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第７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 11月 19日（火） 午後 3時 00分から 

２ 開催場所     伊賀市役所南庁舎 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、 

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  大仁田富美子 

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）候補地の比較検討について 

           （２）南庁舎利活用計画について 

           （３）その他 

７ 会議概要      

【午後 3時 00分 開会】 

 

≪事務局≫    

只今から、第 7回の伊賀市庁舎整備計画検討委員会を開催します。 

≪松山会長≫     

１２月には答申をしたいので、前回までに絞り込んだ２案、或いは積み残してきた南庁

舎の利活用計画などを今回議論いただければと思います。よろしくお願いします。 

≪事務局≫    

ありがとうございました。事項の 2、第 6回の検討委員会の議事概要の確認をお願いしま

す。委員の皆様には事前に配布させていただきましたので、お気づきの点がありましたら

お申し出下さい。 

≪池澤委員≫   

会議録に関しまして、お願いと確認ですが、19ページ上から 9行目の私の発言の中で「工

事の短さ」を「工事までの短さ」と「まで」を入れていただけるとありがたい、それとそ

の行の後の方の「南庁舎を生かす」の「いかす」は「生」でなく利活用の「活」でお願い

します。確認ですが 17ページの松山会長の発言の冒頭で「更なるコストの圧縮」のところ

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」

というところですが、今日の資料を見てみますと、事務局での案が無くて進めていくと言

うことで、こちら側の意見も出して展開していくということなのかを確認したいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

≪事務局≫    
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19ページにつきましてはお申し出の通り、「工事まで」と「活かす」に訂正をさせていた

だきます。4案の経費については、比較表に記載させていただいた案がありますが、今現在

想定されるそれぞれの敷地での整備計画ということで、提示させていただいているので、

現段階での提示ということで事務局としてこの案でお願いしたいと思うのですが、会長い

かがですか。 

≪松山会長≫      

事務局としては、ニュートラルな案として平均的な単価として出ていると受け取ってい

ます。その金額をまったく鵜呑みにしたかということではなく、委員会としてまとめたも

ので、答申案になるのか、或いはそれに付属する意見書という形になるのかはまだ決まっ

ていませんが、更にコストの縮減などは常に考えていただきたいと、その金額をそのまま

認めるというものではないだろうという発言です。 

≪事務局≫    

それでは一部修正をさせていただくとして、ホームページにアップさせていただきたい

と思います。 

議事に入らせていただきます。進行は規定に基づき会長にお願いします。なお本日は、

大仁田委員が欠席されて、菊野委員は 1 時間程度遅参する連絡をいいただいていますが、

過半数以上の出席がありますので、委員会は成立することをご報告します。 

≪松山会長≫      

まず 1 の候補地の比較検討について議題といたします。今まで庁舎整備にかかる候補地

が 4 つありましたが、市民意見交換会、パブリックコメントでいただいたご意見を各委員

の皆様方が踏まえた上で、前回 2つに絞り込みをさせていただきました。 

そのＡ案とＣ案をそれぞれもう少しブラッシュアップして深く掘り下げていく必要もあ

るかと思い、この 2 案について防災や将来に向けてのまちづくりなどの観点からご意見を

いただければありがたいと思います。まず事務局から資料の説明をお願いします。 

≪事務局≫   

【資料１について説明】省略 

 

≪松山会長≫     

また、追加資料をお配りしていますので、事務局の説明をお願いします。 

≪事務局≫    

【追加資料について説明】省略 

 

≪松山会長≫     

それでは、各委員の皆様のご意見ご質問等あればお伺いしたいと思います。 

≪滝井委員≫   

今、配っていただいた伊賀地域の２８災害の地図で、この時は上野の台地が全部水浸し
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になっています。その中でも特に丸之内界隈が黒い濃い色で塗られていますが、これは原

因としては何が考えられますか。ここはこの台地でも一番高い位置ですよね。特に市役所

近辺、西小学校近辺あたりの浸水が激しいのは何が原因でしょうか。 

≪事務局≫    

あくまでも上野市史の自然編の中の資料として、市史編さん係に確認したところ、東近

畿大水害報告並びに陳情書という文献を参考に、被害が出た箇所を陳情するための資料が

あり、その資料を地図に落として、特に丸之内界隈については、丸と三角が読み取れるか

と思いますが、丸は道路決壊、三角は橋梁流出を示し、道路決壊や橋梁流出もあったこと

が読み取れるかと思います。そういった被害があった箇所を丸で囲んであるかと思います。

それ以上の詳細については、こちらの方ではわからない状況です。 

≪滝井委員≫  

他の色を見ますと、だいたい川筋です。この台地だけが川筋でないところがポイントか

もしれませんが、どうして被害が出ているかよく分からないです。台地の上で水害があっ

たことは、私が子供の頃でよく覚えています。下水管が破裂して水浸しになり、床下くら

いまで水が来ていたのはよくわかっていますが、当時昭和 28年ですからまだここには市役

所は無かった。西小学校と東小学校が並んでいる頃だと思います。 

≪松山会長≫    

私もこの年にはまだ生まれていませんが、実は名古屋市でも 6 年程前に大雨がありまし

た。その時に栄とか台地状なので今まで東海豪雨の時も大丈夫だったものが、想定を超え

る雨が降ってしまう時に、下水が 50mm／H、或いは 60mm／Hの雨量に対応していたが、それ

よりも強い雨が降ったため、マンホールから下水が溢れてしまった。お城も山ですので、

そこから流れ落ちていく水が川まで行く途中で傾斜地の所で溢れ出てしまったのではない

かと思います。都市型災害として丘陵地ではそういうことが起こったりしますので、やは

り地形で起こりうるのかと思います。 

≪滝井委員≫   

もし下水が溢れるとすれば、昭和 28年頃の下水状況と現在の町中の下水状況は変わって

ないですね。改善されたかどうかわからないが、おそらく変わってない。 

≪松山会長≫     

改善されていると思いますが、通常だと 50mm／H 対応という形で今整備が進んでいると

思いますが。 

≪滝井委員≫   

いやそうではない、この町は昭和の初期に田中善助さんが下水道整備したものが基本に

なっている土管です。その土管を入れ替えたという話は聞いていませんし、我が家の前も

そのままです。下水のはける量は昭和 28 年、現在もおそらく同じではないかと思います。

今回の論点とは外れますが、そういう意味でインフラ整備がかなり遅れている地域である

ということは事実です。そのことを頭に置いておきたいと思います。 
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≪池澤委員≫   

