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第３回伊賀市庁舎整備計画検討委員会会議録（概略） 

 

１ 開催日時     平成２５年７月２２日（月） 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、福田健一、木下利子 

日置智啓、滝井利彰 

４ 欠席された委員  なし 

５ 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 

           前川市政再生室長、滝川副参事 

           株式会社アール・アイ・エー（榊原、大平、上原、山本） 

６ 協議事項     （１）前回事項の修正等 

           （２）アンケート調査結果について 

           （３）庁舎整備の検討に向けた行政組織について 

           （４）候補地の比較検討について 

 

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３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》 

  今日は、アンケート調査結果、市政再生室から庁舎整備の検討に向けた行政組   織に

ついてまず報告いただいて、それから議論に入っていくということで進めていきたいと思い

ます。前回、前々回と同様に活発な議論をよろしくお願いします。 

《事務局》 

  前回の委員会以降、７月９日に庁舎整備計画策定業務プロポーザル審査委員会が開催され

ました。この庁舎整備計画策定の支援をいただくためのコンサルティング業者が決定しまし

た。株式会社アール・アイ・エーでございまして、名古屋支社から榊原常任顧問様、大平設

計部次長様、上原設計部副参事様、同じく設計部山本様の４名お越しいただきましたのでご

紹介をさせていただきます。 

《株式会社アール・アイ・エー》 

  ただ今、ご紹介いただきました、設計事務所、コンサル、アール・アイ・エーの私が責任

者の榊原でございます。今後、当委員会のお手伝いをさせていただくことになりました。ど

うもありがとうございます。精一杯がんばっていきますのでよろしくご指導いただきたいと

思います。私、設計部の大平と申します。同じく設計部の上原と申します。同じく山本と申

します。よろしくお願いします。 
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《事務局》 

  事項書の２の前回の議事概要の確認ということで、事前に各委員の皆様に送付しました議

事概要ですが、何かお気付きの点ございませんでしょうか。あれば申し出いただきたいと思

います。 

【一同 「異議なし」の声】 

《事務局》 

  議事概要はホームページにアップいたします。 

  それでは、３番目の議事に入ります。進行については、要綱第６条の規定により会長にお

願いします。なお、本日過半数以上の出席がありますので、会議は成立することをご報告し

ます。会長よろしくお願いします。 

《会長》 

  議事１の前回事項の修正等について事務局よろしくお願いします。 

《事務局》 

【以下資料１－１、１－２のとおりであり記録省略】 

《会長》 

  事務局から説明がありましたが、何かご意見ございませんか。 

《池澤委員》 

  ２点確認したいのですが、資料１―１の１ページ目の総合所見の項目ですが、耐震診断の

中で述べられている総合所見でしょうか。それならば、耐震診断の立場から踏み出した見解

を出しているような気がするのですが、そこに注意をしたいと思います。どこかと言います

と、「煙突は、地震時に崩壊の恐れがある為、鋼製等に替える必要がある。」というところで、

鋼製の物を付加する等して補強するという意味ではなく、鋼製の物に替えてしまうというよ

うな指摘。それから、「消防ホース掛けは、現在無用のため撤去すべきである。」というよう

なこと。耐震診断という立場から、建築物のデザインの有り方に関わることについて、軽々

しく立ち入り過ぎているのではないかというのが、１ページ目の疑問点でございます。もう

１点は、資料１－２の２ページの３番の項で、歴史性や文化性等の景観の中で、色々な施設

を書いてあるのですが、崇広中学校が明記されていますが、崇広中学校も他の物と同等の価

値として連続性をなす物として、重要な物として考えているのか、この２点を確認したい。 

《事務局》 

  資料１―１の１ページ目の総合所見の文言については、平成１７年の８月に耐震診断をい

ただきました。その総合所見の文言をそのまま転記いたしましたので、加筆等はしておりま

せん。ただ、委員の皆様方で必要な文言に修正することについては協議をいただきたいと考

えております。 

  それから、もう１点の資料１－２の２ページの３番で崇広中学校の名称が並んでいるとい

うことですが、以前の庁舎建設基本構想・基本計画の答申の文言を転記したことを最初にお

断りをさせていただいたと思います。その辺のことを含めまして、皆さんでご議論いただき

たいと思います。 

《福田委員》 

  議事から外れるのですが、前回の資料を事前に読んで、委員の中からプロポーザルで発注

にかけるというような内容の部分を読みました。今、議事に入る前に、株式会社アール・ア
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イ・エーさんがプロポーザルで落されたということですが、前市長の経緯がありますので、

