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第 6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 10月 31日（木） 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、日置智啓、滝井利彰 

４ 欠席された委員  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（本川、上原、山本） 

６ 協議事項     （１）パブリックコメント及び意見交換会の実施結果について 

           （２）庁舎整備案について 

           （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 6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

山会長からご挨拶いただきます。 

≪松山会長≫ 

パブリックコメント、そして 11 回の市民意見交換会を開催し、委員の方にも何人か会

場でお会いしました。市民の方々の意見も聞きまして、それを検討委員会で報告をして、

各委員の方にもどういうものかを踏まえた上で、再度この 4案から絞り込みをしていきた

いと思っております。 

やはりこのまま最終的に 4案という訳にもいきませんので、今日はなるべく絞り込む方

向で議論を進めさせていただきます。 

≪事務局≫  

それでは、事項書の 2番目でございます。 

前回の議事概要の確認という事で、事前に委員の皆様方に、概要の送付をさせていただ

きましたところ、訂正のご指摘をいただきました。内容につきましては、それぞれの委員

さんの発言の趣旨に添うように修正をするものでありますので、ご指摘のとおりとさせて

いただきたいと思います。その訂正箇所は、お手元にお配りしました 6箇所ですので、説

明は省略させていただきますが、ご確認をお願いします。 

≪福田委員≫  

会議録の 5 ページで私の言った、上から 4 行目ですが、「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」という続きで「それでも」となっている所をこのよ
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うに高いところにもという意味で「このようなところにも」というふうに訂正をお願いし

たいのですが。 

≪事務局≫  

「このようなところにも尚且つ広場を確保している訳で」ということでよろしいですか。 

≪事務局≫  

他にございますか。 

それでは、今ご意見いただいた分を含めまして訂正をさせていただきたいと思います。 

今回の検討委員会の資料につきましては、訂正箇所の一覧と別添資料をお手元に配布させ

ていただいています。 

それから資料の 4をお手元に配布していますので、ご確認ください。 

それでは議事に入ります。進行につきましては、要綱の規定によりまして会長に進行を

お願したいと思います。なお、本日は木下委員が欠席という連絡をいただいておりますが、

過半数の出席をいただいていますので、委員会は成立する事をご報告申し上げます。では、

会長お願いします。 

≪松山会長≫  

それでは 3の議事の（１）パブリックコメント及び意見交換会の実施結果についてお話

いたします。パブリックコメントは 9 月 19 日から説明会の最終日の 10 月 18 日まで募集

されていたと思います。また市民意見交換会は 9月 25日から 10月 18日まで 10会場、11

回開催されています。 

市長はじめ事務局の方、ご苦労様でした。私も何回か出席させていただきましたし、皆

さんもそれぞれ地元のほうに行かれたと思います。市の方以外は全部を通して出席された

方はいないと思いますので、そういう意味でも全体集計について、事務局から説明してい

ただきたいと思います。 

≪事務局≫  

【資料 2-1、資料 2-2、資料 3について説明】省略 

≪松山会長≫  

今、事務局からの説明がありましたパブリックコメントの現段階につきまして、委員の

方からご質問ご意見があればいただきたいと思います。 

≪池澤委員≫  

事務的な事から質問していきたいのですが、この資料が昨日の夕方手元に届いて拝見し

て、アンケートの時よりも、まとめ方が大変うまくできていてそのご努力で大変読みやす

く、なんとか全部目を通すことができました。先ほどの 2-2の資料ですが、この中の 3ペ

ージの一番下のご意見ですが、Ｄ案を「指示」しますと書かれている所ですが、多分これ

は聞き取りの言葉でなくて、用紙にそのまま書かれたのかなと思います。 

聞き取りだったら「指示」というのは間違った文字ですし、あるいはこの書いた文書をそ

のまま書かれているのでしたら、この「指示」の後にカッコ書きで原文のままとか、その
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ような表現をした方がよいのではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

≪事務局≫  

こちらの資料 2-1、また 2-2 のご意見、質問につきましては、市民意見交換会で市民の

方から、口頭でお聞きした意見質問でして、この部分につきましては、事務局の変換ミス

なので、修正したいと思います。 

≪池澤委員≫  

続きまして、資料の 1、番号の 21番で、庁舎のあり方検討の⑧立地という項目で、高齢

者や障がいのある人などについて、その部分を削除するとある訳ですが、削除に至る理由

がよく読みとれないのですが、先方さんが何を言いたいのか不明だということに対して、

素直に削除しますと答えているのか、ご説明いただきたい。 

≪事務局≫  

このパブリックコメントの回答につきましては、説明が不足しておりましたが、現在

（案）という形で、当然中間案の修正をしますという部分については、事務局の案として

ご提示をさせていただいていますが、修正する、しないの最終の部分につきましては、こ

の委員会の中でご協議をお願いしたいと思います。このご意見につきまして、言われてい

るからそのままではなくて、回答案ではあるのですが、必要性についても、委員の皆様で

ご協議をお願いしたいと思います。 

≪松山会長≫  

今、池澤委員の言われているのは 7 ページにまたがって、「この文章は何が言いたいか

不明です」と、実はその部分のところだけで、ユニバーサルデザインのことについては、

その趣旨が読み取れて、事務局として、その通りだと思って削除しようということをお聞

きしたかったのですか。 

≪池澤委員≫  

私は、これは、第３回のこの委員会の議論に関わる部分かと思いますが、当時出された

資料 4に関わることで、資料４の中で例えば旧桃青中学校の敷地について、削除されたか

らいいのではなくて、第 3回の議事録の 10ページから 11ページにわたり私が発言したこ

とについて、参考にするという回答をいただいた訳ですが、その結果、立地の文言が出て

きたと私は理解していたのですが、それが簡単に削除されているのはいかがなものか。確

かに文言としてこの計画とかはどうかと、ここで立地という文言に変えるとか、多少の文

意的な文言の訂正で相手にとって、理解が得られる対応ではなかったかと、私はそう考え

る訳です。 

≪事務局≫  

池澤委員の言われることもよく理解させていただきました。事務局としまして、第 2章

の施設整備の考え方に、市民に開かれた誰もが使い易い庁舎、基本理念の一つ目で、「ユ

ニバーサルデザインの考えに基づいた庁舎とします」というところで、いろいろユニバー

サルの内容や項目が記載してありますが、その辺についてはすっきりとユニバーサルの規
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定を整理すべきという意見がありました。そういった意見の中で、この第 4章の候補地選

