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第 5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 8月 29日（木） 午前 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、松山安利、上田功介 

菊野善久、福田健一、日置智啓、滝井利彰 

４ 欠席された委員  西 眞澄、木下利子 

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 

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

６ 協議事項     （１）候補地の比較検討について 

           （２）庁舎整備計画中間案について 

           （３）その他 

７ 会議概要     

【午後１時 30分 開会】 

 

≪事務局≫ 

只今から第５回伊賀市庁舎整備計画検討委員会を開催いたします。それでは始めに松山

会長からご挨拶をいただきます。 

≪松山会長≫ 

今日、できれば中間案として、来月の下旬から始まる市民の意見交換会に出していき

たいと思います。活発な議論をお願いいたします。 

≪事務局≫ 

それでは事項の２番でございますけれども、第４回検討委員会の議事概要の確認をお

願いいたしたいと思います。何かお気付きの点等ございましたらお申し出いただきたい

と思います。 

≪池澤委員≫ 

２点文言の訂正をお願いしたいと思います。まず１７ページの下から３行目ですが、

最後の方で、「整合性が出てくのでは」ということで、「出てくる」とするのがよろしい

のではないかということが１つと、あともう一点ですが、２０ページの中程でございま

す。事務局という項の３行目、「この庁舎は耐震に耐えうるという」とありますけど、

この庁舎は耐震に耐えうるという文言ではなく、地震に耐えうるという文言に訂正した

方が良いのではないかと思います。 

≪事務局≫ 

池澤委員から２点ご指摘がございました。そのように修正させていただきますので、
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この通り一部修正して、ホームページに掲載をさせていただきたいと思います。 

それでは議事に入らせていただきます。進行につきましては、第６条の規定により、

会長にお願いしたいと思います。なお、本日、西委員と木下委員から欠席の連絡をいた

だいておりますけれども、過半数の出席をいただいておりますので委員会は成立するこ

とをご報告申し上げます。では会長、よろしくお願いします。 

≪松山会長≫  

それでは３の事項の(１)候補地の比較検討についてを議題とします。前回６つの配置

計画について、南庁舎を改修して、敷地内に不足分を新築する方法、現在地に全面的に

新築する方法、新しい場所として県伊賀庁舎隣接地、或いは、県立ゆめドームうえの西

側民有地の４つの方法について絞り込みしました。今回、さらに立地条件、アクセス、

市民サービス、或いは委員の皆様方からご提案が有りましたような事項も含めて、庁舎

の整備案の比較表を事務局で作成しておりますので事務局の方から説明をしてくださ

い。 

≪事務局≫ 

【資料１－１、１－２のとおりであり記録省略】 

≪松山会長≫ 

庁舎整備案比較表の比較項目の内容等についてご意見、ご質問等あれば伺いたいと思

います。 

≪滝井委員≫ 

比較項目の中の立地条件とアクセスの件ですが、前回に無かった液状化の部分につい

て書いていただいてあります。これはよろしいかと思うのですが、このこととアクセス

とを一緒の欄で比較しているのはいかがなものかなと思います。液状化の話は防災とい

う形で関わってきますので、アクセスの話とは少し違うため欄を分けていただいた方が

いいかと思います。アクセスは、そこに至る交通関係を主として扱っていますが、この

液状化ということになりますと、防災上の観点で立地条件を考察していくという話にな

りますので、一緒には語れない話かなと思います。ついでにお話しさせていただきます

が、世の中では、丈夫な建物を建てれば液状化に対しても大丈夫だという話をよく聞く

のですが、建物は確保されるのですけど、液状化とは敷地全体にわたる話でございます。

例えば市庁舎の敷地を液状化対策するために地盤改良したとしても、周辺の道路はどう

だということなります。周辺の道路が液状化してしまえば、防災拠点としての庁舎のル

ートが絶たれてしまう。そこへ非常時に至れないという話になりますので、これは非常

に大きな項目になっていると思います。そういう視点で比較していただきたいというこ

とと、この調査で、私もこの液状化に対する検討資料を入手しておりますけど、１５０

～３００galで危機的液状化は低いと思います。しかし、過去に震災履歴があるから検

証しなさいということになると思います。ある調査報告書によりますと２００～４００

gal の地震能力があるという風な報告がありまして、４００gal になると可能性が低い
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という話では無くなってくる可能性があります。その辺のことを考えまして、防災とい

う意味ではきちっと比較項目を作っていただいた方がよろしいかと思います。 

≪松山会長≫ 

そのことに関しては、池澤委員から前回ご説明があったと思いますが、今後は、そう

いった項目として一つ起こすということでよろしいでしょうか。 

≪菊野委員≫ 

只今の液状化の過去の大規模地震の時の文献ということでございますが、これは嘉永

７年の伊賀上野大地震のことをおっしゃっているのでしょうか。また、その文献という

のはどういうものであるかということを明らかにすることはできるのでしょうか。 

≪事務局≫ 

はい、日本の地盤液状化履歴図という若松さんという方が１９９１年に出版された書

籍がございます。その中に、１８１９年文政２年とそれから１８５４年嘉永７年に、２

回伊勢、美濃、近江、伊賀、大和及び隣国で地震があって、それぞれ液状化の事例があ

ったという文献が発刊されております。 

≪菊野委員≫ 

その時、液状化が起こったのは、西大手の一部だけではなかったのでしょうか。 

≪事務局≫ 

１８１９年の文政２年では伊賀上野崇広堂付近という風に記載されております。それ

から１８５４年の嘉永７年では伊賀上野御学校所前、いわゆる崇広堂前付近だったと思

います。それから伊州東村は上野東町で他に上野中町付近の３か所というような記載が

ございます。 

≪菊野委員≫ 

その辺の文献を明らかにしていただくのと、今、滝井委員さんからそのアクセスがと

いうことでございますが、西側ということで、東側、北側、南側は大丈夫であったとい

うことだと思いますのでその辺も明記していただければありがたいと思います。 

≪上田委員≫ 

Ｃ案Ｄ案の方の建築文化という部分の南庁舎を残すことができるというのは、省いた

方がいいのではという趣旨を、前回言わせていただいたのですけど残っているのですが

どうでしょうか。というのは、市庁舎を検討しているのであって、別に南庁舎を残すの

が大前提で動いている訳ではないので、Ｃ案Ｄ案というのは新しい土地に新しい物を建

てるということになると思うので、それを建築文化ということでここに記載するのはど

うかっていうことを前回も言わせていただいたのですが、その辺どうでしょうか。 

≪事務局≫ 

各委員の皆様方で議論いただいたらよろしいかと思うのですが、前回の基本構想・基

本計画の中で坂倉建築というのは非常に重要であり近代建築として大切であるという

報告もいただいております。それを受け、建築文化という項目に、同様に坂倉建築の項
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目を入れさせていただいてあります。Ａ案Ｂ案につきましても坂倉建築の文言は書いて

