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第１回伊賀市公共施設最適化計画検討委員会 概要 

 

１ 開催日時 ： 平成 26年４月 30日（水）午後１時 30分から 

２ 開催場所 ： 市役所本庁２階 第１委員会室 

３ 出席委員 ： 瀬田委員、吉村委員、上井委員、山本委員、小林委員 

４ 欠席委員 ： 岡井委員 

５ 先進自治体 ： 神奈川県秦野市公共施設再配置推進課 志村課長 

６ 傍 聴 人 ： なし 

７ 報道関係 ： ４社 

８ 事 務 局 ： 岡本市長、辻上副市長、 

西堀財務部長、藤岡管財課長、谷口副参事、竹森主査、清水主任 

９ 協議事項 ： （１）委員の委嘱 

         （２）委員会の任務 

         （３）会長及び副会長の選任 

         （４）諮問 

         （５）議事 ①伊賀市公共施設最適化方針について 

               ②委員会の運営及び検討スケジュールについて 

               ③先進自治体事例紹介（神奈川県秦野市） 

10 配布資料 ： 資料１ 伊賀市公共施設最適化計画検討委員会設置要綱 

         資料２ 計画策定スケジュール 

         資料３ 公共施設最適化計画の策定の進め方 

         資料４ 施設別の最適化方針決定のためのフローチャート及び施設評価シート 

         資料５ 秦野市公共施設再配置計画書（抜粋） 

11 会議概要 ： 

【1時 30分 開会】 

 

事務局： こんにちは。ただ今から第１回伊賀市公共施設最適化計画検討委員会を開催いたします。

皆様には、公私ご多忙のところご出席を賜り誠にありがとうございます。皆様におかれま

しては、公共施設の最適化計画の策定にあたり審議検討をいただきたく、委員としてお願

い申し上げます。 

 

〇事項１ 事例交付 

 事務局： それでは、はじめに委嘱状の交付を行います。お一人ずつお名前をお呼びし、市長より

個々に交付させていただきます。なお、岡井様は本日学校の業務で欠席をされています。 

     【瀬田委員、吉村委員、上井委員、山本委員、小林委員の順で交付】 

 

〇事項２ 市長あいさつ 

  市長： ただいまは委員をそれぞれお引き受けいただきありがとうございました。 



2 

 

     伊賀市の公共施設の保有状況につきましては、平成２５年６月に公共施設白書を作成し、

伊賀市の施設保有量が市民一人当たり５．０平方メートルと県内他市の平均３．５平方メ

ートルに比べ多く保有していることが判明しました。 

      将来にわたって持続可能な公共サービスを維持していくためには、第２次伊賀市行財政

改革大綱に基づき、今ある公共施設の集約化や統廃合によって、保有量を減らしていくこ

とが避けては通れなくなってきています。このため、今年３月に総量の縮減、機能の複合

化、そして運営の適正化を目指すべき３原則として「公共施設最適化方針」を策定しまし

た。 

  今年度は、基本方針に基づく総量目標として、２０３０年度までに３４％縮減するため、

学識経験者等から構成する検討委員会を組織して意見を伺いながら「公共施設最適化計

画」の策定を進めていきたいと思っております。 

      一方、伊賀市の財政状況でありますが、生産年齢人口の減少により市税収入は減少傾向

にあり、加えて、地方交付税については、合併算定替期間の終了により平成２７年度から

毎年およそ３億円ずつ減額され、最終年の平成３１年度には今年度に比べておよそ１５億

円程度減額される予定で、一般財源の不足が懸念されています。その一般財源の不足を補

うために、歳出の削減が必要で補助金や事務事業の見直しを行うとともに、公共施設マネ

ジメントにより既存施設の保有量を減らし、施設の維持管理費や修繕費の縮減を図ろうと

考えております。 

      こうした財政状況からも公共施設については、今後新たに整備していくという発想から、

今ある施設を活用して効率的にサービスを提供していくことへと転換することで、市民の

財産である公共施設を将来へ持続可能な形で継承していくことが必要となってきます。 

      委員の皆様には、公務ご多用の中、公共施設の最適化計画検討委員会の委員として一年

間お世話になりますが、市民にとって行政にとって、また各委員の皆様にとってすばらし

い計画となりますことをお願いして、委嘱にあたりましてのお願いの言葉とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いします。 

 

〇事項３ 委員会の任務 

 事務局： 【資料１の説明】 

      【委員及び行政側出席者及び事務局の紹介】 

      【先進自治体の神奈川県秦野市 志村課長紹介】 

 

