力はさせていただきた

いと思います。 

《会長》 
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原案作成にあたりましては、やはり会長、副会長も事務局と一緒になって

作ってくという形をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。それでは、資料４に入ってもよろしいでしょうか。 

《事務局》 

【以下資料４のとおりであり記録省略】 

《事務局》 

  補足で、今、担当が申しました庁舎に必要な機能については、あくまでも

平成２２年４月に答申のありました、建設基本計画の内容ですので、使える

ものはそのまま設計で使っていく方針には変わりございません。２２ページ

の３番ですが、伊賀市の歴史性や文化性、市民の誇りや愛着を受け継いでい

く庁舎ということで、この時は、この現在地で全面新築する、或いは現在地

で北に庁舎を新しく建てて南庁舎は改修する、いわゆる２つの案の答申がご

ざいましたので、場所はここと変わらなかったということでございます。あ

えてこの３番は、その当時の答申として掲載をさせていただいてありますの

で、その辺は、お含みをいただきたいと思います。 

《会長》 

  ただ今、事務局から説明がありました資料４について、皆さんのご質問ご

意見等ございませんか。 

《池澤委員》 

  １ページの①のユニバーサルデザインの考えに基づいた庁舎としますとい

うところですが、タイトルは大変いいと思うのですが、この中に書かれてい

ることは、それぞれ法律とか基準が書かれている訳です。これを読んだ実務

者はこのユニバーサルデザインの考えや理念はおいといて、非常にルーチン

ワークで設計可能なデザインを具現化していくということに、この文章では

そういう方向に走りやすいのではないか。もっと思いとか利用者の立場に立

って考えていきましょうねというようなことを中身に付け加えておく必要が

あるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

《事務局》 

おっしゃったように、ユニバーサルデザインというのは、どういう考え方か

ということは大変重要なことだと思います。ご提案につきましては、加筆をさ

せていただきたいと思います。 

《滝井委員》 

  全体的なこと、先ほど池澤委員のおっしゃったことに関わるのですけれど

も、バリアーというのは物理的なバリアーと精神的なバリアーと色々ですけ

れども、私、常日頃、市民が利用しやすい市役所というものはどういうもの

なのかなと考えていて、例えば、私が何か市役所に書類を取りに行くといっ
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た時に、サラリーマンであれば日中のその時間、１時間なり２時間休暇をい