おります。Ｂ案は解体することによって無くなってしまいます。その流れから、Ｃ案Ｄ

案につきましても残すことができるという風に統一した表記にしたということです。な

お、新しい場所に新築する場合については斬新な、或いは歴史性や文化性を重視した新

たな庁舎とすることができるという、逆の立場の記載も必要だというご意見もいただき

ましたので、このように記載をさせていただいたということでございますので議論をい

ただきたいと思います。 

≪上田委員≫ 

これは、僕の個人的な意見ですけど、Ｃ案Ｄ案に関しましては、その南庁舎のことに

触れる必要は無いのかなという意見ですのでよろしくお願いします。 

≪滝井委員≫ 

私は建築の設計をしている人間でございまして、伊賀の建築文化を考える会という別

組織を主催している者でございます。建築文化の大切さというのは、この街だからこそ

守っていかなければいけない物だと思っております。多分、上田委員、上野にはたくさ

ん素晴らしい歴史的建造物がありますよね。これは間違いないですよね。お城は昭和で

すが、江戸時代の崇広堂があり、明治の高等学校があり、それから警察署があり、大正

の建物があり、昭和の建物があり、ずっと積年にわたる遺産としての建築が残っていて、

一部分は文化財として指定されていて、今も使われているということです。そういう歴

史の流れの中で、この南庁舎が持つ意味はものすごく大きい訳です。だからそこをきち

んと理解していただかないといけないと私は思っています。これは私の考えですけれど

も、これは何も上野に限った建物じゃないです。世界的なモダニズムというスタイルで

建てられた物が、この田舎町の伊賀上野に有ることの歴史的な重み。これは重大な物で

あるという風に思っています。そういう意味ではこの庁舎は残して、庁舎として使うか、

別の用途として使うかは別として、坂倉準三という名前をかぶせる、かぶせないに関わ

らず、モダニズム建築としての世界的意義は重大な物だと私は思っております。そうい

う風に理解していただければありがたいと思います。 

≪上田委員≫ 

滝井委員、ありがとうございました。僕もそのＡ案の残す部分に関しては、やはりそ

の歴史ある物を残そうということで、その文言が入っていてしかるべきだと思うのです

けど、結局、Ｃ案Ｄ案に南庁舎を残すこともできるという文言を加えることによって、

ここを残すために向こうに新築するという風にとらえられないかなという懸念がある

ので、その部分をわざわざ記載する必要があるのかなという意味合いで言わせていただ

いているので、そのＡ案に関して、やはり建築文化という部分で、南庁舎を残すことが

記載されているのは支障無いと思うのですけど、Ｃ案とＤ案に対してのみそれが少しず

れているのではないかというイメージが有りましたので発言させていただきました。 

≪滝井委員≫ 
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書き方の問題かと思います。 

≪福田委員≫ 

ＡＢＣＤ案の中に私の案は無いのですが、前回、まず１点目に話をさせていただきま

したのは、南庁舎の敷地は非常に狭いことです。現在、あべのハルカスという大阪の近

代的なビルがある訳ですが、このような所にも尚且つ広場を確保している訳で、何処か

に押し込んだのでは多分上野の中心市街地一帯が非常に狭くなる。それと、伊賀市庁舎

として、特に災害時の機能性において駐車場が狭いのは非常にまずいのが一点と、もう

１点は、いわゆる鍵屋の辻からずっと文化的な施設がある。そのような中で南庁舎が存

在している。風光明媚な景観を形成している中で、あまりに突拍子もない地下駐車場の

有る二階建てを作って、そこまで押し込めなければならないのかなという点をものすご

く思っております。その場合に、私の案で申し訳ないのですが、やはり南庁舎は観光案

内所と、或いは、その１階の住民課とか税務課とか福祉の関係とかありますけど、そう

いう部分を使えば、乗り切れる部分が出てくるのではないかと。その不足部分は、機能

性のいい、県庁舎の横へ新しい庁舎を建てていけばというのが私の案ですが、少なくと

もこの数限りある広場は、坂倉さんがどれだけ都市計画のすごい人かどうかわかりませ

んが、多分城の下にこういうものを建てるということも含めて検討した訳で、災害時に

その広場が必要であることと、それと市民も有効な広場みたいなものを好んでいる。と

いうこの２点からですね、Ａ案Ｂ案はいかがなものかと。 

≪松山会長≫ 

福田委員のご意見としては、項目として広場というようなものを追加していった方が

いいのではないかということでよろしいでしょうか。 

≪福田委員≫ 

特に災害時、市長部局は災害対応には非常に気を使わないといけない。南庁舎から全

部出すということは、その機能を殺してしまいますし、使用せずにただ単に飾っておく

だけでは坂倉さんにも申し訳ないし南庁舎も生き返ってこない。南庁舎をいかにその生

かすかというか、うまい具合に活用できる方法はないものかという部分が私の先程申し

上げた意見です。 

≪松山会長≫ 

Ｃ案とかＤ案になった時に、この建物をどう活用するかという、次のステップのご提

案ということにさせていただきたいと思います。 

≪上田委員≫ 

もう一点お伺いしたいのですが、Ａ案の地下駐車場の車の動線というか出入り口は、

どの辺になるのでしょうか。 

≪事務局≫ 

Ａ案につきましては、平面にこの青の三角印がございますが、現在地とほぼ同様の箇

所となります。そして、こちらの方はまだ具体的ではないのですが、地下に降りていく
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スロープということをおっしゃっていると思うのですけど、この想定で行きますと、現

