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【対象となる質問】 

質問１０ 新しい場所に整備する場合、どの方法が良いと思われますか？       

   １ 新築                              Ｐ１ 

   ２ 既存施設を活用（改修）                     Ｐ５ 
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質問１２ 南庁舎を別の用途で利用する場合、どの用途がふさわしいと思いますか？ 

     ３ その他                            Ｐ１０ 
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質問１０ 

１ 新築 ＜具体的な場所＞ 

三重県立ゆめドームうえのの付近 

企画部門で考えて下さい。 

ゆめが丘付近 

四十九町 

「ゆめが丘」あたりの土地 

平地で交通の便が良く、大きな駐車場が可能な地域。 

駐車しやすい場所 

佐那具町にある紀文敷地 

交通の便が良く、景観も良く、大きな敷地が確保できるところ。 

ゆめぽりす周辺が良い。 

車でのアクセスがよく、広い駐車場のある場所 

四十九町 

ゆめが丘方面 

市街が望ましいが、広い場所を必要とするため、土地の取得が難しい。三重県伊賀庁舎（四十九町）近く、もしくは、平野白鳳通り周辺、もしくは、

中瀬地区も利便性が良い。 

四十九町の御団地～ゆめが丘付近 

混雑の少ない場所 

車が止められる場所 

旧上野市街地周辺の交通の便の良い場所、または県庁舎の近く等 

広い駐車場 

西明寺地内（国道 163号沿い） 

総合的に機能できる庁舎が必要であると思います。各地域から等距離になるようになれば良いと思う。分散していれば、どこに行けば良いのか判

断ができない場合があった。 

コストと予算を考えて、中古建物の再利用で良いと思います。 

佐那具町の工場団地 

県事務所の近くに集合したほうが良い。 

駐車場が十分とれる所。距離的にはどの所からでも中央になるような所。 

平野かゆめが丘。駐車スペースの多く取れるところ。（できれば職員用の駐車スペースの確保できるところが望まれる。） 

伊賀地域全図の中心に（旧上野では他地域の人々の利便性がない）。伊賀市民全体を考えて。 

ゆめが丘に大規模な空き地があります。近鉄がソーラーをただ今設置工事されてます。街中のためにと建てるのも大事ですが、今の状態でせまい

街中よりも新しい土地で便利に行きやすい場所がよいかと考えます。 

高齢者でも行きやすい平坦なバス停の近いところ 

センターの辺り。思いきってゆめが丘か平野あたり。 

県庁舎（四十九町）近く。 

市民病院付近 

県庁舎近辺 
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県庁舎（四十九町）付近 

県庁舎（四十九町） 

県庁舎に近い四十九町かゆめが丘 

広い土地。駐車場が多い。 

鉄道、バスなどの交通の利便性が良い場所 

ゆめが丘 

伊賀市のほぼ中心となる大山田支所周辺が望ましい。 

県伊賀庁舎近く。例えば、ゆめが丘。 

ゆめが丘 

交通の利便性を考慮し中心地へ 

旧市街にかたまらず、全体的にバランスをみて駐車場が広くあり、職員が通勤しやすく、明るいゆとりのある場所がいいと思われます（市民が出入

りしやすい場づくり）。 

本庁機能を集約し、市全体を動かしていける役所とする。市民としては、駐車場が十分にとれる所。車に乗れない市民には、コミュニティーバスの

路線、回数を考える。財政面を考えると急がなくてもよい。 

ゆめが丘 

消防署前駐車場 

県庁舎（四十九町）付近またはゆめが丘 

四十九町方面 

しっかり駐車場のとれる場所がいい。伊賀市をアピールできるところ、高齢社会も踏まえた場所。 

県庁舎のとなり 

ゆめが丘地区 

県庁舎（四十九町）の隣り又は近く。 

伊賀市の中心地点（府中南部、中瀬北部）で、田畑を壊さずに雑木林の丘陵地に庁舎を真ん中に駐車場を広く多く設けてもらいたい。 

県庁舎（四十九町） 

県庁舎（四十九町） 

ゆめが丘 

県庁舎（四十九町）のまわり 

ゆめぽりす 

他の市の庁舎の立地条件を研究 

ゆめが丘 

駅に近い場所。歩いて駅からいける所。 

ゆめが丘または５か町村の中央部 

県庁舎（四十九町）の近隣 

県庁舎（四十九町）の近く。 

県庁舎（四十九町）付近 

県庁舎（四十九町）前 

県庁舎（四十九町）周辺 

車で行きやすく、広々としたところへ整備すべき。 

ゆめが丘 
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北部整理組合内の公園予定地 

ゆめが丘。友生インター（問屋町）近辺 

伊賀市の真ん中で駐車場がたくさんあるところ。 

旧上野市内でなくてもいいと思います。 

市民病院へ 病院は名張市民病院と合同の病院へ南部方面で新しく建設 

四十九町 県事務所近く 

伊賀庁舎の近くではどうでしょうか？ 近くに公園等も作っては？ 

平野西町コミュニティ広場 区画整理工事終了後、11年間も放置してある。モッタイナイ 

名阪沿線（南側の土地が余っている） 

ゆめが丘 

現本庁周辺は交通渋滞があり、近寄りがたいと思っています。郊外へ新築してみては？ 車社会ですので。いっそ県庁舎の横？ 

県庁舎の近く 四十九町 

ゆめが丘 

ゆめドーム 

ゆめぽりす、伊賀市の中央。 

県庁舎（四十九町）付近 

県庁舎（四十九町）近辺 

高台で鉄道、バスなど利便性のある場所。 

ゆめが丘 

県庁舎（四十九町）の周りの田 

水辺公園（服部町）、市民病院下 JAの南（四十九町） 

理想は阿山伊賀両町の中心部が良いのですが、交通の便が良い道路の混雑のない所が良い。 

県の上野庁舎となり 利便性を考え分散より行政の集約 

県庁舎のあたりの広いところ。 

名阪国道より南側で車で便利の良いところ。 

あまり市街に離れず地価の安い所をさがす。 

名阪国道に隣接した場所の方が交通の便的にも良いし、今の場所では面積的にも限られていると思う。 

現在の県庁舎の近辺が最も良い。（又はアピタ近辺）交通の便、駐車場を取る広さの余裕、旧町村の中心地にもなる。雑多な中にいるより広々とし

ていて良い。但し、ゆめが丘に建築は大反対。発展性もなく孤立した場所で、外部からも見られず、まさに忍者の森である。忍者のイメージは良く

ない。大変不便。 

県庁舎のある場所 

三重県伊賀庁舎付近が良い（四十九町付近） 

①ゆめが丘、②平野地区、③県伊賀庁舎払い下げ及び周辺 

駐車場が広くとれる場所が良いと思います。 

ゆめが丘の土地 

平野城北町の市有地 

旧上野市中心ではなく、南のほうへ建設してほしい。 

ハイトピア 

名阪国道の側 上野インター付近 
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指定の場所はないが、車社会の現在広々とした駐車場があり、交通の便が良い所に建設してほしい。 

四十九（三重県庁舎）周辺が良いと思う。 

ゆめが丘近く 

伊賀市の中心となるような場所が良いと思う。 

公共交通機関の近くで広い駐車場が作れる場所 

改修には相当な金額がかかる。白鳳通り 

ゆめが丘 

ゆめが丘 

県庁舎周辺で共用できる施設は利用し、最小限に留める。 

四十九地内 

四十九町（上野市民病院の下の更地（伊賀北部農協の横）になっている空き地。 

郊外で交通混雑がなく、駐車スペースを広くとれるところ（バスなど活用すれば市街地である必要はない）。 

ゆめが丘、もしくは県庁舎のある問屋町あたり 

平野城北（白鳳通り）。服部（法務局の周辺）。 

伊賀市の中央（駐車場の広い場所）。 

ゆめが丘や県庁舎（四十九町）周辺など、車でのアクセスのよい場所。 

県庁舎（四十九町）付近。駐車場の確保できるところ。交通の便を考慮できること。 

平野の公社保有地。 

県庁舎（四十九町）付近。 

ゆめが丘あたり 

駐車場の整っているところがよい。 

現本庁舎は国道の集結点で利便性・人口の集中地の面で適当かもしれませんが、交差点の交通混雑・駐車場不足、今回の合併による市域の拡

大に伴い、１～２ｋｍ程度の郊外移転は止むを得ないと思います。かつて、ほ場整備・区画整理による創設用地・保留地確保の状況はどのように

なっているのでしょうか。文化・防災（消防）の公共用地確保のため全面移転を希望します。 

県庁舎（四十九町）の近く 

四十九町 

駐車場が広く、出入りしやすい場所。白鳳通りなど行きやすい。 

ゆめが丘 

ゆめが丘、または県庁舎の近く 

ゆめが丘、または四十九町の市民病院近くで名阪国道の近くにする。交通の便利なところ。伊賀鉄道も利用しやすく、四十九に駅を新設する。 

なるべく公共施設の多いところで広い敷地のある場所。 

県庁舎の近く。 

伊賀市の中心的な場所。県庁舎（四十九町）の周辺。 

伊賀上野駅周辺、小田、名阪の近く 

ゆめが丘 

市民病院付近。 

ゆめが丘 

ゆめが丘 

四十九町（内外衣料跡地） 
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県庁舎あたり 

県庁舎（四十九町）付近 

ゆめドームあたり 

ゆめが丘にメガソーラーをつくるなら、そこに本庁を建てればいい。土地の利用の仕方を考え直す。 

ゆめが丘 

ゆめが丘、または県庁舎周辺 

平野、法務局の近く。四十九町の県庁舎の近く。 

ゆめが丘、JR伊賀上野駅周辺 

名阪国道など主要道路からのアクセスが優れた場所、自動車のパーキングが多くとれるところ。 

現在地は駐車場がせまくて、とても不便です。駐車場の確保は必須条件だと思います。 

具体的な場所はわからないが、広く場所が取れて、車通りのあまりはげしくない所が良い。 

駐車場に適した所、交通機関に適した所 

県庁舎のあるあたり、たらいまわしになった時にでも近ければ助かる。 

市街地がよいと思う（駐車場が多く、バスが巡回すればと思います） 

 

 

２ 既存施設を活用（改修） ＜具体的な場所＞ 

各部署の機能を考えた上で、既存施設に分散して利用し、全体で本庁機能としてはどうか。例えば、南庁舎には議会及び市長室他は残すとか。

将来的にはハイトピアに市民サービス部門を置くとか。 

県出張所 

伊賀県民局（四十九町）の共同利用 

少子化であまった小学校 

阿山支所（新しくて広い） 

小・中学校の統合により、不要となった校舎を有効利用してはどうか。 

改修できるのでしょうか？かなりの雨漏りがあるように思われますが。 

旧商業高校の建物を利用 

県伊賀庁舎を買収して利用する。（県の業務のうち残っている業務は、伊賀市と名張市、または広域でできるものは行い、どうしても移管できない

ものは、津や伊賀庁舎の上階に残して行う。） 

旧成和中学等廃校となった校舎 

廃校になった校舎。 

旧成和中学校 

県伊賀庁舎 

県庁舎（四十九町）を利用すればよい。 

ハイトピア 

県庁舎（四十九町） 

ハイトピアをもっと活用し、小学校や中学校の廃校舎を利用してはどうでしょうか。 

休校（閉校）した学校 
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四十九にある県庁舎のような立派な建物。中はすいているし、駐車場はたくさんある。インターにも近く、伊賀地域どこからもおとずれやすい。 

 

成和中学校 

旧桃青中学校跡地。道路整備が必要になると思いますが、ベストだと思います。 

文化会館 

具体的な場所は分かりませんが、改築ですむところ。 

三重県伊賀庁舎（伊賀県民局） 

県庁舎 

三重県伊賀庁舎 借りる（購入？） 今の現在地に規模、職員を少なくして活用 

特にわかりません。 

県庁舎を借りて利用する事は出来ないのでしょうか？ 

県伊賀事務所を使用。 

県庁舎 

県庁舎（四十九町） 

県庁舎（四十九町）。駐車場も広いし、家から近いし、便利だと思います。 

三重県伊賀庁舎で県と同居 

上野商業高校跡地（校舎をそのまま使ってほしい）。 

旧成和中学校を改修し、活用すれば建物の改修費だけで済む。 

県庁舎（四十九町） 

合併で使われなくなった校舎を利用してはどうでしょうか。 

県庁舎 
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質問１１ 

５ その他 ＜具体的に・・・＞ 

南庁舎を取り壊し全面新築 

すべて新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

全面新築 

現敷地に新築し、施設を集中させる。 

南庁舎を取壊し全面新築。必要な分は隣に増築。 

かかるお金が一度で済むため、全面新築 

例のように取り壊し、4階～5階に新築してはどうですか。 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築。安全で機能向上。 

庁舎を取り壊し全て新築 

なにもしない。つぶれたらその時。 

南庁舎を取り壊し新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

今のままで良いと思います。 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊して全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

もとあった計画の通りに、南庁舎を取り壊し全面新築して全てが一つにまとめる。 

改修・増築するなら全面新築した方がいい。不足分があるのならなおさら新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊して全面新築 

南庁舎を取り壊して全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

庁舎整備は不要。整備してメリットでもあるのか疑問。 
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南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊して全面新築 

わからない。 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築し、景観的にも城下町らしく。また機能的に。 

南庁舎を取り壊し全面新築して全ての機能を一箇所に集約して、一度の訪問でいろんなことが 1日で済むようにしてほしい。 

本庁を利用していないのでわかりません。 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を解体し全面新築にすれば良い 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築 