ただいて、戸籍謄本なり、抄本を取りに行くというようなことをしなければ

いけない。これ、ものすごく大きなバリアーだと私は思います。今、木曜日

午後７時３０分まで窓口業務を行っていることは非常にいい試みだと思いま

す。仕事を終えてからでも市役所に行けるという。これでバリアーを１つ取

り払ったことだと思います。それを、もう少し考えていって、土曜、日曜と

いう話になりますよね。土曜日だって働いている方は非常に多い訳です。と

ころが、日曜に行こうとしても、閉庁していますから用を足せない。どうし

ても平日に１時間２時間なり休みをいただいて行かなければならない。そし

てもう一つは、相談窓口がいっぱい有り過ぎるということです。縦割り行政

の悪いところだと思うのですが、このことについては何々課へ行って下さい

というふうに案内される訳ですね。ところが、市民は、いろんなことを相談

したいと思っていることもある訳です。そういう時に、あそこ行って下さい、

こっち行って下さいというのもバリアーなのですね。私があることを相談し

たいと行って、このことについてはあそこだけどもちょっと待ってください。

担当者を呼びます。いいえ呼ばなくていいのですよ。今ウェブがありますか

ら。コンピュータの前でお互いに顔を見合わせながらお話することによって

解決する問題一杯ありますね。そういう時代だと思うのですよ。市民に対し

てあそこ行ってください、こっちに行ってくださいと言うのではなくてすべ

ての用事を済まされるというのがバリアフリーじゃないかなと実は私は思っ

ています。そういうことを考えると阿山に建設課がありますよね。私は建築

の仕事をしているものですから阿山に行かなくてはいけないのですけれども、

本庁に来てもその相談に乗れると。或いは、島ヶ原に行ってもその相談に乗

れるというふうなことをすれば、最寄の役所へ行っていろんな相談事に乗れ

る、或いは書類が取り寄せられるということがあればこれが一番バリアフリ

ー、市民にとってのバリアフリーになると思います。確かにいろんなところ

に支所があって、今大山田には教育委員会があり、阿山には農林と建設があ

りいろいろ分かれています。職員の方々が行ったり来たりするのは大変だと

思います。庁内で会議をする時はどこかに集まらないといけないので大変だ

と思います。それは職員さんの話であって、それだったらウェブでやればい

いのです。テレビ電話でも、ウェブ会議にすればそれで済む訳で、そういう

意味では庁内にもバリアーがありますし、私たちにとってもバリアーがあり

ますし、本当のバリアフリーというのはそれを取ってあげるということがバ

リアフリーじゃないかなと私は思っています。池澤さんがおっしゃったよう

に、ハードのバリアフリーというのはスロープを付ける、エレベーターを付

ける、手すりを付ける、これがバリアフリーですよね。住宅の改修なんかで
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よくやる話です。これはハードの話で、心のバリアーを取ってあげる、そう

いうことじゃないかなと私は思います。もしもここに書くとすればそういう

ことも含めて書いていただければありがたいかなと私は思います。 

《事務局》 

  滝井委員がおっしゃったことは大変重要な部分だと思います。以前の基本

計画の中でも、機能空間の考え方という部門の中に、窓口機能という項目で

具体的に、例えば総合窓口システム、いわゆるワンストップサービスの導入

を検討しますとか、来庁者にとってわかりやすい総合案内版を設置しますと

か、初めて来庁する人にとってもわかりやすい導線計画をしますとか。いく

つかわかりやすい案内、表示という部署ということの項目もございましたの

で、池澤委員のご指摘については前回の計画の中から参考となる部分につい

ては、改正をさせていただきたいと思います。 

《滝井委員》 

  追加で、ワンストップサービスという言葉が出てきましたけれども、コン

シェルジュという言葉を概念として使いたい。ホテルのフロントの横にコン

シェルジュがあっていろんな相談事に乗ってくれる。例えばここへ行ったら

こんなお店がありますよ。観光案内もしてくれますよと。そういう人が必要

じゃないかな。市民に対しても或いはふっと訪れた外部の方に対しても、コ

ンシェルジュという概念は大切かなと私は思っています。 

《会長》 

  そのほかに何かご意見等いかがでしょうか。 

《中西委員》 

  コンシェルジュということは非常にいいと思うのですけれども、今ここで

検討しなければいけないのは、それを作る箱物の話が一番じゃないかと思い

ます。具体的に言っても、そこの隣の駐車場になっているような空き地があ

るのですけれども、あの駐車場は舗装しないでそのまま置いとくのか、とい

うことすらもまだはっきりとしていない。今行っても、何も無い。囲ってあ

るようで囲っていないような状態です。今、資料を出していただきましたけ

れども、建物自身は危なくて壊さないといけない建物もある訳で、その中に、

本庁が入っているところもある。そういうものを除いて、やはり箱物を優先

していかなくてはいけない。その箱物の中に入る職員の質の向上も作ってい

かなくてはいけない。組織というものの補完的なものとして住民自治協議会

というものができている。ところが自治協議会がいつの間にか、行政の補完

から、自治協議会を補完しているのが行政だと順番が逆になってしまってい

る。そういうところも一つ叩いていかないといけないのですけれども、組織

的なものではなしに箱物から作っていってそこに入れるものを作っていかな
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いといけないと思います。この問題については、現状、この建物をどうする