〇事項４ 会長及び副会長の選任 

 事務局： 要綱第６条第１項の規定に基づき、委員の皆様からご提案をお願いします。 

 Ａ委員： 会長に瀬田委員、副会長に上井委員を推薦します。 

 事務局： ただいま Ａ委員から会長に瀬田委員、副会長に上井委員を推薦するとのご提案があり

ましたが、ご異議ございませんか。 

      【異議なし】 

 事務局： それでは、会長に瀬田委員、副会長に上井委員を選出することとなりましたのでよろし
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くお願いします。恐れ入りますが、会長、副会長については正面の席へ移動をお願いしま

す。 

      ～～～会長、副会長 席移動～～～ 

 事務局： それでは会長、副会長からごあいさつをいただきたいと存じます。 

  会長： 瀬田です。よろしくお願いいたします。私も公共施設の統廃合、最適化について研究し

てきましたが、縁あって伊賀市の取り組みに関わらせていただくことになりました。 

この問題は、多用なご意見、地域のご意見が重要であり、専門的な意見も非常に重要と

思われます。委員そして自治体職員の方々のご意見、そして市民の意見をくみ取りながら

伊賀市にとって最適な公共施設の計画を作りたいと思います。 

 副会長： 上井です。この分野は研究分野ではないが、法律の分野から何か助言できればと思って

います。行政側の住民に対する納得のいく説明が重要になってくると思いますので、そう

いう観点から慎重に参加していきたいと思います。 

 

〇事項５ 諮問 

 事務局： 続きまして、市長から委員会に対し、公共施設最適化計画に関して、調査・審議いただ

くため、諮問書をお渡しいたします。 

  市長： 【諮問書朗読】 

 

 事務局： 以後、議事の進行につきましては、要綱第７条の規定により会長にお願いします。 

なお、本日は、委員の過半数の出席をいただいていますので、委員会は成立することを

ご報告いたします。 

 

〇事項６ 議事 

  会長： 本年度は公共施設最適化方針を踏まえ、具体的なことを決める重要な年度だとお伺いし

ています。それでは、公共施設最適化方針についてを議題とします。事務局から説明をお

願いします。 

①伊賀市公共施設最適化方針について 

 事務局： 【事前配布の伊賀市公共施設最適化方針の概要説明】 

  会長： 非常に簡単に言うと２０３０年度には、施設の量を３分の２にすることです。なかなか

ハードなことをしないと財政面で大変だということが方針で分析された結果だと思いま

す。 

      すでに、委員の皆様には事前にお手元にお持ちかと思いますが、この場でご意見やご質

問があればいかがでしょうか。 

比較的分かりやすくまとめていただいていると思いますが、もし、分からないことがあ

ればと思います。これがベースとなって今後の議論が進んでいくことになります。 

      【質疑なし】 

  会長： また何回かご質問を伺う機会がありますので、戻っても構いませんのでその時にお伺い

できればと思います。 
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      それでは、次の事項に行きたいと思います。 

