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第２回伊賀市公共施設最適化計画検討委員会 概要 

 

１ 開催日時 ： 平成 26年７月９日（水）午後３時 00分から 

２ 開催場所 ： ハイトピア伊賀 ５階 学習室２ 

３ 出席委員 ： 瀬田委員、吉村委員、岡井委員、山本委員、小林委員 

４ 欠席委員 ： 上井委員 

５ 傍 聴 人 ： なし 

６ 報道関係 ： なし 

７ 事 務 局 ： 辻上副市長 

西堀財務部長、藤岡管財課長、谷口副参事、竹森主査、清水主任 

       （他関係者） 

 市政再生課 前川課長、堀川副参事 

         朝日航洋株式会社 御船、及川、平川、新井 

８ 協議事項 ： （１）用途別縮減計画（Reduce）および基本方針について 

         （２）最適化計画（中間案）の構成について 

９ 配布資料 ： 資料１ 用途別縮減計画（案）（Reduce）及び基本方針（案） 

         資料２ 公共施設の更新費用と総量縮減（Reduce）の節減効果 

         資料３ 用途別延床面積、更新費、維持管理経費の縮減効果 

         資料４ 用途別延床面積縮減状況 

         資料５ 伊賀市公共施設最適化計画_中間案【目次案】 

10 会議概要 ： 

【3時 00分 開会】 

 

事務局： それでは ただいまから第２回伊賀市公共施設最適化計画検討委員会を開催

させていただきます。お越しいただきまして誠にありがとうございます。事項

に入る前に、前回公務で欠席されております岡井有佳さんに委嘱状の交付を行

いたいと思います。 

【岡井委員に交付】 

 

事務局： この公共施設最適化計画の策定業務につきまして支援をいただく業者が決ま

り、本日お越しいただいておりますので紹介させていただきます。朝日航洋株

式会社の方です。４名の方に出席いただいております。よろしくお願いします。 

朝日航洋： よろしくお願いします。 

 

事務局： それでは、瀬田会長からご挨拶いただきます。 
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〇事項１ 会長あいさつ 

会長： よろしくお願いします。今日２回目になりますけども、本格的にどのような

施設をどれくらい、３Ｒつまり総量縮減・機能の複合化・運営の適正化と言っ

ていますが、減らして複合化して最適化するということを検討する段階に入り

ます。各委員の皆様方におかれましては、いろんなことを考えていただくこと

になるかと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。 

 

〇事項２ 議事 

事務局： それでは、議事の進行につきましては、会長にお願いしたいと思います。な

お、本日上井委員が公務で欠席されておりますけども、半数の出席いただいて

おりますので本委員会は成立することをご報告いたします。会長、よろしくお

願いします。 

会長： それでは議事に移ります。まず、事項２の①ですけども、３Ｒの一つである

用途別縮減計画リデュースを議題としますが、これについて事務局からご説明

お願いします。 

 

 ①用途別縮減計画（案）（Ｒｅｄｕｃｅ）及び基本方針（案）について 

事務局： 【資料１ １ページ目の説明】 

会長： 前提の確認ですが、資料１の縮減面積の合計３０％となっており、公共施設

最適化方針の１５ページでは総量目標３４％減となっています。概ね３割ぐら

い減らすという理解が必要です。事務局で間違えがあれば指摘ください。これ

から、最終的にはどの施設を減らしていくのかを検討しなければいけないので

すが、資料１でご覧いただいているのは、個別施設の目標値ではなく、用途別

の目標値です。この目標値は、庁内の会議等で検討した結果に基づく素案であ

り、用途別にどの程度縮減していくのかという目標値が記載されています。以

上のことをご理解いただきながら、ご質問いただければと思っています。何か

見方とかで質問があれば事前に伺っておきますが、だいたい見方についてはよ

ろしいでしょうか。 

 Ａ委員： 先月頂いた資料と少し数字が違うようですが。 

事務局： 事前に送付した資料から、用途別の縮減目標の数字の端数処理をかけていま

す。また、新規に整備予定の「市役所本庁舎」「消防本部」の延床面積を新たに

追加しています。なお、ひとつ付け加えますけれども本資料の「縮減」とは建

物の面積の縮減を指しているものであって、機能が廃止されるということとは

別であるとご理解ください。 

会長： 資料１の見方についてはよろしいようですね。それでは、１ページ目の庁舎

等、消防施設、小学校、中学校、給食センターについてご質問や意見があれば
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お願いします。 