のかということがいつの間にか飛んでしまって、ここを保存するのやという

結論をここで作って、そしてその次のステップとして、今別のところに行っ

ている支所にある本庁機能を、どういうふうにして集約していくのかと進め

ていってもらわないと、いつまでたっても前に進んでいかない。こういう話

は、ずっと前の検討委員で行ってきたことです。 

《事務局》 

  今、市民アンケートを抽出しておりまして、次回には一定のアンケート結

果をお示しできると思います。市民の皆さん方がどのようなお考えを持って

いるのか大変重要な基礎資料となりますので、その辺を皆さん方にご報告さ

せていただいたうえで、いくつかの考え方の対比表を作成し、ご意見をいた

だこうと思っております。最終どれかということについては、時期尚早に思

いますので、委員会として或いは市民の意見としていくつかの意見を提示さ

せていただいたうえで、比較検討を加えていただきたいと思っております。 

《山本委員》 

  そのアンケートの回収率で、地域性のアンバランスがあった時補正がある

のですか。かなりそのアンケートを重要視するような言い方に捉えました。

参考意見ならそれはそれでいいのですけれども、それをベースに議論してい

きましょうという言い方ですので。 

《事務局》 

  無作為に抽出し、２，２２２人の方にアンケートを発送しています。当然

地域を見ますと上野地域の方が多い訳でございますが、どの地域からどのよ

うな意見をいただいたかというのも当然比較資料としてお出しできますし、

全体的な意見としていくつかの設問についてはこんな結果だというようなこ

とや、地域別にした意見や全体的な意見として表示をさせていただきたいと

思っております。 

《菊野委員》 

  今のことについてお尋ねしますが、次回の委員会で、今回のアンケートの

結果を踏まえたうえで、いくつも項目を分けてあるイメージですが、アンケ

ートしか我々この委員会がその場で判断できる資料はないということになり

ますか。それ以外にも、もっといろんな資料をいただける準備があるのかそ

の辺お聞かせいただきたいと思います。 

《事務局》 

  市民の皆さん方にアンケートを今お願いし、それを基礎資料としてこの検

討委員会の意見として皆さん方でご議論いただければと思います。また、住

民説明会をしていくうえにおいていくつかの案をお示しして、市民の方に改
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めてご意見を聞くということも大変重要なことだと思いますので、そういう

ことで私は申し上げたということでございます。 

《菊野委員》 

  とりあえず、委員会としての一つの答えを出すとこまでいかないというこ

とですか。 

《事務局》 

  それは皆さん方でご議論いただきたいと思います。 

《菊野委員》 

  それも含めて議論するということですか。 

《事務局》 

  そうです。 

《菊野委員》 

  委員会として一つの答えを出すまでとことん議論するのか、私はイメージ

が今掴めていないので、どこまでいくのかという話ですね。 

《事務局》 

  いろんなご意見ございますので、それは事務局として皆さん方に提示をさ

せていただき、その中から皆さん方で、いくつかの意見に対して一定の議論

を加えていただいて複数の意見を市民の方々に提示するというのも一つの方

法だと思います。これは、皆さん方でご議論いただきたいなと思っておりま

す。 

《会長》 

  市長から諮問を受けている訳でございますので、その答申を出すのがこの

委員会の役割でございます。その時に全員の意見がまとまるものならば、１

つでしょうし、或いは２つの意見、両方とも同じような重要な意見というふ

うに判断されれば両案併記ということもあるでしょうし、場合によってはそ

れが３つになるかもしれないと。ただそれはやはり実際議論を進めてみない

とどういう形になるかはわからない。基本的に答申なので、できれば１本の

方がいいかとは思いますが、やはり分かれることになるだろうというふうに

会長としては思っております。 

《菊野委員》 

  わかりました。 

《副市長》 

  前回の１回目の時に、今後この委員会としてどのようなスケジュール手続

きでご議論いただくかということを、資料３で前回ご協議いただいたと思い

ます。再度確認いたしますと６月に市民のアンケートを取り、そのアンケー

トの内容についてもこの場でご議論いただき、事務を執行している状況です。



 

17 

 