この比較表は最終的な整備計画にこういう章として付ける資料そのものだと理解してよ

ろしいでしょうか。 

資料としてこういうものが出るのか、結果の話としてこういうものが出るのか、ただこ

の議論の資料としてなのか、この資料の使い方としてはどうなのでしょうか。 

≪事務局≫   

審議をした経緯を含めて 4 案の比較表と 2 案の比較表については、計画の中に盛り込ん

でいきたいと思います。資料になるか本編になるかは後で会長とも相談しなければならな

いと思いますが、事務局としてはそのような形で考えています。 

≪池澤委員≫   

ではそういったことを踏まえまして、いくつか質問や意見をさせていただきます。 

耐震性の項目の中で、Ｃ案の後半の「かつ免震構造の採用を想定」というところですが、

この資料 2-1 の 31 ページのところでは「免震の採用を検討」という文言になっています。

「想定」と「検討」では相当受け取る側は違うのではないかと思います。そういうことで

はっきりしたほうがいいのではないかと思います。 

ここのところの文言で「免震構造」というのは耐震性についての一つの技術ではあるが、

耐震性を向上させる技術は他にも例えば制震構造とか、その他いろいろあろうかと思いま

すが、ここで免震構造の採用を「想定」と言うと、少し強すぎる表現かと思いますがいか

がでしょうか。 

≪事務局≫    

新しい庁舎を整備する場合の経費などを含めてコストを算出する中では、免震構造を持

っての算出としています。あくまでもコストの算出ですので、今委員が言われたように、

きちんと免震にするというのか免震を検討するというのかは、この委員会で決めていただ

ければありがたいと思います。 

≪松山会長≫     

耐震と言った場合、確かに制震構造というものもありますが、一般的にはいわゆる超高

層、タワーの地震力だけでなく、風などでも揺れるのを制震構造で防ぐ意味でよく使われ

ています。今回想定されている建物のボリューム、高さからすると免震にするのが、一番

安上がりで耐震性が高いものになるだろうと建築家の皆さんは感覚としてつかんではいる

と思いますが、正確な表現としていくためには免震に限るわけではないと、十分な耐震性

を持たせるという表現になるかと思います。その中でコストの面で優位なものを選んでい

くということになるかと思いますが、池澤委員どうでしょうか。 

≪池澤委員≫   

Ａ案は確かに低層が前提なので、Ｃ案の場合はその辺の分量については、より緩やかな

前提があるのかなということで言わせていただいています。「想定」を「検討」という言葉

ではいけないのかなと思います。 
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≪滝井委員≫  

私も池澤委員と同じ建築の設計の仕事です。設計では設計者の裁量というものがありま

す。特に構造はいろいろな条件を考慮、検討して最終的にどういう工法に決めるかという

話で、施主さんがこうしてと言われたらそうせざるを得ないですが、設計者の裁量、優秀

な構造設計者の裁量が当然あるべきだと思っています。免震に限らず他の工法も実はある

のかもしれないので、設計段階で検討すべきだと思います。 

発注者は設計者に対してその検討を宿題として課すべきだと思います。ここで「想定」

となるとそれ以外は考えづらくなると思い、池澤委員と同意見で、その辺は緩やかな表現

で「免震構造等」でも構いませんが、十分耐震性の高い設計をすべきだという表現のほう

が良いと思います。それはＡ案も同様です。 

≪松山会長≫    

最終的に盛り込まれるものにつきましては、「十分な耐震性を持たせる」ということが必

要とされるべき項目だということで、何々方式とはあえて書かないということを委員会の

方針としていきたいと思います。 

≪福田委員≫   

2案比較の中のまちづくりの部分ですが、まずＡ案ですが、現在中心市街地活性化という

ことで盛んに話題にもなっている部分で、「中心市街地としての機能を増進させることが重

要と考えられており、賑わいのあるコンパクトシティを目指す」という表現がなされてい

ます。私の思っていることを言わせてもらいますと、Ａ案は、南庁舎をこの地域に建設し、

中心市街地のランドマーク的なことで庁舎を建てるという部分もありますが、果たして賑

わいの創出というのは、コンパクトシティは当たっているかもしれないが、賑わいの創出

は市役所が本当に出来るのかと、或いはその隣にＮＴＴビルという建物もありますが、行

政が粛々として事務を行うところが賑わいを創出することができるのかと疑問に思います。

これは前市長に対しても言わせてもらったことです。それに対してＣ案は確かに広場が出

来て、外部からの観光客を取り入れられるので、Ｃ案こそが賑わいを創出すると思います。

Ａ案でここに市役所が出来たからと言って、勘違いしているのではないかと多分に思いま

すが、そこのところどうですか。 

果たして市役所に来られる人はその辺の喫茶店などに寄りはするだろうが、ここに市役

所の機能があるので、それが賑わいを創出できるのか疑問で、むしろＣ案が賑わいを創出

するのではないでしょうか。 

≪山本委員≫   

今のお話に関連して、私どもはもっとネガティブな意見で、ここから市役所が移転し、

500人程の人がいなくなった時に、ここにそれをカバーするだけの魅力あるものが出来るの

かどうかは非常に疑問です。もしここからどこかへ移転してしまうと、この丸之内のエリ

アが寂れてしまうのではということを危惧、心配しています。 

だから南庁舎が人を沢山寄せ集められる素敵な建物に変身するならば新たな考えも生ま
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れますが、なかなかそれは夢としてはありますが、現実としては厳しいものがあると思い