 Ｂ委員： 質問というか確認ですけれど、庁舎等に関して庁内協議結果では、支所庁舎

については触れられていますが、本庁舎についての記載がないようですが。 

事務局： 市役所本庁舎と消防庁舎はすでに移転の方向となっていますので、それにか

かわる面積と金額については新規に計上しています。既存の市役所庁舎及び消

防庁舎については、面積と金額を縮減分としてカウントしています。 

 Ｃ委員： １万４８００平方メートルというのは、市役所全体を指しているという理解

ですね。 

事務局： そうです 

 Ｃ委員： 本庁舎はどこに移転するとか、支所庁舎を移転していくといった個別の議論

はこれからという理解ですね。 

事務局： それはこれから次回以降の議題、リミックス・機能の複合化であると考えて

います。例えば、それぞれの支所の建物を考えた際に、周辺の施設の機能を統

合していくとか、かなり古い建物については別の施設に移転していくなど考え

られますが、支所としての機能は残していくという意味です。 

 Ｃ委員： 分かりました。 

 Ｄ委員： 小学校・中学校に関してなんですが、これは教育委員会への調整などは済ん

でいるんでしょうか。 

事務局： 施設の所管部門との協議に基づき目標縮減面積を出していますが、教育委員

会の関連する小中学校等の計画については、未定の部分が多くあるということ

でした。ただし、将来的には児童数の減少などによって縮減も必要であろうと

いう地域も想定されますので、この想定については今回の縮減目標面積に協議

をしたうえで含めています。 

 Ｄ委員： 今後の人口の動向を予測する中、あまりにも人数が少なくなり過ぎるような

環境ですと、当然そういうのは廃止や統合は止むを得ないと思うんですけれど

も、そういった動向など踏まえながら検討していく必要があると思います。 

事務局： 伊賀市の事例でいきますと、大山田と青山地区については、複数の小学校を

１つの小学校に統合済みとなっています。このような統合は阿山と伊賀地区の

２地域では未実施です。今後は、こういったあたりを検討していかなければと

いう意味も含んでいます。 

会長： 他にいかがですか。 

 Ａ委員： 小学校・中学校に関しては、教育委員会で方向性を検討中かと思いますが、

本委員会でこのようにしたらいかがかと提案していくことが可能ですか。 

事務局： 今回の資料の作成経緯を説明しますと、庁内の検討会議という場で各所管部

門から出てきた案をもとに議論をしました。所管部門の案は、あくまで用途別

に検討しているので、検討委員会においては、用途をまたいだより広い視点で
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審議していただくという事をお願いしたいと思っています。本委員会で出た意

見は、所管部門に持ち帰って、必要に応じて今後の方向性の検討に活かしても

らいたいと思っています。本委員会にて取りまとめた方向性を、最適化計画の

中間案を公表する１０月以降に市が地区をまわって説明していくという流れで

進めたいと考えています。本委員会では皆さんがそれぞれの立場でご意見をい

ただければと思います。 

会長： その件は、また後で戻ってきて考えましょう。次をお願いします。 

 