ご議論いただいた内容が秋ごろ中間案をまとめて住民説明会とか、パブリッ

クコメントにて最終的には年内に答申に至るということでございますけれど

も、具体的な資料の提示とか要求がございましたらできる範囲でそれは対応

させていただきます。一応そのようなスケジュールの内容で前回いくという

ことでございますので、説明させていただきました。 

《会長》 

  資料４についてご意見無ければ、次の資料５について事務局から説明いた

します。 

《事務局》 

【以下資料５のとおりであり記録省略】 

《会長》 

  ただ今、説明のありました資料５について、皆様からご質問とかご意見あ

りましたらお伺いいたします。いかがでしょうか。 

《中西委員》 

  今ある伊賀の県庁舎も、候補に挙げてもいいのではないかなと思うのです

けれども。 

《事務局》 

  説明にもあったとおり、市の所有している土地、市の関係団体の公社が保

有している土地、或いは建物を掲載させていただきました。当然全面移転も

できる敷地もございますし、部分的に活用していく施設も、４番、５番はそ

うなると思います。そういうのも含めまして、あくまでも既存施設を改修し

て使えるものは使っていこうという方針が非常に大事であるということです

ので、それも含めて市の施設、市の土地を掲載いたしました。今、中西委員

がおっしゃったように、市以外の土地或いは建物についても色々なご意見が

あろうと思いますが、アンケート調査にもそういう説明もございますので、

その調査の結果を踏まえ次回この候補地について検討いただきます。まずは、

市が保有する施設を抽出させていただいたということでご理解をいただきた

いと思います。 

《木下委員》 

  候補地のことでお伺いしたいのですけど、例えば同じようなところですと、

消防署横の市の職員さんが駐車場にしている場所があるのですけれども、あ

そこがなぜ対象から抜けているのでしょうか。 

《事務局》 

  あそこは職員の駐車場、或いは市民の駐車場として使用しておりますので、

その辺は候補としては挙げてはおりません。当然そこを庁舎敷地としますと

また別の場所に駐車場を確保しなければならないという問題がございますの
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で、今回は抽出をしておりません。 

《木下委員》 

  考え方の問題だと思いますけど、工事期間中は例えば半分だけ使ってとか、

現状として阿山に行っている組織とかで、かなり駐車場が空いていると思う

のですけど、そういったことを考えれば、たとえば取得の費用なんかは掛か

ってこない訳ですから、候補地として挙げておいてもいいのではないかと思

います。 

《事務局》 

  ご提案は承ります。 

《上田委員》 

  次回、空欄のところが埋まって出てくるということですか。 

《事務局》 

  すべてが埋められるかどうか。当然経費的なものは、業者に一定算出して

もらう必要があるかと思います。算出方法も具体的な建設の手法が決まらな

いと十分算定できませんので、これは徐々に詰めていかなくてはいけないと

思うのですけど、空欄は進行に応じて整備計画が煮詰まると同時に経費的な

ものは入れられると思います。今提案いただきましたように逆にこういった

項目が必要だということがございましたら、委員さんの方からお出しいただ

ければと思います。 

《副会長》 

  いくつかデータとしていただきたいというのは、敷地面積、建ぺい率、容

積率はお示しいただいているのですけれども、そこでどれだけの床面積が確

保できるのかという具体的な数字で入れていただいた方がいいと思います。

といいますのは前回の整備の計画では、１６，６００平米が新しく庁舎を建

てたとして最低必要な面積ということで算出されていると伺っております。

一つの建物でまかなえないものも今候補の中に挙がっているのですが、それ

ぞれどれだけの床面積が確保できるのか。目一杯建てた場合の計算になると

思うのですけれども、それを示していただくと，ここを選んだ場合だと２箇

所以上違うところに持っていかないといけない場合だとか、ここだと１箇所

で全部の機能が入るということがわかるのかなということが一つと、あと、

私は外から来ているので、できましたら地図を付けていただけると位置関係

や道とのアクセスがわかりやすいのですが。この地域でしたら、車で皆さん

庁舎にいらっしゃるということなので、面積だけではなくて、道路や駐車場

の関係や条件もまず見えてくると思いました。どういう方向で進んでいくか

が絞り込めていないとこういう事案はなかなかアイディアが出てこないので

すが、やはり基礎資料としてご提出いただくことでより具体的なイメージが
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できるのかなと思います。 