ます。そのハードだけでできるものでもないし、ソフトだけでできるのなら今の時点でも

できているはずなので、そういうことを心配していることが一つと、当初やっていただい

たアンケートの結果で、約４分の３の市民の方がこの場所に市役所があってほしいという

アンケートの結果が出ていますので、この 1,111 件の件数があれば伊賀市のだいたいの声

を集約できるとの考えですので、それをざっくり言うと 7 万 5 千人の人が、ここにあって

ほしいと思っていると、極論で言うとそういう話になってくると思います。そういう数字

はかなり重たいと思いますので、この比較表のところに実際のアンケートの数字でもいい

ので、そういう結果があったということも、我々が意識しておきたいことだと思いますの

で、できたら比較表に掲載してほしいと思います。 

≪日置委員≫   

私も先程の福田委員の反論になると思いますが、コンパクトシティとしてここに市役所

があって、賑わいが出るのかという意見でしたが、今どんどん中心市街地が寂れていると

いう現状があって、何故寂れているかというと、基本的に昼間人口が減っていることがも

のすごくあると思います。先程、ＮＴＴビルもあるとおっしゃっていましたが、ＮＴＴで

働かれている方はもう 10人足らずです。昔は 200人くらいいて、この北庁舎はもともと県

庁舎であったわけで、県庁舎の方もいて、市役所の本庁舎の方もいたわけです。それから

考えるとどれだけの人が減ったのかということです。現在、経産省で言われるコンパクト

シティの推進もあり、更にこれで市役所が郊外に出てしまうと明らかにドーナツ化現象に

なると思いますし、その点に関してまた賑わいとは別に昼間人口の減少と言うのも影響は

大きいと思いますので、その辺も資料に配慮されるといいと思います。 

≪滝井委員≫   

Ｃ案かＡ案かどちらが今後賑わいを創出していくかということですが、一つここで事務

局さんに確かめておきたいのが、中心市街地活性化計画の第 2 期計画が進められています

が、その中で市庁舎の位置というのが前提条件になっているのかいないのか、いろいろな

巷の意見では市庁舎がここにあることを前提にして中心市街地活性化計画が進められ、指

導を受けているという噂がありますが、それは本当かどうか、第 2 期計画の中でそれが大

きなウエイトを占めるのかどうかをお伺いしたい。 

≪副市長≫    

現在、第 2期計画の策定を進めている途中ですが、1期の検証から 2期の計画策定に移っ

ている中では、施設整備を妥協すればよいというものでもないし、ましてや 2 期の計画で

は民間のいろいろな投資とか、民間の事業の位置付けが大事だと言われています。市庁舎

については、前提条件ではありませんが、これは今後、賑わいをどう醸し出していくのか

ということ、計画全体を通して評価をいただくことになっています。 

≪滝井委員≫  

ハード系の市庁舎の有無はまた別の話であって、どんな賑わいを創っていくか民間の力
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でどういう町を作っていくかということが問題、課題であると理解してよろしいですか。

だとすると 500 人がここにいるから、その 500 人がいなくなると寂しくなるという議論は

もはや愚の骨頂ですよ。どうすればその 500 人ではなくて、1000 人、2000 人、1 万人こう

いう人たちをこの中心市街地に集めることができるか、これを考えないことには、市庁舎

が無くなるから、500人いなくなるから、寂しくなる、活性化しない、こういう議論ではな

く、私は町の中に住んでいますが、人口は減っていくのですよ、町中も郊外も明らかに減

り、50 年後は大正時代の人口になるかもしれない、そのように言われています。その中で

町が勝ち残るためにはいかに自分たちが頑張るかです。頑張ってこの町の魅力付けをどう

やって作っていくか、未来に繋げていくか、その計画を作ることこそ、活性化ないしはコ

ンパクトシティの根源にあると思います。 

コンパクトシティは形としてとらえられていますが、精神はそうではないです。精神は

自分の町をどう魅力付けして将来に向けて町を作っていくかということだと思います。今

までのように巨大にスプロール化したのではだめなので、できるだけ集約して物事を考え

ていこうということですが、問題は精神です。どのようなまちづくりをするか、我々一人

ひとりが真剣になって考えないことにはこの町の賑わいはありえない。市役所の場所がど

こにあるかは関係ないと思います。たった 500人ではないですか、500人を一生懸命囲って

もしょうがない、この町は良くならない、1万人、2万人、年間何十万人という人を呼び込

まないことにはこの町はだめです。それだけの資源があるではないですか、中心市街地に

も郊外にも、それだけの資源をもった地域、町だし、それをどう活かしていくかを考える

ことがまちづくりであって、中心市街地の活性化であり、コンパクトシティを作る話です。

庁舎にとらわれていたらいけないと私は思います。 

≪山本委員≫   

それは理想的な話と思います。現実それが出来たら何の文句もありませんが、それは今

までずっと言われ続けていることでなかなかできないのが現実です。だからたった 500 人

と言われますが、その 500 人が抜けた穴埋めを本当にできるのですかという話です。先程

からネガティブな発言ですが、転ばぬ先の杖的なことで安全策を目指しているかも分かり

ませんが、500人が抜けて将来どんどん縮小していくかもしれないが、500人抜けることに

よって下がり方が、右肩の下がりがズドンと大きく下がる危険を秘めていると思いますの

で、そこも考えて議論してほしいと思います。 

≪滝井委員≫  

500人、たった 500人されど 500人ということです。500人いなくなればズドンと衰退し

てしまうことも無きにしも非ずでしょうが、だけどそれを上回る計画を立てなければいけ

ない、我々が活動しなければいけない。山本さんも中心市街地でいろいろ活動していただ

いている、私もそうです。そのための政策を考えないと。この場ではないかもしれないが、

そうしないとじり貧になることは分かっているのですから、いずれにしても下がっていく

のですから、これを平行なり上向きにしていくためには、まちづくりの基本を考え直さな
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ければいけない。今までここに庁舎があって、北庁舎、公民館があり、そこには市の職員

さんがたくさんいたが、500人以上の人がいて、それでもなお下がっていった。それを上回

る計画を立てないと、庁舎の場所にとらわれていてはいけないと思います。そういう意味

では私ははっきりと言ってＣ案ですが、それに勝る施設をここに作っていく、その方がこ

の町のためには良かろうと思う。それだけの知恵を全市民挙げて出していくべきだと思い

ます。資源があるし、文化財の宝庫で、立派な芸術家の先輩方も輩出しています。そうい

う人たちを、はじめて市民一人ひとりが顕彰していく、地元の人が知らないと人は来ませ

ん、そういう世間に打って出る施設を作るべきだと私は思います。 

≪中西委員≫  

私はあくまで都心でなく郡部の人間ですので、何度も言っていますが、郡部というのは、

昔は大山田村なら大山田村の役場でことが足りたのです。これが基本です。ところがどう

いうわけか、大山田支所になってしまっているので、ことが足りず、こうなるとアクセス

というのが一番の課題になります。 

そんなことばかり言っていてもいけないので、このＣ案が採用されたと仮定しますと、

Ｃ案について建物耐用年数といいますか、メンテナンスしながらだいたい何年もつのか、

そういうことがあったとして、50年は確実にもちますと、では 50年後の仮定で名張はどう

なっているのか、伊賀と名張は同じで一つ穴のムジナで伊賀は一つなのです。そんな時に

名張が伊賀と一緒になった時にどこに本庁を持っていくか、これもまた力比べ、引き合い

をする、それを考えたらＣ案がいいと思う。だけど、今のアクセス等からみたら上野の支

所はこのあたりにあった方が良い、今の南庁舎あたりに上野支所を置いておかないと、大

山田と同じような考え方が出てくるのではないかと私は思いますが、この文面の中に将来

名張市と書いたらいけないかもしれないが、合併なりＣ案に盛り込んでもらえば、ちょっ

と体面が立つのではないかと思う。 

≪松山会長≫ 

では次の南庁舎の利活用について、資料の説明の後、議題 1、2と合わせて議論いただき

たいので、事務局から利活用計画を説明してください。 

≪事務局≫    

【資料 2-1、2-2、2-3について説明】省略 

 