在のところ南庁舎と正面駐車場があるのですけど、この平面図で説明しますと、約３１

００㎡の約の左の隙間ですね、こちらから地下にスロープで降りていただくと。あくま

でも一つの仮定なのですけども、そのようなことを現在は考えております。 

≪上田委員≫ 

ということは市役所に、駐車場に入る箇所は１か所ということでよろしかったですか。 

≪事務局≫ 

現在のこのご提案の中では、庁舎の敷地内に入る駐車場の入口は東側からの一か所と

いうふうに想定しております。 

≪山本委員≫ 

全体的なことになると思うのですけど、市民アンケートの中で、４分の３が今の南庁

舎を利用するということが大前提であって、だから、その辺の重みというのも考慮に入

れないといけないと思います。予算的なことも無限にある訳でも無いですし、そこら辺

が最初に庁舎整備の目的というので、できるだけコンパクトで、できるだけ改修改築費

も少ない本庁舎を目指して庁舎整備を策定するというような大前提がありますので、そ

こら辺のことも考えながら予算的にどれぐらいが一番マックスなのかということを少

し考えていく必要があるのではないかと。あと、Ａ案につきまして色々変更内容を考え

てあるのですけど、駐車場の広さを考えると狭苦しい気はするのですけど、もう少し良

い方法は無いのかなと。例えば四階建てにしたらどうなのかとか。やはり、ある程度分

散させて面積を１３０００㎡ぐらいに抑えたら、もう少し有意義に使えるのではないか

なと。逆戻りするような話しになりますけど、意見として言わせていただきます。 

≪事務局≫ 

市民アンケートについては４分の３が現在地という意見でございます。アンケート調

査については、この委員の皆さんにお諮りをさせていただきまして、庁舎整備計画策定

のための基礎資料とするということでお諮りさせていただき、アンケートを市民の皆様

方にお願いしたということでございます。加えまして、住民自治協議会の皆様方にも同

じアンケートをお願いしてあります。住民自治協議会につきましては、逆に移転の方が

多いという結果でございますので大きく市民の皆様方の意向を把握するための資料と

してアンケートを集計し、その結果、大きな項目については６つ考えられるということ

で皆様方にお諮りしました。その中で、組み合わせ事例を６通りお示しさせていただい

たということでございますので、市民の皆様方が思っておられる基本的な組み合わせ事

例は網羅した上でこの委員の皆様方にお示しをさせていただいて、今、４案に絞ってい

ただいたということでございますのでその点についてはご理解をいただきたいと思い

ます。それから現在地で４階はどうだということでございますけど、これについては前

回の計画の時にも景観計画がございまして、高さ１５ｍ以上については建築できないと

いうことでございますので３階建ということになります。それから、分散についてはど



7 

 

うかということでございますけれども、本庁機能でも一部分散と言いますか、ハイトピ

アの４階５階に部署しているところもございますし、或いは環境センターや、別の場所

にも本庁機能ございます。すでに、本庁は分散しているというようなことでございます。

基本的には同一箇所で集約することによって市民にとっても住民の皆様方にとっても

利便性が非常に高く、効率が良いというようなことでございます。 

≪菊野委員≫ 

今、４案が出てきた訳ですが、これを資料に落とし込む際ですね、ＡＢＣＤ案全部横

並びの提案という形での資料となるのですか、それとも住民のアンケートを反映したか

たちで優先順位、又は、こういう形で市民の要望が多いのがこれであるということを資

料に落とし込むことができるのでしょうか。その辺をご検討いただきたいと思います。 

≪山本委員≫ 

当然、落とし込むべきと思います。 

≪松山会長≫ 

順位をつけるということでしょうか。 

≪山本委員≫ 

何らかの形でアンケートと連動しているということが一目でわかるように。 

≪福田委員≫ 

やはりアンケートは、市民の方向性ということで無視はできないことなのですが、少

なくとも市民アンケートと住民自治協議会に対する二通りのアンケートを市としては

提案したことで、一方では市民アンケートですのでやはり多数決の原理というかそうい

うのが働いている訳で、それも一つの市民の意向とすればそうなのですが、やっぱりど

うやっても上野市民のウエイトが大きくなる。それに加えて住民自治協議会はそれなり

に責任を持って答えてきているという部分があるのではないかなと。そんな中、確かに

現在地でＡ案、Ｂ案はウエイトが大きかった。市民アンケートにしても住民自治協議会

にしても、かなりの比率が高かったのかなという記憶は持っているのですが、そこのと

ころのウエイトが、かなり人口比率というのですか、そういうのを加味していかないと

いけないのではと思いますけど。 

≪山本委員≫ 

庁舎計画の資料に付いていますように、大山田で 70％、阿山で 73％、島ヶ原 78％で、

伊賀 76％、上野 79％、青山が少なくて 58％で、おおよそ青山以外で言ったら 70％以上

の住民が現在地を求めているということで、また、大多数というくくりにはとらえられ

るのかなと思います。 

住民自治協議会では、１８対２１ですので、おおよそ近い意見じゃないかなという判

断ができるかなと思います。 

≪松山会長≫ 

市民説明会の時には、アンケート結果或いは自治協議会でのアンケート結果を分かり
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やすく説明し、それとＡＢＣＤ案を説明するというような形になるのではないのかなと

思うのですが事務局の方では何か今考え方とか有りますか。 

≪事務局≫ 

まだイメージとして考えている段階でございますけど、資料については、出席いただ

いた方にこの４案の資料をお渡しすると共にパワーポイントを利用しまして画面に拡

大して、それに基づいて皆様方のご意見を伺うというような方法で考えております。細

かいことについてはまだ検討しております。 

≪松山会長≫ 

市民アンケートや住民自治協議会等アンケートのアンケート結果の説明をする予定

はどうですか。 

≪事務局≫ 

それについてもまた必要であれば説明したいと思います。 

≪中嶋副会長≫ 

今、市民の意見をどのように扱うか委員から意見が出てきたと思うのですけど、市民

の意見というのが、先程会長がおっしゃったように、我々が検討している具体的な数字

や現状みたいなものをご存知で書かれたものではないので、この案の中に市民が支持し

ているかのように数字を書き込んでいくのは、少し市民の意見とも食い違っているので

はないかなと思います。アンケートはアンケートの結果としてきちっと公表し、それを

踏まえた上で会議で練って、この４案が上がってきたという風にフラットに４案をご提

示し、それをさらに市民の方からご意見いただき、それを示した上で、どの支持が多い

というのはまた次の段階として出てくる意見だと思います。その方が市民にとっても正

直な所ではないかと思います。ただ、そのアンケート結果を、市の方ではどのような形

で公表されるお考えでしょうか。 

≪事務局≫ 

すでに、市のホームページには、このアンケート調査結果をアップさせていただいて

おります。市民アンケート、住民自治協議会アンケートそれから個々の意見についても、

掲載をさせていただいています。従いまして、その市民説明会につきましても委員の皆

様方でご意見いただいた上での話ですけれども、アンケート調査結果を別途、分かりや

すくもう少し要約した形で示させていただくというのも一つの方法かと思います。 

≪中嶋副会長≫ 

委員会での話し合いのプロセスは、市民のアンケートを受けて、案を出していただい

て、その中でいろんな条件の中で絞り込んできて今４案が残っているというような状況

ですので、そのプロセス自身をきちんと市民の方々にご紹介いただければ、決してその

アンケートをないがしろにしているということではないので、ここでの審議のプロセス

をご紹介していただければと思います。 

≪副市長≫ 
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中嶋副会長がおっしゃられた通りだと思います。結論ありきで議論するのではなくて、