②委員会の運営及び検討スケジュールについて 

 事務局： 【資料２、資料３、資料４の説明】 

  会長： ご質問、ご意見があればいかがでしょうか。 

      これから素案を庁内会議で検討していただいて、それが６月の下旬にこの検討委員会に

出てくると思うが、今の時点で決まっている限りでどれぐらいのものが出てくるのか。個

別に廃止・統合というところまで出てくるのか。 

 事務局： 施設情報、財務情報、供給情報をまとめた施設カルテを基に、資料４のＡ３用紙にある

最適化方針に基づく施設評価シートにより一定の方向性を事務局から提示し、それをベー

スとして庁内会議で協議する方向で考えています。 

 Ｂ委員： 本来なら計画の中に示される総量目標を先に示しているということは、逆にそれを具体

化すればいいと思いますが、他方で、地域内あるいは庁内でどのくらい納得できているの

かが気になります。その辺が共有されていて具体化するだけなのか、または、共有されて

おらず具体化する中でその話が再燃するような話にならないかが気になります。 

 事務局： 委員のおっしゃるとおり、職員の意識が非常に大事であることから、明日５月１日に職

員研修を実施することとしています。また、市民に対してはシンポジウムということで日

時は未定ですが、基調講演やパネルディスカッションを計画し、広く市民の皆さん方に施

設の保有状況と今後の方向などの周知を予定しています。平行して、検討委員会と庁内会

議でも検討を進め、９月に中間案を作成し、１０月に市民説明を予定しています。 

 Ｂ委員： 方針に対しての理解はどうなのですか。地域別や分野別でいろいろあると思いますが、

改めて推進の段階でそういう問題が出てくるのですか。 

 事務局： 今年の 1月に最適化方針中間案のパブリックコメントを実施し、いろんなご意見をいた

だいたが大きな反対はなかった。ただ、今後個々の施設について考えていく際にはいろい

ろなご意見が出ると思われます。 

  会長： まだ議論があると思うが、個々の施設の最適化に早くから取組まれている事例紹介とし

て、神奈川県秦野市公共施設再配置推進課長の志村高志様にお越いただいてります。せっ

かくですので、志村様のお話をお伺いしてから伊賀市の話を含めて議論した方がいいので

はないかと思います。 

      ～～～ 志村氏 席移動 ～～～ 

③先進自治体事例紹介（神奈川県秦野市） 

 志村氏： 改めまして、神奈川県秦野市公共施設再配置推進課長の志村と申します。よろしくお願

いします。 

なぜ、ここへ招かれているかと申しますと、先ほど職員の意識ということを心配され

る意見がありました。日本全国どの自治体でも同じ悩みがあります。なぜかというと、

端的に役所というのは利害関係の異なる企業の集合体とイメージしてください。そうい

う組織ですのでどうしても同じ方向を向けないことはあったりするが、その中で全体が

同じ方向を向いていかなければならないのが特にこの分野であるわけですが、私、先週

は鳥取県の職員研修へ行って参りました。今週は伊賀市で来週は静岡県沼津市、その次
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の週は長野県松本市と職員研修を渡り歩く状態です。これは明日を境に確実に伊賀市の

職員の皆さんも危機感というものが変わると思います。それぐらい私がする話は伊賀市

職員の方に対しても伊賀市民の皆様に対しても優しい話ではないです。非常に厳しい話

をします。でも、それでもなおいろんな自治体から話を聞きたいと言ってくださる内容

ですので、必ず意識は変わると思いますので、その点では、ご安心いただければと思い

ます。 

【資料５の説明】 

計画書の抜粋です。主に専門家に集まっていただき検討委員会を設置し検討を進めてき

ましたので、その役割や関わり方を中心にしたところを抜粋してきました。 

１９２頁の方針等の策定体制及び経過ですが、先ほど伊賀市でも同じような図の資料が

ありましたが、だいたい同じような形で進めているということになります。一つ決定的に

違うのは私共の設けた検討委員会は市長の附属機関ではございません。諮問・答申という

形はとっておりません。ただ、市長が設置をして市長に対して専門的見地から提言をして

くださいという委員会ですので、その提言の内容は最大限に市長は尊重して方針と計画を

作ったという位置付けの違いが若干あります。 

次に１９３頁ですが、秦野市の取組みは平成２０年４月から始まり現在７年目に入って

おります。平成２０年４月に専任組織が出来あがって、平成２１年１０月に公共施設白書

を公表しています。これについては、伊賀市も既に公表済みとなっております。この白書

公表の２ヵ月後に再配置計画の検討委員会を設置しています。私共の検討委員会との役割

の一番の違いは、方針の検討から委員会が関わってきたということがあります。これはど

っちが良い悪いという話ではなく、平成２０年や平成２１年にこの取組みを始めた頃とい

うのは、こういった取組みをしている自治体は非常に少なかったので、参考になるものが

あまりなく、手探りの状態で始めていますので、方針についても専門家にご意見を伺いな

がらとういうことで方針の検討から入りました。 

平成２２年６月に７回の検討委員会を経て、方針に対する提言が委員会から提出されて

おります。そして、７月の第８回検討委員会から計画内容の検討に入っています。 

１９４頁ですが、平成２３年２月の第１５回検討委員会で計画の検討を終えています。

計８回が計画の検討にあたったことになりますが、先ほどの事務局の案ですと６回の予定

ということでしたが、ただこの８回のうち第１４回、第１５回目は平成２２年度１１月と

１２月に計画の中で特に秦野市のシンボルになる事業をやろうということでシンボル事

業に絞った検討をしておりますので、この２回を差し引けば６回ということで伊賀市さん

と同じ回数になります。平成２３年２月に提言、この委員会では答申という形になると思

いますが、この提言が提出され、それを基に計画の内容を決定しています。これが秦野市

における委員会の役割になります。 

メンバーについては、１９５頁になりますが、８名の委員とシンボル事業に関してアイ

デアを出してくださった民間の方を２回だけ特別委員として招いて、一緒に議論をしてい

ただきました。８名の委員は全員専門家です。この委員会には市民委員が２人おりますが、

秦野市には市民委員という名前を付けた委員さんはおりませんが、副委員長の小林先生は
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秦野市に３０年間住んでらっしゃった方です。今は違う場所に住んでらっしゃいますが。 