定の方針の⑧立地のところで、そこにもユニバーサルの考えに基づく計画としますと書い

てありましたので、ご提案いただいた市民の方が、これはここではおかしいのではないで

すかと、という趣旨で書かれたものと推察し、施設整備の考え方に集約した方がいいので

はないかと判断しまして、「削除します」と回答案を出しました。 

池澤委員が言われるように、立地にもユニバーサルの考えに基づく立地としますとか、

計画という文言を少し修正すれば、是にかなうかと思いますので、皆さん方が議論いただ

いた経緯を踏まえまして、そのように言葉の修正とさせていただいたと思います。 

≪池澤委員≫  

このやり取りの中で、本庁が上野支所と一体でなければならないと、とられるような回

答、やりとりが何箇所かありますが、その本庁が上野支所と一体でなければならない理由

については、ふれられていないようですが、その辺が市民によりわかりにくい点とわだか

まりとなって、何回か同じ質問があったように思いますが、その辺につきまして、一体で

ないといけない背景、事由がある訳ですか。 

≪副市長≫  

この庁舎整備の検討をいただく前提として、市の組織の案についてご提示をさせていた

だいたかと思います。支所については、上野支所を別途設けるという組織案にはなってい

ませんでした。上野のエリアについては他の５つの支所のような機能をどうするのかとい

うと、本庁の関係課が上野のエリアについては、直接いろいろな業務を行うということに

させていただいておりました。そういった意味で、現在のところ本庁、上野支所が一体と

なった組織案になっています。 

≪山本委員≫  

パブリックコメントの概要で今日いただいた資料ですが、庁舎のあり方検討のくくりの

中で、回答質問がありますが、個々の内容のところに、コストが明確に謳われてない気が

します。この議論の中で、「コスト縮減します」という回答を何箇所もいただいておりま

すので、そういうふうなコストを抑えるという意味合いのことも挙げておいた方が良いと

思います。 

≪事務局≫  

この中間案の９ページに課題として 3つ目に財政負担への配慮というものが、どの場所

にするにせよ、「華美な要素を排除し、ムダを省いたコンパクトでスリムな市庁舎を目指

し、建設に必要となる費用の抑制に努めなければなりません。」を前提として、課題も示

させていただいておりますし、意見交換会でのお話の中にも「コストの削減に努めます」

というようなことも説明しておりますので、この９ページのところの文言で全体を把握、

説明させていただくということでご理解いただきたいと思います。 

≪山本委員≫  

内容的にはカバーされていると思いますが、パブリックコメントの概要という資料の使
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い方が今後どうなるかによって、これを中心的に考えていくなら、そこに盛り込んでいた

だきたいと思います。 

≪福田委員≫  

ハザードマップの関係で、この委員会で候補地から外れた平野も含めての話ですが、確

かパブリックコメントの伊賀県庁舎の所におきましても、江戸時代か明治時代の古い時期

に浸水した経緯があるが、他の地域に比べて一段高いから大丈夫だろうとコメントしてい

るが、私はその部分と、駐車場が広すぎるという部分が気になっています。 

その 2点について確認したい。 

少なくともハザードマップがどんな経緯で、どこでどういうふうに作られて、どんな信

用性があるのか、何かもやもやしていて、ハザードマップに載っているので候補地から平

野を外したとか、過去に伊賀県庁舎の所は浸かった経緯があるが、今は盛土したから浸か

らないだろうとか、ハザードマップ上ＯＫであるという回答が出てくるというのが 1点あ

ります。 

私の今までの経験値から申し上げると、国交省が直轄管理をしている、一級河川の 50

年確率雨量で堤防の高さとか決められているが、絶対漏れませんということはありません

ので、それが起きた時に、三重県におきましても、河川の維持管理をしている堤防の改築

修理をする時に、ある一定の確立雨量で修繕を決定している。これを住民の方たちが見て

いて、国交省がやっているから、三重県がやっているからたぶん大丈夫だろうと、判断を

している。 

しかしながら、やっている本人たちは 30 年に１回の確率雨量しかなくて、明日来るか

もいつ来るかもわからないそういう状況の中で、ある一定、行政対市民で、市民の暗黙の

了解というのが得られている。 

一定の部分がそういう基準に基づいて、市民に納得がいくといことでやられているが、

このハザードマップには例えば先ほど 50 年に 1 回来るのだということになれば国交省の

一級河川の直轄管理の堤防の基準ですから、これはすごいことだと思います。30年確率に

なったらどうだろうかと、そういった見方がある訳ですが、ハザードマップで書いてある

からいけない、県伊賀庁舎については過去に浸かった経緯があるが、周囲より高いところ

に盛土して浸からないだろうし、ハザードマップに危険と書いてないからＯＫとみなされ

ているのですが、ハザードマップはこういう理論構成で成り立っていて、こういう部分で

ハザードマップ上ＯＫであるからここへ建てても良いという部分があってもいいと思い

ます。その部分について事務局に一度検討していただきたいと思っています。 

２点目は駐車場必要台数が 700台とか、或いは伊賀県庁舎の部分で駐車場は当局として

は、駐車場は何も決めてないという回答がされています。私は過去の経験から、駐車場の

下に市民が防災、もちろん大水害、震災の時に駐車場の所を広場にする可能性があるとい

うことで、駐車場の下には市民が滞在してもある一定の部分しか対応できませんけれども、

水が入るようになっている、そういう駐車場を見たのですが、駐車場はそのようにも使え
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る訳で、狭いとか広いとかもありますが、防災上非常に活用すべき場所だと思っています。 

そういう事からすると伊賀県庁舎の所に建てるとか、曖昧な答えは仕方がないのかと思

いますが、防災上においては防災基地にもなりますし、具体的に検討した方が良いのでは

と思います。そういう観点で資料を見させていただいたので申し上げておきます。 

≪事務局≫ 

駐車場につきましては、基本的には庁舎を整備するための駐車場、お見えになる市民の

方の駐車場、職員の直接的な用途で現在は考えています。その周辺に防災用の広場とか小

中学校などのグラウンドがあれば防災用の広場として使うことも大事でありましょうし、

福田委員さんが言われたように、その隣接している駐車場の一部を防災用の多目的広場と

して使うことも一つの可能性として考えられると思います。 

回答した案として、直接的な用途として駐車場を 770台配備すると、これは市民用、職

員用と規定をした上で、すべての場所を含めてそのような考え方の基に回答させていただ

いています。おっしゃるような使い方も有事の際は考えられると思います。 

≪池澤委員≫  

資料 1 の 27 ページの 76 番の福利厚生諸室のやり取りですが、「職員の労働組合の事務

室の必要性については、設計時に検討します。」とありますが、設計時にどういうような

意思決定を、誰がしていくのかについて教えていただければありがたいと思います。 

≪事務局≫  

現在、庁舎の中に職員の福利厚生も兼ねまして労働組合の事務室が一部あります。現状

を踏まえて、このご意見については、「庁舎内に設けないことにします」と明記すべきと

いうご意見ですが、「具体的に設計時に検討します」というのは、スペースを設けるか設

けないか、設計の時に労働組合側と話をさせていただくということです。 

今現在については、先に一方的に市として断言できないので、設計時に検討すると記載

をさせていただきました。 

≪池澤委員≫  

資料 1 の 1 ページの 3 のやり取りですが、ここの回答で、「既存建築の特性などに十分

配慮できる設計者を選定することで、」云々と有りますが、この庁舎の建設は、改修工事

にいずれも庁舎の建築というもののあり方については、設計者の選定が大変重大なことで、

これは私たち検討委員会で関わることなのか、どうなのか、分からないことですがそのこ

とと、少なくともいろいろと坂倉建築云々と言われているが、それがそもそも設計者を選

定することの重大さの反映の一つであると思います。もし、私達がこういうことに関わら

ないのであれば最終的に市長がしかるべき時に設計者を選定する方法につきまして、その

思想を踏まえた明言をしていただく機会をぜひ設けていただきたいと要望するところで

す。 

≪上田委員≫ 

事務局のみなさん意見交換お疲れ様でした。ぼくも一会場に行かせていただきました、
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後も回りたかったのですが、なかなか都合がつきませんで、別会場にはうちのメンバーに

