
項目 質問 回答

・県庁舎は存続するのか。 ・県庁舎が移転した場合、市庁舎として活用したい。

・個人的には全面新築し、分散を無くす方が良いと思っているが、
現庁舎の保存を前提とした中間案としか思えない。近代建築の価値
のことについて客観的、学術的なしっかりとした審議がない。委員
会の意見はどうなっているのか聞きたい。

・6月27日の検討委員会では前回の基本構想・基本計画の内容を委
員に示した結果、坂倉建築をしっかりと評価すべきであるとの意見
が出たので、委員の中で専門的な知識を持っている先生に加筆いた
だき６～８ページをまとめていただいた。今の意見が出たことを次
回の委員会に報告する。

・街づくりの観点から、本当に必要なところに建てる必要がある。
・市民が真摯に受け止め、活性化に向けて努力することが重要で、
将来的に社会情勢に耐えられる場所としたい。

・街づくりの観点から、本当に必要なところに建てる必要がある。
・アンケートについては、有権者を対象に２２２２人を分母とし
た。アンケートは基礎資料とし、アンケートありきで場所の選定を
している訳ではない。

・C案は、圃場整備の制約は無いのか。 ・C案は県庁舎の敷地内の駐車場であるので関係ない。

・市長が選挙に出た時の公約の１つに、現庁舎の所は観光集客施設
として、本庁舎は他の所に建設するという内容であったにもかかわ
らず、審議会を設け、場所の選定から行っているが、現在の心境を
聞きたい。

・以前の経緯を見ると、皆さんに納得をいただきながらということ
が大変難しかったと感じた。見方によっては手間が掛かっていると
思われるが、最初にしっかりと押さえておきたい。リーダーシップ
がどういう形に成るにせよ、市長の責務であると思っている。

・Ａ案、Ｂ案共に地上３建てと書いてあるが、建築要件があるの
か。

・景観条例があり、高さが１５ｍまでとの制約がある。

・最終、検討委員会の答申は、この４案で答申するのか。
・パブリックコメント、意見交換会の内容を項目ごとに整理して、
第６回目の検討委員会に諮る。４案を今後どうするかを委員会で検
討する予定。

・この案はいつまでに、決めないといけないのか。
・意見交換会等で意見を集約し、今後の庁舎整備検討委員会で審議
し、年内に市長に答申する予定です。

市民意見交換会の質問・回答

候補地

資料 ２－１ 
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項目 質問 回答

・今後の進め方について伺いたい。
・１１回の意見交換会の内容やパブリックコメントの結果を項目ご
とに整理し、年内に検討委員会から市に答申する予定。

・Ｃ案の土地について、従前はどんな土地であったか。できる限り
情報を共有していただきたい。

・以前は水田である。

・Ｃ案の敷地面積の説明をお願いしたい。
・Ｃ案は、伊賀県庁舎の来庁者用の西側駐車場に地上７階建の庁舎
を建設する予定。駐車場の場所については具体的に決定していない
ため、現段階では示すことが出来ない。

・地域としては、Ｃ案かＤ案に賛成であるが、市長が決定する際の
ポイントを聞きたい。

・色々なことを勘案しながら、伊賀市全体の中で、どういう方向性
でこの街を振興するのか、或いは私たちにとってどういう場所がい
いのかを判断したい。

・県庁舎の使用状況はどうか。
・平成４年に建設され、当初は３５０人の職員が居たが現在は２５
０人ほどに減っている。空きスペースはあるが、中間案としては、
独立した建物を建てる方向である。