事務局はどういう視点で業者を選定したのかお聞きしたい。 

《事務局》 

  今のご質問については、庁舎の整備計画を策定するということで、一般競争入札に加えま

して、プロポーザル型も業者を決める一つの方法になっております。企画提案をいただいて、

その提案に審査項目を設け、それぞれの委員さん方が審査項目でポイントを付けて、集計し

た結果ポイントの高い業者に決定をするという方向でございます。どうしても計画を策定す

るという業務については、価格という部分と企画性という部分が大きく影響してまいります

ので、単純に価格で決定するということは大変困難であるということから、以前の庁舎建設

基本構想・基本計画の策定業務についても、当時は簡易型ではなくプロポーザルで提案をい

ただき、庁舎を整備する案を提示いただいて審査をしました。今回は、それぞれの業者から

今の事務所の規模、設計の技術者の人数、過去にどのような業務をやっているのかというこ

とを提案いただき、その提案の中から審査し業者を確定したということでございます。 

《福田委員》 

  それは、事務局が項目を決めて発注したということですか。 

《事務局》 

  庁舎整備計画策定業務プロポーザル審査委員会を設け、会長、副会長、外部の委員、市内

部の職員を含め６人で、それぞれの審査項目を審査したということです。 

《大仁田委員》 

  資料１－２のユニバーサルデザインのところで、高齢者と障がい者のことはあるのですけ

れども、子育支援の文言が全く入ってないのはどうかと思います。今、どこにおいても、ベ

ビーカーを置くところやおむつを替える所は、伊賀の未来に大事な子育てですので、子育て

の設備をしていただきたいというのが１つと、根本は、南庁舎に地震が起こった時大丈夫な

のかということです。前回、聞かせていただいた時、平成１７年の調査ですけど、事務局の

方からは、結果は同じであるということでした。伊賀市に何かあった時に伊賀市の庁舎がい

ろんな意味で指令を出す所であるので、本当に補強しても大丈夫なのかということが一番大

事ではないかと思いますので、この２点お伺いします。 

《事務局》 

   一点目の、子育て支援に関係する文言を入れるべきだということですが、参考意見とさせ

ていただきまして、肉付けをしていく文言の中に加えていきたいと考えております。２点目

の耐震補強をして大丈夫なのかということですが、平成１７年の耐震診断の後、平成２０年

の２月に、三重大学大学院の建築学の先生から北庁舎と南庁舎の耐震診断に基づくコメント

をいただき、北庁舎については解体しましたが、耐震値が非常に劣っていてかなりの修繕が

必要だということをコメントとしてあります。南庁舎につきましては、２階は耐震基準が低

いけれども、１階、３階は基準を満たしているということから、比較的耐震補強は容易であ

るとコメントをいただいてあります。それで、８年経過しているから大丈夫なのかと問われ

ましても、私の方からはお答えすることはできません。 

《大仁田委員》 

  ここが問題だと思いますので、しっかり調査すべきではないかと思います。ここの南庁舎

が全て関わってきますので、もう一度調査が必要だと思います。 
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《滝井委員》 

  平成１７年に耐震診断をやって、８年経過しているからそれが心配だということですけれ

ど、再度耐震診断をしても多分結果は一緒だと思います。診断をするプログラムがあるので

すが、それで計算してもデータが大きく変わらない限り結果は一緒だと思います。耐震診断

については、北庁舎と南庁舎は平成１７年にやっておりまして、中央公民館は耐震診断をや

らずに取り壊してしまいました。北庁舎は、コンクリート強度が非常に弱かったと記憶して

おります。ただし、北庁舎は、実は一棟の建物ではなくて構造体は三つなのです。それぞれ

の真ん中に階段室のコアがございまして、東と西にそれぞれ繋がっているのです。それぞれ

で耐震診断したのではなく、一棟として計算しておりますので、私からすれば不十分な診断

だったと思います。診断をやり直すべきだったのは北庁舎だったと思います。南庁舎は躯体

は変わっていません。結果のとおり中２階が弱くて、この階は大丈夫です。１階も大丈夫で

す。この部屋と市長室が心配です。いち早く手立てをすべきです。早く補強をするなら方針

を立てて設計をして工事を着手するということだと思います。雨漏りもそのままですし、直

してあげないといけないと私は思います。 

《福田委員》 

  南庁舎を保存するということですが、アンケート結果も読んだのですが、危機管理室が入

るかも知れませんし、防災上の非常に重要な拠点で南庁舎を保存するかどうかを考えていか

ないといけないと思います。前回、酸性度とかクラックとか鉄筋は錆びていてはいけないと

か話題になっておりましたが、これは耐震補強だけで市長部局の危機管理室をここに入れて

おいても、鉄筋コンクリートは５０年一時代が終わるまで耐用年数がありますが、伊賀市庁

舎として防災上必要な部分をなんとしてももたす必要があってしかるべきではないかと思

います。論点が乏しいのではないかと思っております。南庁舎を保存するのであれば、根拠

付けをしないといけない気がします。 

《事務局》 

  福田委員の意見については、もう少し先の部分かと思いますので、そういった部分になり

ましたら意見をいただくということで、今は、資料１の文言の確認ということでご理解いた

だきたいと思います。 

《山本委員》 

  前回から耐震について、延々と議論していますが、耐震補強すればきっちり補強できると

いう前提で、次のステップの話をしていかないと前に進んでいかない気がします。耐震すれ

ばきっちり成るという前提で話をすればどうでしょうか。 

《会長》 

  私もそう思います。最初に池澤委員の方から総合所見の所について、事実関係だけ述べれ

ばいいのであって、一歩踏み込んでいるのではないかという指摘があり私もそう思いました。 

《副会長》 

  それは、以前の物をそのままということですので、耐震の診断に直接関わらないような文

言はこの際削っていただいていいと思います。 

《会長》 

  資料１－２の子育て支援については、修正する方向の形にさせていただきます。  

  資料１－１、１－２について何かございませんか。無ければ、資料２のアンケート結果に
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ついて事務局から説明願います。 