いろんな可能性を含めて、公開で議論していくということがスタートでございます。特

に、Ｃ案Ｄ案というのは当初に設けていてアンケートで聞いている訳ではございません。

アンケートの中から多くの意見があって、こういう案が追加されたという訳ですので、

そのプロセスを含めて考えて行きたいと思います。 

≪福田委員≫ 

この工期が信じられるとすればＡ案は５年です。Ｂ案は６年、Ｃ案は４年です。合併

特例債ということになれば、かかる工期としてはそんな結果になる訳ですね。これは業

者に弾いてもらった数字で、適当に出した数字ではないと思っているのですが、この場

合、Ａ案なりＢ案は合併特例債の例えば６割でも使えるということなのですか。期間が

過ぎれば全く使えないのかということを聞きたいのですが。 

≪事務局≫ 

合併特例債適用が５年間大震災の影響で延びました。平成３１年度まで延びています

ので、この４案とも平成３１年度、平成３２年の３月までに完成というような工程をお

示しをさせていただいております。現段階では、合併特例債は対象になるということで

ございます。 

≪松山会長≫ 

それでは、庁舎整備の比較表につきましていろいろご意見ございましたけど、とりあ

えずこの４案をフラットな形で、市民説明会に望むということです。 

≪中西委員≫ 

市民説明会の件ですけど、４案というところまではいいのですが、それで誰が説明す

るのですか。首長ですか。 

≪事務局≫ 

そのことについては、その他の項で説明させてもらおうと思ったのですが、一旦、こ

の中間案をおまとめいただいて市の方に中間案として報告していただきます。市がそれ

を受けまして市民の皆様方と意見交換会をします。市が説明して、市民の皆様に意見を

いただくとそういうスタイルで計画しています。 

≪中西委員≫ 

そうしたら、今スケジュールはもう出ていますので、中間案をそれまでに作っておか

ないといけないということですね。 

≪松山会長≫ 

今日まとめたいなと思っております。 

≪中西委員≫ 

整備計画中間案の計画策定の経緯、検討、審議、それから方針、まあ特に方針だとか

目的、これを４つの案の中に埋め込まれているかどうかの検討の方がいいのではないか

と思うのですけど。私自身は、液状化で、果たしてどうのこうのという前にこの文章の
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中では耐震、免震という言葉が入っておりますので、その文に従ってやればいいのでは

ないかと思います。液状化となってくると非常に範囲が広くなってきますので、だんだ

ん話が進んでいかないのではないかと考えております。 

≪松山会長≫ 

この４案でいくということで、後は、整備計画の中間案の議事に入るということでよ

ろしいでしょうか。それでは、事項書の（２）の庁舎整備計画中間案につきまして、前

回、皆様の方からご意見いただいていたところでございます。そのことについて説明を

よろしくお願いします。 

≪事務局≫ 

【中間案のとおりであり記録省略】 

 

≪松山会長≫ 

それでは今、説明がありました中間案につきまして委員の皆様からご意見、ご質問等

いただければと思います。 

≪中西委員≫ 

中間案は文章に案として出てくるのですけど、私たちは庁舎整備計画ということで４

つの案を絞り込み、中間案ということの肉付けでこの４つの案を示していきたいと。例

えばですね、９ページの施設整備の考え方というところで基本理念の紙面に書かれた、

「誰もが使いやすい庁舎」。これは４つの案の中に○×△あるのではないかと。それか

ら最後の５番目の「環境にやさしい庁舎」、そして、福田委員も言われましたように、

真ん中に憩いの場みたいなものが作れるような施設というか庁舎というものができる

のだと。４案ではできるのだけど１案ではできないとか、そういう評価を付けてもいい

と思います。それから例えば５番の環境にやさしい庁舎で、詰め込み過ぎていけないの

であれば、地方分散にしてスペースを作っていき、本庁機能を今のように分散にして集

約できるところは集約していく等、こういうようなところに意見を出していったらいい

かと思います。ただ、卵が先か鶏が先かというのではなく、こういう案を作ってきた肉

付けによって、中間案が出てきたというように位置付けで説明会に望んでいきたいと思

っています。 

≪松山会長≫ 

このあたりに出てくることは４案ともすべて庁舎の整備計画に反映させていくのだ

と思っております。 

≪山本委員≫ 

先程の議論の中で、中島副会長が４案に絞り込んであり、アンケートの結果を受けて

いることを盛り込むと言いましたが、このペーパーだけでいくと、それをどう理解した

らいいのかというのが分かりにくいと思います。例えば１５ページのこの一覧表です。

この比較表のアンケート結果という部分で、この表現も間違ってはいないのですけど、
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⑥の計算方式でいくと、４分の１ぐらい移転するということに対して、既設又は新しい

場所に新築にするか、既存を改修するかどちらかということをもう一回掛け算していま

して、２２％という大きなパーセンテージになってしまっています。逆に南庁舎の改修

は４分の３の数字があるのですが、それを分散することによって３７パーセントとか１

７パーセントとかそういう数字になっておりますので、先程言っていた４分の３が南庁

舎を改修して使うという事について、これでは正確に出ていないので、これを直しても

らいたいなという気がします。⑥につきましては、もう少し分けるべきですね。だから

⑥は、分けたらもう少しパーセンテージの表現の仕方も変わってくるかなと思います。

アンケート結果の数字というのが見た目と現実とが一致しないような感じがします。 

≪松山会長≫ 

ただ、設問の８ページ、９ページには実質出ておりますので、市民説明会の時にはこ

の辺全面やるのはあれでしょうけど、要約するような形でご紹介いただくということで

ご理解いただけるのではないかと思うのですが。 

≪山本委員≫ 

いや、これは誤解を生むと思うのです。例えば、自治協議会の５３．８％と、後の南

庁舎を改修してというのが１５．４％や２.６％や２８．２％とか。実際的な数字で言

ったら庁舎を現在の所で使いますというのと、移転しますというのが実際半々ぐらいで、

この数字で見れば５３％で圧倒的数字になっているように見えるのです。誤解を生む数

字なので少し不適切かなと思います。 

≪事務局≫ 

アンケートの設問は、このように分けて回答いただいているので、決して意図的に分

けたということではございません。アンケートの項目がこのような項目だったというこ

とです。 

≪山本委員≫ 

組み合わせ事例の比較表というのは後から作られたのではないですか。 

≪事務局≫ 

まず、現在地ですか、新しい場所ですかという質問をして、そして現在地、新しい場

所の場合は新築ですか、既存施設の改修、利活用ですかという設問。現在地については

７３％の内から５つの案をお示しして、それぞれに選択をいただいたので重複しており

ません。最初に、現在地か新しい場所かと質問した上で現在地の場合はどういう方法か

と。それから移転の場合はどういう方法かということを組み合わせ事例として、この分

かりやすい形にしたということでございますのでご理解をいただきたいと思います。 

≪日置委員≫ 

しかし、自治協さんのアンケートに関しては、既存施設の改修というのは一つも無い

ですよね。「新しい場所を選択された方に質問します。」で、新築は１００％ですが、こ

れも混じっていると思うので分けた方がいいと思います。一般市民向けでは確かに混じ
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っていると思うのですけど、やっぱりこれは分けた方が表記としては分かりやすいので