取り壊し、今のままでは外観もあまり良くないので全面新築。庁舎らしい建物に。 

南庁舎を取り壊し、全面新築してください。 

南庁舎を取り壊し全面新築（当初の計画通り） 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し新築にして、ハイトピア、市駅前と並んで新しく現代的な伊賀市役所に生まれ変わって欲しい。 

現在地に全面新築する。 

解体新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を全面新築 

そんなことにお金をかけずに税金を増やさない努力をしてほしい。国はムダ使いをしすぎる。今の世の中の状況をわかっているのか？ 

南庁舎を取り壊し全面新築。北庁舎跡地も利用する。 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎取り壊し新築が良い。 

南庁舎を取り壊し全面新築 

全面新築 

改修ありきのものでアンケートとしてダメ 

改修するにせよ、コンパクトな新築にせよ市民の利便性と働く方の効率を考えてほしいです。改修してどのくらい使うか考えていますか？ 
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全面新築。建物が古く見ばえが悪い。中も暗い感じ。 

よくわからない。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

どうでもいい。利用することがないから。 

庁舎を取り壊し全面駐車場にしてください。 

南庁舎を取り壊し、敷地内にすべての施設がおさまるような庁舎を新築してほしい。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築（当初の計画通り）。 

南庁舎を取り壊し、旧北庁舎のところに新築。南庁舎のところに駐車場や観光・物産施設をつくる。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築（南面のツツジ、サツキと元食堂外と公民館の大きな石は再利用してください）。 

南庁舎を取り壊し新築する。 

修繕が必要な箇所だけをすべき。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

全面新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

全面新築し、まわりの景観との調和を考えてほしい。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

南庁舎を取り壊しコンパクトでいいので新しい庁舎を建ててほしい。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築 

新築・増築前提のアンケートになっており、目的、それらの市民へのメリットが全く伝わっていないので解答出来ない。 

古い建物を取り壊して新しく新築して下さい。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

全面新築 

南庁舎を取り壊し新築。 

建替え新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築。庁舎はできるだけコンパクトに、市民コーナーはいらない。 

どこにあるかわかりません。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

南庁舎を取り壊し全面新築。 

南庁舎を取り壊し全体を統一したバリアフリー、誰でも使いやすい庁舎を新築。 

全面新築。 

全面新築 
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質問１２ 

３ その他 ＜具体的に・・・＞ 

誰でも入れる大学、又はいろいろな教室 

改修の費用と利用者の駐車場の対策を考えて進めてください。 

旧上野市街の中心的な施設を整備。商店街の発展に資す。 

市役所の一部（支所） 

取り壊し駐車場及び観光施設。県外からの観光客を呼べる施設がほしい。泊まれる施設もほしい。 

上野城直下にあるので、物産（お土産、グルメなど）の伊賀のアピールができるミニショッピングモール 

現庁舎の歴史価値を残し、利用することが大切であると思われる。人が集まり訪れる空間としての利用が最重要だと思われる。それは観光・歴

史・文化施設であるのかと考えますが、もう少し将来人の展望を考慮して用途は考えるべきではないか思われます。 

いつも駐車場を有料とし、観光案内所、物産の販売、忍者衣装の貸し出し、忍者体験道場。観光のメインとする。レストラン、地元の芸術家の遺品

の常設（有料）展示。 

レストラン 

駐車場 

市議会 

支所にする。議会に使用する。 

更地にして駐車場にする。 

１，２いずれも不可。観光市とするならば思いきってすべて駐車場に整備すればどうでしょうか。 

旧上野地区は今のままでよい。他旧地域を活性化するようにスポーツ施設などの整備を。 

上野まつりや年中忍者の町で観光客がおとずれます。ありがたいことです。ですが、おみやげなど、また住まわれている方が手土産で選ぶところ

などとしての場所があってもよいかと思います。催し物も行われるよう名古屋のオアシス２０００のような場所であってもよいか思います。 

平屋建ての道の駅的な観光客にお金をおとしてもらうしくみ。米、野菜、肉、あらゆるものが買える。もっと商売上手にならなければ財政うるおわな

い。ターゲットは女性（特に中高年）の心をつかめ。 

売却 

飲食店 

雨漏りがひどく、耐震性もないので、高額な改修をするぐらいなら、取り壊して駐車場にするなど、更地にしてほしい。維持費がもったいない。 

現庁舎を解体して丸之内市民センターとして新築するのがよいとと思う。 

中二階や裏階段、非常にわかりにくい構造になっており、残すことにより維持経費もかかるので、すぐではなくてよいが公園のようなもので、高齢

者から子供までゆとりある時間を過ごせる空間を作ってほしい。 

昼食場所（レストランや生産した弁当が食べられる） 

無料駐車場 

喫茶、軽食コーナー 

美術館 

図書館もその中に入れ、駐車スペースを広くとる。 

道の駅 

駐車場 

駐車場 
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産地直売所（地元の野菜を安く売る、またはその食材を使ってのレストラン） 

伊賀白鳳高校のカフェや作品の販売。 

駐車場 

価値がないので壊すべき。 

駐車場 

駐車場 

芭蕉翁記念館及び観光物産施設 上野城博物館等の観光客の動線を確立し、物産やテナントを誘致しお金を市に落としてもらうようにする。又、

駅前及び市街地への観光客の動線の一助となる。 

図書館。南庁舎を無理に残す必要はない。 

建築物はないほうがよい。建っていればこの後いくらでも耐震や維持するために市税が必要になるのではないか。現在は良いとしても次の世代に

送ってやりたくない。駐車場（無料）にして観光客及び買い物に来る、また食事にきた市民のために開放してほしい。 

南庁舎を壊し、観光地のために駐車場整備 

①と②を組み入れる。公共の宿泊施設に 

民間企業のオフィスなどに活用する。 

図書館 

観光客のための駐車場。 

駐車場 

駐車場 

災害時の避難場所 

取り壊し、駐車場。 

建物はいらない。 

駐車場、公衆便所 

アミューズメント施設（ジム、映画館、ゲームセンター） 

伊勢のおかげ横町やおはらい町のような町並みにして、伊賀を目的とする観光地にしてほしい。 

利用するにあたり、分けなくてもいろいろな施設が入っていて、見学するときも楽しめるようになれば良いと思う。 

上野公園の駐車場に活用。 

図書館 

年金、保健、住民福祉、税などの支所機能に特化して上野支所として利用、北庁舎跡地には観光施設を建設し、活用する。 

市民に売却して活用してもらい、そのお金で移転する。 

庁舎を解体し、お城など観光のための駐車場や物産施設を建設してほしい。 

利用せず駐車場にするべき。 

取り壊して更地にしたほうがよい。 

観光用の駐車スペースが少ないように思いますので、安い金額で使用できる駐車場。 

駐車場 

ツーリストインフォメーション、各種体験ツアー（バス）等の発着場所。 

年齢を問わず市民が活用出来る施設 

支所の機能を持っていると、近隣の方々が助かると思う。 
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質問１３ 

５ その他  

伊賀をアピールできる建屋景観 

あまり税金を支出しなくて良い方法を検討すべきだと思われます。市民サービスとは、もっと違った点にあるのではないかと思われます。 

いまのままでいい。 

地盤のしっかりした所 

地震・水害など災害に強い立地であること。 

市の地理の中心地 

災害時に利用できる場所が近くにあること。ゆめドームは分かりやすく広い道路もあり、安全性もとてもよいと思う。 

分かりやすい構造 

今まで通りの場所であることが重要だと思う。庁舎という施設があまりあちこち移動するのもどうかと思う。 

経費的にかからないところに設置することが望ましい。 

鉄道、バスの利便性は各地区からは限定されるので、自家用車での利用が一番の優先事項 

交通アクセスの良いところ 

現在の場所は市街地なので、現地へ行くまでの道のりがすごく混む（特に土日）もう少し郊外というか街はずれでもよいのでは？バスはほしいかも

しれませんが。 

既存土地、施設の活用 

ムダなお金を使うな 

対外的に伊賀市の顔となるべき庁舎、伊賀市が誇れるものとなるようにしてほしい。 

地理的に伊賀の中心地付近が平等である。（将来の発展性も考えて旧上野市街では北西にかたよっている） 

防災に対応できる利便性 

災害時に有効に利用できる立地や機能性がいきる場所。 

質問 11 より、何を新庁舎に置くべきか？今までどれだけ、どういった市民の利用が多いか統計を取れば何が重要か分かるのでは？ 

市街地の中 

郵便局や銀行、ハイトピアから近くと考えると市街地になるかと思います。 

高齢者にもわかりやすい場所。 

開発できる土地 
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〔ご意見・ご要望等〕 

その他、調査整備に関する意見 

「敷地内に不足部分を新築」→必要面積がどの程度なのでしょう。駐車場のスペースが現状では少ないので多くするように考えてもらい、新築する

場合、一階に駐車可能とすべきと思います。 

 

・支所の必要性を検討するべき。上野を除き５つも支所を置く必要なないと思う（特に島ヶ原支所）。 

・実際に災害が起きたとき、南庁舎は古く危険であり、市庁舎が倒壊すれば災害対策本部も機能しなくなる。市の職員さんの安全も守れないよう

で、どうやって市民の安全が守られるのですか。 

・市民としては、一箇所に各部局があった方が助かります。支所を残している方がムダ遣い。早急に新庁舎の建替えを望みます。 

・庁舎は建設当初は城山の稜線に溶け込んだ美しい建物でした。建設当初からすでに西側へ事務スペースを拡大するため改築されていますし、

南庁舎だけとなった今、薄汚れたコンクリートの塊としか見えません。取り壊された公民館は、真っ赤な天井、紺色と真っ黄色の壁。これほど強烈

ではないが、南北庁舎共に人が活動する場所としての全体の設計は評価しません。ただし、何気なくある椅子や長椅子は大好きです。しばらくの

間本庁の一部として使用されるという南庁舎の構造も、住民データの集中するところに雨漏りは論外、空調の機能不全、バリアフリーからは程遠

く、住民と職員にはやさしさに欠けるものです。 

・職員・組織の分散について  

 地域住民に奉仕すべき職員は今どこに分散されているのでしょうか。一つの決裁を受けるのに往復する時間の無駄、仕事は組織力、換言すれ

ば日常的に対話のできる状況下で市民の声を聞き、組織横断的な仕事をこなせる職場環境が必要。分庁舎化には反対です。会議室（小・中）が

多く必要。市民が多数集まる会議は駐車場のある既存の施設。議会関係に面積を多大に与えない。 

・伊賀市役所は上野丸之内１１６番地 

 市役所を中心として、中心市街地活性化事業を進めてきたのに、いまさらなんやと思います。質問１３のなかで人口の重心地とありますが人口と

いうのは昼間人口と解していますがどうでしょう。また、いろんな機能が集中しているのが１１６番地周辺です。質問１２の答えの中に、「観光・物産

施設」とありますが、線路から北だけの観光からやっと街中へというときになんたることを。過去の５０万人の観光は忍者屋敷と城だけの観光バス

でところてん式観光、伊勢志摩観光のついでのトイレ利用観光。今やマイカーで思い思いの観光にかわっているのに。物産施設についてはそこで

物産販売すれば街の中はおろか周辺にも誰も行かなくなると考えます。 

100％の人が一つの案に賛成することはないだろう。市長、議長は住民の代表なのだから、いちいち住民にアンケートするのではなく、先を見越し

た案を出し、実行していったらよい。それが「職責（仕事）」なのだから。アンケートをとるのが民主的ではない。「大多数の住民が望んでいることを

実行するのが民主主義」である。 

20年、50年先を見据えた市役所に。高齢者、障がい者にも利用しやすい設備も必要。万が一、新しい場所になっても、交通面は重視してほしい。

公共交通機関で移動可であってほしい。 

四十九町には三重県上野庁舎や市民病院、ハローワークなどそれから名阪国道にも近く、ゆくゆくは、イオンモールもできると聞いています。伊賀

鉄道「桑町駅」もあり、土地的な場所もあるかと思います。今は駐車場がないと不便ですし、庁舎もあれば便利かと思います。 

60代以上の人も今後ますます多くなっていくと思います。そんな人も利用しやすいようにしていただけるとありがたいと思います。（歩きやすい、課

がすぐわかる） 

青山地区はごみ収集や警察の関連など伊賀というより名張に実質の手続き等多く管轄されている状態です。青山も伊賀市であるのだとしたら、青

山からも比較的アクセスしやすい現庁舎より南に新設を望みます。かつ、箱物だけでなく、名張市に含まれている上述のような区分も伊賀市に統

一してほしい。支所に問い合わせても「その件は本庁に」とまわされることが多い。とにかく、区分を明確に。現本庁をつぎはぎして使うのではなく、

合併した新しい伊賀市の象徴になるような新庁舎、新システムを切に望みます。 

赤字なのにどうして新庁舎にするのか？不思議です。老朽化で建てなおすのは分かりますが、もっと市民のためになるやり方があるのではないか

と思います。古き良き風格の建物は残し、うまく直してできないかと思う。高・中統合などでいっぱい残った建物・土地の再利用、ムダのない市民の
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ためになる様にして下さい。 