《事務局》 

【以下資料２－１、２－２、２－３のとおりであり記録省略】 

《会長》 

  このアンケート調査結果について何かご質問ございませんか。 

【一同 「質問なし」の声】 

《会長》 

  それでは、資料３の庁舎整備の検討に向けた行政組織について説明をお願いします。 

《市政再生室》 

【以下資料３のとおりであり記録省略】 

《会長》 

  市政再生室から説明のありましたことについて、何かご質問等あればお願いします。 

《池澤委員》 

  資料３－１について、支所は明確に明記されているのですが、本庁の表示はどうなってい

るのですか。 

《市政再生室》 

  ここでは、伊賀支所、島ヶ原支所等五つの支所を明示しております。その他組織がござい

ますけれども、それらがすべて本庁機能と考えております。市民病院や水道といった別事業

を行っている部分については、当然ながら違う庁舎になっています。それをまとめた物が、

資料３－２になるという形でございますので、資料３－２の部署が業務上別に配置している

水道、病院、消防を除いた部分が本庁機能としてまとめさせていただきました。 

《池澤委員》 

  言葉で言えばそのとおりかも知れませんが、せっかく絵で示してあるのですから、破線で

本庁機能を囲むことは難しいのでしょうか。 

《市政再生室》 

  資料３－１につては、組織機構図としてホームページに掲載してある物でありまして、支

所を設置していることは明示してあるのですが、そもそも本庁と支所を分けて明示している

訳ではありませんでしたのでこのままになっております。破線等で明示をする場合には、教

育委員会等の別部局の取り扱いをどうするのかということも含めて、少し検討が必要かと思

っております。 

《池澤委員》 

  まだ、検討の余地があるから明確に示していないという理解でよろしいですか。 

《副市長》 

  資料３－１をご覧いただきますと、教育委員会の中でも給食センター、中央公民館、上野

図書館、いろんな施設がございまして、一律に本庁の範囲とすることができない施設がござ

います。今回の庁舎整備の検討に、資料３－２、３－３をご用意させていただきましたので、

それを元にご審議いただければと思います。 

《福田委員》 

  資料３－１は新市建設委員会で出した結論ということでしたが、この検討委員会で支所の

機能も含めてということですが、合併から１０年くらい経過しますが、支所とはなんだろう
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かと思います。本庁に対して、区長の言ったことを連絡するだけかというような印象を深く

持っております。区長の仲間も対応が遅いということを言っておりました。即ち、対応が遅

いということは本庁を経由しているということで、大山田支所として機能していない。支所

としての力不足を痛切に感じております。支所長は、次長クラスを配置されており、振興課

長や支所長は地域をいかに活性するかという視点で物を見ていかないといけない。それなら

ば、本庁へ支所機能を吸い上げてはどうか。支所を預かる訳ですので、本庁機能を充実して

支所を縮小してはどうかと。現在は縮小している方向です。いっそのこと、出張所でいいの

ではないかと思いますがいかがでしょうか。本庁に支所機能を充実させれば、前市長が「人

が輝き、地域が輝く」と総合計画のキャッチフレーズで言っていましたが、各支所を分け隔

てなく本庁でする訳ですから満遍なく行き渡るのではないでしょうか。 

《副市長》 

   この場では、庁舎の整備のあり方についてご議論いただくということで、その前提となり

ます組織とそれの規模がわかっていないと今後ご議論いただけないということから、これま

で庁舎内で議論してまいりました。当然、支所機能がどうあるかという所は大きな議論にな

りました。大きなエリアとなった伊賀市ですから、一極集中で全てがカバーできるかという

と、市民の利便性それから業務の合理性も含めて限界があることから、このような組織規模

と体制について、一定の案を提示させていただきますのでご理解をいただければと思います。 

《池澤委員》 

  先ほどの福田委員と若干関係があるような内容かと思いますが、先に見ましたアンケート

結果も、市民のご意見の中で、本庁と支所のあり方についてのご意見が沢山あった訳ですけ

れども、岡本市長さんが選挙中述べられていた本庁、支所のあり方について、その後のフォ

ローがどうも不足しているのではないかと。それで、市民のアンケートが実のあるご意見に

なっていないような疑問を感じたのですが、それについては事務局としてはいかがでしょう

か。 

《副市長》 

  岡本市長が就任した後のフォローの意味が十分理解できませんので、お答えしにくい部分

がございますけれども、アンケート調査については、この委員会で初回にお聞きした内容を

実施した訳でございますので、この内容等について過不足あるようでしたら、それをどのよ

うに補完していくのかということも含めてご議論いただければと思います。 

《池澤委員》 

  例えば、小さな本庁、大きな支所という文言がキーワードとしてあるのかなと思いますけ

れども、それに対する意味を丁寧に説明して理解いただくようなことを経た上で、このよう

なアンケートがあれば、より実のある物に成ったのかなと私は感じました。 

《副市長》 

  今、おっしゃいました、大きな支所、小さな本庁というキャッチフレーズにつきましては、

合併協議の時、新市建設計画で盛り込んだ物でございまして、その内容について具体的に申

し上げますと、規模の問題ではなく、果す役割、機能が大事ということでございます。当然

大きなエリアの伊賀市ですから、地域、市民に身近な窓口機能は単なる証明書の発行ではな

く、少子高齢化の中での福祉の様々な相談が対応できるとか、それぞれの地域の特色を生か

した振興をしっかりと支援していくということは本来支所の役割としてございましたから、
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現状は決して十分とは言えない部分もあるかも知れませんが、しっかりと充実させていく必