はないかと思うのですが。 

≪事務局≫ 

新しい場所に新築、既存施設を活用という質問をさせていただいたところ、自治協議

会では新築という回答が２１件で既存施設の活用は無かったということで、すべて新築

の回答であったと。この結果から、３９件の内の２１件は５３.８％ですのでこういう

ような見方をしていただきたいと思います。 

≪山本委員≫ 

市民アンケートでもそうですが、９ページの市民アンケートの問１０の「新築するか

既存施設を使うかどちらか」ですので無回答以外の人は９５％が上がってくるのと、１

５ページの方は１００％ということでどちらも一緒です。４分の１で移転しようとする

人に対して後の１００％の人の支持が出ているというような形です。それと南庁舎を改

修するということに関してはいろんな敷地内に建てるとか、それ以外の場所に建てると

か、細かく分けることによって数字が小さくなったと。それならば、南庁舎を改修して

使用しますと、違うところへ移転することだけを表現してもらった方が分かりやすいよ

うな気がします。 

≪菊野委員≫ 

我々の委員会がこのアンケート調査を基に検討したということを示していただくの

であれば、委員が戸惑うような数字が出ているのであれば、それは修正をして、アンケ

ート結果をここに表記していただいた方が伝わりやすく、我々も納得できると思います。 

≪松山会長≫ 

１５ページの表については、４案に至る時、途中で市民や自治協議会も含めて支持が

あったものについて残していくという中で使った数字です。あくまでも市民アンケート、

或いは自治協アンケートの結果としては、この表ではなくて別途ご紹介をしていただき、

分かりやすく説明するようにすればいいのかなと思います。ですからこのアンケート結

果で、この案を決めたということではないという形にはなっております。 

≪菊野委員≫ 

中間案の中にある表は残して臨むということですか。 

≪松山会長≫ 

右の二つ、これだけがアンケート結果ではないので、場合によっては抜いてもいいの

かなと。ただ、この中からどうしてこうなったのかということを補足すればいいのかな

と思います。 

≪中嶋副会長≫ 

１４ページ、１５ページは、アンケートの一部だけを取り出して使ったかのように見

えるのです。先程も申しましたように、アンケートをどういう風に我々が理解して議論

を進めたかというプロセスを書いていただく方がいいのではないかと。数字ではなく、
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どういう議論の段階でアンケートをいただいて、その結果を踏まえてこういう案に絞り

込みましたと。そして、その案についてはこういう理由で消え、アンケートをどういう

風に利用したか、どのように参考にしたのかということを丁寧に文章化した方が良いと

思います。特に市民サービスと効率的な行政運営というようなものを見ても、集約して

いるものは行政サービスが可能で、分散したものは非効率とあって、それだけではない

議論もここではあったと思うのです。いろんな数字も具体的な場所も検討した上で分散

し過ぎるのは現実的ではないというような話で絞り込んでいったので、表にすることで

わかり易くなったのですけれど、逆に、委員会でいただいた意見というのがすごく乱暴

な形で出ているのではないかというように思います。プロセス重視で、後ろにアンケー

トの単純集計がありますので、そちらをそれぞれが読んでいただくという形にした方が

いいのではないかと思います。 

≪中西委員≫ 

私も自治協の運営委員会に携わっているのですが、自治協というのは全体を見て物を

言います。だから、伊賀市民に対して個人的なアンケートではなくて、自治協というの

は将来的に村が一つになるという視点で物を考えることが多いので、具体的な場所の殆

どは今の場所ではなくて他に出て行く訳です。それが名張との関係が出てきた時にも、

果たしてここに新築し、もつのかという観点も少し入っているのです。ですので、自治

協という体質そのものが回答に表れている状態です。 

≪松山会長≫ 

１５ページの表から、右の数字は割愛をするという方向で整理したいと思います。そ

の他の項目につきましていかがでしょうか。 

≪池澤委員≫ 

何点かございますので、ページを区切って指摘したいと思います。まず、１ページか

ら８ページまでの間でいくつか指摘したいのですが、３ページのこの二つの表のタイト

ルですけれども、検討委員会で審議された２案とだけ書いてあるのですが、前の２ペー

ジの経緯を見ますと、検討委員会の前に建設検討委員会で云々と書き加えていただいた

方が適切ではないかということが１点。それから、４ページの５番で、１行目から２行

目の耐震力の不足云々という文言があるのですけれども、耐震力というのは随分情緒的

な用語ではないかと思います。いわゆる老人力だとか鈍感力のたぐいの用語かなと思い

ますので、ここでは、耐震性能ですとか、耐震強度とか、或いは耐震能力と言ったりす

るかもしれないですけど、例えば、耐震性能というような言葉に変えたらどうかと思う

訳でございます。あと、６ページの、中ほどの①の坂倉順三の設計云々の本文の２行目

の後の方です。帰国後、坂倉建築事務所を設立したとあるのですが、確か１９４０年に

坂倉さんは坂倉建築研究所、建築事務所ではなく研究所ではなかったのかなということ

をご確認いただきたいと思います。あと８ページの①環境の共生の所で、４行目ですが、

「風景区域」とは、これは法令の文言でそういうものがあったのか少し確認したいです。
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８ページの③の財政負担への配慮の３行目ですが、「費用の抑制に努めなければならな