新しい庁舎で多くの市民が集まれる場所にしてほしい。子供も遊べるようになればと思います。 

新しい庁舎はいりません。ある物を有効利用して下さい。 

新しい庁舎を建ててほしいが、駐車スペースは重要だと思います。現在の市役所の場所では十分な駐車スペースが取れないと思います。ゆめが

丘の土地など少し町中から離れても十分な敷地に建てるのがいいと思います。ハイトピア内にも市の業務が行われているが、駐車スペースがな

く、非常に行きづらいし、使用しにくいです。車社会であることを考慮して庁舎を建設してください。 

新しい場所も結構ですが、今の場所でいい交通の便の良いところにお願いしたいです。これから年齢を重ねていき、同居の若い者がおらない家庭

が増えてくるかと思います。いずれ車も乗れなくなり、市庁舎へ行きたい時、不便な場所だと困りますよね。支所って考え方もありますが。皆の行き

やすい場所にお願いしたいです。別の話ですが、もっと街の中に緑の木（桜も）を植えてはいかがでしょうか。 

あちこちに分散していたら、どこへ行けば用を済ませられるのかわからなくなる。早く元のように集約してほしい。 

アピタなどショッピングモール内に出張所を作ってもらえると便利で助かります。 

アンケート用紙を入れた封筒に担当部署名を記入すべきではないでしょうか。 

安全性を考えたうえで、低コストでお願いします。 

あんな古い建物は、後の世代がかわいそうです。坂倉なんて誰でも知っているわけじゃない。ライトとか有名な建築ならわかるけど、ガレキだ。壊

せ。 

伊賀市 100年先を見すえた庁舎計画としてもらいたい。そのためには、今の場所にこだわらない方が良いと思います。 

伊賀市全体を考え、現在の県庁舎付近で田のところに、駐車場も大きく取り、ゆとりのある市庁舎が望ましい。近くに県庁舎があれば、県関係の

所用も簡単にできる。現在の場所では駐車場が狭くゆとりがない。 

伊賀市に合併したが上野市ありきの伊賀市であるように 8年目にしてなお感じています。職員はいろんなところへ異動をしているようですが、地元

支所ではできないことが多く、申請だけと言われる。支所に配置されている職員は本庁にいる職員と同じ仕事ができないのですか。庁舎問題につ

いて市長は「私のしたことではございません。前政権の置土産です」と言われていました。伊賀市のトップとなる人の言葉かな、と耳を疑いました。

伊賀市民の投票率約 50％の中、その半数程度の支持を受けての市長ではないですか。4分の 1ですよ。あとは反対か期待をしていないか、関心

なし・・・こんな状況での市長さん誕生でしたが、議会の答弁を聞いていても具体性が全くなく、うまくすり抜けているだけのように感じられてなりま

せん。行政のトップとして考えていろんな業務を進めていただいているとは思いますが、現状の市役所は本当に不便です。業務体系の早期改善を

お願いします。上野市民のことばかり考えず、青山・島ヶ原・阿山・伊賀・大山田地域に住む市民のことも考えていただき、誰が見てもなるほどと思

える事業を進めてもらうことが、市民目線の行政ではないでしょうか。 

伊賀市の財政を考え、まず健全な体質を造るべき。借金を返すのが先と思う。 

伊賀市の庁舎である限り、旧上野中心の庁舎でない。旧島ヶ原、阿山、伊賀、大山田、青山のことも考えてほしい。絶対に現在の庁舎だとこれか

らいくら維持費、耐震のための市税、改築、例えば女性トイレ、障がい者トイレ、男性には理解しがたいと思うが、もうちょっと弱者のことを考えてく

ださい。別の場所に特例債の期限内で明るい、次世代を考えた庁舎を建設してほしい。 

伊賀市の面積があまりにも広いので、市役所の機能は分散しなければ市民にとって大変不便だと思います。かといって本庁機能が支所には必要

だと思います。本庁が遠いです。建物の改修工事などで集約できれば今後来るであろう南海トラフの災害にむけての準備がスムーズに出来ると

思います。 

伊賀市民として、みんなが利用できるようにお願いします。 

伊賀の町並みにあった外観。働いている方が笑顔対応していただける庁舎になればいい。よりわかりやすい、プライバシーを確保できる庁舎であ

ればいいと思う。今いろいろ問題ありです。はじめて利用したら駐車場から迷います。 

伊賀らしい建物、市民が利用しやすい感じの内部（食堂とか）バリアフリーで障がい者、お年寄りにやさしい作り、駐車場の出入りしやすい作り。忍

者のことばかりでなく、伊賀の歴史を小・中学生について勉強する機会があれば（伊賀の乱、伊賀越） 

以前（旧上野市庁舎）の場所は、駅に近く便利であるし、商店街の営業にも良いと思うが、合併後の全体の地域を見ると町の中では利用する人々

にとっては不便であることは間違いないと思います。商業の中心のものだけではなく、地域全体の利用を考えて発展を望みます。また、運動施設
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も（高齢化となっている現在）造ってもらい、利用しやすい場所でスポーツをすると高齢者も元気となり、医療のお世話にならず、市発展にも良い。 

以前市役所へ行ったとき、役所でお勤めの方が個人情報をお間違えになり、私はすごく待たされたのですが、訂正後の書類は別の人が持ってこ

られ、待たされていた私には一切のお言葉もなく、人間としての接し方に強く憤りを感じました。それ以来、市役所の方があまり信用していません。

庁舎を整備するにあたり、第一に利用する者の立場を考えていただき、円滑に用が済めるようにしてほしい。また暗さを感じるので、明るく（伊賀市

のテーマ曲を作るなど）若者からシニアまで自慢できるものにしてほしい。 

 

一応回答しましたが、経済性、耐久性による減価償却を考慮しなければ判断できません。 

一日も早く問題解決して、実行していただくことを願っています。 

いつまでも雨漏りなどする建物にこだわらず、新築に向けて進んでほしいです。伊賀市中に散らばった部署はやはりおかしいと思います。市民が

困っている現状を理解していただき、早急に新築の場所などを探してほしいです。私達の利便性を考えて、一箇所で全てが行えるようにしてくださ

い。市長のわがままでストップしたりするのは市民として困ります。税金を形にして示してください。 

田舎まちである市、もっと自然を生かしてゆとりある庁舎、また市民がいこえる公園や広場を併設した空間であってほしいと思います。 

イベントなどを盛りこめられるような施設にすると人が集まり、また伊賀市の発展にもつながっていくように思います。 

今頃このアンケートは変だと思います。何の為にしているのか？自分達の思い通りにする為にアンケートに基づいて行ったと大義名分の為に市民

を利用しているのかと思ってしまう。実際何かしようとすれば意見が分かれ大変だというのも分かりますが、ムダ使いの多さにうんざりします。税金

を払い渋る人は払いたくないのではなく、有効に使われていない事への反発なのだと思います。 

今新庁舎の必要性はないでしょう。耐震は重視。歴史と共に日本一古い庁舎になるのも良い。いつも気になっている県出先庁舎。この建物を借受

け、市庁舎に。不必要に広い県出先庁舎に隣接して必要限度の庁舎新築。 

今だけのことを思わず、１箇所に大きく建ててください。参考に名張市等もいれてもよいのでは（意見）。最初は名張の人達も旧の人達は反対でし

たけれど今多くの人が良かったと言っています。頭をからに今後どうしたら良いか考えてください。 

今の自分にとってあまり利用する機会が少ないが、車を持っていない人やお年寄りの方、初めて利用する方にとっても行きやすい場所選びが必

要だと思う。現在地も駅の近くにあるという意味ではいいのかもしれないが、駐車場の少なさ狭さ、一等地に立っているのが何のもうけも出ていな

い。せっかく伊賀市の観光スポットの中心にあるのだから観光客が使えるような施設（土産物、バスが停められる駐車場など）にして収入が増える

工夫をすべき。一等地に役所を建てる意味はないのでは。また、岡本市長は「私に票を入れてくれる＝自分の考えに同意してくれてるもの」という

考えはどうなのでしょうか。自分も岡本さんに票を入れましたが、２人しか候補がいない中では選びようがなかったです。票を入れた＝全て賛成で

はありません。市民の代表なのですから市民の意見をどうか沢山聞いてくださいね。 

今の建物は雨漏りもしていると聞きましたので、建替えて下さい。お城もあって、今の位置が庁舎にふさわしいと思います。 

今の庁舎は身体障がい者や車椅子の人が上の階へ上がることも困難です。スロープもエレベーターもないのでどんな人も利用しやすい施設であ

ってほしい。 

今の庁舎は古く、みすぼらしいです。すぐ壊して新築して下さい。 

今の所に新しいのを建てるなんてもってのほかです。観光客をよんでください。交通の便をもっと増やしてください。 

今の古い庁舎は早くきれいにした方が良いと思います。 

今までは未だ使用できる校舎やその他の公共施設等において、ムダな箱もの作り、税金のムダ使いや、借金を増やしてきた。今は、各部署が分

散しているがそれなりに機能している。どうしても必要なものは仕方ないが、有効に税金が使われている状況が市民にわかれば、それは理解が得

られる。特に、建物の仕様の詳細をチェックし、いろいろ知恵をしぼって設計したと思える内容であってほしい。 

インターネットの時代に合ったもので良い。建物ばかり増すべきでない。 

上野城に代表されるように昔からこの地域の中心がこの付近にあるようなので、その歴史的な意味を大切にして現在地もしくはその付近に建てれ

ばいいと思う。現在地の方が土地代はかからないので、大きなのを建ててそこにすべて集約すればいいのではないか。本庁の機能があちらこちら

に分かれていると必要なとき、どこへ行っていいかわからず不便。ホームページや広報を見ればわかるというが、情報環境か交通手段の限られた

弱い立場の人に不便。大きくなりすぎると景観に悪いという声もあるが、いっそ城ぐらいの高さにして、屋上部を周囲を一望できるような観光施設

のように整備するという手もあるのではないか。 
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上野城の景観にマッチした庁舎がよいと思います。現庁舎は鉄筋コンクリートで（新築当時はモダンとされたのでしょうが）見た目も美しいとは感じ

ませんし、利用回数は少ないのですが、わかりにくく利用しやすいとは思えません。土地の確保や新築費用など大変でしょうが市民が利用するの

で市民として誇れる建物であってほしいと思います。有事の時は拠点となる建物でもあると思います。ひとところでまとまっていた方が、指揮も統一

されると思います。利用しやすく、働きやすく、見た目もきれいな庁舎ができますように。 

 

駅前をスッキリとして緑の多い町並みにする。駐車場を整備し、観光・物産で収入を得る。 

大山田支所で良い交通の便がない。81歳になって遠くに行くのが一日仕事になる。都会に居るようなわけにはいかない。 

お金がない中、何故庁舎を壊して移転や建てかえが必要なのかそもそもその理由がわかりません。土建業者のための事業なら不要です。交番に

してもこのアンケートをとるぐらいなら、取り壊し移転をストップするべきでした。無駄使い以外の何物でもない。よくあんなことができましたね。市の

責任ではありませんが、役所の姿勢にはあきれます。お金がないなら、今ある物を大切に使う。新築は不要。新築したいなら、税収を増やす見込

みを示してからの話でしょう。住民票などはどこの庁舎でも発行できるようにして、せっかくの旧町村役場を活用し、交通弱者に配慮して下さい。現

在の空地は駐車場か賃貸にして収入を確保する。 

外国人に対する配慮（支援）。 

改修中の駐車場を上野祭りまでに間に合わせてください。利用できるようにしてほしいです。 

改修にお金をかけるのは反対です。すっきりと建て直し、安全な建物をつくるのに税金を費やすべだと思います。 

改修の場合、不足分を他所にする等バラバラにするのは反対。1 ヶ所に集約する方が良いと思います。 

活気あるところにするには、現在の庁舎場所は観光のための駐車場を半分以上必要。残りを福祉施設、観光施設。上野は鉄道が不便であること

から駐車場を広くした方がよい。 

学校再編で予算が出ず中途半端な設備のまま引越した経緯があります。庁舎に多額の費用をかけずに済ませる方法を考えてください。 

合併後市行政について、一本化されていない。伊賀市全域を見わたせるきめ細かい行政ができるよう機能の備わる庁舎をつくってほしい。後期高

齢者が増える中、来庁できる交通手段を考えてほしい。 

合併した以上、旧町村の交通アクセスを考えれば四十九町の県の伊賀庁舎に行政機関を集約すべし。行政庁舎は中心部にある必要なり。名阪

国道をもっと利用すべし。 

合併市町村からのアクセスの利便性と、今後の市全体の発展可能性を重点に案が得るべきである。 

合併してから庁舎に行ったことがなく、すべて青山支所で用が済んでいるのもあって関心も薄いです。ほとんどといっていいほど、どうでもいいの

が私の考えです。失礼でしょうか？ 

合併直前、各町村に大きな建物を建て、ほとんど利用されてないようです。これ以上、ムダな経費を使わないでほしいです。 

合併当初は「大きな支所、小さな本庁」という言葉が盛んに言われていました。しかし合併後はその逆になってしまい、「あれは何だったのか。合併

前のごまかし作戦か」と思うほどの死語になってしまいました。もう一度「大きな支所、小さな本庁」の言葉を思い出して頂き、何を意味していたの

か、住民に分かるように説明できる本庁の施設建築にあたって欲しい。それは、施設そのものは大きなものになってもいたしかたありません。だけ

ど支所としての大きさが別の意味で大きければ結構です。あるいは本当に物理的に小さな本庁施設であって、支所にそれなりの機能を発揮した

施設を残し、多くの住民に活用してもらえる支所になっても結構です。当初の合言葉を十分検討した上で本庁建築にあたって下さい。 

合併の際の特例を有効利用しなければ、2度目の市政はない。 

金を使うことなく有効活用できることを最優先し、市民税を安くしてもらいたい。 

危機管理のため、ヘリポートも設置する。各支所に災害時のための備蓄できるようにもする。障がい者（車椅子）は、カウンター近くまで車でも行け

るような方法を考えてあげる。 

聞くところによりますと、現在の本庁舎は専門家の調査によると、解体の判断が出ていると聞いています。本当なら解体しかないと思います。 

きじが台公民館に市役所の方が来て下さっています。大変便利になりよろこんで居ります。 
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既存庁舎にとらわれることなく、現代の中心となっている 50歳以上の方々でなく、これからの世の中の中心層になる、せめて 25歳以上の若者の