3会場行ってもらって、意見をお伺いしました。 

やはり場所によっていろいろな意見が出たと思うのですが、実際事務局が全部回られて、

どのような感想をお持ちかと、具体的にどの案がというのは難しいと思いますので、市民

の声を聴かれて市庁舎に対する部分で、11回行っていただいて、事務局としての感想をお

伺いできたらと思います。 

≪滝井委員≫ 

事務局は、感想は述べられないが事実は述べられる。 

≪上田委員≫ 

また別の機会にお伺いできたらと思います。 

≪松山会長≫  

事務局としては、先ほどの説明で忠実に報告いただいたことと思います。 

私も全部出ていませんがそれぞれの会場で、熱心な議論をいただけたかと全体的に感じ

ます。 

（2）の庁舎整備の比較表について議題としたいと思います。 

その前に、上野地区だったと思いますが、比較検討案の中でＣ案とＤ案についてそれぞ

れ県の施設があって建物を建てた時にボーリング調査とかをやっているのではないかと。

市と県の間なのでなんとか入手できないか、それで液状化の判定の資料とするのはどうか。

この庁舎については分かっているので、Ｃ案Ｄ案の調査が出ていないのはバランスを欠く

のではないかという意見がでました。それで市の方から県の方に地質調査報告書を出して

もらい、それで僭越ですがその報告書を読ませていただき、考察という形で追加資料をま

とめさせていただきました。 

ボーリング柱状図とか、本当は当然もっと何本も打って調べていますが、その中で一番

良さそうな所、一番悪そうな所、その 2か所くらいが出ているもの、あとは間のところだ

ろうという柱状図を付けまして、説明をさせていただきます。 

まず県の 2つの調査報告書ですが、伊賀市の建物のところは基準が検討までされていま

す。それは通常だと洪積層は液状化しないと言われていますが、阪神淡路大震災以降、埋

立地・造成地で砂が多くて、水が来ているそういう所は、ひょっとすると液状化するかも

しれないので、そういうところはきちんと検討しておいた方がいいということになってい

るので、やっています。 

県の両敷地は、液状調査の判定のための調査ではなく、建物を建てるため、どういう基

礎、杭を打つのか、そのための調査ですので、そもそも内容が違っています。 

ボーリング調査で地質を調べているという意味では同じですので、読み取っていきます

と、県の伊賀庁舎は地下 30センチから 70センチくらい、埋め立ての浅い所と深い所を馴

らしていますが、そこが造成、盛土です。 

その下 2.5～4.8ｍのところは、洪積層で 200万年前から１万年前に、地球が氷河期にあ
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った時にできた地層で、基本的には粘土とか礫まじりの砂とかです。そこから下 2.5～4.8

ｍより下になりますが、ここは上野累層と言いまして 500 万年前～200 万年前の非常に密

で硬いものですので、Ｎ値で表しますと、重い建物を支える杭は、Ｎ値が 50～60 以上の

ところに杭を打つのが基本です。そのうえで多少あったとしてもそこに 1ｍ、2ｍくらい打

ち込んでおけば、十分な支持力があるという報告書になっています。 

7 階建てのＳＲＣの建物を建てるための、その杭としてどうなのかということですが、

問題はないと判断されています。 

その次にゆめドームの方はどうかといいますと、丘陵地であったことは皆さんご存じだ

と思いますが、かなり大規模な造成工事が行われております。 

ポイントポイントで多少違ってくると思いますが、2ｍほどの所では地表面から、浅いと

ころでは 4.17ｍ深いところでは 14.4ｍまでが埋め立てをした土砂でできています。 

そのすぐ下には、最大で 4.25ｍですが、洪積台地があったところを削って埋めたところが

ありますので、0 のところもある。その下に先ほどの上野累層という非常に良い地質があ

ります。ゆめドームについてもセメントミルク工法による埋め込み工法の杭、それで十分

な支持力があると判断されています。 

次のページに今までにも事務局から報告がありましたが、それをさらに見ていくと柱状

図を見るだけでなく、液状化の検討とか、ＰＳ検層、密度・キャリバー検層、常時微動測

定、室内土質試験を踏まえて液状化が大丈夫かということです。それで委員会の中でもか

なり低いといえるものと低いと判断されたものが報告されていたと思いますが、かなり低

いと低いはどのくらいのものかといいますと、液状化指針のＰＬ値というものがあります

が、0 という値が普通だと恐れが全くない状態です。これ以上ないという良い場所でも低

いと表現します。0から 5までがかなり低い、この地盤の場合、10本の中で 2本だけこの

数値が出てきていて、それぞれ 0.72と 1.369、で 0より多いので、かなり低い、5までが

かなり低い中での 1.37なのでかなり低い中でも低い方の地層です。 

さらにＲＣの重く大きな建物と戸建住宅とは少し違いますので、かなり大きな造成をや

っていて、10ｍ以上も危ないのではないか、と言われるかもしれませんが、戸建住宅では

問題ないでしょうし、県営住宅もあり、杭の計算もきちんと行っているので、ほぼ安全で

あると思われます。以上私の見解として報告しておきます。 

それでは、庁舎整備比較表について事務局から資料 4の説明をしていただきたいと思い

ます。 

≪事務局≫  

【資料 4について説明】省略 

 