要があると市長はおっしゃっています。 

《滝井委員》 

  市政再生室で検討していただいた資料３－２ですが、パターンは別としまして、現在ある

課をベースに組み上げていけばこういう形になるということですが、この４月から商工労働

と観光が分離しましたが、そういうことはこの中では無いですか。 

《副市長》 

  今回の資料で出させていただいた組織の案といいますのは、数年後を見据えた組織の案と

いうことでございますので、ここから何かの課が分離するとかは現段階では無いのですけれ

ども、あくまでも案という状況でございまして、秋に向けて地域を回って、総合計画案の説

明会と兼ねて行うのですけれども、その中で出た意見も含めますと微修正も必要になるかと

思います。 

《菊野委員》 

  資料３－２ですが、下の部分が、最小の本庁規模を想定した場合という注釈が付いていま

すが、それ以外の案をお持ちなのか、その途中でどんな議論があったのか教えていただきた

いと思います。 

《副市長》 

  資料３－２、３－３と関連しておりますが、複数のパターンで検討を重ねたかと言います

と、①の本庁舎が大きなパターンになっていますが、これを基本としつつ、どこまで分離す

ることができるかという議論はいたしました。その時に②の本庁舎は分離しようとしまして

も、それ以上分けてしまいますと十分機能しない部分がございますので、このような案を提

示させていただいていると共に、真ん中にありますその他の庁舎は、人員は４０６とありま

すけれども、これもいくつか細分化できるのではないかと。それは、資料３－３として提示

させていただいております。特定の課ではございますけれども、資料３－３の企画振興部が

ございます。市民活動推進課、情報政策課、スポーツ振興課が三つ並んでいますけれども、

必ずしも本庁舎に無くても活動できる。例えば情報政策課は現在ＮＴＴビルの中に入ってい

るという状況もございますので、細分化がどこまでできるかという観点からお示ししており

ますので、参考にしていただければと思います。資料３－２の最初のとおり、一つの組織と

して合理的に機能するとか、それから市民にとって利便性の高いということになりますと、

ある程度集約していることの方が効果が有るのではないかといった議論はございました。 

《池澤委員》 

  資料３－１ですが、論点を変えまして、世の中地方の時代と申しましょうか、行政におか

れましても国から県、県から市へ権限の移譲をする流れがあるのかと思います。県から市へ

権限が移譲されると共に職員の数も増えたりするのではないかと思うのですが、そういった

ことも含めて考えているのかお聞きしたい。近い所ですと、県の保健所の保健師さんが数少

なくなって市の保健師さんが増えるということでございます。 

《副市長》 

  現在、法改正が無い限りは、国の元で全国一律に都道府県の事務が市に下りてくるという

状況はございません。それとは別に、市独自として、県の方に大幅に権限を移譲して欲しい

というような個別の交渉は、従来からできる状況にはなっております。近未来の話として、
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不確定な要素をここに盛り込むというのは困難でございますので、現状でということでござ

います。 

《中西委員》 

  平均余命からいえば８５歳ですけれども、そろそろ寿命が尽きるのではないかと焦ってい

るのです。何故、焦っているかと申しますと、大きな支所、小さな本庁というキャッチフレ

ーズで新市の建設計画を検討されてきました。支所の機能として、今二つの課があるのです

けれども、支所本来は、総合支所として設定されているはずなのです。支所の中に課が二つ

しかないといえども、それは名目上のことであって、住民はその近くでしか住めない。それ

から本庁が例えば他の場所でも今の交通事情からすれば、すべて上野に行かないと他の場所

には行けないというような状態になっています。車を運転していたら何処へでも行けますが、

高齢になりますと車を運転して行くこともなかなか困難になります。例えば大山田支所から

青山に本庁があるからそこへ行って聞いてくださいと言われましても、青山に行くとしたら、

一旦上野に出て伊賀鉄道に乗って伊賀神戸に出て大阪線に乗り換えて青山に行かなくてはな

らない。隣の伊賀にしてもそうです。一旦上野に出てバスに乗って伊賀行きのバスに乗り換

えなければいけない。それで、支所の二つの課に問い合わせをした場合、支所に権限がない

と言って逃げられるのですけれども、本庁へ行ってと言われた場合不便になるのです。今す

ぐという訳ではないのですけれども、１０年先、２０年先の庁舎建設という事をターゲット

にせずに、今すぐ住民の要望に答えられるような施設に造り直す必要があるのではないか。

施設のあり方として、支所は総合支所にするように感じております。池澤委員さんも言われ

ましたが、本庁と支所の関係は何だということですが、支所とはあくまでも、本庁の機能を

有している支所機能で、本庁とは、県で言えば知事部局とかいうような組織が本庁ではない

かと私は理解しております。建替えるにしても、このままにするにしても、第一に支所機能

を充実させる検討をしていただきたいと考えております。それから、資料３－１の改正案で

すけれど、市長、副市長とその下にあるのですが、総合危機管理課というのを一番メインに

すべきであると思います。総合危機管理課の下にそれぞれの部や課があるという組織図にし

た方が、より時代に応じた対応ができるのではないか。そして、危機管理課の横の市政再生

室で人事管理を一緒にすればと思うのです。 

《副市長》 

  参考までに、左上に総合危機管理課とありますが、これは市長直轄の組織となっておりま

して、市長の意向を受けて、全庁的な調整を迅速に行うという性質の組織でございますので

ご理解いただければと思います。 

《会長》 

  それでは、意見も無いようでございますので、議題４の候補地の比較検討ということで、

資料４と５について事務局から説明をお願いします。 

《事務局》 

【以下資料４のとおりであり記録省略】 

《事務局》 

  先ほど、担当から説明させていただきました候補地の１から５については市有地というこ

とで、前回、提示させていただきました。候補地６については、前回、委員の中から提案が

ございました。候補地７、８につきましては、移転先ということで庁舎のアンケート調査を
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実施いたしまして、その中の移転先の候補地として多かった所がこの２箇所でございますの