≪松山会長≫     

それでは、利活用の件でまず皆様のご意見を伺いたいと思います。 

ではまず私の質問からお答えいただきたいと思います。概算の改修費用の中には耐震改

修が入っているかいないか。 

≪事務局≫    

前回耐震改修だけで、調査すれば 16 億円くらい、一般の事務所で 15 億 5 千万円になっ

ていますが、それを含めた上でこのような利活用をした場合の改修経費ということです。 
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≪松山会長≫     

スケジュール表が出来ていますが、平成 31年度まで合併特例債ということだったと思い

ますが、Ｃ案の方でいきますと新庁舎で移転してこの建物が出来あがってからの改修とな

りますと平成 30年・31年度に工事が行われるということなりますが、となるとこの表に少

し付け足す必要があるのではないかと思いますが、いかがですか。 

≪事務局≫   

会長のおっしゃる通りでして、平成 30・31年度で南庁舎の改修は、最大 2年となるかと

思いますが、特例債が平成 31年度までということで追記が必要であると思います。 

≪池澤委員≫   

資料 2-2 の南庁舎の利活用という所で、実際の所Ｃ案となると思いますが、これを見て

いるとＡ案を強く押されている方々は不安になるような内容かなという気がします。 

簡単に申しますと 2 ページの配置図のような絵を見ますとずいぶんたくさんの駐車場を

とっているわけですが、わが町の一等地であろう場所に広大な駐車場を設けることがはた

していいことかどうか、非常に疑問です。 

例えば東京の一等地の銀座のソニービルの所に大きな駐車場は設けない、駐車場は別の

形で考えて、現庁舎の所は、もっと複合的に高度に利用する計画でないと、まちづくりは

もたないのではないかと思います。結果としてこの案でいきますと、現南庁舎だけの枠の

中でちまちまとした計画になってしまうのかなと思うのが私の意見です。 

≪山本委員≫   

この資料 2-2の二つの案は、何をベースに誰が作成したものか教えてください。 

≪事務局≫    

あくまでも事務局がいろいろな事例を参考にして、業者さんに提案いただいた案です。 

≪福田委員≫  

池澤委員さんと同じような部分もありますが、まず南庁舎の利活用計画ということで、

お話しがあったわけですが、先程からいかに伊賀市を活性化するかという議論で委員さん

からそれぞれお話があり、この南庁舎の利活用を見た時に例えばこの広場、こんな広い場

所にこまごま区切ってしまったら、何をしているのだという話です。これを中心に伊賀市

を活性化していこうという思いが全然感じられないのです。こんな高価な土地をこまごま

と、小さく区切る、そんなもったいない使い方はないです。 

2番目にはこの坂倉準三の建物、いかにどうするか、それこそ図書館をどうするかお悩み

のこともありますが、ここを活性化するための一つの布石ですよね、この建物は。そこを

活かすにはこの建物をいかに活性化するかにかかっているところに、広いので図書館にし

てしまおうとか、あまりにもこの利活用計画は寂しい。これでは活性化にはなりませんし、

この歴史文化の拠点とする建物をいかにするかにしては、非常に寂しい内容です。 もう

一つ私の個人的な意見ですが、図書館も、空いているから図書館にという発想なのでしょ

うが、先程から言っているように、ここに観光バスで乗り着けてくる観光客に、図書館に
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寄って新聞を読むという発想はありません。むしろ、くっ付けるならば芭蕉記念館ではな

いですか。芭蕉をいかに奏でるか、活用する部分として残っていると思います。 

≪滝井委員≫   

この 2 つの図書館中心案と、歴史文化中心案は、一つの例であると私は理解します。要

は、工事の発注は直接方式とでましたが、これをどういう場所に、どういう業者が設計す

るかによって、中身は変わる可能性は十分あります。 

私が言いたいのは、設計者の最大能力を活かしていくようなプロセスを作っていかない

といけないと思います。前回の建物は申しわけないが豪華客船のような建物でしたが、あ

れは指名競争入札で行われたものです。当初プロポーザルコンペということでやりました

が、議会でストップがかかり時間が無いということで、プロポーザルで手を挙げた 8 社の

方に指名をしたものです。本来伊賀市は 500 万円以上が一般競争入札です。特例で 1 億近

い設計料を指名競争させた。結果、数社の金額が横並びだった。そういう発注方式で、良

い建物が出来るとは思いません。同じ設計をする立場の人間として、設計者の最大能力を

出し切っていただくような発注の仕方、プロポーザルコンペも一つの仕方だと思います。

その中で揉んでいただく。いかに提案していただくかです。これだと、こうして下さいと

見える、これで基本設計しましょうと見える、まだまだ案があるはずです、委員の皆さん

が言われたように、これでは魅力が無いとか、池澤委員さんが言われたようにこの広々し

た所に駐車場ではとか、どういう風に使うかを含めて考えていただけるノウハウを募ると

いう発注方式が最適だと思います。 

指名競争は愚の骨頂だし、最低入札価格が決まっているから数社がそこに並びます。そ

して設計者を抽選で決めています。それでいいものは建たないと私は思います。この事業

計画のどこかに、そういうことをうたっておいていただきたい。発注で設計はとても大切

なプロセスですので、そのプロセスをどうするかを考えておかなければいけないと思いま

す。 

≪池澤委員≫ 

滝井委員のご発言に関連して私の提案ですが、資料 2-1 で、10 ページの③の下に、④と

して、課題として設計者の選定という項目を入れたらどうかと考えています。 

市長はかねがね、市民意見交換会の時に、よく言われることは現在の建築技術を持って

云々と言われるわけですが、その現在の建築技術をもう少し具体的にとすれば、滝井委員

が言われるように的確な設計者の選定があってこそ、その前提があって市長さんが言われ

ていることを実現していくことかと思います。 

ですから設計者の選定方法が大変重要になってきます。ここにありますのは、国土交通

省が 2004 年に配布したパンフレットですが、「質の高い建築設計の実現を目指して」とい

うパンフレットで、現在インターネットで「国交省と質の高い建築設計の実現を目指して」

と検索していただくとこのパンフレットが出てきますので、よろしければ見ていただけれ

ばと思います。 
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「プロポーザル方式」を国民の方々に理解してもらいたいからプロポーザル方式を案内