事務局： 【資料１ ２ページ目の説明】 

会長： ご意見、ご質問はいかがでしょうか。 

 Ｄ委員： 幼稚園は一つしかないんですか。 

事務局： 公立幼稚園は一つです。 

 Ｄ委員： 定員の方はどうですか。いつも満員だとか、減ってきているとか。 

事務局： 定員約２００名に対して、過去３年間の平均で１８８名程度の園児がいます。 

 Ｄ委員： 他の市町村とかですと保育所（園）の需要はかなりあって、なかなか削減で

きないと意見をよく聞きます。これは今後の待機児童解消に向けた国の動向を

見ても需要の解消に向かっていくだろうという中で、41 パーセントも減らして

大丈夫かと感じます。 

事務局： 伊賀市では、平成２１年に「保育所のあり方に関する提言」が出ており、そ

れによると、校区再編計画に準じて小学校区の減少に合わせて保育所も集約し

ていきましょうという考え方を提示しています。当時は将来的に１９園にして

いきましょうということでしたが、校区再編計画に合わせて見直しをしていま

す。現在、公立の保育所が２０園になりまして、私立いわゆる社会事業協会の

保育所が１４、合わせて３４園の保育所があります。伊賀市立の保育所ですと、

例えば諏訪保育所はこの３月で閉鎖をしております。これは、提言の中で参考

としている園児が１０人をきったことによります。 

 Ｄ委員： 伊賀市ではあまり共働きがないんでしょうか。待機児童の数は、都市部では

不足と聞いているが、伊賀市では需要減が大きいという理解であるならば大丈

夫かと思います。 

事務局： 最適化方針の２３ページに保育所の今後の方向性が記載しているのでご覧く

ださい。 

会長： しかし、保育所で４０％減らすというのは、全体の３０％からすると、少し

減らし過ぎだと判断をせざるを得ない。 

事務局： 先ほど申し上げましたとおり、４０％というのは公立の２０園のみを対象とし

ていまして、上野管内を中心に１４の私立保育園が整備されています。 

会長： これまでの議論で思ったのですが、保育所に限らず機能は当然維持する、そ
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れはもちろん公共だけじゃなく民間も提供するという考え方はもちろんありな

んですが、それらの妥当性を判断するための材料が今日は無いので、なんとな

く漠然と保育所を４０％も減らして大丈夫ですかという話しかできないと思い

ます。この点について、ここで改めて何か議論するのか、あるいは今日はあま

り議論しないで、我々委員の多くは伊賀市のことを詳細には存知あげないので

一般論として、いままでおっしゃったようなことを、指摘していくような形で

進めていく方がよいのでしょうか。 

本日の資料だけだと施設を縮減しても機能は維持するんだ、と言われればそ

れ以上のことは何も言えなくなってしまう。本日は、このような前提で各委員

が気付いたことを発言していくという進め方でよろしいでしょうか。あるいは

後日に、確か地域別の話があるということでしたので、その資料が出てきたと

きに少し我々も具体的にイメージできるのではないかと思いますが。 

事務局： 今回は、リデュース・総量の縮減を検討することを前提に資料を用意してい

ます。今日の委員会で概ね方向性についてご意見いただき、それを基に次回複

合化などを含めたリミックスの検討に入っていきたいと考えています。本日の

用途別の検討結果に基づいて地区別の庁内協議を行いますので、次回は複合化

等が検討できる資料を提出していきます。 

会長： とりあえず今日はこの資料の限りで気付いたことを指摘させてもらうことで

よろしいでしょうか。 

では、次をお願いします。 

 

事務局： 【資料１ ３ページ目の説明】 

会長： ご意見、ご質問はいかがでしょうか。 

 Ｃ委員： その他のスポーツ施設で、地域の利用者に限定されている施設とは、例えば

青山地区のあたりですか。 

事務局： 青山地区のグラウンドなどです。 

会長： 福祉施設などについては、全体の目標以上の縮減率となっていますが、何か

ご意見は。 

 Ｂ委員： 社会福祉施設や高齢者福祉施設で、コミュニティ圏域施設の譲渡とは、どこ

までの範囲を譲渡するという考えですか。 

事務局： 例えば、介護予防拠点施設は、福祉施設として合併前の町村ごとに整備した

施設です。現在の利用実態は、地域の公民館的な利用が中心で自治会などに指

定管理をしており、指定管理料を市がお支払しています。今後は、利用者が地

区に限定されるような上記のような施設は、維持管理を含めて地区に譲渡すべ

きという考え方を持っています 

 Ｂ委員： どの施設がコミュニティ施設か若干分かりづらいと感じます。結果的に、集
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会所的な施設はある程度まとめていく必要があると感じます。後で出てくる地