そして、上から５段目の塩原さんも秦野市の住民です。ですからこの方たちが専門的見地

とともに市民委員としての役割を果たしていたという特徴があります。 

１９６頁以降は、第１回から会議の次第と提出した資料を載せております。 

２０３頁では、最終的にこの計画策定にあたって出された提言書になります。これに関

しては、私共事務局の手が一切入っておりません。委員会で書いてくださったものです。

特に前文ですが、何のためにこういうことをしなければいけないのか、ということを民間

委員の言葉でしっかりと訴える内容になっております。やはりこういった委員会の一番大

事なことでもあると思うのですが、ただ単に事務局から出されたものを鵜呑みにするだけ

では誰でもできる訳です。そういった中で、どれだけしっかりと将来の伊賀市民のための

議論をすることができるのか、という点が非常にポイントになってくると思います。 

私共の設置した委員会は、３つのポリシーを持って運営してくださいました。まず、今

言いましたように、将来の秦野市民に対する責任をしっかり果たすんだということです。

２点目は、実現可能な計画にするという点です。何かというと、役所の人間がこういうこ

とをいうのは変ですが、役所の計画というのは往々にして計画を作って計画倒れに終わる

ことが多いのですが、こういった計画が計画倒れに終わると将来の市民がどういったもの

になってしまうのか、そのことをしっかりと認識して委員会の議論にあたってくださいま

したので、特に財源の問題からこの計画が実現可能なものにしっかりとしていくんだとい

うことを重視してやってくださってます。もう１点は、この委員会も傍聴が可能だと聞い

ておりますので心配はないと思いますが、すべてオープンにしてやっていきますという姿

勢でやってくださいました。どんな公共施設にも利用者は必ずいます。利害関係というも

のはありますので最終的に計画が出てきた時に、「こっちの施設が無くなって、あっちの

施設は残った」「あっちの施設には声の大きい人がいたらしいよ」というふうになってし

まうと、計画全体に対する信頼を失ってしまうことになります。ですから、そういう要素

は一切ないんだということを明らかにするために計画策定の段階からすべてオープンに

する姿勢でやってくださいました。その３つが私共の設置した委員会のポリシーとなりま

す。 

資料の最後は、委員会の設置要綱です。伊賀市さんの設置要綱もしっかり出来ていま

すので、これについては特に説明をいたしませんが、最後に申し上げておきたいのは、

神奈川県秦野市というのは、新宿から小田急線で１時間少しで来れる所です。新幹線が

止まる小田原駅から電車で２０分ぐらいの所です。そういう所ですら、もうすでに人口

減少が始めっています。高齢化率も最近２１％を超えました。２１％を超えると超高齢

社会という定義ですが、東京からわずか５０キロメートルの町でもこういう状態になっ

ている。それとともに、私共で立てている目標は、４０年間かけて３１．３％のハコモ

ノを減らしていく。そうしないと財政が立ちゆかなくなるという目標を掲げています。

私共のもっているハコモノの量というのは、伊賀市の市民一人あたり５平方メートルに

比べて、２平方メートルです。それしかない町で東京からわずか５０キロメートルの町

でも３０％以上のハコモノを減らさないといけないということがこの問題の根深いとこ
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ろだと思いますので、私の口から改めて言うまでもないと思いますが、こういった危機