《事務局》 

  階層にもよると思うのですけれども、最大の床面積を提示することによっ

て、その中に配置できるスペースが特定できることから、分散しなければな

らないのか、１箇所でできるのかという議論に発展することになりますので、

次回は床面積を記載いたします。 

《副会長》 

  １６，６００平米という前提で進めてよいのかというのがあるのですが、

分散すればプラスアルファーで必要な部分が沢山出てくるような気がします。

最低必要な面積なんかも、一緒にご提示いただくといいのかなという気がし

ます。 

《会長》 

  今までのご意見ですと、今回は市や公社で所有している土地建物等をまと

めたと。ただ、次回につきましてはアンケートで県庁舎が出てくるかどうか

はちょっとわかりませんけれども、そういったものを含めた内容、且つここ

で空白になっているのをなるべく埋めるような形でこれをバージョンアップ

させたものが出てくるというそういう理解でよろしいでしょうか。それに合

わせて、副会長の言った地図、アクセス等のわかるようなものも合わせて出

していただくということでお願いします。 

  資料５について何かご質問等ございませんでしょうか。 

《大仁田委員》 

  候補地の４番と５番のことですけど、ハイトピアの４階と５階の事務室や

会議室を分散して使うということですが、今もハイトピアにいろんな課が入

っておりますが、その中に違う課がまた入ってくるということですか。 

《事務局》 

  庁舎の本庁機能という意味で、ハイトピア伊賀、上野ふれあいプラザにも

いろんな部署が入っておりますので、庁舎の本庁機能の再配置ということも

含めまして、そのまま保健センターなり、生涯学習課がハイトピア伊賀にそ

のままの部署とするならば、これは当然本庁機能として事務所の面積はこの

とおりになろうと思いますし、或いは違う部署と入れ替えるということも想

定できますので、そういった場合については、事務所としてこの面積が確保

できるという意味で、掲載をさせていただきました。ただ会議室は当然市民

の開放スペースとなっておりますので、これを事務室として使用する場合は、

いろいろ制約がありますので、また別の整理が必要になってまいります。あ

くまで、事務所としてのスペースを基本に考えていきたいと思います。ふれ

あいプラザにつきましては、２階が６課１室配置しておりますので、これは、
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人事課、企画、財政がおりますので、これはどの場所に行ってもどの課が入

るにしても十分使えるスペースであるという意味で掲載をさせていただきま

した。そういう意味でございます。 

《大仁田委員》 

  まとめてではなく分散化する中での候補地ということですね。 

《事務局》 

  そうです。 

《会長》 

  今日用意した資料は全部説明いただきました。もう一度資料１から資料５

までで何か。先ほど気が付かなかったけれども思い出したようなことがあれ

ばここでまた意見をいただければ。いかがでしょうか。 

《滝井委員》 

  本庁をどうするかとか、支所をどうするかとか、どういうふうに使ってい

くかとかという時に、単に庁舎をどうするかという話だけではないと思うの

ですね。この伊賀市全体をどうしていくのかという大きな概念から考えてい

く必要があるかと思います。例えば総合計画での謳い方等々出てくるかと思

うのですが、そういう文言も開示していただければありがたいと思います。

あと、一つだけ重要な話がありまして、都市計画の見直しを今行っています。

市街化調整区域と市街化区域をどうしようかという話が実はあって、数年来

検討委員会を開いています。その中で非常に重要な概念が盛り込まれており

まして、多核連携都市、これを伊賀市も今後やっていこうじゃないかという

話がございます。その辺も私は情報を持っていますが、どういう考え方をし

ているのかということで、資料を提出していただくことがよろしいのではな

いかと思います。というのは、伊賀市内で家を建てる時、皆さん確認申請を

出すのですが、伊賀市の中で確認申請のいる場所といらない場所があります。

今現実に、都市計画が定められている地域とそうでない地域、これを是正し

なければいけない課題を伊賀市は抱えています。その中のキーワードとして

多核連携都市という各地域に核を作っていくのだという考え方でございます。

これは支所のあり方に関わって大きなキーワードになってくるかと思います

ので、その辺の説明もこの場でしていただければと思います。今、具体的に

は、大山田は確認申請がいらないですよ。確認するチェックがないですよね。

島ヶ原もそうです。阿山、伊賀、青山は部分的にあります。 

《中西委員》 

  そうだから、車庫証明がいりません。 

《滝井委員》 

  一つの提案として言いました。都市計画の計画がないと車庫証明がいらな
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いのですね。 