・市長が決めた候補地を議会にかけた後、同意が得られなければ振
り出しに戻ることは無いのか。

・合併特例債の期限も迫っているので、しっかりと意味を説明し議
会の理解を得たい。

・市長が決めた候補地を議会にかけた後、同意が得られなければ振
り出しに戻ることは無いのか。

・現在の場所に建設する場合は、過半数でよいが、別の場所になる
場合は３分の２以上の賛成が必要となる。

・Ａ案～Ｄ案をどのようにまとめるのか。
・意見交換会やパブリックコメントで出された意見を項目別に集計
し、今月３１日の検討委員会で絞込みの方法を検討いただく。

・伊賀市防災マップはどこの機関が調査し、いつの調査なのか、調
査項目は何か。

・凡例項目にある区域と候補地が該当しているかどうかを当てはめ
て記載した。防災マップの土砂災害危険箇所は「平成13年度点検結
果（三重県）」によるもの。

・東南海地震による防災マップの見直しが行われているが、点検項
目の中に液状化の項目も含めて検討したのか。

・検討委員会でも防災については重要であるとの意見であった。液
状化については、崇廣堂付近で起こったとの文献があり中間案の資
料に記載した。今後のことについてはご提案として承る。

防災

候補地
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項目 質問 回答

・庁舎整備計画検討委員会の２、３回目の資料では、防災拠点つい
ての項目は空白である。４回目以降は記載されているが、防災拠点
についての審議を行ったのか。

・庁舎整備計画検討委員会の委員の中から各候補地の庁舎整備案に
比較するよう意見が出され、過去の履歴について比較表の６番の防
災に記載した。

・庁舎整備計画検討委員会の２、３回目の資料では、防災拠点つい
ての項目は空白である。４回目以降は記載されているが、防災拠点
についての審議を行ったのか。

・ゆめが丘に比べれば、「県伊賀庁舎の土地が低い。」という意見
が出たので、10月31日の第6回庁舎整備計画検討委員会に意見が出
たことを諮ることにする。

・伊賀市洪水ハザードマップを見ると県伊賀庁舎はどういう状況
か。

・庁舎整備計画検討委員会の委員の中からも浸水についての質問が
出たが、伊賀市洪水ハザードマップを見ると浸水については問題無
いということを確認した。

・庁舎整備検討委員会の第２回、３回の検討資料には、防災拠点と
しての安全性の項目があったが、５回目には有るが、４回目の検討
資料にはその項目が無いのはなぜか。

・庁舎整備計画検討委員会の委員の中から各候補地の庁舎整備案に
比較するよう意見が出され、過去の履歴について比較表の６番の防
災に記載した。

・平野地区の候補地は、伊賀市洪水ハザードマップで除外したと
なっているが、その時点でマップはあったと思うので、何故、候補
地にしたのか。

・伊賀市洪水ハザードマップにはいつ調査したのか書いていないの
で教えていただきたい。

・凡例項目にある区域と候補地が該当しているかどうかを当てはめ
て記載した。防災マップの土砂災害危険箇所は「平成13年度点検結
果（三重県）」によるもの。

・Ａ案とＢ案は地質調査済みであるが、Ｃ案Ｄ案は実施していな
い。実施しなかった理由を教えていただきたい。

・Ｃ案Ｄ案の土地は、県や民間の土地なので調査はしていない。具
体的な方向性が出れば調査を行う。

・大規模地震時とはどれぐらいのガルか教えていただきたい。
・水平加速度をガルという数値で表している。１５０～２００ガル
は震度５強を想定している。３５０ガルは震度６強に当たると想定
している。

・２２ページからの「各候補地の庁舎整備案」のところで、公共交
通を行政はどう捉えているのか。

・A案～D案について公共交通機関によるアクセスと自動車によるア
クセスを比較しているので、公共交通機関のみに偏った考え方では
ない。

・公共施設白書の資料説明を聞きたい。 　　　　（資料説明のため省略）

・伊賀鉄道の踏切を考えたことがあるのか。
・鉄道を動かすことは労力、折衝力、年月、財政面で非常に厳し
い。

防災

アクセス
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項目 質問 回答

・市庁舎建設に６５億かかると聞きましたが、資金計画を聞きた
い。

・合併特例債は７０％が交付税で返ってくる非常に有利な起債とい
うことでそれを活用します。庁舎建設基金も約15億円ありますの
で、その両方を使用したいと考えております。