区市民センターを中心にその他の施設の機能を集約していくイメージととらえ

てよいのでしょうか。 

事務局： 例えば、福祉施設に設置されている健康器具などは、地区市民センターに移

転しても活用していけるというように思います。 

会長： それらの話は、次回以降、リミックスの話をするときに、地区別の中で議論

していければと思います。この施設を複合化していくと、というような内容を

ある程度検討できるような材料があればと思います。 

事務局： 次回の資料については検討させていただきます。 

会長：  Ｂ委員が言うように、譲渡した後は市が関与しないという感じなのか、そ

れで地元がうまく運営できたらいいですが、ほったらかしになってしまい、譲

渡したからあとは知りません、だと一般論的には疑問が残る。 

事務局： 地域の公民館を市の事業で整備する場合は５００万、改修は 125 万円などの

補助金がございます。地域の公民館を自治会の所有とすることで補助事業とし

て、助成をすることができると考えています。 

会長：次をお願いします。 

 

事務局： 【資料１ ４ページ目の説明】 

会長： ご意見、ご質問はいかがでしょうか。 

会長： 障がい者福祉施設について、削減目標率が大きいですが、機能としては大き

く減らないという理解でよろしいでしょうか。 

事務局： 現在、生活支援、多機能事業所など複数の施設がありますが、全て指定管理

者制度を活用していることから、必ずしも市で運営していかなければならない

ということはないと考えています。その中でも盲人ホームにつきましては、市

として継続していく必要があると考えています。一方、その他の施設は民間で

同様のサービスを提供している施設がありますので、民間に委ねることを検討

する余地はあるかと思います。 

会長： 運営費は市で出しているのでしょうか。 

事務局： 新たに施設を建てる場合の補助金、運営に関しての補助などはあります。 

会長： 施設のリストラを検討していく際には、弱者に対する配慮かなりしっかりや

らないといけなくて、そこが損なわれると全体の目的がマイナスに捉えられか

ねないと思います。機能を残していくためには民営化もありますし、広域的に

隣の自治体などと連携するなどは大変だとは思うんですけども色々な手段があ

ります。このあたりをしっかり検討しながらいわゆる弱者の方々に対するケア

については慎重に検討していくことが重要かと思います。 

 Ｂ委員： 行政の担当からしたら施設の縮減と機能の廃止は別ものという考え方は普通
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かもしれませんが、一般的には縮減は無くなるようなイメージにとらえられる

可能性があるかと感じます。実質的は別な形で機能は存続すると思いますが、

現在の書き方だとどんどん無くなるイメージを想起させるので書き方を工夫し

たほうがいいと思います。 

とりあえず譲渡して民間で運営費をまかなうというようなやり方で、例えば

２０年後に結果として施設の更新が必要になったような場合、民間の責任と行

政の関与の範囲を明確にしていく必要があると感じます。障がい者施設ができ

たのが平成１２年や１４年など新しいので当面は心配しないでいいかと思いま

すが、いずれは譲渡された側の責任なども検討していく必要があるかと。 

事務局： 機能の継続性は重要であると考えています。民営化した場合、機能の維持を

お願いしていくことは考える必要があるし、民間ですので経営上どこか１つの

施設に機能を集約して継続していくということもあり得るかもしれません。 

会長： 行政で全ての機能を担い続けるということを言えないことは理解できますが、

場合によっては無くなることもあるということも市民の方に理解いただくべき

と考えます。その中で、この委員会でもそうですし、あるいは市の方針として

最低限提供すべきものは継続すべきだということもあるし、それ以上のことは

住民に任せて場合によって無くなることもありうるというような考え方も理解

いただくべきかと思います。 

会長： 次をお願いします。 

 

事務局： 【資料１ ５ページ目の説明】 

会長： ご意見、ご質問はいかがでしょうか 

 Ｄ委員： 地区市民センターは、中学校区単位で設置しているのかそれとも小学校区単

位で設置しているのか。 

事務局： 住民自治協議会という単位があり、概ね小学校区です。一部、小学校区に複

数ある地区もあります。 

 Ｄ委員： 概ね小学校区くらいという理解ですね。 

 Ｃ委員： 三田地区市民センターについて、交流センターに移転するとのことですが、

現在の施設は壊すということですか。 

事務局： 耐震性がないものなどは解体して機能を移転していくことを考えています。 

会長： 次をお願いします。 

 