する啓蒙するパンフレットですが、ここに書かれていることでいくつか重要で基本的なこ

とがあります。なぜ設計者を競争入札で決めてはいけないのかとか、基本的なことでコン

ペ方式はその設計案の、案を選定するのであって、プロポーザルは設計する人を選定する

違いとか、分かりやすく解説されています。 

選定方法は他にもいろいろありまして、この南庁舎はおそらく特命という選定方式の部

類に入るかもしれないし、また熊本県アートポリス構想でやっているのは、プロデューサ

ーのような建築家を選んで、その一人にその施設にふさわしい建築家を選んでもらって、

プロデューサーが加わってブラッシュアップする方式、いろいろな形があるが、建築のあ

り方を決めていくのは、設計者の選定方式、選定が大変大事なことだということで、10 ペ

ージに④設計者の選定の項目を入れたらどうかと思います。 

もう一つ、この南庁舎について市民活動の方々が保存を随分主張されたわけですが、そ

の中には現在の南庁舎より質の高い建築がたぶん実現できないだろう、そういう設計者は

選定できないだろうというような前提でこの保存派の方に手を挙げておられる方も相当数

おられるということも配慮したいと思うところです。 

≪西委員≫  

Ａ案で、南庁舎を改修し、敷地内に不足分を新築と書かれていますが、南庁舎を市役所

として機能を残すという意味で、不足分を新築と書いてあるのでしょうか。 

≪松山会長≫  

Ａ案は、今、阿山や大山田とかに行っている部分を北側に新築し、南庁舎を市役所とし

て使う案です。 

≪西委員≫ 

利活用の部分ですが、例えば図書館とか、学習室とか地元の方が使うグループ学習室な

どの施設はハイトピア伊賀で出来るのではないかと思うので、ここには観光客のための施

設としての専用スペースのみでいいのかと思います。駐車場が広いというご意見がありま

したが、上野城の駐車場も今までずっと駐車場が狭いと思っていたので、今建物が無くな

って、駐車場が広くなれば、この建物も観光用施設として使うのなら、駐車場は広くとっ

ておいた方がいいのではないかと思います。 

1案の所で平面図を見て、質問ですが、地元の食品販売、お土産物、そういうのを販売す

る場所はこの中では何処になるのでしょうか。 

≪事務局≫    

この 1案の中ですが、2階の北側部分になります。 

ここでいうと、情報発信、待合ゾーンというところが言葉はこういう表現ですが、観光

の発信の拠点と考えていまして、季節によってはこの伊賀市内の中でお祭りとか、季節が

近づいて来れば昨年のパネル展示や、また一部委員さんが言われたような物産のコーナー

も作って販売も出来るゾーンと考えております。 
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≪西委員≫   

私は旅行に行った時に、お土産物屋さんというのは結構まとまってその地域のお土産物

を売っているところに案内されます。そこに行けば地域のものがだいたい手に入るという

のが形になっているところが多いと思いますが、伊賀でなかなかそういう伊賀の物をそこ

で買える場所が、今のところ無いのではないかと思います。そういう観光用のお土産物を

買うスペースが 1 階の一番観光客が入る部分に有るのがいいのではないかと思いました。

この案では人が集まってくる施設には思えなかったのです。 

≪松山委員≫  

南庁舎の利活用ですが、1案は観光客用に活用する案、今までのこの展示はいいと思うが、

毎回同じ展示だったらそのうち来てくれなくなるかもしれないので、イベントスペースを

作って、全国からいろいろな人が来てもらってイベントをするとか、私の職業柄からする

と遠くから人が来ていただく展示会を開くとか、そういう活用も考えてもらえたらと思い

ます。 

≪菊野委員≫ 

この南庁舎のことについて、まず 1案と 2案でどれだけの交流人口が呼び込めるか。皆

さんは忍者博物館並みに来ていただけると思っておられるか、伊賀上野城並みに来てくれ

ると思うか、芭蕉記念館並みに来てくれると思うか、はたしてどうかと思います。おそら

く美術館、図書館であれば今までの市役所の方に来ていた程の人は寄ってこないのではな

いかと思います。このエリアでは市役所としての活用以上にここに交流人口を呼び込める

策は見当たらないと思います。 

せっかく、費用を投入して改修する割には、以前よりも交流人口が低くなるような設計

では投資効果が無いと思います。本当に美術館とかにするのであれば安藤忠雄とか新たに

別の場所に設計していただく方が効果的かなと思います。 

現庁舎はあくまで市の庁舎として設計された物であろうかと思いますので、できれば市

の庁舎で使っていただくのがいいということと、今後観光という言葉でひとくくりにされ

ると思いますが、施設観光というのは現在かなり苦しんでいて、観光に従事している人間

が施設観光で観光客を飛躍的に増大させようという発想はありません。たとえば忍者博物

館にしてもいろいろな誘致策を取っておりますが、なかなか年間 20万人を超えるかつての

ような時代はおとずれていません。お城にしても年間 10万人ちょっとで、非常に努力して

もこの数字です。今後、ここに書いてあるような施設観光は、こういったことでの集客は

かなり難しいと思います。あまり大きな夢を描いて取り組むのは少し危険かと思います。 

≪上田委員≫  

まず南庁舎の利活用の部分ですが、市庁舎整備計画の中にどのような形でどこまで載る

のかがわからないので意見がしにくいと思っています。その辺は伊賀市の庁舎整備計画検

討委員会ということで、今この案に関しては南庁舎が市庁舎でないという形になっていま

すが、そこで我々がどこまで言及するのかがわからないので教えてください。 
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≪松山会長≫   

前回まで皆様のご意見を伺いましてＡ案とＣ案が多いように思い、2案は同じくらいだっ

たので、今日、1本になればいいかと思っておりましたが、今日のご意見を伺っているとＡ

案とＣ案の両方の意見それぞれがまだ強いと感じますので、Ａ案になれば庁舎そのものな

ので、この利活用はなくなりますが、Ｃ案になった時はこの南庁舎はどう利活用するのか

考えないといけないだろうし、そういう面ではＡ案とＣ案を 2案併記して答申する時には、

南庁舎の利活用を何らかの形で入れておかないといけないということで、今ご意見をお伺

いしたいという段階だと思います。 

≪上田委員≫  

それであれば、先程からも意見が出ているように、今の北庁舎が残っていた際に伊賀市

役所があった時の人の数に比べてこのままではそれだけの人を呼べる施設ではないと思い

ます。一時的な時間という部分であれば、人を土日だけ呼べるという施設は考えられるか

もしれないが、市役所があった際には朝から夜まで何人の人がいてという部分があるので、

もっと有意義な、南庁舎だけではなく、残っている敷地も使った総合的な発想にしてもら

ったらいいと思います。 

事務局に確認しますが、合併特例債に関してですが、Ａ案ならここ全体のもので大丈夫

かと思いますが、Ｃ案であれば新庁舎と南庁舎の補修というのは同じ条件で合併特例債が

使えるという認識でよろしかったでしょうか。 

≪事務局≫    

それで結構です。細かいことをお聞きしますと新築か改築にどちらも使えるのかという

質問でしょうか。 

≪上田委員≫   

市庁舎の話をずっとしてきたので、市庁舎から外れた場合にそれに使用できるのかとい

う質問です。 

≪事務局≫   

そういう意味ですね。使えます。 

≪上田委員≫   

 どの条件でも使えるということですね。 

≪事務局≫   

 はい。 

≪木下委員≫   

結局資料 2-2を見ますと、いろいろご意見があると思いますが、駐車場になっている

ような所は、商工会議所とかの要望があって駐車場が足らないということで盛り込んだだ

けで、それがあくまでそのまま実現されるわけではないので、これは参考資料であるとど

こかに書いておけばよいのではないかと思います。 

結局、最終的には設計に携わる人の技量によると思いますので、図書館や美術館にする
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にしもてあくまでも一例だということで南庁舎利活用はこれでいいのではと思います。 