≪松山会長≫  

それでは、この項目につきまして委員の皆様方のご意見、ご質問をいただきたいと思い

ます。 
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≪滝井委員≫  

資料 4と共に松山会長が報告してくれた追加資料についてお聞きしたいと思います。 

液状化の検討の項で、ＡＢＣＤそれぞれに比較するはずですが、そのための資料がＣ案

Ｄ案で得られていない。液状化のための調査がされていないということです。私が液状化

について懸念しているのは、建物は大丈夫でしょうが、支持層まで杭を打ち込むなり、地

盤改良なりしていますから。しかし、その近傍周辺がどうなるか心配している。地域全体

の話になるので、その建物の周辺が液状化して通れなくなると、防災拠点となる市庁舎に

アクセスできないという事態になります。それが一番懸念するところです。その辺につい

てこの資料では語られていないのではと思います。 

≪松山会長≫  

追加資料の最後に液状化の履歴図、今までの中で、かつて付近であったものまで出てい

ます。 

東海大学出版会が出されたものですが、過去の歴史・地震で、小さい丸、小さい三角と

大きな丸があります。この差は何かというと小さい丸、小さい三角は、そこの場所、小さ

な範囲で液状化が確認された場所です。それに対して北側の関西線の方にある大きな丸は

一つのポイントではなく、旧の字名・地名で複数の箇所の液状化の発生をした場所を示し

ています。同じ地震の時でも、街中の方では 1 か所、2 か所、それに対して川の低い方で

は至る所で発生したことを表している。ですので、確かに伊賀庁舎の周りでも液状化も見

られますが、当時すでに町があった訳で、町のあちこちではなく限られた部分で起こった

ものです。 

土の中は分かりづらい所なのですが、もう一枚地質推定断面図を付けています。これは

この敷地を切った断面でその地下がどうなっているのかというものです。この地下の中で

も、真ん中の№3 のボーリング調査の中で、Ｄｓ層というのが上から二つ目にあります。

これが液状化の恐れがあるのではないかということで検討されたものです。 

例えば、№5 のボーリング調査ではこのＤｓ層がみられておりません。つまりこの敷地

の中でもかなり状況が違うこともあります。ですので、液状化した履歴は確かにあるが、

この辺全体的にそのような地層ではないのではないかとこの図から読み取れると思いま

す。 

≪滝井委員≫ 

本当に液状化がするかどうかは地震が来てみないとわからない話だと思います。しかし、

国や県、先日も大阪の津波のニュースが出ていました。最大 13 万人、かなり都市の奥ま

で行くという、国よりも大きな想定をしている。安全を考える訳ではないですが、3.11以

降、想定外という言葉は使わないでおきましょうということになっています。考える手立

てはすべて考えていきましょう、その中で判断していきましょうという話になっています。 

我々はこのボーリング調査から科学的に判断するしかないので、これだったら可能性が

少ないといえる訳ですが、これは全て歴史的な液状化の経歴なので、そこに人が住んでい
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なければ記録が残らないということです。人が住んでいるからこそ記録が残るのであって、

人が住んでいなかったら、そこまで分からない訳です。その辺のことを頭に置いておかな

ければいけない。 

この庁舎の計算は 350 ガルです。しかし、400 ガルの地震が来たらどうなるのかという

話になります。事実私の手元資料には 400ガルもあるよという話がある訳で、これは前に

もお話しましたが、ある政府系機関が調査した結果です。その地図を見ますと緑ケ丘も 400

ガルになるのです。400 ガルというとだいたい震度 7 です。6 強か 7 まではいかない、だ

とすると直下型が来ると 6強か 7になります。 

県の予測では直下型で名張断層が動くとこの辺りで 6 強くらいになります。東海では 5

レベルです。そうするとやはり不安だということがあります。ですから、今考えられる想

定を想定外ということが無いように十二分に検討しておくべきだと私は思います。 

Ａ，Ｂ案は現在地、Ｃ，Ｄ案は別の場所、別の場所についても同等な調査を、ＰＬ法な

らＰＬ法のやり方で見ておいた方がいいのではないか。少なくとも地下水位の高さでも判

断できますよね。水がなければ液状化しないし、水があって、細かい砂があれば液状化す

る可能性が大ですから、砂状の物が有るかどうかはボーリング調査すれば分かります。そ

して水位が高ければ液状化する可能性もある。 

その辺のことを頭に置きつつ、液状化の調査はＣ案Ｄ案においてもやっぱりやっていた

だいた方が良いと思います。誰がやるのかは問題ですね、県有地ですから。その辺を私は

非常に懸念しています。 

歴史的な事実は有りとして、3.11 や貞観地震、平安時代の話ですから、1000 年単位で

起こらないとは限らないので防災拠点としての庁舎を考えると非常に重要な話になるの

ではないかと思います。 

≪菊野委員≫  

少しクロスオーバーする部分がありますが、液状化については、緑ケ丘の方は危険な所

があると聞いております。 

また、液状化だけでなく、活断層が結構走っていますので、資料としてお出しいただけ

るのなら、出していただきたいと思います。 

もう一つ地震のことだけでなくて、どこかの意見交換会の時に、２８災害の時の洪水の

記録が市にあるのではないかという話が出たそうですが、そちらの方もお示しいただきた

い。平安、江戸時代の地震の事も大事ですが昭和の洪水の記録も判断材料にしていただき

たい。 

もし、防災拠点への経路に水が浸かるような所があれば、地震よりも先にそこにはたど

り着けない可能性もありますので地震、水害双方で公正な判断ができる資料をお示しいた

だきたいと思います。 

≪山本委員≫  

資料 4のコストの面を見ておりますが、市民意見交換会の時にも話がでましたが、市民
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の方もコストを気にしていて、市役所の方に「こんなにお金を掛けてよいのか」と言って

いる方もおられて、その印象が強いのかコストについて言わせていただきます。 

Ｃ案、Ｄ案は南庁舎の改修の 15 億円は入っておりません、直接的な問題ではありませ

んが改修するにはもれなく付いて来る 15 億円ということになると思います。それがもし

特例債を使えないなら、まるまる 15 億円支出しないといけなという話になり、ものすご

い大きな話になりますので、そのこともコスト問題の中に入れておいた方がよいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

≪池澤委員≫ 

資料 4の立地条件アクセスの確認ですが、人口重心地という言葉がありますが、これは

どういう範囲のことでしょうか。 

≪事務局≫  

人口重心地を求める数式がありまして、算定をしますと、伊賀市としてはどうも文化会

館の北あたりがちょうど人口重心地と見受けらます。そういう意味からこのＣ案、Ｄ案は

それに近いという記載をさせていただきたました。 

≪滝井委員≫ 

資料 4の建築文化にかかわる話をさせていただきます。委員長、これは建築文化に関わ

る話なので説明させていただいてよろしいですか。 

お手元に表裏刷のチラシを事務局の許可を得て配りました。 

「人間のための建築－建築資料に見る坂倉準三展覧会」東京で行われて主催は文化庁です。

文化庁が整備した国立近現代資料館の第 1回目の企画展が坂倉準三になっています。この

11月 27日から 2月 23日までの数ヶ月間の大イベントです。この取り組みが今東京で行わ

れていることを申し上げたい。国が注目している坂倉準三、しかも文化庁が注目している

ところから考えますと、建築文化の中で南庁舎が無くなるということは私の頭では全く考

えられない。 

せっかくこれだけ立派な資産を残していただいている、返す返す 1年前に戻り、北庁舎、

中央公民館が残っていれば一番良かったのですが、残念ながら二つ無くなりました。しか

し、まだ南庁舎と西小学校体育館、レストハウスがあります。 

これが残っているなら、これを最大限未来に繋げる利活用していくことが現在生きてい

る我々が未来に対して、過去の資産・現在の資産を残していくという最大の意味だと思い

ます。どのように利活用するかというのは、別の議論になると思いますが、建物自身が持

っている価値は、耐震補強をすれば形が変わるじゃないか、など色々言われますが、形を

変えずに設計思想を受け継ぐということは、補強の設計の中で出来るはずです。 

国の重要文化財、登録文化財であっても、そのような趣旨で耐震改修が行われている訳

ですから、この建物ができないはずはない。 

そういうことで池澤委員がおっしゃった様に、この建物を生かせる設計をしていただき

たいと思います。建築文化の中でそういう意見として私は持っておりますので、4 案の中
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でＢ案は建物を無くすという案ですので、私の頭では全く考えられないという意見です。 