考え方を最重要点として彼らの意見（声）をひらってほしい。特に、利害関係（しがらみ）の少ない彼らには、今時の新しい斬新な異次元の発想を

持った人がいて、きっとパワーあふれる行動力があるはずです。少し足りないのは、違った方向へ向かったときに、50歳以上の方が助言をする声

を正しく聞き入れるかどうかです。民主主義社会において、物事は多数決で決まっていきますが、しがらみのない少数意見ほど正当な考えだと思 

います。 

既存の施設を活用するのも経済的な面から考えればいいと思うが、あちこちに部署が分散しているのは非常に面倒。今の本庁舎はお年寄りの方

にも不便だと思う。 

 

既存の土地を利用することと、今現在所有している土地を活用（例えば、消防署の前の市営駐車場）する。 

北庁舎が消えてなくなり大変さみしいです。しかし、広々とした駐車場に芝生を植えてください。時には恋人とまったりと、ある日は読書をし、お弁

当も食べられる。夏にはやぐらを組み昔レトロを想い出し、みんなでゴミも拾う。そんな市役所の庭ってすばらしい。機能は地下に埋めましょう。つ

いでに文学館や Artist達のギャラリーに使いましょう。今はヌケがよくて、これも良いです。北は心の Photoに撮りました。 

機能が分散しているので利用しづらい。 

旧青山町に住んでいるんですが、いまだに旧青山町が上野市と合併したのがわからないです。なんのメリットもないんです。そよれりデメリットの

方が多いと思います。 

旧上野市近辺への一極集中はよろしくない。近鉄大阪線の沿線である伊賀神戸・青山町駅等の積極活用も視野に入れてはどうか。 

旧郡部に対してもっと整備をして活用できるところがたくさんあると思います。旧上野にばかり整備等がかたむきすぎと思う。 

旧郡部の町村のほとんどは、昭和の合併以来、小・中学校も統合されていて、今回の合併によって、旧小学校区単位の市民センター設置は、組

織の後退の感がします。今後も小学校の統廃合を進める上で、むしろ中学校区単位の支所の充実整備が必要ではないでしょうか。 

休日も対応してほしい。 

行政機能の効率化及び利便性、中心機関の分散では各部署の相互連携が希薄となり行政内容に有機性を欠く恐れがある。 

交通の利便性と市街地の活性化、既設の公共交通機関をそのまま利用できる。 

将来的に市管理施設の整理を進める必要がある。 

国の合併特例債などの利用等、財政面の有利な時期をはずれないよう、行政のトップクラスと市議会で責任を持って意見集約を深め、事業を進

めてほしい。 

行政バスの本数を（午後）増やしてほしいです。 

業務の見直しサービス業務も官から民へ、少数精鋭、人件費、経費節減を要望します。 

金額の事もありますが、市民全員が利用（訪れる）しますので、そういう事も考えていただきたいと思います。 

車社会から抜け出すことは不可能なので、大規模な駐車スペースが必要。課単位で仕事をするので、用件によってはたらい回しになる。複数の用

件がある場合も同様なので、施設は集約すべき。南庁舎の場所は駐車スペースにすべき。（２階建、３階建等含む）併せて旧城下町を観光客向け

に整備する（車両進入禁止含む）。市や商工会が指定する店舗、施設を利用したレシート、半券があれば上記の駐車場の料金は無料にする。観

光客が来やすく値段的にも納得いくものにする。（駐車場にお金をかけたくない。遠いのもいやだ）。伊賀市が観光で生きていくためには、これくら

いの施策が必要だと思います。 

車社会といえども皆が車で利用できるとは考えられない。若者でも目が悪い人、又障害のある方、老人も 85歳を越えると危険性もある。いろいろ

な人間が利用できるような配慮が何より必要と思います。やはり便利に利用できることが大切で、広い場所で遠方でも良いといって新築したらとい

うご意見の方とは反対です。 

車社会のため、現在の場所ではせますぎて車をとめられない。近くの住民には歩いて行けても、伊賀市全体を考えると、絶対的に駐車場の確保

ができる場所にしてほしい。現在の場所には観光等を目的に整備し、集客すればいい。 

車に乗れない方のために各支所（各地）から本庁行きのバスを出してほしい。商業施設近くも良い。 

車に乗れないものにとっては、交通機関が何よりの願いです。庁舎の件については決まったことに賛成です。何よりもそこへ行くまでの手段を最も

考慮してください。切なる願いです。岡本市長さんのベストを待っています。 
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郡部にて生活をしているものは、支所・市民センターを利用しているので、庁舎については旧市街地になくても生活に関係ない。 

経済性を考えて、耐震性があるなら改修で、だめなら新築で震災の時の避難所にも使えるよう工夫することも大事 

経済性を考えて、南庁舎の改修等はかえって費用がかさむと思います。この際、全面新築して機能面でも充実してほしい。 

経済性を最優先すべき。市民にツケがまわってこないようにお願いします。庁舎が立派で中身が伴わないと、これが危険。 

経済性を重要視し、南庁舎のリフォームに全力を注いでほしい。 

経済的な負担を最小限に整備していただけることを希望します。駐車場スペースを現在よりももう少し大きくしてほしいです。 

現在、機能が分散されているので、どこにどの課があるのかわかりずらい。電話番号もわからない。土地勘もないでの大変。 

現在、職員の通勤が自動車通勤が多い様に思いますが、職員が駐車している駐車場を市民が使用出来る様にし、職員の通勤は伊賀鉄道、バス

にすれば鉄道、バスの赤字も多少は解消され、駐車場ももっとうまく使用出来るのではないですか。職員はもっと市民感覚をもち努力すべきでは

ないですか。 

現在、ハイトピアの駐車場が少ないため催しがあっても行きにくい。市役所と合同で利用できるように空地を上手く利用して、広いスペースの駐車

場を作ってほしい。そして、30分以内は無料、それを超えたときは 1日を対象に 100円の利用料を徴収する。機械の設置で人員は削減できるし、

取りこぼしもない。 

現在「市の土地利用」に関すること。例えば、小中学校の新築＆跡地、芭蕉記念館の場所など図書館など「縦割り行政」ということにならないよう

に、いろいろな面でベスト、ベターな場所になってほしいと思います。 

現在空いている学校跡地を福祉の施設（いろいろ民間でできるが、高額のためはいれそうにない）に一部改築していただければ安心です。年金く

らしの人のこともよく考えてほしい。病院ももし岡波・市民病院・名張市民病院が受け入れ不可能の場合、奈良の高井病院へも受け入れてくださる

よう持ちかけてください。一度、直接市長とも会いたいです。 

現在ある庁舎を使用すべきだ。老朽化が進んでいるなら修繕すべき箇所だけすればよい。ムダにたくさんいる職員が快適に働くための新築など

全くもってムダな経費だ。修繕が必要なら、その間ふれあいプラザなど既存の建物を臨時の庁舎として利用すべき。少子化、高齢化なのに人口は

増えてるんですか。何十年と現在の庁舎でやってきたのになぜに増築するのか。職員の数を減らすなど新築、増築など唱える前に見直すべきこと

は山積みのはず。 

現在各支所に箱物が多すぎ。これらの利用方法を考えてほしい。 

現在地での建替えは不便極まりないうえ、観光資源を多く有する市にとって、市内中心部の混雑を促進させ、マイナス面の影響しかない。もともと

市役所などは用事がない人は寄り付かないものなので、「中心地からはなれることで市の空洞化が進む」といった意見は全くの的はずれでる。そ

もそも税務署や法務局が現在市の中心地からはなれたところにあっても何の不便も不満も感じない。使う側からすれば、アクセスしやすい郊外の

方が勝手がよいのは明白であり、移転によって生まれた空き地を有効活用するほうが市のためであると考える。特に現在の市営駐車場は不便な

ところにあるので、すっきりと駐車場にしたほうが観光客にも市民にも恩恵があると考える。 

現在地に庁舎を整備することと、耐震については、充分検討して安全安心ある庁舎であることを望む。 

現在で不足している部分が何か、わかりません。新築するなら市民に意味をちゃんと説明してください。税金をムダに使いすぎです。節約を考えて

ください。市民も収入が減って大変なんです。本当に馬鹿馬鹿しいです。 

現在の伊賀市役所は、中心的な位置環境にあり、交通の便が良く利用しやすいです。誰もが気軽に立寄れて一休み出来る空間スペースがあれ

ばありがたいです。特に耐震性の強化が望まれます。 

現在の駐車場について、出口が出にくいので困る。 

現在の庁舎は観光のじゃまになっているように思う。庁舎のリニューアルをするのなら、新しく別の場所に建てるのがコスト的にも利便的にもよい

と思う。伊賀市はもっと観光に力を入れるべき。現在の庁舎周辺が観光地として伊勢のおかげ横庁のように整備されれば、もっと活気が出て、観

光客も増えるのではないか。現在の場所に建替えるのは大反対です。市民や観光客が集う場所にすべきです。 

現在の庁舎は駐車場が少なく置き場も狭くて使いにくいです。踏み切りや信号が近くにあるため、スムーズに行くことができません（特に、時間の

余裕がないときはイライラします）。場所の移転が無理なら駐車場だけでも広くしてほしい。 

現在の庁舎は駐車場が狭くとても行きづらい。広い場所へかわる方が良い。又、この前、母が訪れた際、足の不自由な方がみえていたが、エレベ
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ーターがないのか、苦労なさりながら階段を上がられていたのが気の毒だったともうしておりました。母も高齢のため、少しつらかったようです。窓

口は全て１Fで事務をされる方は２F等へ行っていただくエリア配分もいいかもしれません。 

現在の庁舎は文化施設として活用し残す。新庁舎は合併したのだから旧上野市街地を離れ地理的に中心となるゆめが丘付近に新築し、旧阿山

や青山からも来やすいようにする。そして支所はムダをはぶき、廃止するとよいのではないか。新庁舎にはすべての機能が入るようにする。 

 

現在の庁舎を４階建てとし北庁舎も４階建てとした場合に、それでも収容が不可能な場合には、北庁舎を 5階建てとしたらどうでしょうか？上野城

と景観の問題もあると思います。駐車場は地下に 100台くらいのスペースを設置できたらよいと思います。 

現在の庁舎を整備し、利用することがよいと思います。しかし。見た目が古くなってるイメージのため外壁は高圧洗浄をする、塗装するなど、リフォ

ームが必要（耐震工事も含めて）。 

現在の庁舎をもっと利便性の良い場所へ移動してほしい。城下町上野城があるが、全く観光地のイメージがない。もっと活気ある観光地・伊賀市

の変貌を切に願いまた思う。 

現在の場所で建設するのなら高さ制限を廃止したほうが良い。 

現在の場所では非常に不便で大きな伊賀市の庁舎としては駐車場もせまく、市のシンボルとしてはずかしい。 

現在の分散は非常に困っています。早期集約を実現希望。 

現在の本庁機能は大変不便です。一日も早く一箇所に集約してほしい。その際には駐車場は広くできれば一台あたりのスペースは今より広くして

ほしい。 

現在の本庁は全体的に暗いと思います。担当部署との仕切りが多く、全体が見えにくい。 

現在のままではどこに手続きに行っていいのかすぐに行動に移せません。庁舎というのはやはり一箇所で手続きができるようすべきです。一刻も

早く計画を進めてください。 

現在の南庁舎は、雨漏りなどがひどいことになっていると聞きました。また天井が低く、何となく息苦しい感じがあります。とても優秀な方々が働い

てくださっていて、とても頼りにしております。人数も削減されたりしてとても苦労も多いと思います。新しく庁舎を建設し気持ちよく働いて市の発展

にご尽力お願いしたいと思います。修理代と見合う修理ができるのかも心配です。 

現在の本庁舎は観光客の目につく場所にあるため、改修するもしくは新築する場合に集客につながる工夫は必要かと思います。全面新築に関し

ては市民の負担となるため、耐久性に問題がないような最低限の支出で済むようにしていただければと思います。 

現在は支所で処理できておりますが、交通機関がもっと近く迄行けていると思います。本庁も公共の交通機関で行ける所を希望します。現在地も

よく分かりませんので、解答のしようがありません。唯、支所はそのままでお願いします。 

現在本庁機能の分散は市民にとって不便です。南庁舎の保存は望みません。早くすっきりと新しい場所で伊賀市にふさわしい庁舎を建築していた

だきたい。 

現状の交通渋滞の激しい、かつ駐車スペースの狭い庁舎では利用しにくい。県庁舎のように広々している方が行きやすい。車社会であることを念

頭におくべきだ。 

現状の庁舎で特に耐久性とか老朽化で問題がなければ新しく建てる必要もないと思います。行政サービス上何の問題もなく、本当に必要な予算

にそれらを用立てしていただけたら幸いです。 

現状は交通の便はもとより市としての機能が十分にまわっていない（横のつながり）もないと推測します。本来である市としてのあるべき姿がみえ

る化できていないように思われます。 

健全な財政をしながら若者の住みよい市になるよう努力してください。国も県も市も会社によく似ています。収入と支出とのバランスをよく考えて選

択してください。 

現代は車社会で庁舎は地上何階かで上へ伸ばし駐車場を広くこれも上へ出来る時代です。今の職員の駐車場も下で結構あります。これも何階か

にして面積を少なくする方法の一つじゃないですか。役所へ用に行くときは１つの場所で全部の用が出来る事を希望します。 

県庁舎（四十九町）前を伊賀市の中心として発展してほしい。 

県庁舎と同じ場所にしてはどうですか。車を利用する者が多く、駐車スペースがあれば行きやすい。 

現庁舎に投票した一市民ですが、庁舎整備に関する市長の考えには賛同できません。 
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現庁舎は、歴史的価値はあるかもしれないが、行政機関としては名張などを見てみると遅れている。もっと近代的に建設すればいい。 