≪福田委員≫   

南庁舎利活用について、しつこいようですが、南庁舎を活用する時に、かなり広大な駐

車場をその際に広場の活性化についても頭の中に入れていただきたいと思います。 

 モクモクのゾーンとかですね金谷のゾーンとかですね、ある時はコの字に変えたりある

時はロの字に変えたりという風にそういう使い方ができないものかと思います。各 37地域

の住民自治協議会があるのですが、住民自治協議会は、だんじりとか 600年前から続いて

いるかんこ踊りとか、そのようなことをやったらよいのではと思います。もう一つ資料 2-1

の 4ページ 5番の庁舎の再検討の目的の所で、現在の市長になった時の話があり、「だれも

が使いやすい新庁舎の建設を進める必要があるとされました。」とありますが、その下の段

で「しかし 2012(平成 24)年 11月に新市長となり」とありますが「しかし」という表現は

もう一つ言葉を選んだ方が良いのではと思います。 

≪松山会長≫    

ありがとうございました。1案 2案、事前に事務局からの相談もありました。その時に市

民意見交換会の時に、実は、伊賀市の総合計画とこの庁舎、パブコメの③で、配られた資

料の中に伊賀市公共施設白書がありました。伊賀市は合併したので庁舎や市の持っている

施設が一人当たりにすると県内他市町と比べると少し多いので、その維持管理コストを将

来のことを考えると検討しないといけない時期に入ってきていると思います。 

ということと併せて図書館、芭蕉記念館についても議論をされている時です。そういう

背景があるので確かに 500人の後に千人、一万人というような、観光に特化するという案

もあるでしょうが、伊賀市全体の公共施設のあり方を考えると、図書館とかをここに入れ

るという案と、そういう 2案がありうるということで会長としても事務局が案として出す

というのを承知しています。 

しかし、まだまだ検討が不足していて、これだけで何十万人の観光客が来ることはなく

て、菊野委員が言われるように、今はそういう時代ではないということもあるだろうし、

確かに観光施設にすると、その後の市民サービスがどういう風にされるのかということも

考えておりますが、先程議題 1の方も途中で切りましたので、議題 1と 2両方合わせて、

皆様方からご意見を更にお伺いしていきたい。 

≪滝井委員≫  

先程配置図の中で駐車場が広いと、パっと見たらそう思うかもしれないですが、この庁

舎が出来た時のパンフレットがありますが、当時、昭和 30年代は車もそんなに多くないの

で、この南庁舎の東側は広場があったのです。 

今の駐車場の所は、ほとんど広場だったのです。それはみごとなきれいさです。広場の

利活用とは用途だと思います。雨には濡れるけれど、いろいろなことで利活用できますし、

屋外展示場もできるわけだから、それこそそういうことも含めて 1案、2案もう少し審議を

詰めていく必要あるかと思いますし、設計者と発注者、市民が相まっていいもの作ってい
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くプロセスだと思います。 

先程の設計者の話に戻りますが、スケジュールの中で基本設計、実施設計、工事施工と

あります。建築の関係の方はご存知かと思いますが、一般の方は分からないと思いますの

で、現在伊賀市は基本設計をする人、実施設計をする人、工事監理をする人全部分かれて

います。そうすると基本設計が終わると私はもう知らない、実施設計も終わると私も知ら

ない、工事監理者はこの図面は何だという話になるのですよ。この弊害は大きい、一貫し

て自分が発案したものに最後まで仕上げて皆さんに提供したいというのが本来の姿です。 

ですから池澤委員も言われていたが、設計者の選定のプロセス、進めていくプロセスも

重要かと思います。どんなものができていくか、色決めすら関与できない状態になります。

こういうイメージの色がいいなと思っていても、監理者が決めていく、発注者が決めてい

く、工事関係者が決めていく中で関与できない。具体的には参加できないプロセスになっ

ている。これを契機にこれも改めていただきたいと思います。 

設計者を選定するプロセス、工事を進めるプロセスの話になるかと思いますが、この中

に盛り込んでいただければありがたいと思います。 

≪池澤委員≫   

Ａ案の滝井委員の話のご意見と関連して資料 2-2の 4ページの一番下(5)耐震補強計画の

「既存建築物の特性や意匠性を理解できる設計者を選定できる手法を検討します」とある

わけですが、耐震補強計画だけでなくて、改修計画、改修設計も段階に合わせて言及して

発注していただくことをここに記していただければいいのではないかと思います。 

関連しまして、資料 1 のＡ案の市民サービスのその 3 つ目の項目で「既存南庁舎には耐

震補強で壁等の設置が必要なため」とあるのですが、この辺も設計者の補強計画、改修設

計に限定していて、実際壁などの設置が必要とかは設計者の技量によって、壁で持たすこ

としかできない技量の方ともっと別のやり方で補強できる技量の方、全体のプロセスを通

して設計できる立場、そういうことが大事だと思います。 

≪松山会長≫    

今の設計者の選定については特に反対意見もないようなのでその方向で修正させていた

だきますが、もう一度、Ａ案、Ｃ案、利活用計画のところについて、ご意見を更にいただ

きたいと思いますがいかがでしょうか。 

≪山本委員≫   

先程から設計者によって内容が変わってくると言われていますが、それは向かっていく

方向性をもっと明確にしてもらって、設計者に任せきりにならないようにするべきと思い

ます。 

今の 1案、2案の用途でいくと、おそらく 500人が年間 50人程度しかいかないのではと

思うのですが、Ａ案を推す私としてはそれもありかなと思います。これでは人を寄せると

いうことには程遠いと思いますので、もしこういう例を挙げるなら、ちょっとこれでは堪

忍してほしいなと思います。歴史文化ゾーンと地域振興ゾーンの橋渡しというけれど、超
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巨大な休憩場所みたいな使い方しかできないような気がします。 