感を是非共有していただいた上で、将来の伊賀市民のための責任ある議論をしていただ

けたらと思います。私の方からは以上です。 

  会長： ありがとうございました。せっかくの機会ですのでご質問がありましたらお願いします。 

 Ｃ委員： 提言を作成する中で、何回かパブコメ等を実施されておりますが、市民からの反対意見

は出てきていますか。 

志村氏： 秦野市は、パブコメの内容もすべて計画書の中へ掲載しており、ホームページでも見れ

るのですが、反対の声は一切ございません。個々の施設の統廃合を実行するにあたり、施

設の利用者に説明を行うときには、利用者を中心に少なからず反対は出ます。でも、この

再配置の方針と計画に対する反対の声は、極端な話一切届いてないと言ってもいいと思い

ます。総論に関しては、市民もしっかり進めていくべきだという高い意識があるというふ

うに思ってます。明日の職員研修会の中でもお話しますが、秦野市民にアンケートを採っ

ています。この再配置の取組みに賛成してくれるかと。そうすると、「賛成する」「どちら

かというと賛成である」という市民が７７％です。それだけ高い危機意識を市民の皆様が

持っていらっしゃるというふうに思います。なぜそうなったかというと、やはり客観性と

透明性を重視した仕事を最初から一貫してやっているということだと思います。先ほど、

委員会はすべてオープンにすると言いましたが、検討途中の資料もすべてホームページで

見られるようにしてます。往々にして数字は一人歩きするからそういうことをするもんじ

ゃないという意見もありましたが、あえて全部見せています。我々はそういうことを一切

隠してないという姿勢を貫いてきたからこそ理解を得られたのかなと思います。ただ、数

字だけで何でも推し量られたら、「人口の少ない地区は公共施設なんか何もなくなるんじ

ゃないか」「そういうことはやめてください」という意見はありますが、この方向性につ

いては、「必要がない」「止めた方がよい」という意見は一切ないということになっていま

す。 

 Ｄ委員： 検討委員会は平成２３年で大方終わっているわけですが、委員会と市民と市との関連性

はどうなっていますか。 

 志村氏： 検討委員会自体は計画を作った時点で解散していますが、その後の市で作るいろんな計

画、例えば、公立幼稚園のあり方検討委員会、行革推進プランの外部評価委員会がありま

すが、そういうところにこの再配置の検討委員会のＯＢが行きます。要は、矛盾がないよ

うにすることです。そういうやり方で未だに関わっていただいております。市民とのやり

取りは、この計画案が出来た後、個別の施設の統廃合や複合化にあたっての説明の場、あ

るいは出前講座などで私たちが直接やっています。 

 Ｄ委員： 現段階では統廃合と決まっているだけで、動いているわけではないということですか。 

 志村氏： もう閉めた施設があります。２つ閉めて今３つ目を地域と交渉に入っているところです。 

 Ｂ委員： 職員の意識が主体的に変わるというポイントはどこにあるのですか。 

 志村氏： 先ほども申し上げましたが、市民一人あたり２平方メートルしか持っていない町がこれ

だけ危機感を持って３０％以上減らさないと財政が持たないということを客観的に計算

し尽くして証明しているわけです。それと伊賀市の状況を比べて、危機感を持たない職員
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がいたらその職員には給料を払う必要はないですよね。ですから、本当に先ほどから何度