で、今回候補地の７，８を追加したことを説明させていただいたところでございます。次に

資料５の説明をさせていただきます。 

【以下資料５のとおりであり記録省略】 

《会長》 

  資料４と５について何かご質問等ございますか。 

《池澤委員》 

  資料４についての意見ですけど、色々工夫され設定されておりますが、項目にもこういう

ステップを入れたらどうかと思うのがございます。それは、３比較検討①のまちづくり、或

いは②利便性とも絡む横断的な領域かなと思うのですけれども、簡単に申せばバリアフリー

と言いますか、ユニバーサルデザインの観点から人に優しい街づくりと申しましょうか。つ

まり、公共交通機関からその敷地に至って、その敷地の入り口から施設へ至る経路が、中に

は高低差も有ると思いますが、行きは下り道でいいけど、帰りは大変で、またその逆もあっ

たりするのです。県のユニバーサルデザインの基準では、７５センチの高低差ならスロープ

だと推奨されるのは１５分の１の勾配でございまして、７５センチ上がるごとに１．５メー

トル以上の踊り場を設けて上がって行くというようなことが推奨されています。その推奨値

から外れるような敷地はどうかというようなことが、一つのものさしとして出てくるのでは

ないかと。もちろん絶対的にそのスケールから外れてはいけないということではなくて、小

高い丘の上にあるのだったらグルグル山の周囲を渦巻状にスロープで上がっていけば事足

りることだと思うのですけれども、そういう課題の有無の項目も有ってもいいのかなと思い

ます。ご検討よろしくお願いします。 

《事務局》 

  参考とさせていただきます。 

《福田委員》 

  資料の４で、候補地７番の三重県伊賀庁舎隣接地が２つあるのですね。これが、候補地７

番の三重県伊賀庁舎隣接地は候補地として挙げてもいいのですが、建つ見込みもありません

し、どういう風に考えているのか。どうしようもないということなら、皆さんにお諮りして

もう挙げないとか。もう一つ候補地の８番ですが、県立ゆめドームうえのは、わたしの持っ

ている情報では、近鉄が所有している土地で、メガソーラーの構想があるということで用地

取得が難しそうな感じがしているのです。もう一つ質問ですが、資料５の２ページ目の２の

組み合わせ事例の比較表の中で、⑥番ですが、新しい場所に新築という所で、住民自治協議

会のアンケートでは５割を超えていて、市民のアンケートでは２番目に高い数字ですけれど

も、この新しい場所に新築というのと、もう一つは既存施設を改修して移転ということで全

く逆のことを言われているので、それについて説明をいただきたいです。 

《事務局》 

  候補地の７ですけれども、セットで考えていくという提案をさせていただきました。現在

の三重県伊賀庁舎隣接地については、北側は商業地域でありますし、西南東側は市街化調整

区域であるというようなことでございます。下２つに書いてありますように、その他の所で

市街化区域内であります現在の県庁舎敷地内、いわゆる駐車場敷地内に市庁舎を整備する方

法があるのですけれども、その場合は県の方から駐車場の代替地が必要であるということで
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あります。⑥の既存施設の改修という意味ですが、例えば県の伊賀庁舎の一部スペースをお