≪上田委員≫   

資料 1の比較表について質問です。 

コストの部分でインフラ整備代は含まれていますか。周辺道路の歩道整備とか、新たな

バスターミナルの検討が必要になると書かれているが、その金額は含まれているのでしょ

うか。 

≪事務局≫  

入っていません。 

≪上田委員≫   

それであれば、実際に向こうに市庁舎が行ったとして、すぐそれに合わせて整備が必要

な部分は一緒の経費になってこようかと思うので、そのいくらくらいインフラ整備で掛か

るのかを試算はされているのでしょうか。 

≪事務局≫    

まず行政バスが伊賀の県庁舎の方に走っているわけですが、すぐ出来ることから言いま

すと、便を増やすのは対応可能だと想定します。市の行政バス全体として、重点的に四十

九の方にアクセス便を増やすことは可能だと思います。そのあとの大きなまちづくりの話

としてその後の必要に応じて整備をしていく、或いは歩道が必要であれば整備をしていく、

とういうことでこのインフラ整備のところに記載をさせていただきました。 

≪上田委員≫  

今現状の市庁舎が公共交通機関からのアクセスが良く、歩道、信号、地下通路が完備さ

れているので、電車で来られていた方々が極端に不便になったというのでは難しいと思う

ので、インフラ整備も十分に考えていただくようよろしくお願いします。 

≪滝井委員≫  

観光とか活性化という議論がありますが、菊野委員が言われたように施設観光の時代は

終わったと私も思います。ならば何で人を寄せるかと、知恵を絞らないといけない。前回

か前々回、底上げが必要だという議論をしています。皆さんご存知のように資産があると

言われますが、活かしきっているかどうか、活かす方策をソフトの面を含めて、ハードも

当然必要ですが、それを考えることが底上げ観光、底上げに最も必要なことだと思ってい

ます。この中にどう盛り込むかは別として、そのためには居住環境、我々が住んでいる環

境が良くなければいけないのです。それをちゃんと底上げし、それから来ていただいた方

の環境を底上げする、それを考えないと、例えばお土産物屋さんがあるから来るという風

にはならない、それであれば、街中に竜王なり長島のようなアウトレットモールを呼んで

来れば良いけど、そんな議論はここではできない。我々は市の市街地で、上野の町中で、

どういう町を作っていくかを考えていく中で、市役所をどう考えるかということだと思い

ます。市役所は観光施設では実はないです、観光施設を造ったからといって人が来るわけ

ではない。じゃあどうしたら人が来るのかを見据えないといけないと思います。 
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そうした時に、前回私が提案したように風致・環境、観光でなく環境で人を呼ぶ、そう

いうブームを作っていかなければいけない、その意味ではこのロケーションは非常にいい

かなと思っています。そういう事が魅力で来てくれるのです。武家屋敷は整備途上ですが、

武家屋敷、商家などの並んでいるきれいな街並みを整備することが私は大事だと思ってい

ます。そういうことは直接の議論にならないと思いますが、観光ですとかまちづくりへの

私の思いを話させていただきました。 

≪松山会長≫     

多分事務局としても、1案 2案は不十分かもしれないが思いとしては滝井委員の言われた

ことは入っていると思います。 

≪中嶋副会長≫   

今南庁舎の利活用についてもご意見が出ましたが、私がちょっと危惧するのは、図面を

描いてしまっていてこれが後々独り歩きしないかということが不安に思っています。 

まだ十分に練った案でなくて、今委員の中からたくさんの意見が出ている途中であり、

まだ検討していかなければいけない段階で、この委員会としては今回と次回でなんとかま

とめなければいけない中で、どこまで書き込んでおくのかということなのですが、むしろ

皆さんからで出たＡ案を支持される方、Ｃ案を支持される方、両方の方から出た南庁舎を

含むこの地域のあり方についてどういう風に考えるかという大きな枠組みの考え方の方針

であったり、南庁舎を転用する場合であればその転用するプロセス、どういう風に行政の

まちづくりの中に政策と関係付けていくか。また伊賀の市民サービスの中でどういうもの

が必要であるかということももっと検討しなければいけませんし、観光施設にするならば

ここをどういう施設にするべきなのか、まだまだプロセスをきちんと踏まないといけない

ことがあって、この報告書に書き込んでしまうことで、後々拘束されることが大きすぎる

ので危険だと思います。むしろ大きなあり方、ここがどういう風に、この委員会であるべ

き場所と考えていくのかという大きな枠組みを列挙していただくだけでも良いのではと思

います。 

もし図面を付けた方が良いなら、もう少しラフなものを参考資料として付けるくらいが

良いかということが感想としてあります。 

いろいろここの敷地の使われ方については、皆さんのご意見をできるだけ今出していた

だいて、それをまとめる必要はここの委員会ではないはずですので、思いとして考え方と

して、できるだけ意見を吸い上げて、計画書の中に整理していただければいいと思います。 

≪山本委員≫  

資料 1のところで先程も言いましたが、アンケート結果でこの地に市庁舎を置くべきと

いう人が約４分の３いて、移転させるのは４分の１の方という結果があることもここに挙

げておいていただければありがたい。先程も言いましたがどうですか。 

コスト面の所でＣ案のところで 62億 4千万円と南庁舎の改修費 20億円がもれなくつい

てきますから約 20億ということを括弧書き程度でも挙げていただけたらと思います。 
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≪事務局≫  

アンケートにつきましては、まず市民の方や住民自治協議会の方にどのような思いをさ

れているかということを、資料を何も出さないそういう段階でお聞きをしたので、17ペー

ジにもアンケート結果による分析ということで、両方の回答のパーセンテージを表記して

います。一方この比較表につきましてはそれぞれの項目、立地だとか文化だとか項目を挙

げて、4案なり 2案で検討いただいているということですので、このような形でよろしいか

なと事務局として思っています。 

≪山本委員≫  

 コストについてはいかがですか。 

≪松山会長≫  

コストについては、関連工事が多少は出てくるだろうというあたりを若干含めるかどう

かということでしょうか。 

≪事務局≫    

委員が言われたように 20億を足すかということでございますが、今も副会長からご意見

がありましたように、具体的な用途はまだこれから検討が必要だと思いますので、大きな

あり方を含めて列挙すべきだという提案をいただきました。各委員さんからもいただいた

意見を大きなくくりで列挙していくべきかと思わせていただいています。或いは必要であ

れば、イメージ図のような形のレイアウト図であればいいかと思います。 

経費については、そこまで積み上げていくかどうかは別の問題になろうと思います。仮

にそういった複合的な施設とする場合には一方の経費も逆に軽減されるということになる

ので、単独で建てる場合との比較も必要になるかと思いますので、その辺についてはあく

までもＡＢＣＤ案の中に記載させていただいたように、庁舎で改修する場合は 16億 5千万、

事務所として改修するならば 17億 5千万、ということは一つの基準として提示するのがい

いのかなと思います。 

≪松山会長≫  

土地の利活用を見ていただければ、それぞれ 25億、22億という金額も出ているので、そ

れを足し合わせて考えていただければいいのではと私としては考えています。 

≪山本委員≫   

別途に掛かりますよということが分かればいいのです。あと南庁舎改修に別途とか、た

だ単に 58億と 62億の違いなら僅かではないかという話が、後 20億掛かりますというのは

だいぶ違いますので。 

≪松山会長≫  

では、別途という言葉で、そういうことも有りということで加えさせていただきます。 

≪滝井委員≫  

コストの他に副会長さんが言われたこの絵の話で、あまり絵を出すとそれが独り歩きす

る。コストもそうです。パッと数字が出てくるとあっちの方が安いからいいという選択に
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なるが、これは総合的に考えないといけないことなので、庁舎だけの話にしてはならない。