《会長》 

  相互の中での候補地２番や３番が、現在の都市計画の用途地域ではだめだ

けども、それが大きな都市計画の見直しの中で、入ってくるようなものなの

か、入らないものなのか。やはりそういった情報もみなここで伝えていただ

ければ判断材料になるかと思いますので、事務局の方からそういった資料を

よろしくお願いいたします。 

《松山委員》 

  伊賀市 PTA連合会の会長として来ているのですけれども、皆さんのいろん

な意見を聞くのに来ている程度で、詳しいことはわからないのですけれども、

今阿山に住んでいまして、以前は小中高と丸之内に住んでいたのでここら辺

は庭みたいなものです。その中で、ここに書いてあるように、西小学校も崇

広中学校も取り壊されて、ちょっと寂しいなと思うのですけど、この庁舎も

残して何か違うことに使うのであれば、残して第３者に渡すというのも一つ

かもしれないし、ただ、市の庁舎として考えるのであればもう少し、合理的

に使えるよう建て直した方がいいのかなというふうに私は思います。ここに

も書いてあるように、保存活用を求める意見が出ているのであれば、誰か第

３者に渡して保存活用してもらい、いろんなものに使ってもらえばうれしい

のですけれども。 

《会長》 

  そのほか資料１から５までよろしいでしょうか。それではその他という項

目ですがいかがですか。 

《池澤委員》 

  その他について事務局に説明を求めたいのですが、先刻私少し触れました、

伊賀市庁舎整備計画策定業務委託というこの簡易プロポーザル方式で発注し

ようとされていることについて、確認を二つしたいと思いますのでご説明よ

ろしくお願いします。ホームページで見た訳ですけれども、前回の議論の中

で、市政再生室について質問を私も含めて複数の方がしたにも関わらず説明

が非常に曖昧だったという感じを残しております。この業務委託の特記仕様

書を見ますと、市政再生室のやることを下請けに出すような形かなと思った

りするくらい、なかなか検討委員会と密接な業務内容になっています。読み

ようによっては、ここの議事録もそこで作ってくれるような形になっている

かという読み方もできると思います。第１回目の議事録を読ませていただい

て非常に単純な字の間違いをいくつか指摘させていただいたのですけれども、

私たちのような素人が、日ごろあまり文章を作ることに慣れないものが、そ

うであるならわかるのですけれども、文章を非常に厳密に作られるプロであ
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る方が作った文書があの程度なのかということで、そういうことも含めて外

部委託されるのかというようなことを考える訳です。いずれにしろ業務の中

には、委員会でいろんな資料をそこで作成しなしさいよとかいうようなこと

も含まれていますよね。つまり、私たち一生懸命議論していても、この発注

の時期とか考えると、失われた２ヶ月くらいになってしまうのではないかと

疑問が出てくるのですけれども、その辺についてまずは、１点目。２点目は、

業務内容の中の、庁舎整備計画策定に係る諸業務の中で、一番目として庁舎

整備計画策定に係る企画提案資料作成業務とあります。企画提案まで含まれ

るのというような気もするのですけれども、読みようによっては、どっかの

立派なところが作ってくれるのかなと。つまり、庁舎の整備のあり方までこ

の外部に委託されるところに含まれているのですかというその２点確認した

いのですけど。 

《事務局》 

  庁舎整備計画のプロポーザルにつきまして、今公募をしておりまして、７

月２日が締め切りということで、提案書を出していただきます。当然、業者

さんにお願いすることといいますのは、庁舎整備計画検討員会の支援をお願

いするのですけれども、基本的には事務局が提案をさせていただいて皆さん

方に資料をお示しして、その中で例えば構造的な質問、他の事例の紹介、経

費的な面、そういったものは、我々では十分把握できませんので、そういっ

た資料を提示いただくということが主の目的でございます。当然、整備計画

をまとめていくうえにおいては、一つの体裁も必要でございますので、いろ

んな事例も踏まえながら、一つの計画を文書としてまとめていくということ

で、業者委託をさせていただくことでございますので、企画から提案から全

て業者にお願いするということでは決してございません。期間につきまして

は当然プロポーザルにしておりますので、一ヶ月半以上はかかる訳でござい

ますけれども、第１回、第２回の委員会で協議をいただいて、おおよそ庁舎

に必要な機能だとか或いはそういった重要な項目はおまとめいただいており

ますので、その辺につきましては煮詰まったうえで一つの方針として整備計

画の中に反映していきたい。反映するうえにおいては、その業者さんに冊子

としてまとめていただくということでお願いをする訳でございます。前回も

必要な議事録については、一定支援をしていただきましたので、当然確認は

します。ただ、委員ご指摘のように字の間違いがございましたことについて

は、事務局のチェック不足でしたので、この場でお断りを申し上げたいと思

います。 

《副市長》 

  市政再生室の業務の内容について、前回もご質問ご意見ございました。前
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回の資料３の裏面で、どういった検討項目をご議論いただくかということを