借りするといった場合については、当然改修費が必要になるという意味です。候補地８の県

立ゆめドームうえの西側民有地は、ゆめドームの西側の民間の所有地でございますが、メガ

ソーラーの所ではございません。これは新しく移転するという案でございます。 

《福田委員》 

  資料５の２の⑥は住民自治協議会の結果が５割をこえているのですけれども、県の庁舎を

借りてそれで事足りるのですか。 

《事務局》 

  資料５の２の⑥の住民自治協議会の結果は、確か２１件だったと思うのですけれども、す

べて新しい場所に新築という意見でございましたので、又はの部分はございません。 

《木下委員》 

  資料４について、３比較検討の④防災拠点としての安全性とか⑤経済性の工期、概算費用

が記入されておりませんが、今日はアール・アイ・エーさんが来ていただいておりますので、

次回はこういったことが明示されて検討しやすい資料の準備をしていただけるのでしょう

か。 

《事務局》 

  空欄の部分につきましては、具体的な設計に係る内容、技術的な内容、経費的な内容等も

ございますので、それについて、事務局で十分把握できていない部分については設計業者さ

んにお聞きし、ご相談して記入したいと考えております。加えまして、新たな比較項目もご

提案いてだいておりますので、その辺も含めまして比較表を整備したいと考えております。 

《山本委員》 

  資料５の２の組み合わせ事例の比較表で、先ほどの説明の分散型につきましてはロスが大

きいというような表現で、少し消極的な感じを受けたのですけれども、それをカバーするに

は、前回、支所機能をウェブで結んでとかテレビ電話を利用してとか、先ほどの話で住民の

方が支所に行って、支所をたらい回しにされることがあったら論外の話しですけれども、そ

れをカバーできる支所の窓口でできるのであれば、分散した方がいいでしょうし、前提が違

うと判断も違ってくると思いますので、近い将来を見越した上のソフトの部分でどれくらい

対応できるのかということも含めて可能性の部分をお聞きしたい。 

《事務局》 

  今現在、職員庁内ＬＡＮということで、グループウェアというシステムで業務を行ってお

りますので、情報共有はしっかりと確保できていると私も理解させていただいております。

そこに配置する職員の対応が非常に重要だと個人的には理解をしております。地域でお住ま

いの職員の方が支所で経験豊かな知識を生かしてその相談に来た市民の方にしっかりと内

容をお聞きして、支所でできる内容と本庁に上げる内容について報告し、その分は、本庁が

フォローしていくというようなことで、来庁された市民の方は満足して帰っていただけるの

ではないかと思います。そんなことも含めて先ほども支所の提案もありましたように、２課

を支所に配置するというようなことでございますので、後ほど支所の改修をしていく場所、

現在は役場をそのまま使用しておりますので、耐震基準に満たない所については、その近く

の既存施設を利用していくことが重要な考え方になりますので、その辺も含めてご提案させ

ていただきたいと思います。 
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《会長》 

  資料５の４支所の利用可能施設の説明がまだでしたので事務局お願いします。 

《事務局》 

【以下資料５の４のとおりであり記録省略】 

《中西委員》 

  今、支所の利用可能施設についてお聞きしましたが、例を上げれば、現在阿山にある建設

部を公共交通機関の便利のいい所に移すことを前提として、候補地とそれから既存の施設を

使うというような計画を立てていただきたいたいと思います。公共交通機関の便利なこの建

物の所に本庁の部分を新しく建てて、現在の施設を改修して分散している所を吸収してもい

いので、こういうような案を提案いただきたい。今、支所に本庁の部分も入っているが、支

所は支所として置いていただきたい。 

《大仁田委員》 

  現実も分散型になっておりまして、私たち市民も市の職員さんもお困りだと思います。そ

ういう意味では、アンケートにしましても市民が７０パーセント、住民自治協議会が９５パ

ーセントで、機能には様々あると思いますが、市民が使う上で集約型の方向へ進んでいただ

いた方がいいと思います。 

《会長》 

  市民アンケートの結果は、集約、分散がほぼ同じくらいという結果ですが、住民自治協議

会は集約型を望むのが９割という結果になっております。 

《副会長》 

  確認だけですが、事務局の説明によりますと、資料５の２ページ目に、今考えられる現在

の庁舎整備の方向性として組み合わせが６つあり、市政再生室から資料３－３で最小のまと

まりとして１０５人で、周辺の必要な人数２４９人と産業振興部の３つの人数の大きな塊が

あるのですけれども、それをどう組み合わせても、現在の候補地にそれを埋め込んでいくた

めには、どうしても分散型では収まりきらないと思います。とりあえず機能を収めることを

考えると分散型は、現在、検討の対象から離れていくということで、２ページ目の表でいく

と①と⑤と⑥の案のいずれも集約型が残るのかなと思います。今後①と⑤と⑥について更に

詳しい候補地の条件や建設費や更に必要な検討項目を加えて、次回の委員会以降この３つの

方向を更に突き詰めていくということでいいですかという事務局の説明だったと思います

けれども、委員の皆さんにそこまで伝わっていたかを確認したかったのですけれども、それ

で間違いはございませんでしょうか。 

《事務局》 

  副会長がおっしゃったとおりでございます。あくまでも市政再生室から提示があった２つ

目の案１０５人の建物と２４９人の建物を、今収容できるような現在の既存施設はこの南庁

舎以外にございません。南庁舎でも２７０人がいっぱいでございます。この現在地に収容す

るとなると以前の公民館の所に新たに建てなければならないとなりますと①というように

なってきますので、これは困難であるということから、組み合わせ事例から①と⑤と⑥を次

回以降の比較部門としてそれぞれの候補地に当てはめて、具体的なコスト面だとか、実現上

の検討課題を入れた比較表を皆さんに改めてご審議いただきたいと思います。 

《副会長》 
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  今日の委員会では、①⑤⑥をご議論いただくということでよろしいでしょうか。 

《山本委員》 

  私は異議があります。今、いろんな条件を聞かせていただき、アンケート結果を見せてい

ただいただけで、分散がだめであると結論付けるのは乱暴かなと思います。もう一つ分散の

生き残る道を議論する必要性があるのではないかと。分散に対して、きっと各住民自治協議

会では、いろんな各場所に支所機能があった方が便利に決まっていますから、それをやれる

方法が有るのか無いのか議論すら無に排除してしまうのは問題がある。もう少し議論した中

で、やっぱり無理ならそれでいいのですけれども、先ほどのロスが大きいというのは、人の

対応である程度カバーできるというような言い方をしていただいておりましたので、職員の

対応でたらい回しにされるような対応は無いということですし、職員間の情報共有について

は、インターネットとかあるということですので。 

《事務局》 

  本庁の分散ということで申し上げておりまして、支所はしっかりと配置して充実をしてい

くと市長も申し上げていますし、市政再生室の提示もございますので、支所は現状のように

配置をするということでご理解をいだだきたいと思います。支所を縮小するということでは

ございません。 

《滝井委員》 

  この場で３つの案に絞ってしまうのは危険であると思います。これだけ必要で、ここにこ

んな場所がありますよ、それに対してこれだけのコストが掛かりますとかいうのは定量的な

比較なのです。住民サービスは、この定量的な話ではないのです。先ほどのアンケートにあ

りましたように、市民が何を必要としているのかを深めていく必要があります。最後に器の

話になると思います。もう少し議論を進めていく方が私はいいかと思います。今日の会議で

３つに絞ってしまうのは早計かと思います。 

《山本委員》 

  もう少し分散という意味を提示していただきたい。 

《事務局》 

  例えば組み合わせ事例の比較表の②で、南庁舎を改修し不足分は他の場所に新築という案

ですが、アンケート結果が２パーセントしかありませんが、南庁舎を改修して事務所として

使用し、不足分は他の場所に新築。ここではなく他の場所に新築するということです。これ

は、建物を複数配置するということと、市民の方がそれぞれの部署に同時には行くことがで

きないといった非効率な部分がございます。③については、南庁舎を改修し、不足分は他の

場所にある既存施設を利用する案で、南庁舎を改修し、その改修中に、ここにいる職員は何

処かに仮移転が必要だということになります。なお且つ他の場所にある既存施設ということ

ですので、今市が所有している建物、産業振興部、建設部は阿山支所の建物の１階と２階に

庁舎の建設に仮移転をしておりますし、大山田には教育委員会が移転している状況かと思い

ますけれども、それをそのまま利用していくということで非効率な面があるということです。

④については、南庁舎を別の用途で使用するということは、庁舎としては使用しないという

ことで、敷地内に新築して、足らない分は他の既存施設を活用するということで、新築に係

る経費と他の既存施設を使用するということですので、複数の庁舎ができてそれぞれに訪れ

ていただく市民の方は効率が非常に悪いということ。職員にしても一箇所で会議を開くとな
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りますと、移動往復にかかる時間もございますので、そういった事から行政運営の効率性が