・ハイトピアの建設の条件で、新庁舎は現在地に建てる条件で補助
金をいただいていると思うが、この約束を反故した場合補助金を返
すのか。

・ハイトピアはすでに策定された計画の1期目に位置付けされてお
り、仮に現在地に本庁舎が無いとしても交付税や補助金の返還にな
ることはない。

・１７億の修繕経費を掛ける値打ちはあるのか疑問である。
・南庁舎を改修し残すことで、観光資源として利用することも一つ
の手段である。

・庁舎を建設するためには、58億5千万円から65億円掛かると聞い
た。15億円の庁舎建設基金と合併特例債の説明を聞きたい。

・3ページの建設検討委員会で比較された2案では、コストは約60億
7千万円と約60億3千万円の案で報告があった。その時の面積は約
14,000㎡で想定していた。今回は、面積を15,000㎡、職員は511人
として想定しコストを導いた。庁舎建設基金は14億5千万を一般財
源として充当する予定で、合併特例債を借り入れて建設資金にする
計画である。

・合併特例債の期限はいつか。
・合併特例債については、平成３１年度末完成がタイムリミットで
す。

・中心市街地活性化の資金との関わりを聞きたい。

・中心市街地活性化と資金は関係ない。現在地に庁舎が無ければ、
第２期の中心市街地活性化基本計画の事業が出来ないのではないか
という心配ですが、必ずしも無ければいけないという意味ではな
い。色々な情報を総合すると、現在地以外の所に計画決定された場
合でも交渉の余地があると感じている。

・Ｃ案Ｄ案のコストは土地取得を含めてのコストか。 ・そうです。

・本庁舎建設の工期中も市役所は使用できるのか。

・Ａ案は、南庁舎を使用しながら、先に北側に新庁舎を建設し、完
成すれば南庁舎にいた者が新庁舎に移り、空になった南庁舎を改修
する。Ｂ案は１期工事、２期工事からなっており、まず南庁舎を残
したままＬの様な形で第１期工事を行い完成すれば、南庁舎の者が
Ｌの部分に移転し、その後、南庁舎を解体して、第２期工事の部分
を建設する予定であり、共にこの場所で事務をしながら移転が出来
る案である。

コスト
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項目 質問 回答

コスト ・Ｂ案だとどれぐらいの期間で建つのか。 ・23ページに提案として記載しているが、７１ケ月かかる。

・総合計画の２０２０年の伊賀市の人口はどのくらいになるのか。
それに対して庁舎の規模を提案しているが、総合計画の資料１３
ページに「身の丈に合った」という言葉があるが、身の丈とはどれ
だけの物として考えているのか教えて欲しい。それによって市庁舎
の建て方が随分変わってくるのでは。

・人口推計では、１０年間で１万人ずつ減少する推計である。人口
構成が非常にいびつであるので、少子化対策や産業振興を行っても
一定期間は減少せざるを得ない。行政サービスが今後どの様に推移
するかということになるが、高齢化が進むと社会保障関係の業務が
今でも増大を続けている。一方、市職員は、合併後、８年間で２３
２人削減し、後２年間で２５６人まで削減する予定である。増え続
ける行政需要に職員を維持しながら行政サービスを低下させないよ
うにしなければならない。

・新庁舎の規模は５１１名の人数で縛るのはどうかと思う。本庁だ
けである程度用を足せるのか。

・職員は現在旧役場へ分散されている。５１１名は本庁の機能を集
約した場合に必要な規模である。市民の利便性、合理性からも集約
することを念頭に議論を進めている。

・本庁舎に入る５１４人の職員数はいつの時点を想定した人数か。
・新庁舎を建設するのに４～５年かかるので、４～５年先の時点を
想定し算出している。

・住民自治協議会へのアンケートの集約方法について説明を聞きた
い。

・住民自治協議会の取りまとめについては、当初6月14日から7月1
日としていたが、複数の住民自治協議会からまとめる時間が必要で
あるとのご意見やどのような単位でまとめるのかというご意見をい
ただいたため、組織としてのまとめ方は各住民自治協議会にお任せ
するとして、まとめていただくために7月16日まで期限を延ばすと
いうことを6月末に文書でお知らせした。