い」と有るのですけれども、このページの前後の言葉使いから、「努めなければなりま

せん」というような表現の方がいいのかなと思います。或いは、その上の②の下から 4

行目の「持続可能な都市を目指しますこととしています」というこのもう少し「目指す

こととしています。」というようなことで、「しま」を取ったらどうかと思います。最後

に文言の訂正ではなくて、私の要望を申したいのですが、８ページの下から２行目の所

にあるのですが、「既存建築の特性や意匠性に配慮できる設計者を選定し」云々とある

訳ですが、南庁舎に係ることですけれども、設計者を選定した段階では遅い場合がござ

いますので南庁舎に係る場合は、耐震補強計画の段階に、複合的利用法を取り入れるこ

とも検討する必要があるというようなことをしていただきたいと思います。 

≪松山会長≫ 

３ページ、４ページ、６ページについては事実確認し、修正していただきたいと思い

ます。 

≪池澤委員≫ 

それでは、１０ページの２番の項目で、市民の安全・安心云々とあるところの①「災

害対策拠点として、耐震の高い庁舎とします。」の「耐震性能の高い庁舎とします」と

いうような表現の方がより適切ではないかと考えます。１０ページの最後の行の後の部

分ですけど、「最適な執務環境を維持するとともに」というような文言が並んでいるの

ですが、「最適な」を削除して「執務環境の効率性を高めて」というような表現に例え

ば変えたらどうかと思います。１１ページの１行目では「省スペース化の追及により無

駄のない庁舎とします。」と書いてあるのですが、「無駄のない庁舎」というのは言い過

ぎではないかと。もう少し遠慮して書いた方がいいのではないかと思いますので、「無

駄を少なくします」というような表現も一つの方法かと思います。５番の環境にやさし

い庁舎の項目ですが、エネルギーの部分的な所だけをとらまえて記述した内容のように

思います。もう少しエネルギー全体を見渡した記述にしなければいけないと言いつつも、

その広範囲を把握した文言を、私の能力では短い時間でできなかったものですから、例

えば自然エネルギーとか、そう書いておけば皆さん納得するだろうという節があります。

例えば②だと「自然エネルギーを積極的に利用します。」とありますけど自然エネルギ

ーを利用するにはいろんな方法がありまして、ここで漏れている視点として、最近では

よく行われているナイトパージというような使用法もございます。別に難しい話ではな

く、私たちの住まいで夏場になると、夜に窓を少し開けてクーラーを切って寝るという

ことと同様で、夜、機械換気で外気を取り入れてビル全体の熱を冷ますというような手

法。自然の空気のエネルギーを使って、ビル全体を夜の間に冷ますと言うようなことも

あります。恐らく専門家が見たら多いのでしょうけど、例えば、高効率の機器を使うと

いうような視点が５番の項目に抜けているように思います。それと後、６ページに戻り

まして、（２）の真ん中あたりで、「戦後民主主義を具現化したシティーセンターとして」
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云々とあるのですけども、戦後民主主義を具現化したと書いてある以上は、具現化した