≪中西委員≫  

やっとＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの案まで戻ってきましたので、お尋ねします。 

第一に、この件を決着しない限り、支所のソフト面、人員的な配置とかは行わないので

しょうか。例えば、建てるにしても 2年間くらいの空白期間ができますが、その 2年間で、

我々旧大山田村の住民が行政サービスを受けるのに非常に支障をきたしている現実を 2年

間我慢しなければいけないのか。それができないのなら、もうなんでもよいので、好きな

所に建てたらよいのではないですか。液状化とかいろいろ言う前に、せっかくその北庁舎

を潰して駐車場にしたのに、駐車場としての役目もままならないところに、置きっ放しに

しておいて、まだ 2年間もかかるとか。 

一番初めの時に行政としての組織がなってないと言わせてもらっているのですが、それ

に対する回答はどうなっているのですか。この建物の事を決めない限り次が動かないのか、

それをここでもう一回協議してもらいたい。 

≪副市長≫  

支所についてはそれぞれ 5か所ございますし、存続するということで将来の組織につい

て説明させていただいております。 

ただ、本庁の機能、各課が北庁舎を壊したことにより、それぞれの支所の庁舎の中に分

散していることが、市民にとって非常に不便をきたしていると共に、市としましても効率

的な市政運営になりづらい課題と思っていますので、この状況を早く解消すると共に安心

して業務ができる、防災機能を果たすという点でもしっかりとした建築物が必要だという

認識のもとに現在、議論いただいていると思います。 

≪中西委員≫ 

私は最初から新市建設計画に携わっていまして、その時の話が、大きな支所、小さな本

庁ということで色々検討されていました。 

大きな支所は、あくまでも人数が多いのではなく、支所は総合支所だと。住民福祉課だ

けでなく、建設部とか他の税務とかなくても総合支所として設置されておれば、そこに行

けばなんだかのアクションが発生すると思うのです。 

私が行った時は、支所の皆さんが私の顔を知っているからかも知れませんが、これはこ

こではないのであっちに行ってくれませんかと言ってくれます。 

総合支所としての意識を持たない支所を置いていてもつまらんのではないかと思いま

す。いくら庁舎が分散している現状であっても、我々住民は税金を払い続けている訳です

から、それに対しての住民サービスというものは受ける必要、権利が有るのです。だから

今の状態では、職員の人たちは専門的には頑張ってくれていますが、自分で分からない担

当の者が来た時は、せめて先方に電話で連絡をとって、誰々が行くので頼みます、という

べきだと思うのです。私は担当と違うので関係ない、そうは言いませんが、そういうよう

な表現の仕方を支所ではなされています。 
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逆に本庁の建物が出来たとしても、同じかもしれませんが、本庁の建物が無いという理

由で、あっち行け、こっち行けと気楽に言うのが理由として通っていくのはまずいのでは

ないかと思います。 

≪副市長≫  

庁舎の整備のあり方というよりは支所にどういった機能を持たせていくのか、更にはそ

こで担う職員の資質、人材育成の課題として伺いましたのでその点につきましては、今後

しっかりと対応していきたいと思います。 

≪滝井委員≫  

中西委員の言われる通りだと思います。住民が求めているのは身近な所で総合的なサー

ビスを受けたいということ。これはあっち行け、こっち行けと言われたらやはり嫌ですよ

ね。そういうたらい回しを無くそう、そういう趣旨でないとだめですね。 

前回、前々回も申し上げましたが、そのためにコンシェルジュを置いてくださいと。職

員の資質を高めていただいて、それで対応できなければＷｅｂを使いなさい。 

お互いに顔を見ながら疑問を身近な所で解いていくことが必要なのです。あっち行け、

こっち行けというような、そんなサービスは有り得ない。ますます老齢化していくのです

から、身近なところで相談に乗ってもらえるということが本分だと思います。庁舎の位置

など色々有りますが、中西委員が言われることはソフトの解決であって、今からやろうと

思えばできると思います。 

≪中西委員≫  

私、地区を見ておりますとやはりＡ案。何故かと言いますと会長、副会長が実際地区を

回って、一番何が大変か。車で行くにしても老齢化しているので、もみじマークをしてい

るのがほとんどです。それから公共交通機関を使っても、今言った話で阿山支所の中に建

設部が置いてあります。行こうとしても車なら 10分足らずで行けますが、車に乗れない

人は一旦、上野市駅に出て、阿山支所行のバスに乗って行かないといけないし、ダイヤを

組んでいかないと向こうに泊まらないといけないくらいの時間になります。 

そういうことからみたらＡ案、Ｂ案になりますが、坂倉準三さんの建築の価値、設計価

値からみたら、Ｂ案は納得いかない。そういう消去法で行きますとＡ案がよい。 

Ａ案にしてもどちらにしても、今の南庁舎にも補修をしなければならないということも

ありますので、費用対効果というものを考えたら、Ａ案の方が良いのではないかと思いま

す。 

≪松山会長≫ 

資料 4の立地条件アクセスのところでＣ案，Ｄ案が人口重心地に近いということでした

が、私がチェックを見逃したのですがＡ案Ｂ案では、公共交通機関のアクセスが良いとい

うことがＣ案、Ｄ案と違う所だと思いますので、括弧で囲っておくべきかと思いました。 

≪日置委員≫  

自分もこの中では地区の代表と言うこともあり、Ａ案になるかと思います。 
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パブリックコメントを見させていただいて、こういう意見もあるのだなと参考にはさせ