事務局： 【資料１ ６ページ目の説明】 

会長： ご意見、ご質問はいかがでしょうか 

 Ｂ委員： 隣保館等の方向性で、「同和問題の解決を図るため」というのは書く必要があ

るのか、イメージ的に書いた方がいいのか、伊賀市ではまだ解決されていない
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から触れておいた方が良いなど、どのように解釈したらよろしいでしょうか。 

事務局： 伊賀市においては、同和問題は継続して進める問題であり、この施設は必要

だという意味から記載しています。 

会長： 「問題の解決を図るためという理由を方針としている」という表現を変えた

方がいいということでしょうか。センシティブな問題かとは思いますが。 

 Ｂ委員： 問題解決のためという表現よりも、もう少し前向きにこれらからどうあるべ

きかという方が良いかと感じるが、伊賀市では記載した方がいいのであればそ

うすべきかと思います。 

 Ｄ委員： 隣保館の利用実態は、公民館などのような集会施設的な使い方とは異なるの

でしょうか。利用者層が限られる施設かと思いますが、周辺の公民館の機能を

移転することはできないのでしょうか。 

稼働率を見ると２０％程度と低く、もちろん稼働率だけで廃止するかしない

かの判断はできませんが、仮に稼働率が低いのであれば、周辺にある公民館を

廃止して公民館の機能を隣保館の方に統合してしまうなど、隣保館としてはも

ちろんいろんな目的があり、それ自身は廃止しないなど工夫できる点があるの

ではないでしょうか。 

事務局： 隣保館とその周辺には生活館や公民館がありますが、利用実態が地域の集会

所になっている施設は譲渡していく方向を検討しています。 

 Ｄ委員： 地区市民センターがあって、公民館があって、生活館・市民館・集会施設が

あって、と集会施設が非常に充実している気がします。一方、稼働率という点

では、かなり低い施設が多いので、統合できるところはしっかり統合していく

必要性を感じます。数字だけをみると、集会施設をもっと集約できるのではな

いかと思います。 

会長： 今日は、施設用途類型ごとに並べていますけど、地区で並べると偏在性が如

実に出るのではないかと思います。類似の同じような使われ方をしている施設

は、次回の複合化のなかで議論していくことでよいかと思います。 

あるいは特別な施設は、特別な機能があるから別枠で残していくなど、論理

があるか無いかそれが通じるかどうかなど課題はありますが、まだ検討する機

会はあるので、また地区別で出た時に検討しましょう。 

会長： 次をお願いします。 

 

事務局： 【資料１ ７ページ目の説明】 

会長： ご意見、ご質問はいかがでしょうか。 

事務局： 小規模集会施設というのは、ほとんどが農水省の補助事業で農村振興や定住

化などの補助金で整備した地区の公民館です。ただ設置をしたのは町村ですの

で、町村が事業主体になって整備して、地区で実質運営している施設です。現
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在は市の所有で、それぞれの自治会にゼロ円指定管理で管理してもらっていま

す。したがって、これらの施設の経費はほとんどかかっていませんが、改修な

どが必要になった場合にどうするのかについては今後方針を考えていきたいと

思っています。 

 Ｄ委員： 地域の人が不要と言った場合はどうなるんですか。 

事務局： 地域の公民館的な施設ですので、不要と言われることは恐らくほとんどない

と思います。 

 Ｄ委員： 住民の方が集まる場所は他にもないのでしょうか。 

事務局： 市町村合併によって、大きな行政面積を持つ自治体ですので、区や字単位で

も集会所があります。 

 Ｄ委員： 自治会の所有施設となっているのでしょうか。 

事務局： 自治会や集落などの小規模な組織、例えば組などの所有です 

 Ｂ委員： 耐震性が無い施設がありますが、これについても同様の考えでしょうか。 

耐震性の問題も含めて地区に任せるということになるのでしょうか。 

事務局： 地域との協議によるかと思います。 

 Ａ委員： 上津基幹集落センターは耐震が無いうえ老朽化しています。周辺にも集会施

設があったかと記憶していますが、今後どうしていくかを議論するのは難しい

ですが。 

 Ｂ委員： 壊すのは自由だけど負担は自分達でということになりますよね。 

 Ｄ委員： この建物はどういう構造でなどと説明をしたうえでの譲渡が必要ですね。 

会長：次をお願いします。 

 