も言いますが、客観的にと言いますが、この客観的に見て自分達の町がどういう状況にあ

るのか、あるいは日本全体がどういう状況にあるのか、そのことが明日の研修を通じて分

かると思いますので、９０分から１００分ぐらいしゃべりますがそれを通じて必ず伊賀市

職員の方も大勢の方が危機感を持っていただけるというふうに思っています。 

  会長： 伊賀市の取組みの中には、シンポジウムやワークショップ、タウンミーティング、出前

講座と職員が主催するものと検討委員会主催で行うものが含まれていますが、秦野市さん

でやられた時は、委員会主催でこういった市民に対する直接対話する機会はあったのでし

ょうか。もし、あったとしたらどんな形でやられたのでしょうか。 

 志村氏： 委員会の委員の皆様が市民に直接相対するという機会は無かったです。やはり当時は取

組みがあまり進んでいなかったことと、市民の間にもこういう問題に対する危機意識があ

まりなかったという状況の中では、少し刺激的過ぎるというかそういう部分がありました。

今は中央道の笹子トンネルの事故を境にして市民の間にも非常に危機感が広まっていま

すので、そういった中でシンポジウムをやるというのは意義があると思います。去年、松

阪市でやりましたが、その時も私がお邪魔してお話させていただきましたが、市民の皆様

もしっかりと危機意識を共有いただけたというお話でした。 

      出前講座は、職員がしっかりやるべきというか出来るようになるべきだと思います。説

明っていうのは非常に大事になってきますし、説明に終わりはありませんので何度でも何

度でも相手がどんどん変わって、同じことを何回も説明しなければいけませんので、職員

の方も説明する資質を磨くためには出前講座を積極的にやっていくべきだと思います。 

  会長： これから伊賀市では、素案、中間案それから年度内には最終の案をまとめるという流れ

になっておりますが、その過程で一旦廃止しようとしたものを廃止しない、残そうと思っ

ていたものを廃止や統合するなど案が変更されたりするものなのでしょうか。それとも、

最初客観的に決めると思いますが、よほどのことがない限り通すということになるのでし

ょうか。 

 志村氏： 秦野市の計画の作りこみ方というのは、４０年間にわたる方針としてやっています。そ

れを１０年ごとの４期に分けて計画を作っていきます。その第１期基本計画を今やってい

るところですが、その１０年間の中でも具体的に決めているのは前期の５年分だけです。

今年度の半ば頃から後期実行プランの作成に入るわけですが、やはり社会情勢、経済情勢

いろんなものが動いてまいりますので、その都度これが最適かどうかチェックを入れてい

く必要がある。場合によっては、変わっていくこともあるだろうと思っていますが、その

変える理由というものを客観的に説明できるのもでなければいけないと思います。反対が

多いから止めたというものではいけないと思っていますが、まったく変わらないかという

とそういうものではないと認識をしております。 

会長： 今回伊賀市の取組みではすべての施設についての存続・廃止の方針を出すことになるの

ですか。秦野市さんのように、アクションプランの中で今後５年を必ず出して、あとのも

のは具体性がない形でもう少し後で決めるということもあり得るかなと今の話を聞いて

の思いなのですが、その辺はどうでしょうか。 
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 事務局： 伊賀市においてもまず第１期の５年間を示したいと思っております。 

 Ｂ委員： 危機感を感じる自治体とそうでもない自治体との差はどのあたりで出てきていますか。 

 志村氏： まずはトップの考えが間違いなくあります。私共の市長は、１月に選挙がありましたが

「再配置をしっかりやってきました。これからもしっかりやっていきます」ということを

全面に押し出して選挙戦を戦い勝ち抜きましたので、やはりトップがどう判断するかが一

番だと思います。もう一つは、首都圏の自治体の方が危機感が高まるのが早かったんです

ね。なぜかというと、市の財政の性質は様々ですが、首都圏の自治体は国から出るお金に

依存していない。ところが、地方に行けば行くほどそれではやっていけなくなるので、ど

この自治体でも標準的な行政サービスを行えるようにということで、足りない分は国が出

すわけです。国に依存しているような体質の濃い町は、なかなか危機感を持てないのかな

という感覚です。あと、おもしろいのですが、お城のある町は比較的早く取り組んでいま

す。なぜか分かりませんが、行くところ行くところそんな感じで、住民の気質等も関係し

ているのではないかなという感じがします。これについては、先ほどから客観的と言いな

がら客観的な説明にはなっておりませんが。とにかく、市長、役所が危機感を持たない、

そういう中で取組み始める   自治体は何が違うかと言うと「住民と議会」です。こち

らの方が先に危機感を持つ、そのことによって役所を動かすという町もあります。 

  市長： 私もあちらこちら回りまして、住民の方々に公共施設と将来の財政見通しを話しますと、

反対の声は聞きませんでした。むしろ、水を打ったように静かになって聞き入るというこ

とにもなりました。議会の方でも話をさせていただいたが、いつもにぎやかな議会が静か

になって重い雰囲気になっていったこともあります。やはり、しっかりと方針を打ち出し

て丁寧に説明をしていくことで透明性を持つことが大事だと改めて感じました。ありがと

うございました。今後ともよろしくお願いします。 

     ～～～ 市長 退席 ～～～ 

 Ａ委員： 住民が危機感を持つことが大前提であると思います。秦野市さんが住民に危機感を持た

せるまでにどれくらいの期間がかかりましたか。 

 志村氏： 正直言ってあっという間に出来るものではないです。先ほど「７７％の市民が」と言っ

たアンケートは、平成２４年の１２月に実施したアンケートです。取組み始めてから４年

です。今もまだ伝わってない、危機感を持っていただけない市民がいるのも事実です。非

常に長い期間かかるが、それをいかに短縮できるかは説明の仕方だと思います。私ははっ

きりとものを言います。そうしないと伝わらないですし、財政が苦しいからやるんじゃな

くて、これは日本の社会問題ですよという説明をしたりします。そこはいかにして今後事

務局がそのテクニックを磨いていくか、努力していくのかにかかってくると思います。そ

れともう一つ、マスコミに取り上げてもらうことによって、日頃市政に関心がない方でも

テレビで「神奈川県秦野市では」と流れるとテレビを見たり、普段読んでる新聞で「神奈

川県秦野市」という文字が入ればやっぱり読むんですよね。比較的取組みが早かったので、

マスコミが取り上げてくれることが多かったです。テレビだけで７回ぐらいやっています

ので、それが功を奏しているという部分もあります。市長さんは元アナウンサーの方です

のでそういう情報発信力が優れていらっしゃると思いますので、そういったところもいか
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に上手く使っていくかにかかっているんじゃないかなと思います。 