てもらいましたが、中西委員の言われた通り、阿山地区や伊賀地区の方がどうしても本庁

に行かなければいけない時に、もし、ゆめが丘や四十九町では、絶対こっちに一旦出て来

なければならない。そこでまた 1～2時間待たなければならない。直通バス等、市の負担

で開通すればまた別ですが、費用も掛かってくる訳ですし、そういう全体的な管理の面か

らみたらＡかＢという話になって、実際確かにこの景色を見ていて、西小の体育館なども

補修したらそれなりに良い景色になるし、自分たちにとっても見慣れた景観なので、Ａ案

が妥当だと思います。 

しかし、Ａ案も工期が全体的に掛かり過ぎるかと思います。その部分をコスト部分も含

めてもっと明確に出してほしいと思いますが、現状の案ではＡ案支持となります。 

≪福田委員≫ 

以前からＣ案ということで言わせてもらっているのですが、その際にまず、ル・コルビ

ジェ、坂倉建築、私が思っているのはいわゆる東西軸です。鍵屋の辻から、芭蕉生家まで

その中央部に位置するところに南庁舎を利活用するということです。 

ただ、専門の方は、坂倉準三を残すだけで価値があると言われていますが、私はやはり

東西軸を伊賀市の文化遺産ゾーンとするのであれば、ポイント的にはごく中央部に位置し

ていますので、これをいかに奏でるかということだと思います。 

要するに一番西の鍵屋の辻から崇廣堂、それから上野高校、それから芭蕉生家まであり

ますが、それぞれ、奏でるイベントを展開していく。そういう中で伊賀市を物産展も含め

てＰＲして、尚且つ活性化するためには、例えば祭りのようなものをどこかで催してやる。 

現在北庁舎が壊したところに格好の場所が空いているじゃないか、そこをいかに活用して

文化遺産を継承していくのかあろうかと思います。 

もう一つは、Ｃ案で、町の外れに該当するのかなと思います、Ａ案Ｂ案を推す方がおら

れますが、交通面で行政バスというのも、20分も待たないで次の行政バスが来る、南と北

にすなわちＣ案の伊賀庁舎と南庁舎の部分をどういうふうに結ぶか、結ぶ中で銀座通りを

活性化させるためには、やはりコミュニティバスの運行が必要ではないかと感じています。

Ｃ案はやはり伊賀庁舎が横にありますし、日常的に郡部の人が使っている名阪国道がある

のは利用しやすい場所と思います。 

≪菊野委員≫ 

私の意見としましては、Ａ案で良いのではないかと思います。 

それは、まず歴史薫る文化の街ということで、街づくりを進めている以上、歴史的価値

の有る物はできるだけ残していくべきだと思います。 

もう一つは、後世に負担を残さないということが大前提でこの意見を採択しております。

防災面とか経費面とか機能面とかいろいろ考えまして、やはり最終的に目指すのはコンパ

クトな行政かと思います。そうするとお金の掛からない効率のよい、街としての財産がな

るべく残るような方法として、Ａ案が良いと思います 
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例えばＣ案、Ｄ案にした場合、建物と周辺の整備だけを考えますと、ここにある計算、

本当かどうかわかりませんが、これくらいの経費で、まかなえるのではないかと思います。 

しかし、パブリックコメントに出ている意見で、交通の整備とか伊賀鉄道の駅を造った

らどうか、お年寄りにアクセスし易い環境を整える、それに掛かる経費を考えますと、当

然伊賀鉄道にしても、バスにしても税金からの負担が絶対出てくるので、それらを考えま

すと 60億くらいのものがひょっとしたら 100億くらいになってしまうかもしれない。 

現在のところ、街の中心が、誰が見てもこちらであるので、歴史文化の中心はこちらで

行政の中心はまた別の所と一つの町に二つの中心ができて、求心力が落ちて街の財産が損

なわれるというのは、他の事例を見ても結構ありますので、見えない財産を失うことと思

います。そういった面からもＡ案と思います。 

全然ピントがずれているかもしれませんが、上野城がありますが、上野城の前には筒井

さんのお城があって、その前に何があったかご存知の方もいらっしゃると思いますが、そ

こにどんな機能があったか、フランス革命より 200年以上前から議会制民主主義があった

のです。こういった歴史的文化的な土地を離れて行政があるよりは、そのお膝元に行政が

有った方がいいのではないかなと思います。その辺を含めましてＡ案ということで提案さ

せていただきます。 

≪松山委員≫  

私はこう見てきてＤ案かなという意見です。 

私が郡部に住んでいるし、若いからかもしれないが、どうせ車で来るし、大抵来る方は

車で来られている方が多いと思うので、アクセスの面といっても、今現在、公共交通機関

は必要ないかなという意見もあるためＤ案です。 

駐車場の確保とかいろいろ書いてあるので、市の方もここへ来られる方は車で来られる

というのを想定していると思うので、それであれば駐車場の広い敷地を確保できる広い場

所があるＤ案が良いと思います。 

≪上田委員≫  

あくまで個人的な意見です。今日こういう集約があると思っていなかったので、本来な

らば今日の資料を会のほうに持ち帰って会の意見という形で出させていただくのが良い

よいと思うのですが、街中に住んでいてということはあるのですが、個人的にはＣ案がい

いのかなと思っていました。しかし、色々な方のお話を聞いていていたら、Ａ案の重要性

も十分に感じられますし、僕が個人的にＣ案と思っていたのは、先ほど松山委員の言われ

ていた部分で結局車を利用していくとなれば、旧阿山町、伊賀町の方たち、大山田を含め

まして、名阪に近い方が利便性が高いのかなというのでＣ案と考えました。 

あと、残った南庁舎をどうするのか踏み込んでは、現時点ではＣ案であってもそこまで

は考えてないです。 

しかし、先ほどの歴史や文化といった部分の話を聞かせていただいき、僕も知らなかっ

た部分ですので、さっきまではＣ案と思っていたのですが、Ａ案も。現時点では個人的な
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意見はＣ案ということです。 