この場でお決めいただきましたけども、それでいきますと、次回に市政再生

室で現在も検討を進めております組織と規模について報告できるように今準

備を進めておりますので、そういうことでご理解をいただきたいと思います。 

《上田委員》 

  資料に関して、なかなか文書を読んでも理解できない部分があり、資料５

を見させてもらって本当に見やすく比較しやすいと思ったので、今日も話し

に出ていたと思うのですけど、あくまで南庁舎を残すのか全面新築になるの

かということ。まだどれも決まっていない状況であると思いますので、こち

らの市庁舎に関してもこういう表にしていただけるとより比較しやすいと思

います。 

《会長》 

  どういう表ですか。 

《上田委員》 

新築にしたらいくら金額が掛かって、耐震を補強する場合であればとか、全

面新築と違って小規模のもので支所を残すという形であるとか、やっぱり数字

が横並びに出ていると比較しやすいです。そいうものを作っていただければ助

かります。 

《会長》 

  事務局の方には、分かりやすい資料を作ってくださいということですね。 

《上田委員》 

  表とかが分かりやすいもので。 

《池澤委員》 

  この委員会と議会も含めてですけれども、関連のあるような動きがあるよ

うなのですけれども、委員はこの地域ばかりの方ではないし、街だけじゃな

くて、村の人もおりますものですから、もう少し関連のあることは報告とい

うことで事務局から何らかの形で教えていただくとありがたいのですけれど

も。例えば先ほど触れたプロポーザルの話なんかも今は必要なくても、次回

になるともう事務局機能をかなり負われるような感じもしないでもないです。

一言二言三言は触れていただけるのかなと思ったりはするのですけれども。 

《会長》 

  議会の特別委員会が作られたと。そちらの方で議論がもし進むようであれ

ばそういったものについての通知、この場でもご報告いただけるものがあれ

ば出していただくということでよろしいでしょうか。それでは事務局お願い

します。委員のほうからその他の事項よろしいでしょうか。事務局の方で何

かその他の項につきましていかがですか。 
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《事務局》 

  次回につきましては、アンケート調査を集約しまして、皆さん方にその内

容をお示しさせていただくということと、比較検討資料をもう少し中身を充

実させるということを、次回提案させていただこうと思います。次回の委員

会ですが、９月までにあと３回ほど開催したいと事務局は考えておりまして、

そこから逆算しますと７月２２日に第３回を開催したいと思っておりますが、

委員さん方いかがでしょうか。時間は午前、午後未定ですが。 

【一同 「午後にしていただきたい」の声】 

《事務局》 

  それでは午後１時３０分でお願いします。 

《会長》 

  ８月、９月の案があれば。 

《事務局》 

  ８月はお盆までにもう１回と、月末に１回として、だいたいの中間のまと

まりぐらいまでお世話になりたいと考えております。８日か９日に予定させ

ていただきたいなと思いますが。 

《木下委員》 

  ９日は３人欠席になると思います。 

《事務局》 

  それでは、８日ということで。 

《会長》 

  こちらも午前、午後はいかがでしょうか。会議室の都合とか。 

《事務局》 

  時間については調整させてください。それから、月末は２９日木曜日あた

りいかがでしょうか。午後１時３０分からでよろしいですか。 

《会長》 

  それでは、７月２２日月曜日が午後１時３０分から。８月８日の時間は未

定で、８月２９日も基本的には午後からということでよろしいでしょうか。 

【一同 「異議なし」の声】 

《会長》 

それでは、次回は、７月２２日午後１時３０分からということで、以上で本

日の検討委員会を終了します。本日も活発なご意見ありがとうございました。 

 

【午後３時３５分 開会】 