具体的なものが一つ二つ取り上げておれば、より一般市民が分かり易くなるかなと思い

ます。例えば、この伊賀市の庁舎は、建設当時は門や塀は全く無く、非常にオープンな、

開かれた正に戦後民主主義の開かれた施設をシティーセンターとして具現化していた

のだとかいう表現とか、その他この坂倉建築の具体的な建築言語を用いながら、そうい

ったことを表現すればより分かり易くなるかなと思います。 

≪滝井委員≫ 

６ページ、７ページの中島先生が書いていただいた所ですけど、一つ加えていただき

たいと思うのは、このようにモダニズム建築が伊賀上野に残っていて、将来的に利活用

する訳ですけれども、そのことが市民にとってどういう意味が有るか、或いは文化財の

視点で、以前、市長宛にこの建物を登録文化財にすべしという要望書を出しておりまし

て、そういう視点での加筆というのがあれば誠にありがたいかなという風に思っており

ます。 

≪中嶋副会長≫ 

私が書かせていただいた部分について、池澤委員、滝井委員からご意見をいただきま

したので少し加筆いたしますのでご了承いただければと思います。 

≪山本委員≫ 

１５ページに戻りまして、結局この６つの項目から最終４つの案に絞り込まれたとい

うプロセスというのは、何らかの表現は得られるのですか。何かの文章で表れている訳

ですね。それから１５ページのアンケートの比較表の数字は削除するということですね。 

≪池澤委員≫ 

２０ページの機能空間の考え方の項目で、これまでのいろんな検討されたことを盛り

込んでおられると思うのですけど、例えば日建設計さんが結構な案を提示された段階も

あった訳ですけど、日建設計さんの計画の際の提案とか、何か参考になるというような

項目が有るのか、無いのかその辺少し確認したいと思います。 

≪事務局≫ 

前回は、日建設計さんに基本設計、実施設計という部分でのレベルでご提案もいただ

きましたし、市職員内外含めての各機能におけるワーキング部会において実際的な検討

を行っております。ただし、それにつきましてはあくまでも実施設計を踏まえた基本設

計という部分での検討でございまして、今回、作成させていただいております庁舎整備

計画といいますのは基本構想、さらには基本計画のレベルでの検討でございまして、表

現につきましてもなるべく先に選択肢のあるような表現というのが主体となっており

ますので、この整備計画を踏まえて、将来、基本設計、実施設計になった際には、前回

検討しました内容を経験知といたしまして、更に高いレベルの検討を行いたいと思って

おりますので、現段階では、この計画につきましては具体的に前回の検討を踏まえて盛

り込んだという部分は特にございません。 
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≪池澤委員≫ 

２０ページから３０ページの間で、３点程提案したいのですが、２３ページの議会の

傍聴席のことですけど、子育て支援の視点から乳幼児を伴って傍聴するブースの設置を

検討するというようなことを書き加えたらどうかという提案が一つと、あと、２５ペー

ジの市民共同交流スペースの所に、ＩＴの利用とか資料作成を支援する設備の利用を検

討しますというような文言を加えてはどうかというようなこと。それから最後に、２８

ページの下から２つ目の歴史文化施設とあるのですけど、この芭蕉さんとか画家さんと

か並んでいるのですが、例えば、横光利一のような文学者だとか、或いは現代において

もオペラ歌手のような方とか、色々芸術全般でご活躍されている方等もスポット的に企

画展示に関われるような施設として、あえて歴史を取り除いて、文化・芸術施設と銘打

ってはどうかということを提案したいのですがいかがでしょうか。 

≪松山会長≫ 

この辺りに関しては、委員の方からもご提案があるのではないかと思うのですがいか

がでしょうか。 

≪大仁田委員≫ 

９ページの「市民に開かれた、誰もが使いやすい庁舎」で、先程も子育ての話をして

いただきましたが、１０ページの２番の、市民が利用し易い庁舎の所で、外国人の方へ

の多言語の案内という部分をもう少し明確にそういう文面をここへ入れていただきた

いと思います。それから、子育ての部分ですが、２５ページで授乳するスペースと書い

てあるのですけど、トイレの所で子育て中のお母さんやお子様連れの方がおむつを代え

られるようなスペースで、何処のサービスエリア等でも必ずトイレの横には授乳スペー

スが有りますので、そういう表現も入れてもらったらいいかと思います。 

≪山本委員≫ 

２０ページからの部分で、色々細かな追加とか言っていただいたのですけど、本当に

載せるのならばもっと議論しないといけないのではないでしょうか。まず、誰が作った

文章なのか、なにを基にして作った文章なのか教えていただきたいのと、載せるのであ

ればいろいろな意見を網羅していかないといけないだろうし、逆にこれを例にして市民

説明会の時にもっといろんな意見を取り入れましょうという意味合いで付けるのであ

れば、それはそれでそう言ってもらったら考えますけど。これを載せる意味合いと、何

を根拠にしたのか教えていただければと思います。 

≪事務局≫ 

何回も申し上げているはずですけども、前回の基本構想・基本計画に出ている５つの

方針。これを基にこの機能空間についても、使えるものは使っていこうということで、

それを基にして、さらに追加させていただくべきものはないかということを事務局で提

案をさせいただいた上で、委員の皆様方にお示しをさせていただいているということで

す。なお、これはあくまでも中間案の段階でございますので、市民の皆様方からパブリ
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ックコメントで、こういった項目は今後必要じゃないかと沢山意見をいただくと思いま

す。それはそれでいただいた上で、この次の市民説明会が終わった後、委員会で皆さん

方にこういった意見が有りますがどうしましょうというようなことはお示しして、最終

的な計画としてまとめていただきたいというように考えております。 

≪日置委員≫ 

２０ページ以降の話になるのですけども、２７ページまでは確かにきちんと今までに

も過去４回も含めて審議していたと思うのですけど、２８、２９、３０ページについて

は審議をした覚えが無いので、ここに関しては削除していただきたいと思うのですがい

かがでしょうか。他の委員の方のご意見もお伺いしたいのですが。南庁舎を残す、残さ

ない、の問題じゃなくて、検討したことをきちんと載せるべきであって、検討していな

いことを載せるべきではないというだけのことなのですけど。 

≪松山会長≫ 

利活用パターンについては、前回皆さんにはご提示をしたと言うことでご意見があれ

ばということで伺ったというつもりでいたのですが、これでは不十分というお考えの委

員もいるようですが全体的にはいかがでしょうか。 

≪中嶋副会長≫ 

南庁舎利活用について、急いで提示する必要があるのかという問題であったと思うの

です。これまでのこの委員会での審議は、庁舎をどの様に造っていくかを絞り込むとい

うことがかなり大きなウエイトを占めていたと思うので、最終の報告書にはもう少し議

論を積み重ねた上で載せるとして、今回は、あえてこれを提示して、それから市民から

意見をいただくのも、こちらとしても受け止めづらいのかなというのは少し印象として

思っております。 

≪菊野委員≫ 

立場上、伊賀の観光協会の代表として出席させていただいているのですが、この件に

関しては一度もご提案、お話をさせていただいていないのですが、立場上申し上げると

ここに観光、販売スペースとか体験スペースを安易に造った所で、本当に機能するのか

どうかというのはもう少しいろんな角度から検討しないと、観光協会としては承認でき

ないという感じもするので、もう少しこの辺につきましては時間と議論の場を設けてい

ただきたいと思います。恐らく行政財産を投じた所で、結局利益の出ないマイナスの資

産となるのであれば、市民に対してどうかというところも出てきますので、観光ビジネ

スとはそんな安易ではないし、簡単に利益が出るように思えないので十分な考察が必要

です。その点も含めて割愛していただく方の意見に賛成させていただきます。 

≪松山会長≫ 

この項目を、残したいという積極的な委員がおられれば検討しますが、おられなけれ

ば今回は、これについてはこれから検討を行っていくのだというような形の記載とさせ

ていただきたいと思います。 
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≪中嶋副会長≫ 

目次をご覧いただきたいのですが、この目次を見た時、ある程度前回の計画を踏襲し

て書いてある所もあるのですが、今回、非常に大事だと先程から申し上げていたのは４

番の「庁舎のあり方検討」の第４章ですけれども、この章の節立てが少し分かりにくい

のかなという風に思います。まずアンケートがあって結果を分析してという風に書いて

いて、その後庁舎設備計画検討委員会となるのですが、できれば最初に４章の頭にフロ

ーチャートのような形で、どういう委員会が第１回目で行われて、議論を積み重ねてい

ったという時系列のフローチャートを作っていただいて、議論の組み立てのプロセスが

わかるようにしていただいた後で、節を少し入れ替えていただくか、庁舎検討委員会の

審議があって、アンケートがあって、候補地の選定があって、また議論があって、最後

に各候補地４案が上がってきたというような、議論の流れと対応するように節を並び替

えていただいた方が分かりやすいのかなと。そのために最初にフローチャートがあると、

流れがわかってアンケートがどのように組み込まれたのか。まあその表がおそらく市民

説明会の時に非常にわかり易い図になるかと思いますので、それを付けていただく方が

よろしいかと思います。アンケートから検討のあり方が始まるというのは難しいかと思

います。 

≪池澤委員≫ 

３１ページの事業計画の項目ですけれども、合併特例債はその対象に云々の所ですけ

ど、南庁舎を庁舎以外の用途に変えるという改修費用も対象項目となるということです

ね。 

≪事務局≫ 

なります。 

≪滝井委員≫ 

９ページの基本理念の第２番目に市民の安全・安心な暮らしを支える拠点となる庁舎

と、非常に幅広い観点で書かれていると思うのですが、冒頭でも言わせていただいたよ

うに、防災対策時の防災拠点になるという観点を加えていただきたいと思います。あま

り広い意味ではなくて、そういう意味でもやっぱり確固たる庁舎であるべきだという風

に思いますので、できればそういう文言を加えていただければありがたいと思います。 

１０ページに、「災害拠点として耐震性の高い庁舎とします。」ということで建物につ

いて書かれているのですが、立地性とかそういう意味も含め、災害対策時の拠点となる、

そういう安心・安全の拠点となるような庁舎という文言を入れていただければ助かりま

す。 

≪松山会長≫ 

今日、この中間案でという風に考えていた訳ですが、委員の方々からも色々ご指摘も

あったということも踏まえて、ただ、来月からの市民説明会に入っていくという部分も

ございます。次回の委員会はそれを受けて、そこでどんな意見が出たのかという形で進
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めていきたいと思っております。できれば中間案につきまして、今日、皆様からいただ