現庁舎は古いため新築した方が今後のためだと思います。町の中で交通の利便性はあるが現在地では、駐車スペースが少ない。  

現庁舎を芭蕉記念館、博物館（蛇池のそば）、将来的に美術館に用いる。そのことは市民および観光客が集い休息できる場所も必要となる。市民

及び観光客に飲食などを安価に提供できるよう多くの店舗集合体を設け、土産も調達できるようにして人がたくさん集まれるようにする。訪れた人

がゆったり休憩し雑談する場所を設ける。駐車場は現在のだんじり会館のものを立体駐車場とする。新築する庁舎は北庁舎跡、公民館跡、現駐

車場の一部敷地とする。 

県内でも南庁舎は古く老朽化していると思います。四日市市、鈴鹿市役所のように駐車場を含めた新庁舎整備を希望する。 

こういう形で市民の声が反映されるのはすごくよいことだと思います。初めて伊賀へ来た時は、観光資源はたくさんあるのに、上手く活用されてい

ないなと思いました。中心地にどーんと市役所があるのにも驚きました。私の住み育った町は駅中心から少外れた場所にあったので。新しく生ま

れ変わるのに期待しています。 

交通手段が確保されていること。一箇所集中にした方が、面倒がなくお年寄りにも便利。古い庁舎も大切に管理していけば永く使える。 

交通体系などを考えてみれば、現在地が一番良いと考える。建物が古いからすぐに新築するのではなく、あまりお金を使わずに大事に使っていく

模範都市を目指していくのもよいのでは。 

交番のムダな支出にいきどおっています。銀行からお城のルートを市庁舎を郊外へ出すことにより切り離して考えたい。銀行－お城ルートは観光

に的を絞って整えた方が良いと思います。どうか、ピンチをチャンスに新しい感覚でうまれかわらせたいと強く思っています。 

高齢化になり交通機関も不便になって遠くへ行けなくなるので、なるべくなら地域で今のように市民センターなどがあるので、現在のサービスを続

けていただきたいです。 

高齢化も進み、日本全体が借金漬けになってしまっています。誰もが庁舎整備について、深く考えているわけではないと思われますが、一個人の

家庭に例えて考えると、こういう経済状態でぜいたくな庁舎（家）を新築するのでしょうか。確かに公共工事が発生すると大きな恩恵を受ける地元

の企業もあるでしょうが、できるだけムダのない整備が行われることを願っています。 

高齢化率 26％の伊賀市、どんどん高くなってまいります。買物難民も増えております。いろんな形でサポート事業がありますが、駐車場を広くして

ください。ハイトピアの不便さに困惑しています。機能も分散ではなく極力一個所集中で市民の皆様が使用しやすいことを基本に十分に検討してく

ださい。 

高齢者、障がい者が行きやすい、移動しやすい窓口がよい。 

高齢者、障がい者の方にも利用しやすいようにおねがいします。（交通の利便性、広い駐車場、バリアフリー等）過去に公的施設で働き、現在は

民間会社で勤務しております。やはり様々なものに対して無駄が多いように思います。コスト意識を持ち、無駄を省いてもらいたいです。 

高齢者社会が進むにつけ庁舎は町の中心にあるのが望ましい。職員達の親睦、仕事の連絡等考えれば分散は望ましくないと思う。市民も行政

事務の内容も理解しにくい。 

高齢になると手すり、バリアフリーなど、眼が見えにくいため、わかりやすく字を大きく表示など目印をお願いします。夏は涼しく、冬は暖かく（換気

も） 

五箇所の支所は 5000万／年間の経費を考えるとあまりにもムダで即廃止すべきである。税金のムダ使い。本所で十分対応できると思います。 

こじんまりとした建物にしてほしい。 

これから市の中心となる場所。顔になる場所を考えてください。 

これまでの流れの中での整合性から今の場所での新築が望ましい。（駐在所の移転、公民館、北庁舎の取り壊し等勘案して）歴史と文化の薫る

伊賀市として現在の南庁舎はふさわしくない。 

今回、子供手当ての書類を庁舎に郵送させてもらいました。行くと毎回駐車スペースのせまさに苦労させられるからです。行こうと思えるような広

いスペースを確保して下さい。お年寄りのこと、車に乗らない方などのことを考えると、バスがある所に庁舎を建て直していただきたいのと、今の

庁舎は部署への移動が多かったり、階段での上り下りもあります。やはり、バリアフリーも考えて、誰もが行きやすい開けた庁舎にしてほしいと思

います。 

今後、早い時期に庁舎整備を実現させてほしい。 
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今後の人口の減少を考えればハードではなくもっとソフト面で市民に対しサービスが必要と思うし、自分のところに近ければなど、自己中心の考え

でなく、これだけ広い地域なのだから全体を広い目で見て考えてほしい。そして、安全安心の伊賀市にしてください。 

今後発展性のある場所に新設を希望します。  

災害時の拠点となる庁舎に。 

災害や事故の発生時、市長の生命・財産を守るために各部署のトップに適格な指示を出せるかどうかを考えて、本庁機能の場所や集約を決定す

べきである。市民の利便性については、市民センターや支所機能の充実を考えて、インターネットや情報機器の整備で行うできである。議会等に

ついては、議員が車で行ける場所であれば、どこの場所でも問題ない。既存の市が管理する広いスペースの土地がある場所を利用するほうが、

用地買収費が必要でなく、早く建設できると考える。 

財政にゆとりがない現在、有るものは全て使用するという考えでやって欲しいです。 

削減・削減の世の中で、確かにそれも必要とは思いますが、必要・必要でないものを見極めてもらって欲しいと思います。 

さるびの温泉について、もっと真剣に職員の教育とか食堂の内容（10年間何もメニューが変わっていません）とか皆さんが惜しがって見えます。も

っとお客さんを呼び込んでください。 

市駅前のロータリーにお金をかけすぎ。タイルばりのまん中の空間は有効に使われるのでしょうか？ 交番をたてなおしたり、無駄な出費が目に

つきます。それよりも伊賀の医療にお金をかけて下さい。 

事業計画の策定にあっては、極力財政負担を考慮し、事業費の縮減、削減を優先的に取り扱いされること。 

支所を廃止すればよい。集約して機能的に市民の利用をもっと便利にしてほしい。伊賀市は遅れている。早くすすめるべきである。 

市政のことはお世話になりながら、あんまりよくわかっていません。庁舎も大切ですが、中味の充実を望みます。 

自然に優しいエコな新築。またこれからの時代の流れにあった造り（ソーラーパネルなど）。緑を増やしてほしい。 

市長が変わったら変更になるような市政はなっていない。市議会議員は何のためにあるんですか？ 税金泥棒ですか？ もっと信念を持って市政

に取り組んでほしいですね。 

市町村が合併して１０年ほど経過している現状で、職員の人数なども合併時よりも少なくなり、旧市役所に最低限の施設の設計をしてなるべく金

額的に少なくしていただきたい。 

市の施設をとりこわして空き地が多い。車を置くのに便利であるが、空き地が多すぎる。将来的なことを考えて、空き地利用を考えていただきたく

思います。ハイトピアはどれくらい利用されてどういう人に利用されているのでしょうか。大雑把に申し上げますと、大変ムダな建物のように思われ

ます。岡本市長さん、もっと早くに市長さんになって下さっていましたら、この建物のもっと有効活用のためのアイデアがありましたのではと思った

りしています。将来的な人口動静をよく考えつつ諸建物の建築を願いたく思ったりしています。現在の伊賀市中心部はとりこわした建物のあとの

空き地がたくさんで何かに利用しないともったいない。しかし、早急にではなくじっくりと考えていただきたい。 

市の人口重心地などは考えから除き、新しく若い人達が便利に利用しやすく考えてほしい。伊賀市も若い人が住みやすい働ける場所も多く、若い

人が多く集まってくるような魅力ある市にしてほしい。 

自分のサイフからお金を出す気持ちで考えて下さい。観光も大切かもしれませんが、住民が集まりたくなる住民満足度の高い庁舎にしてほしいで

す。上野城公園へのアプローチとして緑を入れて市民が憩える庭（広くなくて良い）会話やお茶を楽しめるような工夫があってほしい。そんな市役

所なら市民も働く方も笑顔になれそうだと思います。”行きたくなる市役所”にして下さい。 

市民が行きやすい、利用しやすい、わかりやすいなど市民が便利に利用できる庁舎をいろんな角度から考えてください。 

市民が利用しやすい場所がよいと思う。観光客より伊賀市民を大切にしてほしいと思います。鉄道、バスなどの交通の便利性、駐車場の無料化

など市民のための市役所ではないのでしょうか。車に乗らない人も多いと思いますが、今までの場所で良いと思いますが。税金のムダ使いです。

その分、お年寄りや子供のために使ってほしいものです。 

市民が利用する場所だからあまり古いままではどうかと思います。ある程度改修するべきだと思います。 

市民センターでは印鑑証明書・戸籍謄本などの証明書を受け取ることもできますが、ところによってはＮＰＯ法人・自治会と同じ部屋に入っていて、

個人情報が守られているかどうか疑問です。そういう訳で、私は現在のところ、支所あるいは丸之内の庁舎を利用しています。また、丸之内の庁

舎が木曜日は時間を延長して証明書を発行してくれるというのもとても便利で利用したこともたびたびあります。 
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市民として今までこういったアンケートは初めてなので、貴重な機会を頂き感謝します。以前より庁舎の整備は知っていましたが、どの様な整備か

又、目的がよく理解出来ていません。今までの検討内容及びそれが市民へどの様なメリットがあるのか理解したく思います。一旦白紙になったの

はなぜでしょうか？市長様はじめ議員のみなさまが私の様な市民の意見もあるのではと保留になっていれば有難く思います。 

市民の税金を使用するのだから無駄なものは無くし、正しい税金の使い方で整備していただきたい。パソコン、インターネットの普及により人件費

も削減できるんではないかと思います。対応も悪いように思う（本庁） 

 

市民のため、職員のための庁舎を計画してください。 

市民の人達も行き易い、またそこで働いてくれている職員の人達にとっても働き易い庁舎が理想 

市民の費用負担（税金など）で整備する案件については十分に検討してほしい。旧上野市での設置だけでなく郊外の設置など検討し、不便な地

域に生活する市民のことも考慮してもらいたい。 

市民の利便性を考えてください。もちろんバリアフリー、ユニバーサルデザインを考え部署の配置を考えてください。 

市役所が提供する公的サービスをより必要とし、頻繁に足を運ぶことになるのは、病人や障がい者、老人、低所得者といった弱い立場におかれ

ている「市民」ですが、現南庁舎がそのような目線に立っていないのは明白です。コンパクトシティを志向すべき地方自治体にとって、市庁舎を郊

外に建設するといことは有り得ない選択肢です。著名な建築家が設計したという理由で、明らかな欠陥建築を「文化財」として保存し、結果、ひと

つの都市を衰退させた事例として、後世に文化財保護のあり方に一石を投じることになると思いますが、そのような「捨て石」となることを踏まえた

うえで南庁舎を保存するのであれば大いに結構です。 

市役所敷地内に予防接種を受けられる施設を作ってください。 

市役所の現在の姿は通ってみて、何やってるんだと思います。できるだけ早く、今までのように機能をそろえてほしいと思います。各所に分散して

いるのは戻すべきだと思います。 

市役所は市の顔みたいなものですし、災害の時に機能しないといけないので、建替えた方がいいと思います。がんばってください。 

市役所は住民が生活をしていく上で必要な場所。でも職員が多いように思います。多くても仕事がはかどらない。適任適所でお願いします。生活

必需品も値上がりし、生活が苦しくなってきている今、住民が苦しいのに市役所ばかり立派になってもと思います。なるべく質素に人員の整理をお

願いします。 

市役所は近くないし、高齢なので不便です。公共交通機関もだんだんなくなり困っている人が多いです。庁舎は安全であれば今のままで整備され

たらと思います。 

市役所は分散しているより集中している方が良いと思います。議会や会議、決裁など、時間のロスではないでしょうか。合併当時は支所がなくて

はならないと市民の方も思われていた人も多かったと思いますが、今では、本庁に来られる方も随分増えています。逆行するようなことはどうかと

思います。 

市役所は本庁のみ、支所は廃止し、市民センターで代替。 

借金だらけの市の財政であるのにもかかわらず、新庁舎建設には反対です。アンケートにも書きましたが、廃校になった校舎の活用はできないも

のでしょうか。そのための耐震工事はしたらいいと思います。もう少し観光に力を入れ、お金が入ってくるようになってから新庁舎を考えてみるほう

がよいと思います。市役所の駐車場の狭さ、そして図書館の利用がしにくい。図書館なんて車が駐車できません。そして、医療です。「救急車を呼

ぶときは死を覚悟しやなあかん。」なんて言われる伊賀市でいいのでしょうか。新庁舎の前にやるべきことはあるのではないでしょうか。 

借金を増やさないで身の丈にあった整備をしてほしい。 

住民に親切に分かりやすく説明が必要である。今までは一部の人が判断し、決定しているのではと思います。 

障がい者、老人にやさしい施設。使用しやすい、わかりやすい施設。相談等はプライバシーの守れるような施設。 

小学校や中学校が統合されて、使わなくなった校舎を市民に貸し出して財源にしてほしいです。 

城下町にふさわしい外観で、室内は明るいバリアフリーのコンパクトな本庁でいいと思います。合併時はうたい文句「小さな本庁、大きな支所」広

い面積の散らばった人口の住民の要望としては、近くの窓口が一番便利です。今の南庁舎は、暗くて冷暖房もききにくいもので、車椅子の通れな

いなか、階段があり、使い勝手は悪い感じがします。改修費用もかかると思いますから市のシンボルとして誇れる新しい建築物を希望します。 

将来、本庁を利用する必要性、年齢等を考えて（高齢者）本庁の規模を考える。各支所での利用度の方が多いと思う。 



 - 23 - 

 