例えば図書館が入ってきたら、図書館の増築問題も起こっているのでそのコストがこちら

へ見込まれるので、そちらはいらなくなる。そういう総合的な話なので、なかなか難しい

話だと思います。複合利用の場合は庁舎単独の話でもなさそうなので、どこまで表現する

かという微妙な話を含んでいると思っています。 

≪池澤委員≫   

資料 2-1で、このままいくと、ほっておいたらこういう風になると困るなという点が何

箇所かありますので、簡単に指摘させていただきます。 

まず、5ページと 9ページに参考文献というのがありますが、編集者とか著者の名前も合

わせて書いておいた方が良いと思います。5ページの南庁舎の現状で、耐震診断結果の表の

ところで X-Y方向の表記として桁方向梁方向というのが良いのか、例えば、桁行方向と梁

間方向の方が分かりやすいのかなと思います。 

8ページで、下から 11行目のところで、「たとえば中庭は、2階各室の通風と採光を意図

したものであり」とありますが、意図としてはわかるのですが実際南庁舎を見てみると、

通風は言えるかと思いますが、採光については、この中庭周辺の諸室、各室の採光を意図

したとは現実問題言えないのではないかと、その辺が気になります。 

≪中嶋副会長≫   

その採光の部分は、新建築の昭和 40年の時に坂倉にいた方が懐古的に書いている文書で、

その中に設計した時にそういう意図したと一応書いていたのでその部分から設計者として

はその意図だったと理解して書かせていただいています。 

≪池澤委員≫  

当時は西沢さんが別の雑誌に投稿されている中で、結局はコストの縮減の中でいろいろ

変わったと。採光についてもおそらくは一時期過程の中で活かされた計画もあったのでは

ないかと思いますが、結果として実現しているものはそうではないところで、この辺採光

をあげておいて市民の方に分かりやすいかどうかという疑問に思ったところです。 

あと 11ページも施設整備の考え方、基本理念⑤の「環境にやさしい庁舎」とありますが

この「やさしい」という言葉が非常に分かりにくい言葉だと思います。例えば環境に配慮

した庁舎とした方がより分かりやすいのではないかと思う所です。その下の方で①「ユニ

バーサルデザインの考えに基づいた庁舎とします」も第 2回の委員会で議論した部分です

が、何か法律だとか基準に則して作りますよ、それ以上のことは①のところではみられな

いわけで、その下に突然「ユニバーサルとは」と用語の解説になっているわけで、ユニバ

ーサルデザインそのものが①の項目の中に無いのではないかという気がしています。こう

いう記述ではちょっと困るのではないか、分かりにくいのではないかと思います。 

12ページに下から 5行目の「フリーアクセスフロアの採用」も、今日の議論の中で出て

きた様に「フリーアクセスフロアの採用などを計画する」と書いてあるのはあまりにも限

定されていて、後々もう少し弾力的にいろいろな技術を総合的に判断できる環境を整える
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には、この「採用」と言うのはもう少し違う文言で表現した方が良いと思います。 

13ページで、上から 3行目あたり、「深夜電力の活用」も同じことで単に電気とか電力エ

ネルギーという表現なら分かりますが、明らかに「深夜電力」と具体的な事実を文言で示

されると、後々支障が出てくるのではないかと思います。この「環境にやさしい庁舎」と

いうところを見ますと庁舎のエネルギーの消費量の順位を意識せず場当たり的に記述して

いるように感じます。特に電気という文言が頻繁に出てくるのは偏っていると思えます。 

この 20ページあたりで、アンケートの事は今までのプロセスの中で記述はされています

が、市民意見交換会やパブリックコメントについては、これは触れられるのかどうかは、

読んでいて少し分からないなと思いました。 

前回、29ページの執務室や市長の部屋の関係あたりで液状化現象や防災について議論が

あったわけですが、この辺を集約し突き詰めれば、コストの問題を考えると市長公舎を建

設しなければいけないのでは、と行きついていくところです。 

≪事務局≫    

いくつか提案をいただきましたので、文言の訂正につきましては事務局で各委員の言わ

れたことを含めて案を作らせていただいて、会長、副会長にご相談して次回提示させてい

ただきます。それから、市民意見をどうするのかということですが、ここにはまとめてい

ませんが、事務局としては第 9章の基本設計の後に市民意見のとりまとめとして、市民意

見交換会で出された意見とかパブリックコメントで出された意見を表にしてまとめて、お

出しできればなとそれも含めてこの計画に盛り込んでいけたらと事務局として考えていま

す。 

≪松山会長≫     

12月に答申というスケジュールで動いておりますので、次回が最終回となります。 

今までいただいたご議論で候補地についてＡ案とＣ案の両案併記という形で答申となっ

てくるのかなというのが今日の皆さんのご意見かと思います。 

利活用についてはここまで具体的に書くと逆に縛ってしまうのではないだろうか、今日

事務局が出したものは、ある程度形にしていないとそれぞれ委員の方がイメージも湧かな

いだろうということで、案を出させていただいたもので、観光だけに特化するプランと、

市民サービスを加えた案ということで提示させていただいたのではないかと思っています

ので、その辺も含めて次回は最終の答申案の原案をお諮りするということにさせていただ

きたいと思います。それでよろしいですか。 

場合によっては、最終答申のその他に意見書の形で付け加える。コストのことについて

議論できなかった部分もありますので、これを答申案に載せず、別途意見書という形もあ

るかと思います。それについても次回できるだけ出していく方向で考えています。 

事項書 3のその他について事務局からお願いします。 

≪事務局≫   

今、会長から言われましたように、次回最終答申の形の案をお示しさせていただいて、
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そこから更に修正も含めご協議いただければと思います。 

従いまして、次回につきましては大変申しわけありませんが 12月 3日の火曜日、午後 7

時からこの場所でお願いしたいと思います。 

≪松山会長≫ 

本来、大仁田委員からＦＡＸをいただいていて紹介しなければいけなかったのですが、

多分皆さんと同じような意見で、観光の中心地として生まれ変わってほしいという意見で

した。次回どうしても都合が悪い方はあらかじめ私か事務局にご意見をお出しいただけれ

ばと思います。 

以上で今日の委員会を終了します。 

 

【午後 5時 17分 閉会】 