いた意見、先程の修正等含めて会長、副会長にできれば一任いただければそれを事務局

と詰めて、それを中間案として市長に答申するという形で進めていきたいという風に考

えておりますがいかがでしょうか。 

≪滝井委員≫ 

異議なし。 

≪菊野委員≫ 

すみません聞き逃したのですが、液状化の問題について、中西委員から割愛してもい

いのではないかという意見が出ましたが、その点はどのように取り組まれますか。 

≪松山会長≫ 

滝井委員の方からは、その防災性、その項目は入れていただくとご提案もございまし

た。まあそれについての配慮が当然必要だろうという風には思っております。ただ、個

人的な見解になるのかも知れませんが、その防災性の高い庁舎を造るということは今回

の一つの目的にはなるのですが、市街地全体を強くするということではないのではない

かと。たとえば水害ですが、これは集中豪雨が最近多発しているということもあって、

１５センチ、２０センチ水に浸かったところは職員も駆けつけることができるのではな

いかと。ただ、液状化になった時も、確かに道路は波打つかもしれませんが、市の職員

が徒歩で集合出来なくなる程ひどい状態になることは考えられないと。むしろ、例えば、

木造建築や倒壊の建物で道路が閉鎖する。まあそういうことはあるかも知れないのです

けれども、そういう場合でも幹線道路で通ってくればすぐに集まれるのではないだろう

かというようなことで、決定的にマイナスになるものではないという風に私としては考

えていますので、そのような形で進めていきたいと思います。 

≪菊野委員≫ 

分かりました。ありがとうございます。 

≪山本委員≫ 

修正後は我々に配布していただけますか。 

≪松山会長≫ 

はい。なるべく早い段階でお配りしたいと思います。 

≪菊野委員≫ 

前々回の時に、上野商工会議所と伊賀商工会から要望書のプリントが配布されて、配

布されたままで、前回も、今日の委員会でも事項に無いですが、その辺は中間案に対し

てどのように取り計らうのでしょうか。 

≪松山会長≫ 

これから、色々な方から出て来ることもある訳なのですが、基本的にはこの場で各委

員にお配りして、それぞれの意見が出て来ているのだということを各委員の方に受け止

めていただくという取り扱いにさせていただければと思っております。ただ、それを受
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けて委員として「この場で、この項目についてはこのように思う。」というように発言

をいただければと思います。 

≪松山会長≫ 

その他の項に移りたいと思います。 

≪事務局≫ 

先程も、会長の方からご説明いただきましたように、中間案を会長、副会長で修正さ

せていただいて、皆様方にお配りさせていただくということと、９月の末から１０月に

かけまして、市民意見交換会日程表というのを手元にお配りさせていただいてあります。

９月２５日から１０月１８日まで総合計画の基本構想中間案とそれから庁舎整備計画

中間案、市民意見交換会というのを１０箇所で合計１１回開催をさせていただくことと

なっております。市長、副市長が出席をしまして、我々も出席しまして、市民の皆様に

現在の中間案についてのお示しをさせていただいて市民の皆様のご意見をいただくと

いうことにしております。各委員の皆様方におかれましては、お近くの会場にお運びを

いただきまして、色々な市民の皆様のご意見をお聞きいただければありがたいなという

風に思いますので、この意見交換会日程表をお配りさせていただいたということでござ

います。それから次回の委員会でございますけれども、意見交換会を終了しまして、集

約をして整理をした後、１０月３１日の木曜日ですけれども午後１時半から開催をさせ

ていただきたいと考えておりますのでご承知をいただきたいと思います。 

≪滝井委員≫ 

確認させていただきたいことがあるのですが。毎日新聞の平成２５年８月２２日付の

記事に、「市耐震三次診断実施へと。市庁舎建て替え、現庁舎残す場合」と言うタイト

ルで記事が発表されています。どういう経緯でこんな話になったのか、耐震三次診断は

本当に必要なのか、する場合はどういうケースなのかとか。最後にこういうコメントが

入っています。「市議らは残す以上はその先にその根拠を示すべきではないか。調査し

て駄目だったらどうするのか。」という質問をしたという記事が書かれています。この

議員さんの趣旨は三次診断して駄目だったら取り壊すのかと、いうふうなことに繋がり

かねない発言のように取れるのです。私の知る限り三次診断というのはもっと高度な診

断であって、耐震補強をする時に、補強を前提として診断をするということだと思って

ください。それから二次診断と三次診断の差は何かというと、梁を評価するかどうかで

すね。ですから高層の建物であれば梁を評価しないと精密なことにはならないのだけれ

ど、低層の建物で三次診断するケースはまれでしょうと専門の方から聞いております。

だからこの辺がどういった経緯でこうなったというのか。 

≪事務局≫ 

コンサルタントのＲＩＡでございます。まず、以前検討されていました耐震診断の内

容について、「ＲＩＡとして確認してください。」ということで、２００５年の検討結果

について確認をさせていただきました。それが二次診断という形でやっておりまして、
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それを確認した結果、その内容とか扱っている計算ソフトや診断基準も現行の物ですの

で、その耐震診断の結果については現在も有効であるということで判断させていただき

ました。その上で、その時の補強方法につきましては、耐震壁ということで補強してい

るというようなケースで想定をされておりまして、今後、そういう耐震壁ではない補強

方法、例えば制振ブレースや、或いは柱を鉄板で巻いたりするような特殊な方法ですと

か、そういう高度な工法を選択していく際には、合わせて三次診断という解析が同時に

あった方がいいだろうということで、そういったコメントをさせていただきました。な

ので、毎日新聞の記事についての記載をまだ読んでいないのですけども、二次診断をや

った結果と三次診断をやった結果が異なると、いうようなことで書かれているというよ

うに思われるのですが、基本的にはそういったことはございません。三次診断をやって

も二次診断の結果が覆るというような代物ではないと考えておりますのでご理解いた

だけたらという風に思います。 

≪滝井委員≫ 

理解できました。二次診断で耐震補強しなければいけないという結果が出ているので

すね。しかも、プログラムはちゃんと県が認めたプログラムで、判定委員会の諸先生方

の判定を受けて、正式で正当な診断をされているとお墨付きをもらっている訳ですね。

判定書という形で出ている訳ですね。それについては有効であるのは当然のことなので

すが、それに基づいて設計を進めていく、補強設計を進めていく場合にいろんな選択肢

があるでしょうと。コストとのバランスはありますけど、いろんな方法を検討する中で、

「もう少し精密な診断をしたらよろしいでしょ。」という趣旨かと思いますのでそのよ

うに理解しておきます。 

あえてここで市が三次診断をすべきという風な話ではないと思います。 

≪松山会長≫ 

以上で本日の委員会を終了いたします。皆様ありがとうございました。 

 

【午後３時４８分  閉会】 