非常に低くなるということを先ほど申し上げました。 

《山本委員》 

 それでは、①で一箇所に集約したとしても各支所は全部残るということですか。 

《事務局》 

 そうです。 

《菊野委員》 

   分散を全て止めるということに対して、資料５の２の組み合わせ事例の比較表の３番目の

市民の要望は委員会で無視をするのですか。 

《事務局》 

  委員の皆様方でご議論いただければと思います。 

《菊野委員》 

  私の意見としましては、３番を残していただきたい。こちらにするとどれくらい経費がか

かるのか。また、資料５の４の支所の利用可能施設で、平米だけではなくて、何人くらいの

職員が使えるキャパがあるのかということも含めて資料として欲しいと思います。それと、

改修に掛かる費用等も含めたデータも添えていただければ検討できるのかなと思います。 

《日置委員》 

  資料５の２の④が分散になると書いてありますが、高さ制限とか景観条例があると思いま

すが、敷地内で高さを上げられれば問題にならないのでは。あと、支所機能のイメージです

が、支所に行って解決しないで他へ行くことになる事が問題になる訳ですよね。そこで、滝

井委員が前回発言されていましたけれども、コンシェルジュ的な者が各支所にいれば、決裁

権は本庁にあるのでしょうが、相談を受け付けて、時間が１日２日余分に掛かるかも知れま

せんが、それで済む話で支所機能を充実させていただければ、組織図で済むのかなと思いま

すし、それ自体は分散でも集約でもできるように思います。分散の意見も市民アンケートで

ありましたので、既存施設を利用して分散ということもありますので、分散であれば非効率

はわかっているのですけれども、どれくらい掛かって非効率と言えるのかという部分がわか

らない段階で、この②③④を消してしまうのは危険な気がするので、その辺の資料作成をお

願いしたいと思います。 

《事務局》 

  ④の建物の敷地につきましては、景観計画で１５メートルという高さ制限がございますの

で、大体３階までという規制がございます。もう一点、ご提案いただきましたように、③は

南庁舎を改修し、不足部分は他の場所にある既存施設を利用するとあり、今現在、阿山支所、

大山田支所に本庁部局が行っておりますので、他の施設を含めまして既存施設を利用してい

くとどのように経費が掛かっていくかということは、組み合わせが沢山ございますので、一

概に何処とは言えませんけれども、候補地の中から考えますと今、本庁機能のある阿山支所

と大山田支所に一部移転しておりますので、そういう効率性が問題です。当然大山田支所を

改修となりますと耐震基準に達しておりませんので一定経費は掛かってまいりますし、それ

で住民サービスが充足できるのかというような問題もございますので、最初私が申し上げた

のはそういうことでございます。 

《滝井委員》 
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  絞込みは早いのではないかと考えます。ハード整備の前に、ソフトの話はどうなるのでし

ょうかということで、後５年１０年先市庁舎の中の情報システムの管理がどうなっていくの

かなと想像するのです。これ小耳に入れた知識なのですが、ＧＩＳというシステムがござい

まして、ジオグラフィック インフォメーション システムと言ってご存知の方もいらっし

ゃると思いますが、これを最大限活用することによってかなり効率的な庁内の運営、それか

ら市民サービスができる可能性があると聞いているのですが、私も調べたいと思うのですけ

れども、こういう物を使用していくシステムをソフト系で行ったらと思います。これは一つ

の提案です。これを導入した市もございますのでそういうことも考えていただいたらと思い

ます。そのきっかけとなったのは防災の話なのですが、危機管理の話がきっかけに、日常の

業務をＧＩＳのシステムに乗せていく考え方なのですけれども。それも少し検討していただ

ければと思います。 

《池澤委員》 

  資料５の２の組み合わせ事例の比較表の④ですが、私たちの委員会の独立性は、大前提の

話ですが、市長さんが時々言っていたパターンではないのですか。行政側としてアピールす

るようなことはないのですか。 

《事務局》 

  市長が議会の所信表明で、南庁舎をしばらくは庁舎として使い続けて、例えば庁舎が別の

所に変わるならば、この庁舎は、観光集客施設等に利用することも十分考えられるというこ

とはおっしゃっておりました。④につきましては、この丸之内の庁舎敷地で整備をする組み

合わせの一つとして、事務局で提案をさせていただいた方法であると理解していただきたい

と思います。 

《副会長》 

  今、大きくは①③⑤⑥を、今後さらに検討していくということですけれども、今後、検討

するに当たって、どういう項目が必要なのか皆さんのご意見をいただければと思います。提

案させていただきますが、今回敷地に関しては資料４でかなりいろんな条件や情報を入れて

いただいていますけれども、これで足りるのか、更にどういう情報があるのか。先ほどＧＩ

Ｓという話がありましたが、今後の検討に、必要なデータや情報はどういう物が上げられる

のかということを皆さんからご意見いただいたらと思います。今回で、色々お世話してくだ

さる業者の方も決まりましたので何かありましたらご提案ください。 

《福田委員》 

  皆さんご存知でしょうけど、合併特例債というのがあるのですけど、これは頭の中に入れ

て考えていった方がいいのですか。 

《副会長》 

  特例債の時期を見越して、事業の期間がどれくらい掛かるのか出てきていませんので、た

とえば案①はどれくらいの期間で実現できるのかという期間の問題ということだと思いま

す。特例債がいただけるかどうかということもありますけれど。 

《山本委員》 

  ④が消えかけようとしておりまして、南庁舎の別の使い方ということに対して議論はされ

ていませんけれど、アンケート結果の所には、観光とかレストラン的なことについて集客の

施設として使うという提案もありますので、それを完全に無視してしまうのもどうかと思い
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ますので、南庁舎の使い方ということについても、このままでは市役所として使うのみとい