将来高齢者が多くなってきてますので、バリアフリーなど設置し、また利便性も考えてもらいたい。それから予算の面でもできるだけ緊縮予算でお

願いします。 

将来的に可能な限り負債を残さない方向で検討願います。  

職員が多いです。人員整理してムダな人を減らすべきです。民間の会社はリストラなどあり、かなり厳しいです。庁舎整備もいいですけど、全ての

費用は私たちの税金です。このことを第一に考えてください。 

職員の教育も必要だと考えます（接客業に欠かせない接遇など）。いつも対応が悪く不快な思いをしています。 

職員も利用者も駐車できる広いスペースの用地が第一です。これはあっちへ行ってくださいではなく新庁舎で集約していただきたい。 

諸手続きや相談事でも気楽に出入りのできる庁舎環境になるよう整備してほしい。敷居が高くならないよう配慮すること。 

人口減少する中、地方公共団体として将来縮小していく。何を大切にするのか。一番大切にしなければならないことを考え、効率的で簡素な庁舎

整備であってほしい。 

人口も減少ぎみなので、今のままでよいです。悪い部分だけ改修で考えてください。 

人口も少なくなってくると思うので、中心に集約されると年齢とともに利用出来なくなると思う。身近にも今までどおり支所をおいてほしい。子や孫

の代に借金をなるべく少なくする行政をしてほしい。 

新築・改築どちらにしてもバリアフリーを願います。 

新築候補地 5箇所として新聞にのっていましたが、③桃青中学校跡地は急な坂道があり無理。④⑤のハイトピア、ふれあいプラザは手狭。 

新築して今の場所にしてもそれと上へのばす様に先の事を考えると、新しい場所で本庁は上へのばし面積的にも本庁をビル式に上へのばし駐車

場をこれも二階ぐらいにして上へのばす様にして利用してはいかがですか。 

新築はなしで、リフォームしてはどうですか。階段はなしで、バリアフリーに（老人が多いため）。コンクリートの壁は暗い。もっと明るくて、楽しめる

雰囲気がほしい。役場のおえらい方がふんぞりかえって笑ってばかりいる姿は見たくない。ISOにかなった環境整備、ハード面、ソフト面を考えて。 

新庁舎の建設は反対です。必要以上に伊賀市には建物が多いので、そちらをできれば上手く利用してもらいたいです。できるだけ市の借金を減

らしてください。 

新庁舎の新築は、二転三転しているので、難しい状況であると理解している。外壁の塗装をするとか、職員の職場環境を改善するためのリフォー

ムとか、早急に実施した方が良いのではないでしょうか。 

新庁舎は伊賀らしいデザインを取り入れたものにするのがよいと思います。太陽光発電の設置やＬＥＤ電球の使用など省エネの庁舎にするのが

よいと思います。 

新庁舎を現状の所に早く建替えをして下さい。 

すべての機能を集約してほしい。あちらこちらに行くのは不便である。 

スロープをつけたりと出来るだけバリアフリーな建物にしてほしい。障がいのある者（車椅子等）も利用しやすく、分かり易い構造にしてほしい。 

生活に困っている人が多いので、税金が高くならないように、私たち年をとってる人は年金が減らされるし、子供を持っている若い人はボーナスが

なく、給料が少なく困っている人がまわりにいます。ムダ使いはしないでほしい。 

税金を１円たりともムダに使ってほしくないです。今ある建物を上手に利用してください。庁舎整備よりも合併により交通が不便になり、日々の生

活物資の買い物や医者通いに困難な住民のために動いてほしい。 

税金をムダ使いしないように庁舎整備建設してください。 

設計業者、建設業者が喜ぶような庁舎は大反対。 

是非新しい場所。四十九町の市民病院の下の空き地へ。今の庁舎では階段・坂・段差が多すぎます。土地も有効に使い平地の方がすっきりする

し、子供また老人には不便ですし、危険な多すぎる。 

前回、本庁舎を訪れた時、どこに何があるかが分からなくて受付の人に聞きました。市民のみんなが行くところなので、入口に大きく案内板を設置

して庁舎内の案内図も分かりやすくしてほしいです。 

前市長のときにできていた図面どおりの庁舎を望みます。 

前市長のときも十分に検討してきたはずですが、設計委託業務の費用やこのようなアンケートの実施費用などをムダに使ってまで検討し直す必
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要があるのでしょうか。地区役員などをしていない一般住民にとって、本庁舎を訪れる機会はほとんどありません。そのような人にとっては生活す

る上で特に関心がある訳ではないのに、このようなアンケートに答えるのは「どうでもいこと」となるのではないでしょうか。また「質問１１」は南庁舎

を残すことを前提とした選択肢で、取り壊す場合は「その他」で具体的に記入させています。前述のような人にとって、具体的に記入することはめ

んどうで、適当に○をつけてしまうのではないでしょうか。そのような設問によるアンケート結果が「市民の意見」とされるのはいかがでしょうか。 

前市長より進めてきた庁舎整備について、続けて進めていくべきである。  

先日、水木しげるロードに行ってきました。その時つぶやいていました。伊賀と言えば忍者、市や商店が協力してもっと魅力ある町に出来ないもの

か。このままじゃもったいない。協力できることがあればいつでも参加させていただきます。 

全面新築する場合、元北庁舎の部分に、仮設庁舎を作り南庁舎を解体。南庁舎完成後、仮設を解体する。又は流用。仮設庁舎の建設と解体がも

ったいない時は、あえて北庁舎の部分に分所の様な建物を作り、新庁舎完成後は合成運用を行う。なお、本庁舎の景観は費用の面からシンプル

なもので良い。 

早急な整備が必要である。市民にとって手続きなどがスムーズに行えるよう、わかりやすい窓口体制であってほしい。 

そもそもインフラ整備として、建物の建替えが前提となるのか容易な気がする。事務手続きをするためだけに多額の予算を使う必要があるのか。

それよりもネットを使ったサービスを向上する方が、スピード・コストも向上するのではないか。時代は変わり少子化も進む中、形ある物に高額投資

することに疑問を感じ、慎重な整備をしてほしい。 

大事なのは実用性であり、機能集約も必要だと思います。使いやすさと節約との両立を第一に、外観など極めてシンプルなものでよいと思いま

す。他所への新築は、現資産の保有と二重の負担となるなら実現性に乏しく、現在地に建設する場合には、現南庁舎は取り壊すのが最善だと思

います。現南庁舎の文化的価値や芸術性から保存すべきとする方もいるでしょうが、総じて、市民感覚はそこにないと思います。 

大切な税金。市民の事を一番に考えて使ってほしい。毎日の生活が大変である。年金生活まで日があり希望がもてない。少ない年金では、生活

が大変。できるかぎり庁舎の整備も大事ですが、費用の事も考えながら税金を使ってほしい。 

だいたい青山支所で済ます。あまり庁舎へ行くことはありません。阿保にも一日も早く浄化槽をしてください。大変困っています。 

他県から来られた観光客の方々が庁舎を見て、目をひくような外観にしてみてはいかがでしょうか。例えば、「忍者」を何処かにいれてみるとか。庁

舎を遠めにみて「忍」の一文字を庁舎全体にほどこしてあるとか。 

建物にはランニングコストがかかります。費用対効果をもっと考えなければと思います。箱物行政にはうんざりですね。 

建物ばかりきれいにしても働く人間の中身がともなわなければなんにもならない。そんなお金を使うくらいなら、職員の給与をカットする等、民間と

同じ思いをするべき。 

他の市役所のように利便性のよい庁舎を早く新築して、他の市町村にアピールしてほしい。少々お金がかかっても将来のことを考えれば経済効果

になると思います。 

地域住民が日常的に必要としている行政は、それ程多くの業務でなく、ある程度限定されていると思います。これらの行政サービスが、スムーズ

に対応できることが望ましいことから、交通、駐車スペース、所在地までの距離、スロープ等、庁舎整備において配慮願いたいと考えます。 

小さな本庁、大きな支所との意見や考え方がある事業であるが、何のために合併したのか。また各支所は現在の規模で良いのでは（現阿山、大

山田は旧庁舎で）。機能的な本庁舎があれば、大きな支所にする必要はなく自治協を充実すれば支所機能もはたす部分があるのでは。 

駐車場の整備。 

駐車スペース（1台分）を広くとってほしい。 

駐車スペースがほしいです。交通が便利なこと。観光案内のスペース。ちょっとした喫茶。 

中途半端な工事はせず、全面新築した方がよいのではなでしょうか。改修等の工事では、何年後かにまた改修・改築の必要性が出てくるかもしれ

ないし、トータルで考え、便利な市役所を新築すべきではないかと思います。お城の下、景観を損なわない造りの新市役所を望みます。観光の方

にも何かしらプラスになるような案もいろいろと検討していただけたらと思います。もっともっと、観光資源を生かした町づくりをしていただきたいで

す。 

庁舎改善方法について様々な形で聞いていますが、本カンにあるのは資金だと思います。利用しやすい庁舎建築に力を入れてください。東端から

住みよい町づくりをぜひお願い致します。 
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庁舎改築について 

市役所の改築など 100年に 1度の大事業は、全市民の利便性を考え、市域全体を俯瞰して地理的中央部に建設すべきである。一部の地域エゴ

に影響されず、将来の発展を見込んで広い土地に、近代的な伊賀市のシンボルとなる、将来にわたり近隣に誇れる立派な施設としたい。可能なら

ば近隣に、運動施設や保養施設も纏めてゆけばなお良い。 

庁舎建設について、今まで多くの議論をつくし、現在地で新築という方向で進んでいた経過を大切にし、合併特例債を有効活用して、一日も早く市

民が利用するのに便利な庁舎を建築してほしい。 

庁舎整備だけで考えるのではなく、この市の全体的なまちづくりを考え、財政面や将来像などを考慮して検討すべきではないかと思われます。市

庁舎は新しくなったとしても市民が幸せになる、安全安心が確保されるわけでもないと思います。この市の財政的な面から事業の将来像を見きわ

め、再検討しなくてはならないと思われます。個々の事業を個々に検討するのではなく、マスタープランの中での位置づけをすることが重要だと思

われます。何に金をかけるかということを考え直してほしいと考えます。たとえば、新しい近隣地域を含めた中での病院の建設と新しい市庁舎建設

とどちらが市民にとって幸せであるかという点です。 

庁舎整備について、できるだけ既存施設の活用を検討し、整備に係る費用を縮減してください。 

庁舎整備に緑を沢山使ってほしい。 

庁舎整備の前に救急医療体制の充実 

庁舎整備は伊賀市のこと、伊賀市が考えること。有識者の意見などもいいが、理想と現実、誰が金を出すか。有識者は口は出すが金は出さない。

自分の理想で迷惑で困る。市長も市民の声を聞き、伊賀市、伊賀市民の声を大事にすること。 

庁舎整備は必要なのでしょう。このようなアンケートをするよりも現在市役所で働いている人の整理をしたらどうでしょうか。市民の税金の無駄遣い

ではないでしょう。本当にたくさんの人数の方が必要ですか。仕事せずに遊んでいるような人ばかりではないですか。高い税金を払っているのでは

ないのです。市の職員の整理をし、もっと市民に還元できるような工夫をしてください。市長が代わって伊賀市が変わるかと期待していましたが、

期待はずれです。余計に伊賀市が悪くなったのでは。庁舎整備も市民の税金ですよね。それで税金が高くなるのであれば整備は不要だと思いま

す。市の職員の生活が裕福なのは市民が苦しい思いをしているのだからではないですか。市長ももっと市民の事を考え行動してください。市長に

なりたいだけで、きれいごとばかりならべるなら誰にでもできると思います。 

庁舎整備よりまず先に医療の充実の方をよろしくお願いします。庁舎はいまのままで十分だと思います。 

庁舎整備よりも旧上野市街の公共下水道の整備を。私は西明寺に住んでいるが、車坂町から流れ出す排水の汚濁がひどすぎる臭いがする。昔

から言われている緑ケ丘からの汚水、久米川の汚れ、小田の大戸川の臭い。市の中心市街地でこれほどひどい状態でいいのか。庁舎がきれい

にできても、町の排水はこんな状態でいいのか。一刻も早く、下水道整備をして、水質を改善し、住み良い町にしてください。庁舎よりも下水道整備

を。 

庁舎といえばやはり「市の顔」と思います。長く語りつがれるような「施設｣を創っていただければ誇らしいですね。 

庁舎に多くの税金を使ってほしくない。一つずつできることを実行してほしい。本来ある伊賀市にしてほしい。 

庁舎の位置については、交通アクセスや駐車台数の充分な確保など市民の利便性から伊賀市の中心的な位置となります四十九町の三重県伊賀

庁舎周辺地が、最適地と考えるものであります。また、現庁舎地は、中心市街地の活性化を図る上において観光資源の活用が望まれるもので、

観光の拠点施設（観光バスなどの駐車場）として整備し、俳聖松尾芭蕉の生誕地、伊賀忍者の発祥の地、城下町としての歴史と文化の漂うこの歴

史的資源をもって市街地へ観光客を呼び込み、まちを回遊したくなるような拠点や店づくりを進めることにおいて市街地が賑わい当市の観光振興

に繋がるものであります。 

庁舎の外観が劣化し、観光都市としてはみすぼらしい。機能性も大事ですが見た目も大切と考えます。 

庁舎の機能が分散しているのはやはり市民にとって不便だと思います。会議室等はハイトピアやふれあいプラザ等の周辺施設も利用しながら、コ

ンパクトでスマートな庁舎の建設を早期に希望します。 

庁舎の建設より人口増加を優先するような行政を考えてほしいです。例えば、老人の施設の充実とか（経済的な）。保育施設の拡充とか低学年の

放課後の預かり施設の充実等ですが、これにより少なくとも人口増加につながるのでは考えています。 

庁舎の新築はやめるべきです。雨漏りは改修すればよいことです。金がないのに無駄遣いをしないこと。 
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庁舎の駐車場が狭く、また交通渋滞もあり出入りがたいへんしにくい。なんとか、解消できる場所に整備してほしい。 