事務局： 【資料１ ８ページ目の説明】 

会長： ご意見、ご質問はいかがでしょうか。 

      【質疑なし】 

 

会長：資料 1 の全体を振り返って、確かに Ｂ委員が言ったとおりにかなり多様な施

設がたくさんあって、総合的に考えなければいけないと感じます。考える機会

はまた今後もあるので、もし今日の時点でこれはぜひ言っておきたいというご

意見があればお願いします。 

 Ｄ委員： 名前が違っても同じような機能、使われ方をしているような施設は、まとめ

て考える必要性があると思います。名前にとらわれずに、地区に何人の住人が

いて、それに対して何平方メートル位の公民館があって、稼働率がどの程度あ

って、というような総合的に考えながら判断することが必要なのかという感想

を持ちました。 

会長： いかがでしょうか。私もあまり普段伊賀にいない人間としては同じ感想を持
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つのですが、同じようだからどちらか削った方がいいと言わざるを得ないと感

じます。 

事務局： 以前に講演いただいた秦野市の場合、面積が狭く人口がある程度集約されて

いる地域のように、例えば２００メートル歩いたら別の施設がある地域では、

我慢していただいて、施設を閉鎖して１つの施設に集約していくというような

やり方が考えられます。一方、伊賀市は５５８平方キロメートルと非常に広い

面積で、中山間地域のように人口が少ない地域に施設を減らす考え方は難しい

面もあります。地区市民センターを中心として、あるいは小学校を中核として、

施設に色々な機能を集めていくということがこれから必要になるかと思います。 

 Ａ委員： 自治協議会単位で必要な施設を議論してもらうことが理想ではないかと思い

ます。例えば、５つぐらいの施設をどのように利用していこうかなどと住民か

らあげてもらうのがベストだと思うんです。岡井先生の意見を、伊賀市の財政

から考えると全て維持することは難しいので、どうしていくべきかということ

を自治協議会の中で考えてもらうようなやり方ですね。ただし、市全体として

の方向性を検討委員会としてまとめることは重要ですし、一市民としても伊賀

市は類似施設が多く感じます。 

会長： 市民意見のヒアリングやワークショップを中間案をまとめる前にやるのでし

ょうか。またはある程度まとまった後に実施するのでしょうか。事務局として

どのような考えをお持ちですか。 

事務局： 現段階では、委員の皆様には後で説明いたしますが、最適化計画中間案をま

とめる前に公共施設マネジメントシンポジウムを開催して、市の現状をよく知

っていただく予定です。その後、最適化計画中間案をまとめた後にパブリック

コメントやワークショップを開催することを想定しています。 

会長： その時には検討委員会側が住民の意見を聞いて参考にすることも有り得ると

いうわけですね。 

会長： 資料１について、全体を通して何かあるでしょうか 

      では、資料２の説明をお願いいます。 

 

事務局： 【資料２の説明】 

会長： ９４５億円のうち６６６．８億円も減るんでしょうか。 

朝日航洋： 資料の表現の仕方ですね。今後４０年間必要となる更新費の推計結果全体は、

この表の中には出ていませんが、最適化方針の中では出しています。 

２千何百億円というところが分母で、そのうち６６６．８億円がⅠ期～Ⅲ期

の中で縮減されるという見方になります 

会長： この２千何百億がでてない。 

朝日航洋： この箇所は追記します。 



 

11 

 