 Ａ委員： 秦野市さんは合併していない市ですが、伊賀市は合併市であり、やはりそれぞれの地域

根性がかなりあって、それを収めることがすごく重要なことです。危機感が危機感がと言

っても対岸の火のように「自分のところは違うよ」のような考えが浸透しているところあ

って、その部分を打破していくことがかなり難しいと思います。 

  会長： 伊賀市は街中もありますが、結構農山村が広がっていて、公共施設という意味では非常

に効率が悪い状況であるけれども、人がいなくなってしまいそうで振興しないといけない

という一面もあります。その辺をどうバランスをとっていくか。ただ、人が少ないとどう

してもコストが高くなってしまうということで、実は４年前に秦野市にお邪魔して志村さ

んにもお会いさせていただいた時も、秦野市の中にも少し山奥のところがあったんじゃな

いかと思うのですが、そういうところに対してもあまり特別扱いせずに人口割りとか人口

密度でできるのか、多少その辺は区別をして調整するのかどうでしょうか。 

 志村氏： 秦野市は昭和の大合併で７つの町村が合併して出来た市ですので今の伊賀市と非常に似

ていると思います。地域根性は６０年経っても未だに無くならないです。高齢者は、未だ

に「うちの地区には何々が少ない」とか旧町村の単位が地区割りになっていて、「街の方

だけ良くして」とか、こういうのはもう無くならないと思った方がいいかもしれません。

それを無くさない方がいい場合もあると思います。地域の風土、伝統や文化はしっかりと

残さないといけないと思います。今先生がおっしゃったように、秦野市の中には人口２４

００人の地区があります。そこも一つの地区としてコミュニティーを維持していくために

何をするかというと、そこの地区の学校は統廃合しないということを再配置計画の中では

明確に打ち出しています。全校生徒が７０人ぐらいになっている小学校が一つありますが、

それも将来にわたってしっかり維持していきますと、ただ複合化はやっていきますけれど

も。なぜかというと、それが無くなってしまうと明治の頃からあった地域の中心がその学

校です。それが無くなると地域の中心が失われてコミュニティーが崩壊してしまうと、地

域の伝統文化、風土そういうものが全部消えてしまうことを市長が嫌がるんです。だから

それをしっかり維持すると、そのためには便利なところに住んでいる人達が少し我慢して

くださいというのが秦野市の再配置計画の考え方です。先ほどもうすでに施設を２つ閉鎖

していますと言いましたが、１つ目に真っ先に閉鎖したのは秦野の駅前の施設です。他の

町とは逆のことをやっているとよく言われますが、駅前の民間ビルを借り上げた施設で家

賃が高いので真っ先に閉鎖して、不便になるけど少し歩いてくれと、５００メートルも歩

けば他に使える施設が３つ４つもあるんだからというのが秦野市の考え方です。 

 Ａ委員： 住民の方に厳しい危機感を持っていただき、市長が打ち出している勇気と覚悟を持って

取組んでもらわなければならないものが、この報告書が出来たときに将来的にこれをする

ことによって素晴らしいことがあるとか希望が持てるということを秦野市さんの報告書

の中には出ていますか。 

志村氏： そういう心配はでてきます。不便になるのではないか、サービスの低下を招くのではな

いかなどがありますが、秦野市の場合は、シンボル事業を前期の５年間で４つ掲げていま

すけれども、何かと言うと、公共施設の再配置というものは市民サービスの低下を招くた
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めのものだけではなく、今までより安い税の負担でもっと高いサービスを実現することが