庁舎の分散は希望しません。ハイトピアは新しいのですが機能があまり新しいとは思えない。建物が新しいだけで大きな市の事業を上手く消化で

きるのでしょうか。ゆめぽりす、ゆめドームなどのように交通の不便も。残念です。経済性も大事ですし、現在地での充実希望です。 

庁舎の立派さよりも市民へのサービスや生活しやすい伊賀市を考えてください。  

庁舎の老朽化、耐震面での改修は必要と考えますが、それ以外に市民の税金を使う必要はないと思います。先日、丸の内を通った際、庁舎の一

部が取り壊され南庁舎がのこっていた。なぜ？と思いました。そのまま使っていれば市民の税金を使うこともないのに、取り壊すのにもお金がかか

っています。改築、新築をやるなら職員の人件費を見直し、そこから費用の一部を捻出すべきです。又、新築、改築を見送ることは地球温暖化を

食い止めることにも繋がるのでは？古くなっても大切に長く使うことはよいことです。 

庁舎は集約した方がよく、新しい場所に近代的な設計のもと、耐震にも考慮し、老人でも使いやすいバリアフリーで新築をした方がいいと思いま

す。誰でも自由に出入りができる駐車場、災害時には大勢の人が集まれる場所。将来、庁舎の整備後も関連の建物の建築も可能なこと等を考え

ると、ゆめが丘に新設されるのが最適と考えます。 

庁舎は新築されるものと思っていましたが、またゼロからのスタートですか。早く実行してください。 

庁舎はセンターであり、事務所的存在であると思います。よって、その基地が守られるべきではあるが、そこに余計なものは必要ないと思います。

現在社会、便利なものや過剰なる電気電力使用がまるで当たり前のようになってきてますが、そのような環境下で決してマヒすることなく、シンプ

ルな視点で「足るを知る」を基に、全国に伊賀ここにあり！！万が一災害がおこってもゆらぐことのない人間性がたくさんいる地域になれるような基

地であってほしいと思います。 

庁舎はとても古くなって暗い感じがしていました。職員の皆さんも地下でお仕事をしている様子があります。早急に明るくスッキリした庁舎にしてほ

しいです。とは言っても経費等相当なものだと思いますが、市民一人一人が節約しながらその気になって応援し、期待したいです。 

庁舎はやはり丸之内でリフォームして集約してください。北庁舎がまだまだ使えるのにどうしてこわしたの。関係がないといわないでください。前市

長に責任（リフォーム代）をとってもらってください。市議、職員達は何を考えて前市長に協力していたのか。市民は怒っている。税金ばかりとって。

ムダにしなでください。 

庁舎不足部分新築の際は、自然エネルギー（エコ）をできる限り利用できる構造とされたい。駐車スペースについては、地下に確保できるようにさ

れては。庁舎利用の車両の出入りの流れについて、現在の付近（交差点）の走行車線の改良を考えていただけたら良いと思います。 

庁舎問題が市民生活にとって最重要課題とは思いません。合併を急ぎ過ぎたため、旧 6市町村の意識がばらばらです。財政難の時代に大型事

業で赤字を増やすことにより、市民の声に耳を傾け切実な要求から手をつけてください。よろしくお願いします。 

庁舎を立派にするよりも職員のやる気と住民サービスを徹底させて下さい。 

庁舎を利用する方はほとんどの方が事務的なことが多いかと思います。利用しても年に数回の方がほとんどと考えられます。交通の便、バスや電

車といったものが必ずしも必要な土地であるなら、マイカー保持者がこれほど多い場所にもなっていないと思います。必要ならタクシーを使う手も

あるからです。実際に今の場所は駐車スペースも狭く、たくさんの方に利用してもらうために運転者にやさしくないスペースへ停めて利用すること

が不便でした。そして、庁舎の中は暗く、感じもよくないところのように感じています。また、場所もわかりずらく玄関からすぐに女性が一人カウンタ

ーごしに座ってみえますが、聞いてから行こうとか、何してるんやろ？と、税金の無駄のようにしか思えていません。働いているなら座らず立って、

住民のためのサービスとして働きましょう。そういった点も改善してほしいです。 

庁舎を利用する者にとって、分散していると不便、時間を無駄にしてしまう。１ヶ所に集中している方が用件が早く済み、市民もその方がいいと考え

る。南庁舎等を何十億円かけて改修しても将来的には新築を余儀なくされる。無駄な投資と思うが。観光立地を目指すならば、庁舎はそこになくて

もいい。 

できることなら、県庁舎と隣接を望みますが、不可能ですからわかりやすい庁舎内を希望します。現在庁舎は会議室に行くのも迷子になってしまう

ことが多く困ります。駐車場も安全面に配慮された出やすく入りやすいものにしてほしいです。車どうしのスペースが狭く、何度も切り返しをしないと

入れないことのないようにしてほしいです。駅から近いこともお年寄りにとっては嬉しいことと思うので、現在の場所で明るく広い分かりやすい庁

舎、コンサートなど市民が集まれる庁舎ができると嬉しく思います。 

できることなら今の場所で本庁を残しながら横へ新築をし、市民が用事で訪庁しても、現在のようにあちこちへ行かなくてもいいようにしてほしい。 
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できるだけコストを削減してください。 

電車でいく場合、駅から近くても電車の本数が少なく不便。若い人や車の運転ができる方はよいが、できない人のため、スクールバスのようなバ

スができればと思う。 

 

トイレのにおいが臭いと聞いたので、きれいにしてほしい。 

東海・東南海・南海地震の同時発生が想定されますので、なるべく早く全面新築を希望します。南庁舎の改修には反対します。 

道路と駐車場を考えて場所を考えて下さい。土地の安い場所をさがしてください。 

年寄りは交通の便利のよいところ、または行き慣れた場所の方がよろしいです。 

どちらにしても”決断”。 

とにかく税金をムダ使いしないこと。子孫に借金を残さないこと。 

土日業務してください。 

どの方法が市民にとってより利便性に優れ、経済的にも負担が軽い方法は何か分からないのが本音ですが、ひとつ考慮してほしいことは、中央

だけの充実ではなく、支所の充実も合わせて考えてほしいです。わざわざ遠い中央に行かずとも支所で済まさせてもらえたらありがたいと思いま

す。何もかもが中央中心的に考え、伊賀市として合併して以来、周囲の住民にはどんなメリットがあったんでしょう？ 新しい箱物ばかりが増える

近年の行政に今いちど立ち止まって、この庁舎の整備案へのストップ宣言、賛成です。市民の声をしっかりと吸い上げ、無駄使いのないことを願う

ばかりです。 

どんな風になってもなるべく早く決まってほしいと思っています。意見もいろいろで大変でしょうががんばってください。 

中に入ってもよくわかるように案内をしてほしい。 

なぜ、今の庁舎を残すのか意味がわかりません。有名な建築家、坂倉準三氏がデザインした価値のある建物であるとは思います。が、とにかく外

観も機能性も悪く、市役所に全く適していないと思います。雨の日に柱から滝のように雨が流れ、職員さんが必死に床を拭いているようすを目に

し、これが市の大切な機能を司っているところかと思うと、市民としてとても残念でした。コンクリートの打ちっぱなしは、たとえ坂倉準三のネームバ

リューがあったとしても好きになれません。バリアフリーでもありません。障がい福祉課がなぜ中 2階なのですか。本庁の機能は各支所に分散しと

ても不便です。まもなく大地震が来るのに避難経路が複雑すぎます。観光都市を唱えている伊賀市が、あのような汚い市役所を玄関口に置いて

おくのはとても恥ずかしいです。これは、修復ではとても間に合いません。市民が愛着を持って安心感を持って使用できる新しい庁舎を是非建て

てください。現在地は伊賀市民が長年通い慣れた場所です。他の場所への移動は考えられません。観光客の方にも胸を張って紹介できる新庁舎

を建ててください。そして、合併特例債を利用すべきです。このチャンスを逃したら、伊賀市は観光地としても繁栄できないと思います。 

ネームバリューにとらわれすぎです。建物はいつか壊れます。大切なのは市民の安全と信頼です。どうか利用しやすいステキな庁舎に建て直して

ください。今の建物を残す価値が見えません。新築してこそ伊賀市は前進します。 

何分にも高齢です。難しいことは分かりません。若い人の声を聴いて下さい。 

何をするにも市民の血税だと言う事を忘れないで下さい。生活のために働いても「税金」と言う名の取立ては、結構厳しいものです。 

何をするにも市民の血税を使用しているということを忘れないでほしい。莫大は費用がかかる分、公務員と言えど人員整理等すべきだと思う。とに

かく職員が多いわりにスピーディーでない。時間がかりすぎである。 

名張市の旧市街の現状をみてほしい。 

なるべくお金を使わない。 

なるべく税金を使わず既存施設を修理しながら使用する。合併しているのだから物理的に本庁は住民が利用しにくいので、支所に権限を持たせ

る方が良いと思います。新庁舎は必要ないと思います。結論を言うと、新しい箱物は必要なく、地震補強等の修理で庁舎は使用した方が良い。そ

の代わり、各支所の方が住民にとって身近な存在ですので、施設の充実さを望みます。 

何回も移転費用をかけず、新築なら一度にできる。現在の庁舎の耐用年数を考えても耐震補強しても耐用年数はそう変わらない。だいたい鉄筋

コンクリート造りで 50年であると思うので、市長も一度考えたらと思う。 

年に１２回ぐらい行かしてもらって思っていますが、別に古い建物とも思わないし、まだまだ大丈夫だと思います。それよりも私達年がいってきて足

腰が悪くなって歩けることが出来なくなります。そのようの時には楽に庁舎に出向く事が出来るようにお願いします。 
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廃校となった建物を市役所として機能させること。ムダな支出を減らしてほしい 