うということですので検討お願いします。 

《事務局》 

  南庁舎は、庁舎として使用しておりますので、組み合わせ事例で別の所に移転をしますと

南庁舎は庁舎としての機能は終了します。そういった時には、当然ここをどのように活用す

るかというのは、アンケートのように庁舎が移転した場合、この南庁舎はどのような利用方

法がよろしいですかということで、観光集客施設、文化歴史施設が上位二つであったと思い

ます。そういう意味で、この南庁舎を庁舎として使いながら、例えば①のように敷地内に不

足分を新築するというということになりますと、この南庁舎は庁舎以外の物には転用しない

ということになります。移転をしますと、庁舎以外の施設として利活用するというような計

画になろうかと思います。それは、当然そういった場合についての南庁舎利活用というのを

示していくということになりますので、まず組み合わせの中で、どのように整理していくの

かということを議論していかないと、南庁舎の活用についてはその後の話になると思います。

そういう意味で、２段階の提示となることをご理解いただきたいと思います。 

《山本委員》 

  ２階以上を市役所で使用し１階を観光集客施設に使用するということですが。 

《事務局》 

  具体的な建物の利用方法を、この場所でご議論いただくと少し展開が難しくなってきます。

例えば、庁舎を別の場所に整備をして南庁舎を何かの施設に使うとなっても、それを維持管

理する部署が必要となってこようかと思いますので、そういった部分で、建物を複数の施設

として使うというのも一つの方法であります。まずは、①③⑤⑥で次回それぞれの検討項目

で提示をするということでしたら、業者と相談しながら提案をさせていただくことは可能で

ございますので、そういう所から進めていきたいと思います。 

《池澤委員》 

  先ほど、中嶋副会長から資料④の検討項目について提案されたというお話だったのですけ

れども、私たちよりも場数を踏んでおられる、アール・アイ・エーさんから何か参考意見を

いただきたいと思いますがそれは許されるのですか。 

《会長》 

  もし、今日コメントできるようであればいいかと思いますし、今日は準備なさっていない

ようでしたらそれでも結構ですのでお答えいただけますでしょうか。 

《アール・アイ・エー》 

  今日、私ども初めて参加させていただきまして、事前の打合せもできておりません。色々

な話を聞かせていただき様々な問題があることがわかりました。どの案がいいのかというこ

とについても、今感じるところがあるのですけれども、今話を聞いていまして、ソフトの部

分ですね、行政の組織のあり方、具体的にどんな形になるのか、そしてそれが、どういうふ

うに市民サービスに展開していくのかというあたりを、我々なりに咀嚼してお役に立ちたい

と考えておりまして、今日は残念ながら具体的なご提案はできません。 

《会長》 

  今日この場で、項目を追加してほしいとか、分かりやすい表を作成するとか、事務局に宿

題となろうかと思いますが、次回は８月８日と決まっておりますので、それまでに各委員か
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ら私なり、事務局に項目追加の連絡をいただければ、業者にお願いして資料を作成していた

だくことも可能かと思いますのでよろしくお願いします。 

《池澤委員》 

  提案ですけれども、資料４の比較項目として、既に街づくりの項目もあることとはいえ、

庁舎に必要な機能についてということが、何回も出ている訳で、その中で市民の愛着を受け

継いでいる庁舎という中で、伊賀市の歴史性と文化性といったような有無のチェック項目も

あっていいのかなと思います。 

《上田委員》 

  資料４の表ですが、次回候補地という形で、プランとして分かれている訳ですけれども、

実際に使用できる期間。この工事であれば何年もつとか、この工事であれば何年後にどれく

らいの補修を再度しないといけないですよとかいう比較表があれば比較しやすいのかなと

思いますのでよろしくお願いします。 

《中西委員》 

  とりまとめの確認だけですが、資料２－１の質問６のあなたは、合併後、本庁、支所のど

ちらに多く訪れましたかの項で、本庁６０２人、支所の３１２人ですけれども、これは、本

庁という機能に上野地区の方が訪れたのか、それとも上野支所機能の所に上野地区の方が訪

れたのか。アバウトでいいのですけれども、支所３１２人というのは非常に少ないと思いま

す。 

《事務局》 

  この本庁舎につきましては、上野支所は合併当初は部署として、支所長も置いていたので

すけれども、今は、本庁が地域の業務も行っているということで、基本的には、本庁という

集計結果になっているように思います。条例上は、まだ上野支所は残っていますが、現実に

は本庁が地域の業務を実施しているというようなことでございます。 

《福田委員》 

  私も、その観点で見ていたのですけれども、資料２－１の３ページと４ページは非常に深

い関係があると思います。上野はどうしても人数が多いのでパーセンテージとしてはウエイ

トが高いという結果になると思います。 

《西委員》 

  滝井委員が発言されておりましたＧＩＳシステムについて、具体的にＧＩＳシステムを導

入されている行政が実際あるとすれば、その情報を知りたいと思います。 

《滝井委員》 

  秋田県の由利本荘市が採用していると聞いております。ＧＩＳに市が管理する情報を載せ

て、運用していると聞いていますが、成功しているかどうかはわかりません。 

《西委員》 

  そのシステムをもし導入するとすれば、これから検討する庁舎の規模に関係してくるので

はないでしょうか。 

《滝井委員》 

  事務局が調査いただき、次回の資料としてもらいたいと思います。これからの時代、コン

ピュータを使用することは当然のことだと思います。 

《松山委員》 
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  本庁は防災の拠点となりますので、支所のサービスを拡充してもらいたいと思います。 

《事務局》 

  今お配りしましたのは、上野商工会議所と伊賀市商工会が連名で 7 月 18 日に、中心市街

地の現在地に立地するよう求める要望書を会長宛に提出され受領しましたのでご報告させ

ていただきます。 

   資料の確認でございますが、資料５の２の組み合わせ比較表については、①③⑤⑥の内容

とし、ご提案いただいた評価項目を加え比較表を作成したいと思います。今月中に、比較表

の追加項目があるようでしたら事務局へご連絡いただきたいと思います。 

《滝井委員》 

   情報提供ですが、建設通信新聞６月号で、文化庁は、近現代建築資料を保存するため、建

築家・坂倉準三の図面や写真など建築資料に関する概要調査を行うとしており、その調査結

果を活用した、坂倉準三の建築資料に関する展示を１０月中旬から１４年１月中旬まで国立

近現代建築資料館で行うということです。 

《会長》 

  それでは、次回は、８月８日午前１０時からということで、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４時 開会】 

 