≪西委員≫ 

今日は駐車場に停めて庁舎をまじまじと見ましたが、バックに何も無くてすっきりと緑

が映えていて庁舎が浮き立って、これを残すとすれば、もう少し美しく、観光客の方にも

坂倉準三の建築物であるとアピールするならば、もう少し改良が必要かなと思いました。 

Ａ案ならば、横に庁舎が建つ訳で、そうすると、南庁舎がまたくすんでしまうのではな

いかと感じました。それでアクセスについて、ここが交通のアクセスが良いと思うのです

が、私もここの庁舎に公共交通機関を使って来る方がどれくらいおられるのかなと思いま

す。阿山の方も伊賀町の方もいずれにしてもどこかまでは車で来ないとアクセスできない

と思うのです。なので、この場所でアクセスがいいからという理由は私の中には無いです。 

そして、Ｂ案はもちろんこれを解体することになるので無いと思いますが、Ｃ案かＤ案

も考え合わせてみました。 

Ｃ案は、県庁舎のことですが、意見交換会の質問回答、資料 2-1のところで最初の質問

に、県庁舎は存続するのかという質問に対して、「県庁舎が移転した場合、市庁舎として

活用したい」と回答していますが、巷には県庁舎を市が買い取ることになるという噂を聞

きましたが、それがどれくらい現実的なものなのか全然分かりません。市として庁舎を活

用したいというお考えがあるのでしょうか。これが今、新しく庁舎を建てて 100％の機能

を作って、県庁舎が移転した時、どのような活用を考えておられるのか、もし県庁舎が移

転した時まで待てないのかなと考えたりしました。 

≪副市長≫  

まず、県庁舎が移転するということについて、現在は検討されているとは聞いていませ

ん。平成 4 年に現在の県庁舎ができましたが、現在約 100人既に職員が減っております。

市町村合併に伴って、教育、福祉、いろいろな事務所が無くなって市の方に権限移譲され

ています。今後さらにいろいろな業務が移譲される可能がありますが、庁舎全体としては

会議室や倉庫でかなり転用されているものの、余裕スペースも若干見受けられます。 

そのようなことを含めて本日の資料 4の裏面、コストのところに、「一定の範囲内での相

互補完が可能になる」というのは、余裕スペースを活用する可能性があるのではないかと

いうことを書いてあります。 

≪松山会長≫  

市民意見交換会の中で人口が減っていくのに、511人職員が必要なのかという質問があ

った時に、市長が答えたと思うのですが、高齢化になれば市民サービスをもっと充実させ

なければいけないこともあるだろうし、或いは地方分権がどんどん進んでいます、そうい

う面で県の仕事が市にやって来る、そうすると市の仕事量が増える訳で、県の伊賀庁舎の

分が市に来るというニュアンスなのかなと思います。 

将来的に道州制がどうなるかとか、いろいろ不明の中で、とりあえず阿山の方に建設が

あって、大山田の方は非常に不便をしていることもありますので、先延ばしにしては、県
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が移転するかしないかはっきり何も検討していることすら、正式なルートでは聞こえてこ

ない段階で、待っていたら何年先になるかわからないので、その辺のことは置いておこう

ということです。 

ただ、現状である程度空いているスペースがあるだろうから、会議室などを使わせても

らうなど、しかし県もお金を掛けて建てている以上、費用負担は発生してしまうのかもし

れないけれど 15,000㎡を少しでも小さくする、そういうことはＣ案だと可能だというこ

とではないかいうことです。 

≪山本委員≫  

コスト面の部分からいきますと、Ａ案になってくるかと思います。まだこれでも 58億

で、とんでもない金額ですのでまだまだもっと圧縮して欲しいと思います。 

どうせお金を掛けるのなら、芭蕉記念館とか人を呼ぶようなところにお金を掛けるのが

いいのではないか。市役所につきましては住民の方が便利に使う部分は、十分に気をつけ

る必要がありますが、単に事務的な所だったら、そんなに広々しなくても必要な面積があ

れば仕事はできると思いますので、工夫をしてほしいと思います。ただ単に総務省が何㎡

必要だからとか、そうしなければいけないと、そこまでこだわる必要はないでしょうし、

面積、費用、人数からもう一度見直してもらい、もう少し小さくしてほしい。今まで北庁

舎があった時には、それでやれていた訳ですから、私の考えとしては北庁舎を復元すれば、

一番コンパクトで景観も良いのではと思います。 

もし、この市役所が違う所に移れば、このエリア、地域が寂れることは間違いないと思

います、街が死んだ状態になってしまいます。 

そう言っても、移ったその場所が元気に溢れかえるか、活性化するかというと、多分そ

れはないと思う。街が寂れていったところは活性化しないと思いますから、ここの場所で

やっていく必要があるということになると思います。 

取り壊すというのは、私の頭には無かったので、よくよく考えると取り壊すという議論

が無いまま、この意見が生き残ったのが驚きです。 

Ａ案のような形で残してもらうのが一番良いと思います。 

≪松山会長≫ 

更なるコストの圧縮というお話があったかと思います。４案を市民意見交換会に出して

いく時に、会長の私としては、事務局が出してきた数値をそのまま出している訳ですが、

職員当たりの平米に平均的な単価を掛けるという形の金額としています。 

それは本当にシビアにして、万が一それ以上高くなるということになれば、ニュートラ

ルな形で市民に提示しようということで出しています。最終答申としてまとめた場合に、

検討委員会で、この金額まで使ってもよいというのは、少しまずいと思いますが、それに

ついてはまだ議論もしていませんので、次回以降で事務局の案としてはこうだが、検討委

員会としては更に精査すべきだとか、そのようなコメントを付けていくとか、そのような

ことも含めてやっていきたいと思っています。 
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≪大仁田委員≫  

皆さんの意見を聞かせていただきながら、私は市内に住んでいますので、Ａ案というの

はわかりますが、私の場合は実際市役所に行くにしても自転車で行った方が時間が短く、

車で行くと時間が掛かるという状況です。 

先ほど交通アクセスの場合では、市街地の方は歩いてでも行けますが、伊賀市全体を考

えればＣ案かなと思います。 

それで、一番思っていたのは、市民説明会で市街地に行かせていただいきましたが、防

災、耐震の部分が一番大事で、松山会長から資料をいただきましたので、県庁舎などは大

丈夫ということですので、それが一番だと思います。市役所の庁舎が建つのに、耐震、防

災に関して一番よい立地条件はそこだと思います。 

今、北庁舎が無くて、通るたびに見ていますが、伊賀の場合、市長の観光の話もありニ

ュースでも忍者や芭蕉や、東京とか世界へと発信していますので、私も忍者フェスタで子

どもたちが忍者服を着ているのを見るのが楽しみですし、もっとそういう意味では観光の

ことを考えて、南庁舎、駐車場、この地に観光バスもたくさん来て、例えば図書館とか市

民が集えるような場にしたらどうかと思います。 

伊賀の場合、主に観光はありますが、一歩、開けていないのが課題だと思います。色々

な所に遊びに行くと、文化財とかその地の観光が中心のところに人は集まります。市民の

方もそういう場所があることや、図書館のような市民が使える場所をこの跡地などに持っ

てくるのも、市役所をＣ案にすれば活用できると思います。 

一点だけ市民サービスのところで検討されると思いますが、やはり障がい者の方、外国

人の方、子供連れの方のご意見を伺う場所を設けて、こういうふうに分かりやすくしても

らいたいとか、私たちが言うのでなく、現実にそう方々の意見を聞く場所を今後持ってい

ただければありがたいかなと思います。やはり当事者でないと分からないこともあります

ので、意見を聞く場を代表者でも結構ですので、持っていただければありがたいです。 

≪松山会長≫ 

今回はＡＢＣＤ案の絞り込みを優先していただきたいということで、実は中間案の時に、

この南庁舎がＣ案、Ｄ案になった時にどういうふうに利活用するか、事務局から案を出さ

せていただいたのですが、この場で議論した訳ではないので、中間案から削除しています。 

事務局の方では新たにバージョンアップさせたものが準備出来ていると聞いています

が、今日はまず、この４案の絞り込みをするということなので、Ａ案になればそれは使わ

れませんが、Ｃ案、Ｄ案を残すとなれば、その検討も必要かと思いますので、その活用策

については次回この場で一度検討させていただきたい。 

≪池澤委員≫ 

初回から参加させていただいて、市民意見交換会の様子を読ませていただいて、結論と

して私はＣ案ということです。この委員会の枠を超えて考えると、現在の南庁舎を中心と

するこの周辺のエリア、鍵屋の辻までのエリアを考えた場合、歴史文化のポテンシャルを
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今以上に最も上げる手立ては無いかと考えた場合、市庁舎では難しいのではないか。皆様