会長： 資料３の緑色の施設更新費の一番下の部分に２１１８．８億円とありますね。 

朝日航洋： はい、それが分母になります 

 Ｄ委員： 建替えや改修等で必要となる施設更新費は何十年の推計でしたか。 

朝日航洋： ４０年間です。 

 Ｄ委員： ４０年間で必要となる費用とは具体的にはどのような考え方でまとめたので

しょうか。 

朝日航洋： このまますべての施設を保持し続けて建替え・大規模改修を行った場合を想

定した推計を実施しました。 

 Ｂ委員： 全体の根拠はここには今日の資料にはのってないんですね。 

会長： 資料３の⑤の２１１８億円が何を意味しているのかわかりづらいです。 

朝日航洋： 次回までに資料を修正しておきます。 

会長：資料３，４の説明をお願いします。 

 

事務局： 【資料３、資料４の説明】 

 Ｄ委員： 本委員会における考え方の確認ですが、今回はリデュース、建物総量の縮減

だけに絞った資料ですが、機能集約化などを考えた場合には、既存施設に機能

集約するような統合もあれば、新たに拠点施設を整備してそこに機能集約する

ような場合もあります。今後、新設予定の施設があるということで、総量の縮

減対象の面積が増えています。そのあたりを考慮せずに面積３０％減らしたら

コスト的には３４％以上なんていうことになるので妥当です、という考え方は

説明が難しいと思います。どうしても、新規で増やす必要性があるというのは

理解できますが、それを考慮せずに縮減目標を検討してしまうと、（最適化方針

の３４％縮減と比較して、当然３０％縮減は少なくてあたり前ですよ、という

ことになるんじゃないでしょうか。 

会長： 以上の意見についていかがでしょうか。 

事務局： 市役所本庁舎と消防本部庁舎については、想定して反映していますけど、そ

れ以外の未決定の施設については計上していません。 

例えば、機能の集約化については、中長期的に基本的な考え方として小学校

を地域の拠点施設として周辺施設の機能集約を図るということになる場合、新

たに建替える経費は不要ですが、複合化などに伴う内装の改修経費については

必要になってくると思います。しかし、現時点ではなかなかその金額を特定す

るというところまでは困難な状況です。 

 Ｄ委員： 先ほどの、１６.８億というのは何でしたか。 

事務局： それは、普通建設事業費の中の公共施設の更新に充当できる費用ということ

で、資料２の中に記載しています。 

会長： 全く新しい公共施設は整備しないというのは難しいのでしょうか。 
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 Ｄ委員： 私は一般的にはそれは難しいと思います。ある程度機能を集中させるのに、