・１６ページのアンケートのところで、市民アンケートと住民自治
協議会アンケートとの違いが出ているが、どう判断するのか。

・アンケート住民結果の違いについては、住民自治協議会の方が先
見性があると思う。

・アンケートの回答で「南庁舎を改修し」とあるが、改修して何年
使用するのか或いはランニングコストがいくら掛かるのかを書いて
欲しかった。そうしないと比較できない。

・建築費のみではなく、その後のランニングコストも考慮すべきあ
るが、新築するのとほとんど変わらない。

・アンケートの回答で「南庁舎を改修し」とあるが、改修して何年
使用するのか或いはランニングコストがいくら掛かるのかを書いて
欲しかった。そうしないと比較できない。

・アンケートの書き方については配慮すべきであった。

アンケート

職員
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項目 質問 回答

・16ページの住民自治協議会のアンケート結果で、既存施設活用の
意見が０件の理由は。

・住民自治協議会の判断であるので、事務局としては回答できな
い。

・アンケートの回収率は５０％であるが、返信の無い５０％につい
て委員会で検討したのか。

・市民の無作為抽出の中で一定の傾向が見られると判断する。アン
ケートも一つの方向として、検討委員会で検討し４案に導いた。市
内１１箇所の意見交換会やパブリックコメントを実施し総合的に検
討委員会に戻して検討する計画である。

・２６ページからの「機能空間の考え方」で、現在の南庁舎を改修
し、隣に新庁舎を建設したとしても、書いてある内容を実現し満足
できることができるのか。また、検討委員会でのその審議内容につ
いて書くべきではないか。

・機能空間の窓口機能については、南庁舎から新庁舎の低層階に移
す計画である。南庁舎を耐震改修しそれぞれ対応できる機能の所に
移すことで一定の機能空間が考えられる。また、以前の基本構想、
基本計画の内容を引き継げる所は引き継いでいくとして検討委員会
で議論してきた。

・南庁舎を耐震補強して何に使用するのか。 ・南庁舎を観光集客施設に使用するという請願が通っている。

・耐震補強すると見栄えが悪くならないのか。
・内部に耐震壁や部屋を区画する方法もあるため、外観を損なうこ
となく用途に応じることができる。

南庁舎
利活用

・坂倉氏が設計した南庁舎を壊すのか或いは残して違う用途に使う
のかどうかを聞きたい。

・南庁舎は、現在の建築技術をもってすれば、ほぼ新築に近いもの
にリニューアルできる。ランニングコストも新築と同じくらいであ
る。

・将来的に阿山支所の職員数が１～２名では困る。合併当時の基本
理念を絶対厳守ということをお願いしたい。将来の支所についてど
う考えているか。

・色々な問題は支所のある地元解決が望ましいと思う。そのための
人員の配備と財源を地域に持たせるように思っている。

・いつまでも古い支所を使用するのか。 ・それぞれの支所について、財政面で議論していく考えである。

・Ｃ案に賛成であるが、Ｃ案Ｄ案になった場合、上野の支所はどう
なるのか。

・現在の本庁舎は、上野支所の役割も担っている。Ｃ案Ｄ案になっ
ても上野支所の機能は併せ持つ。

・支所機能はどういうものを考えているのか。
・身近に相談できる窓口機能と地域の特色を生かすため地域で一定
の権限、財源を持たせ完結できる地域振興機能を持った支所機能を
考えている。

機能

支所

アンケート
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項目 質問 回答

・今後、市民向けの説明会は今回で終わりか。
・市民の意見を伺う機会としては、１１回の意見交換会とパブリッ
クコメントを考えている。

・各地域を回ってきた中で、市長の考えを聞きたい。
・地域によって色々な意見を聞いたので、それを検討委員会に
フィードバックして答申を出していただく予定である。

その他
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