ハイトピア周りの駐車場が少ないです。あっても砂利でなく整備して欲しいです。500円も払うのに。  

箱物よりも観光に投資すべきと思います。 

バリアフリーを大切にする。弱者、高齢者が利用しやすい環境を作る。エコハウス感覚を大切にする。 

病院でお世話かけました。その時思ったのは、やはり市の病院にしては市の職員さんの方が多く、おかしく思ったので、もっと力を入れてほしい。 

広い駐車場が必要 

広い駐車場と伊賀らしく木造で地元の工務店で建築し、質素で機能的な建物。有名建築家、大手ゼネコンの建築はいりません。 

不正のおきにくい場所にしてください。 

古い校舎（府中中学校）を改修して使う。新しい場所を買うことがないと思います。 

分散での業務でよいが、取りあえず市民がどこで何の課があり、どこへ行ったら良いか理解できるようにしておく。本庁へ行ってから又行きなおす

のでは困る。 

ほとんど行かない庁舎。借金だらけの伊賀市。お金はもっと市民が必要とされるところに使ってほしい。建替えは、市役所に勤めている人のため

だけと思う。市民にはこのままで十分である。絶対に反対です。 

本庁１本で、分散反対 

本庁機能が阿山、大山田、ふれあいプラザに分散しているため、用事を済ませるのが大変である。早急に庁舎を整備し、各本庁部署を同一の建

物内に配置してほしい。また、現在の南庁舎は老朽化が著しく、利用していて不便である（エレベーターがない、トイレが汚いなど）。 

本庁機能の場所の設定については地域により住民に意見が違うと思うが、ワンストップサービスという点を考えると対外的にも認知度が高く、交

通の便利な場所一箇所にまとめることが望ましいと思う。集約すべきと言いたいところだが、庁舎が南側だけの今、莫大なお金を使わずに済ませ

たいので「分散していても良い」と考えている。しかし、交通については劣悪。本庁機能を支所に分散すれば、支所周辺が活性化するとでも思って

いる。。。？熟慮ください。 

本庁機能は集約。支所へは住民課等の窓口業務は必要。駐車スペースの工夫が必要。 

本庁機能は統括し、一箇所で行い、旧地域の庁舎を分所として地域に根ざした、地域を知った細かいところにも配慮できる機能をもたせてほし

い。市の方針は、本庁でしっかり組み立て、住民のことを考えた、独自の地域性を生かした取り組みは分所で行うようにしてはどうか。人件費など

が多くなると思うが、心の通い合う市政であってほしいと思う。 

本庁機能を集約するべきです。支所は連絡窓口だけにして人員を減らすべきです。窓口が分散しているため、市民があっちこっちに行かなけれ

ばならず、困っています。当初の計画のとおり進めてください。 

本庁敷地は手狭ですが、本庁機能はできる集約した方が意思疎通、人員面等のメリットが考えられます。したがって、一提案ですが、敷地内にあ

る「中央公民館」を他に移転させ、庁舎の増（新）築をしては、また、駐車場は立体駐車場に。 

本庁舎は坂倉準三氏の代表的建物で建築に興味のある人は、ほとんどの人が賛美を惜しまない美しい建物です。ぜひ保存していただきたい。 

本庁舎への交通のアクセスを市民全員が満足できるようにしてほしい。できなければ反対に、支所へ本庁舎と同じことができるようにしてほしい。

まず第一は市民が楽し、利用できる本庁舎をつくってほしい。休日（日曜日だけでも）に営業してほしい。 

本庁の整備は必要ないと考えています。まず、訪れることがない。支所で十分である。税金のムダ使いである。本庁整備のために他支所管内の

私たちが税金を払う必要はない。このようなことをするくらいなら税金を安くすべきである。 

本庁の半分を取り壊してから、どこにどの課があるのかわからず、提出する物があるときなどわかりにくい。庁舎が新しく必要なことは理解できる

が、まず予算を考えて税金収入に見合った庁舎を計画してください。予算が足りなくなったから庁舎を建てるのにたくさんお金がいるからなどで税

金が上がることは絶対反対です。足りないのであれば市職員の給料を下げるなどしてください。民間企業で働く者はほんとに大変ですのでよろし

くお願いします。 

本庁は今のままでよいなら、今のままでいいと思う。ムダに建て直す必要はないと思います。大切な税金。もっと違うところに使ってほしい（医療、

公園など）。 

本庁を集約して人員等の削減をしてムダを省く。教育、医療にもっと力を入れるように機能する組織をつくること。 
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本来会社ですと倒産ですよね。数年前に他府県で箱物で話題になりましたね。現在市政を見守って、今後の判断資料にしたいと思います。 

丸之内 116番地内でまとまっておれば年寄りの移動が楽になると思います。  

みずべ公園(平野）の場所でも良いと思う。 

南庁舎が文化財として価値があることは存じ上げておりますが、バリアフリーでなく、各課の配置も複雑で通路が狭く、雨天時にバケツやビニー

ル袋で雨漏りをしのいでいるような現状では、庁舎として使用し続けることは難しいように思います。建物を補強して耐震強度をあげるとしても建

物自体の不便さは解消されません。庁舎整備の問題として財政面をあげるならば、経済的な部分で【補強と修繕 ＜ 全面改築】なのか具体的

な数字を改めて提示し、現段階での市民の意見を聴取して検討いただきたいと思います。また、市役所の機能は一箇所に集約しているべきと考

えますので、庁舎の全面改築は必須です。 

南庁舎が建築界において、どれほどの価値があるものかは知らないけれど、市民や働く人たちにとって快適なものでなければ意味のないものだ

と思います。丸之内から外れると伊賀鉄道、ハイトピアの今後にも影響が出てくるのではないでしょうか。 

南庁舎が老朽化しているので、改修なり手を入れるのは必要だと思うが、新庁舎を建設するのはいかがなものか。税金のムダ遣いはやめていた

だきたい。 

南庁舎の 2階へ行くとき、足が不自由な人が行けないため、スロープなど（エレベーターがあればよいが、お金もかかるし場所もないので）あった

方がよいと思います。身体障がい者の受付窓口は１階にあった方がよいと思います。どこが何課かわかりやすい整備の方がよいと思います（入

ってすぐ前にわかりやすいインフォメーションを大きく置くなど）。 

南庁舎の保存そして観光施設としての利用は重要です。集客なくして伊賀市の発展は望めません。現在の庁舎は不便（駐車場せまい）又、お城

の観光にじゃまになっている。 

南庁舎は、旧西小学校校舎・中央公民館・北庁舎をあわせた建築物。一般人から見れば汚ないコンクリートのかたまりにしか見えない。残す意味

なし。 

南庁舎はそのまま残し、古い部分は改修工事が望ましい。トイレは全面改修してほしい。できるだけ安くなる工事を希望します。 

南庁舎はバリアフリー化されておらず、また、大山田や阿山へ分散していく現状も大変不便です。一刻も早く広い駐車場とバリアフリーの建物を

確保するべきです。 

南庁舎は古く雨漏りもすると聞いています。設計者が有名な方と聞いて残す価値があるということですが、私には、あまり意味がないと思います。

今まで何年もかけてあそこに新築すると決めたのですから、その計画でよいと思います。 

南庁舎はみずぼらしい。何億円も改修にお金をかけるのはもったいない。城下町にふさわしい建て方で観光の拠点も併設した庁舎がよいと思わ

れます。集中移転であまりにもお金がかりすぎる場合は、一部残してもよいかと思います。 

南庁舎は有名な方の設計だそうですが、中で働く人のことを考えてあるのでしょう。高い天井、暗い内部、エコにも反すると思います。明るく、親し

みやすい建物を希望します。 

南庁舎を改修し、不足分は階数増築し、駐車スペースを確保する。 

南庁舎を改修して使うならエレベーターを設置していただきたい。トイレも暗くて使いにくく、バリアフリーが全くできていないので、清潔で使いやす

いものにしてほしい。全面建替えなら少しでも早くしてほしいです。耐震問題のある庁舎で働く職員の方も気の毒だし、大震災の時に避難場所

（対策本部？）になるのか不安です。 

南庁舎を改修しても近い将来、またどちみち建て直しをしないといけないので、取り壊し新築する方法が良いと以前から思っていました。 

南庁舎を市役所の役割として以外の使用は、費用負担になるだけだと考えます。 

南庁舎を取り壊し、利便性の高い、一箇所ですべての業務が完結する新庁舎を建設することが望まれます。 

南庁舎を取り壊し全面新築しないで、南庁舎を残して後々改築となるより一緒に新しくした方が良いと思う。 

南庁舎を残し改修して修繕するのは経費の無駄である。また、現状の南庁舎は構造的に不便で身体障がい者やお年寄りに不親切である。全面

新築し、バリアフリー化するのが経済的にも利便性からもすぐれていると考える。 

南庁舎を含め既存施設を活用する場合、トイレは必ず改修してほしいです。バリアフリーもよろしくお願いします。災害時、対応の拠点となる発想

もお忘れないように。間違っても平野地区など低地には建設しないようにお願いします。消防などとの連携も考慮に入れてください。 
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見栄えより実を取り、市民の生活を一番大切に考えてください。現在、伊賀地方で何が不足しているか充分わかっているはずなのに、市民の税

金は、市民のために役立ててこそ市政です。伊賀市以外からの転入者が最初に考えることは、環境・交通もそうですが、万が一病気になったと

き、きちんとした病院また安心できる腕をもった医者が何時でもそこにいるかということです。そういったことを全て整えてからはじめて観光都市構

想に真剣に取り組んでいただきたい。 

ムダなお金は使わないのが一番です。伊賀市の人口はどんどん減っています。名張市と合併するという話も聞いています。 

ムダな整備や特定の一部の人間のみが恩恵を受けるような整備に税金を使ってほしくない。 

無駄なところに税金を使わないでください。ハイトピア、丸之内の新しい交番どちらも失敗してると思います。そもそもこのアンケート自体がお金の

無駄です。 

無駄のないように税金を使うのだから、まず、公共のものを建設する時に普通の建物を造る時以上にお金がかかるということがまず理解できな

い。災害があった時に市民のために動けるように機能がとどこおることのないように、何が大事かよく考えて決定してほしいです。何のための庁

舎か原点にかえって進めてほしいです。 

ムダはなくす。税金は役所のものではない。 

名阪国道があり、自動車を運転される方には便利です。関西本線の電化運動に取り組んで欲しい。 

名阪国道の近くでアクセスしやすい（対外的に）。今後、将来的に合併（名張市？）がある場合、地理的に便利。 

役所で働いている人が多すぎる気がしますが？ 議員の数も多いのでは？ 

役所内は入り口にどんな人が行ってもすぐにわかりやすくしてほしいです。 

ヤマダ電機の横の橋を上野市の玄関口なのでもっときれいにしてほしい。駅前に花時計を作ってください。上野市駅前に噴水、松尾芭蕉の像を

たてるなど観光地にふさわしくしてほしい。最後に住民の税金をムダ遣いするな。 

床にこの色の線をたどっていけば○○につく、という印があるといいと思います。そうなっている病院があり、とてもわかりやすかったので。 

よいものができることを期待しています。 

横の連携が希薄と言われる役所、分散しているとますますつながりが弱くなると考えます。同じ釜の飯を食べてこそ、１つ屋根の下で、といわれる

ように働く者同志の意識を高め、信頼関係を深めるためにも、早期に１つの庁舎で、を願います。現在の本庁のトイレの不便さは現代に合わない

と思います。観光者、地域住民も利用する時、あのトイレでは伊賀市に幻滅を感じると思います。 

立派な庁舎を建てていただきたいです。 

利便性重視で経済的なら文句は無い。 

利便性や土地を考えると現在のところとなるのでしょうが、大きな災害が起こった場合は、県上野庁舎に近いところが良いかもしれません。また、

部を支所に分散している今の状態は、情報伝達、リスク管理からも良くないと思いますので、早い決断をお願いします。 

利用しやすいよう整備お願いします。 

利用しやすくしてほしい。建物が使いやすくなり、働く人たちが動きやすくなれば「お役所仕事」はなくなっていけばと思う。まとめて共有できること

はまとめてムダをはぶき、地域密着していないと不便なことはムダなく分散していってほしい。 

歴史ある建物の南庁舎は残して伊賀市の観光や芸術そして歴史を知っていただくために利用してほしいと思います。第三者の方の意見等を聞

いて有効活用をお願いします。 

歴史がある町ゆえ、もっとアピールできるような町づくりを行ってほしい。 

分かりやすく配置がされること。災害に強いこと。将来を見据えて、拠点になるよう本庁にし、アクセスのしやすさを考えること。 

私達は一市民であり、提案する知識もありませんが、市議会等でよく検討されて意義のある庁舎にしていただきたいと思います。新市長になって

基本方針が変わった訳ですから良く考えて下さい。 

私の親の年代からいえば庁舎が集約されて便利な方が良いと思いますが、災害等があった場合、いろんな場所に拠点がある方が一つが使えな

くても他の場所から市民のための情報や救助ができるのでは？ とも思います。 

私は、以前伊丹市に住んでいました。やはり集約していた方が一つの場所で一度に手続きができるメリットはあります。車が乗れない方には、す

ごく助かると思います。しかし、分散していると待ち時間が少なかったり人の流れが良くなると思います。一番良いのは、交通の便が良いところに
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あり、分散していても良いが、徒歩圏内で行ける、分かりやすい庁舎が良いと思います。伊丹市役所はシンプルな造りで、とても分かりやすかっ

たのを覚えています。他の市の良いところをまねても良いのでは。伊賀を PRするのに今の黒ずんだ役所だと町のイメージが合わないので、外観

に力を入れるのもありだと思います。 

私は新庁舎が完成するのが楽しみでした。何よりもわかりにくくて今まではできれば行きたくない感じでしたので、新しくなって使いやすくなるので

したら賛成でした。ですが、新しい市長さんになられて白紙になったと知り残念でした。でもそれが市長さんの公約なら、それで良かったのですが

このようなアンケートで何か民主的な逃げ道のようでがっかりです。公約をつらぬくと決めたなら、どんなブーイングだろうとつらぬいてほしかっ

た。逆に庁舎を残すなら、それを生かす道を考えただろうし、何十年後までその旧庁舎を残したことは言われるだろうけど、それを全部受け止め

てこそ、公約をつらぬいてほしかったです。何かアンケートをしたところで、建替え案が多かったとしてもそれをくんでもらえるのか、という不安はあ

ります。何にせよ、使いやすさ、わかりやすさ重視の建物になってほしいと思います。 

 

私はまだ使用したことがありません。でも母がいつも「遠いし、駐車場は狭いし、不便だ」と言っていたのを覚えています。それに大学で他県の人

達と知り合い、話をしても「伊賀って？」「忍者のとこ？」ぐらいしか言われたことがなく、知らない人ももっともっと知ってもらえるように電車の便利

な今の庁舎は別のことに利用して、他のところに整備してほしいです。私の願いとしては、図書館をなんとかしてほしいです。調べものをしようとし

ても本（資料）は古いし、種類は少ないし、行きにくいです。庁舎の建物にたくさん本があるとうれしいなとも思います。 

社協主催の講演とか講習会に参加させていただいておりますが、年寄りですので上野市駅前のハイトピア伊賀、上野ふれあいプラザの周辺は

道路が狭いですし、駐車場も入りにくいです。新しく整備するにあたりそのことを考慮していただきたいと思います。 

広い駐車スペースを確保しながら市の中心が便利だと思う。 

 

 