方が観光客としてよそへ行ったときに市庁舎、県庁舎或いは町役場を訪ねる方はいますか、

経験ありますか。 

そういうあり方を狙った市庁舎として最初から設計するのも良いかもしれないけど、む

しろもっと積極的に集客施設を持って来るべきで、南庁舎を含めて、芭蕉記念館の建設も

含め芸術館とするのが良いと考えます。 

県庁舎との相互補完の有利性もあります。今後、平成 31年といういろいろな資金的な

制約もあるようですが、ずいぶん先のように考えますが、刻一刻と期限はあっという間に

迫ってきて、工事までの短さがかなり効いてくるのではないかと今後思います。南庁舎を

活かすことも含めてＣ案というのが私の意見です。 

≪中嶋副会長≫  

皆さんの意見を聞かせていただき、Ａ案とＣ案に多くのご意見をいただいていると思い

ます。 

私も比較表を拝見すると、Ａ案Ｃ案に可能性があるかと思います。 

ただ、この二つは向いている方向がかなり違っていて、Ａ案はこの中心地に機能を集約

していき、人口減少の中でコンパクトシティ化していき機能集約していくという方向。Ｃ

案はもう少し夢を描いている案で、南庁舎を新たな街の核として、新しく建てる場所は県

庁舎の隣ということで将来的な行政の動きを見据えたことでは、将来チャレンジングな案

だと思います。両方の町の生き方として、この市がどちらを目指していくのかにかかって

いると思いますので、私としてはどちらが良いとは言えませんが、坂倉建築を残すという

ことは皆さんのコンセンサスを得られているように思いますので、Ｂ案は無いにしても、

皆さんが向かわれていく市のあり方として、Ａ案とＣ案をもう少し掘り下げて、Ａ案Ｃ案

の残された課題、項目を増やすなり問題点を洗い出して、精査していくことで両者の違い

を明らかにして、メリットデメリットが明らかになると思います。会長がまとめられると

思いますが、Ａ案、Ｃ案の中で先ほどあった防災面の話とか、Ｃ案にした場合の南庁舎の

活用方針のことなど、絞り込んだ後、この案だったらここがというところを次回以降議論

していくなり、事務局に挙げていただいて、掘り下げていくのがよいと思います。 

≪松山会長≫  

流れの中で、皆さんにご意見いただきましたが、今日無理やり一本にしようという訳で

はありません。 

≪滝井委員≫ 

先程の私の意見ではＢはないだろう、Ａ、Ｃ、Ｄ案でと言った時に副会長が非常にうま

くまとめていただいて、私もその通りだと思っています。 

ただ私は今の利便性から言って一番ここが便利です。歩いて５分かからないところに住

んでいて一番便利なのですが、仕事は阿山に行くのです。建築の設計の仕事をするのには、

阿山での打合せが多いのですが、県庁舎も行くのです。建築の確認申請を出すのに二つに
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分かれているのです。阿山に行くのは住宅木造２階建てくらいまで、鉄骨コンクリート建

ては県に行く、二つに分かれているのです。今日は住宅の話で阿山、今日は県に行く、そ

こは不便ですが、しかし車に乗ったら同じだと思います。 

中心市街地に市庁舎があるべきだという議論ですが、市庁舎のあり方について、長岡の

例が市役所とシティホールと複合で、最初から人を集めるぞという意図が働いた庁舎です。

ですから人が来るのですが、庁舎だけでどれだけ人が来ましたか。今まで、どんどん人が

減っているではないですか。それは街が賑わってないからです。 

やはり人を呼ぶのは、街の力だと思います。そこで中心市街地活性化の計画もあります

が、歴史まちづくり法という法律があります。これが上野を再生する最も適切な手法だと

思います。 

この辺を風致で整備してく話です。この核には国の重要文化財がなければいけないが、

ここには国の史跡があり、国指定の崇廣堂があるし、県指定がある、この建物も来年 50

年になれば登録有形文化財になる。この文化施設を核にして人を呼ぶ環境整備をして風致

を整備する。そういう底上げがあってこそはじめて人が来ると思います。ここに土産物屋

の物産センターを作っても人は誰も来ない、街全体を底上げしないといけない。 

そういう意味でここは素材として非常によい場所です。 

ここから市庁舎が動くのは残念ではあるのですが、この街に住んでいる人間として遠い

将来、子ども孫のことを考えたら道州制の話も以前しました、名張市の話もしましたし、

全体的な話にしたら別の場所であってもいいかなと思います。ただここは人を集める施設

として利活用していくということで、今のところ副会長の案です。ＡかＣということです。 

防災の話も含めて液状化の話もして、今後もう少し突っ込んだデータをいただいて議論

していけばいいのではないかなと思います。 

≪松山会長≫  

洪水の履歴の話、活断層については、事務局の方でデータを調べていただいて出してい

ただきたいと思います。液状化のことに関しましては、ボーリングはそこの場所でしか出

ない。周辺まで含めてとなれば、予算も期間も掛かりますし、今のご意見に答えるのは期

間的にも難しいと思いますので、限られたボーリング柱状図の中で見ていく限りでは、伊

賀県庁舎の辺りもほぼここと同じくらいの地層、地下構造であると、そうすると液状化の

恐れがないとは言いきれないけど、低いといわれる 1.36くらいにあり、恐らくそれくら

いの数字になるというふうに思われるというところで、ご判断いただければそのあたりに

とどめたいと思っています。 

Ａ案とＣ案、それぞれブラッシュアップしていかないといけない部分が残っている意見

が多かったので、Ｄ案を推されているご意見もありましたが、二つの方向性と副会長が言

われましたが、そういう中で、ＡＢの中からＡ、ＣＤの中からＣの方が多かった形で、こ

の二つをブラッシュアップしていくことを次回以降進める方向で、この委員会を進めてい

きたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 
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【一同 「異議なし」の声】 

≪事務局≫  

このパブリックコメントの一部修正のご意見もありましたので修正をさせていただき、

市のホームページに掲載させていただきます。 

同様に前回の議事録についても、市のホームページに掲載させていただきます。 

次回の委員会は、11月 19日（火）午後 3時からこの会場で開催します。 

≪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 2時 52分 閉会】 

 