今ばらばらあるものを、既存の拠点施設だけに他の機能を集約することは可能

であると思いますが、全て既存施設だけでまかなうことは難しいと考えます。 

会長： 新設整備の費用が結構発生するのであれば、それは加味しておかないと将来

の思わぬ負担になってくる。そこまでしっかり予想するのであれば、ここに入

れ込むべきかもしれないですね。 

 Ｄ委員： 投資可能財源額の１６．８億っていうのを毎年計算予測されていますけれど

も、時期によるばらつきを考慮した方がよいのではないでしょうか。今回の計

画の目標はいつまででしょうか。 

事務局： １５年後です 

 Ｄ委員： できれば、５年くらいにどれくらい節減されて、１０年後にはどれくらい節

減してという区切りがあるとより分かりやすいかなという感じがします。 

事務局： それらを資料に反映させてあるんですけども、分かりづらいのでレイアウト

を調整します 

 Ａ委員： 新設予定分、それを考えて言わないとダメだと思いますが、どの施設とどの

施設を統合して、というのを委員会の中で検討して提案していけるのかどうか

すごく難しいと思うんですけど、それをどうしたらよいのでしょうか 

会長： そこまでなかなか詳しく検討できなければ、総論としてこのように統合する

べきだ、くらいの話だけで終わることも当然できるわけですが、そのあたりも

含めてできれば委員の先生方の意見を頂戴したいと。もちろん総論になりすぎ

ると、誰しも言っているようなことにしか言えないし、各論になりすぎると、

本当にそこまでわれわれで検討できるのかという課題もあります。 

 Ａ委員： 絵に描いた餅だけにはしたくないなという気持ちがあるもので、理想論で行

かないとやっていけないだろうなとは思うけれども、そこにこう何かを加味す

るものをどうしていくのかというのをすごく難しいなと思います。 

会長： そういう意味では今日の資料もその最適化方針に書かれていた１５年後に３

４％減という結構厳しい目標を一応その事務局で設定しており、その概要を今

日我々が検討していくというまあ役割分担としては結構悪くないですけども、

これで我々が本当に個々の施設をこれはもっと減らすべきだ、と集計すると一

つ一つ検討しないといけなくなるので、そこまではまだちょっと時間的に難し

いかと思います。これは、私がそう思っているだけで委員の先生方がもう少し

詳細に検討した方が良いという意見などがあればお伺いしたいと思いますが、

いかがでしょう。 

 Ｂ委員： ただ秦野市などではそうだと思いますが、個別施設の実行計画はどこかの段

階で作成するのでしょうか。 

事務局： 第Ⅰ期の平成２７年度から平成３１年度分については、今年度から作成予定
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です。 

会長： 方向性の議論の仕方にも様々な方法があり、例えばリスト形式で全施設を対

象にする場合もあれば、ある市では毎年、優先度の高い施設を少しずつ検討し、

毎年継続的に検討していくようなやり方もあります。私は、伊賀市では比較的

短期間に全施設を対象とした方向性を決めていくというやり方であると理解し

ています。 

 

 ②最適化計画（中間案）の構成について 

事務局： 【資料５の説明】 

会長： いかがでしょうか。こういう情報を入れた方がいいというような意見があれ

ばお願いします。全体の構成をみると、第２章までは市全体の方針に関する内

容で、本日具体的に話した用途分類別の方向性は第３章となりますね。地区別

には特に表示はしないのでしょうか。今後議論するモデルケースの検討などを

考えると検討委員会がかなりタイトな日程になりそうですが。 

事務局： 地区別の目標値を提示するかは検討中ですが、中間案の段階では難しいと考

えています。 

地区別の複合化の全てを対象にすることは困難なため、具体的なイメージと

して例えば支所、旧役場の周辺の施設を対象にここに集約します、耐震化がな

いのでないので建替えます、というようなイメージを考えています。 

最適化基本方針６３ページ、６４ページにあるモデルケースを施設名称を入

れてより具体化していくことを考えています。 

会長： 個別施設の結論はどのタイミングで公表していくのでしょうか。 

事務局： 個々の施設の方針は最適化計画ではなく、アクションプランで第Ⅰ期分を対

象に提示していく予定です。  

会長： 同じ地区で重複した機能をもっていそうな施設をどうするか、総論として検

討していくことは重要だと思います。地区別の複合化を議論していくことが必

要と考えます。 

事務局： そのあたりの議論は次回お願いしたいなと考えます。 

会長： 次回の検討課題はかなり重要ですね。 

 Ａ委員： 個人的には、取りまとめの考え方として施設が多いから、ではなく類似機能

が多いから集約する、という表現の方が納得感があります。 

 Ｄ委員： 市としての大方針があって、それに当てはめるとあなたの地区はこうなりま

すという手順でないと説得することは困難であると思います。 

 

〇事項３ その他 

会長： 時間になりましたので今日は内容的な議論は終わりにさせていただいき、報
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告事項や日程調整に入りたいと思います。 

事務局： 次回の委員会ですけども、用途別の庁内における再協議結果を報告させてい

ただきます。 

  会長： 委員の皆さんの予定を確認したい。 

      【日程調整】 

会長： 次回以降の検討委員会の日程については、第３回は８月２日か８月６日、第

４回は９月３日に開催することにします。詳細が決定次第、事務局から連絡を

していただきます。 

  会長：本日の検討委員会は終了とします。 

副市長： 委員の皆さんの生の声、ご意見を参考にしながら今後のたたき台を練ってい

きたいと考えております。台風の近づいている時にありがとうございました。

暑い夏に本当に大変な議論をしていかなければならないですけども、将来の伊

賀市の財政健全化の為に貴重な議論の機会だと思っていますので今後ともよろ

しくお願いします。 

 

【4時 52分 開会】 

 

【第３回検討委員会】 

    開催日 ： 平成２６年８月６日（水） 

    時 間 ： 午後１時３０分から 

    場 所 ： 未定 

 

※委員名のアルファベットは、発言順に付したものです。 

 

 