出来るというのが公共施設再配置なんですよということを市民の目に見える形で作り上

げてアピールしてあげる。それがシンボル事業です。一方では不便になることはあります

よと、今まで５００メートル歩けば使えた施設が１キロメートル移動していただかなくて

はならないかもしれない、そういうことがあるかもしれないが、そんな話ばかりではない

んですよということも一方では掲げている計画になっています。 

 Ａ委員： 伊賀市には住民自治協議会が発足しているが、秦野市さんにもあるのでしょうか。 

志村氏： 地縁による団体、自治体しかないです。 

 Ａ委員： 伊賀市においては、住民自治協議会が公共施設の削減にあたり非常に重要な役割をする

と思いますので、何か例があればなと思います。 

  会長： 伊賀市は自治基本条例で非常に有名な自治体であるとお伺いしておりますが、あまり地

区の住民の意見を完全に丸呑みしてしまうと計算が３４％減にはならない可能性がある

と、その辺のバランスというか、もちろん市民の方々がすべて分かってくれていればいい

んだけれど、そうでない場合にどう説得したらいいか非常に大きな課題の一つだと思いま

す。今はその答えが出るわけではないですが、地域の代表の方を中心に是非考えさせてい

ただきたい問題だと思います。 

 Ｄ委員： 伊賀市はハコモノが多いですが、秦野市の場合は借りている施設を廃止したと言われま

したが、ハコモノを無くす予定はありますか。 

 志村氏： 児童館を一つ無くしました。今３つ目の協議を地元としていますが、生涯学習施設とし

て持っていた施設を廃止ということで無くします。ハコモノは全部いらないかではなく、

大事だから作ったはずなのでそれが無くなってもいいのかというと、あった方がいいに決

まっているんですが、それは無理だということで無くします。単に無くなってもいいのか

というとそれはまた違う話で、そのハコモノが持っていた機能をどうするのかが知恵の出

しどころだと思います。先ほど言いましたが、「少し遠くなるかもしれませんがこっちの

施設を同じように使えるようにしたから」とか「複合化して今までは学校でしか使ってな

かったけれども地域の人も使えるようにしたから」など、そういう工夫の余地はたくさん

あるのがハコモノだと思いますので、無くしながらもその機能をいかに維持していくか、

ここが伊賀市の腕の見せ所だと思います。 

 Ａ委員： 今のご回答を聞かせていただいて、本当に職員の方に学んでいただきたい。全てを否定

するのではなく上手くもっていってらっしゃると、これだと住民は納得していくだろうな

というふうに思いました。 

 志村氏： それでも年がら年中、住民の方とはガンガンやりますよ。 

 Ｃ委員： 秦野市の検討委員会の委員の方も県外の方が入っていますが、素案を作るにあたり、事

前に地域の特質等を委員に説明されましたか。あるいは、委員が地区を回って状況を把握

されたのですか。 

 志村氏： 前もってレクチャーはしていないが、秦野市在住の委員が説明をしていました。やはり

そういう懸念は必ず付きまといます。秦野のことを何にも知らない人が外から来て秦野の

ことを決めても秦野のことを分かってないと言われる可能性を懸念していたので、委員会
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の開催場所を市内ぐるぐる回りました。いろんな公共施設で毎回違う場所でという工夫は

しました。駅まで迎えにいって駅から来る道中でも説明しながら最終的に施設の中をこん

な状態ですと簡単に見学していただき、会議室で会議をするという工夫はしました。 

  会長： そういう工夫は有り得るんですか。 

 事務局： 検討させていただきます。 

 志村氏： 傍聴を考えますと、いつも一箇所でやるよりは地域を回っているとその地域の人が傍聴

に来れるというメリットはあります。 

  会長： 方針は公開されていて、市長さんもいろんな場でお話を出されているので、こちら側か

ら見ると、当然市民の方は理解していると思ってしまいがちなのかもしれませんが、実際

は「はじめて聞いた」という人も多い、多分そっちの方が多いと思いますが、あまりに議

論を長くかけるのもと思いますので、なるべくインテンシブに分かっていただき、しかも

具体的な案を出し納得していただくというところが今年度の大きな仕事であると思いま

す。 

副市長： 庁内検討会議を今日の午前中に第１回目を開きました。自分が座長をやっておりますの

でここの委員会への提出資料を庁内でしっかりと揉んで、思い切った案を出さないとだめ

だと発破をかけましたので、次回以降にそれを出していきたいなと思います。職員につい

ては危機感を去年から総合計画を作る段階と平行して、十分意思共有を図ってきたつもり

ではありますが、明日研修会を実施しますし、この辺りはその役割を担っていきたいと思

います。むしろ地域に出向いた時が非常に鍵になると思いますので、しっかりと説明がで

きるようにこれから望んでいきたいと思っております。 

  会長： 他に特に無ければ、志村様今日はありがとうございました。大変勉強になりました。 

 

〇事項７ その他 

事務局： ５月６月と庁内検討会議で素案をまとめさせていただいて、６月２３日に庁内検討会議

を開きます。その後で、第２回検討委員会を開催したいと思います。 

   【各委員で日程調整】 

 会長： ７月９日水曜日の午後ということで時間は事務局にお任せします。 

事務局： 改めて会長と副会長にご相談させていただきます。 

 

会長： 以上で本日の委員会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

【3時 00分 閉会】 

【第２回検討委員会】 

  開催日 ： 平成２６年７月９日（水） 

  時 間 ： 未定 

  場 所 ： 未定 

 

※委員名のアルファベットは、発言順に付したものです。 


