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第３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８月６日（水）午後１時 30分から 

２ 開催場所 ： 青山公民館 ２階中ホール 

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 及川、新井 

８ 協議事項 ： （1）第２回委員会協議内容の確認 

           ①議事概要 

           ②用途別縮減目標（案）（Reduce）及び基本方針（案）について 

           ③公共施設の更新費用と総量縮減（Reduce）の節減効果について 

         （2）地域別機能計画（Remix）について 

         （3）その他 

９ 配布資料 ： 資料１   第２回伊賀市公共施設最適化計画検討委員会 概要 

         資料２-① 用途別縮減目標（案）（Reduce）及び基本方針（案） 

         資料２-② 総量の縮減～コミュニティ圏域の公共施設の最適化方針～ 

         資料３   公共施設の更新費用と総量縮減（Reduce）の節減効果 

         資料４-① 機能の複合化の方針 

         資料４-② 地域別機能計画（Remix）について 

         資料４-③ 施設配置マップ 

         資料４-④ モデルケースのパターン（案） 

 

10 会議概要 ： 

【1時 30分 開会】 

 

事務局： 本日、上井委員が不在ですが、多数委員が出席していますので、委員会は成立します。 

〇事項１ 会長あいさつ 

 

〇事項２ 議事 

（１）第２回検討委員会協議結果の確認 

 ① 議事概要 

会長： 資料があるかご確認ください。伊賀市の場合は、すべてホームページに載っているので、
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もし不足等があれば早めに事務局へ連絡してください。 

 

② 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２－①②の説明】 

  前回の検討委員会で指摘されたことに対する修正案を右側に青字で記載しています。    

  会長： 少し全体の情報は多いですが、今説明があった庁内の評価結果を前回の委員会で検討し

たことが赤字で書いてあるとのことです。それに対して修正案を青字で書いてあります。

修正された範囲について、前回の検討結果が反映されていない等があれば発言お願いしま

す。 

 事務局： 前回、「弱者への配慮についてどうしているのか」と質問があったことに対して、類似

の施設を調べました。その結果、グループホーム系の施設については、民間施設が併せて

６施設ありました。最初は市が設置していたが、最近は民間施設が増えているということ

です。 

  会長： 以上の情報を踏まえていかがでしょうか。 

  会長： ７ページ一番下の縮減面積の合計が 13万６千平方メートルで 27％とありますが、目標

達成ができなくなってしまったということについて、いかがでしょうか。 

 事務局： 確かに 2030 年までに 34％、2045 年までに 43％という削減目標立てていましたが、庁

内でヒアリングを行い、検討会議で積上げた数字を計算すると 27%になりました。 

  会長： 資料２－②Reduce の総量の縮減とあって、コミュニティ圏域の最適化方針とあります

が、この資料の位置づけは何になるのでしょうか。内容は分かりますが、言葉の定義が盛

り込まれる要素が見受けられます。 

 事務局： コミュニティ圏域は、概ね自治会の範囲を想定しています。大字は、ほとんどが地名で

すが、全部が自治会と整合しているわけではありません。自治会と大字区域という文言は、

分かりにくいかもしれません。 

      自治会より小さい単位もあるので、自治会等と表示したほうが良いかもしれません。 

  会長： 地区市民センターの設置範囲を越えている自治会はあるのでしょうか。 

 事務局： ありません。コミュニティ圏域が実際どのような使われ方をしているかというと、自治

会という単位で書いてあるケースもあれば、小学校区単位、地区市民センター単位もあり

ます。 

  会長： 圏域という必要があるのでしょうか。要は、最適化の方針の対象となる施設が示せれば

いいのであって、圏域から出る必要があまりないのではと思います。もしかしたら圏域を

わざわざ設定する必要がなかったのかもしれません。 

Ａ委員： コミュニティ圏域についてそれぞれが各々の場所で違う意味を指しているのであれば、

定義ではないと思います。 

  会長： 内容は良いですが、コミュニティ圏域の定義について文言をしっかり選んでもらうよう

お願いします。 

Ｂ委員： 最適化方針の前に、地域単位で施設をつくっていくような、地域の状況に合わせた運営

をしていくと宣言した上で、地域単位での施設の要不要や、自分たちでどれだけ維持管理
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できるのかについて、地域が判断することがあっても良かったのではないでしょうか。 

 事務局： 公共施設最適化方針の 10 ページに適正配置の方向性というものがあります。地区市民

センターを自治活動拠点、つまり自治センターとして位置づけ、自治協議会への指定管理

を検討し、その中へ様々な機能をまとめていくのが一つの方針です。 

Ｂ委員： 削減、建替えした施設をどうやって見せるのかという問題について、減らす話と新しく

つくる話を一緒にしてしまっているという話でしょうか。 

  会長： 他にも建替えというのは、面積が増減する施設があるということでしょうか。総量とし

てちゃんと現在の状態から将来つくるものも含めて、総量が減ってないと当然計算が合い

ません。 

Ａ委員： 目標縮減面積案の中には新設分、削減分も計算しているということでしょうか。この分

を単純に現状という扱いにするのはどうでしょうか。 

  会長： その方が分かりやすいと思います。 

      床面積の削減目標 34％はどこまでこだわるべきなのか、最優先がコストであれば床面

積は目標に合わず、それと同じくらいに目標を達成していれば良く、コスト削減に対して

目標達成したという論理で良いでしょうか。考え方の統一、整理が必要です。 

他に意見はありますか。ないようですので次をお願いします。 

 

③ 公共施設の更新費用と総量縮減（Reduce）の節減効果について 

 事務局： 【資料３の説明】 

  会長： 前回、資料の見方が難しいという指摘をしましたが、今回もまだ見方が難しいですね。 

Ａ委員： 投資可能財源の定義を再度説明お願いします。 

 事務局： 過去の普通建設事業費 42億円のうち、40％程度が公共施設関連経費であることから 16.8

億円と想定しました。 

Ａ委員： 予算としては確保されているという考えでしょうか。 

 事務局： 過去の実績では確保できています。 

Ｂ委員： Ａの定義は「建替え＋大規模改修＋新設予定分」でしょうか。新庁舎や消防の費用 1.6

億円は含まれているのでしょうか。 

 事務局： 今回は含めています。右下のグラフの緑色の箇所が該当します。 

  会長： 2,158 億円は今後 40 年間の更新費総額と理解できますが、31.3％とはどういうことで

しょうか。 

 事務局： 第Ⅰ期から第Ⅲ期の更新費の節減額 677億円が 2,158億円の 31.3％ということです。 

Ｂ委員： 統合による建替え、集約や大規模改修の経費は含まれているという理解で良いですか。 

事務局： 投資可能財源 16.8億円/年の中で賄うべき費用と考えています。 

Ｂ委員： 本庁舎と消防の新設分はＡに含まれていて、他の新規整備分や複合化事業の費用は 16.8

億円/年の中で賄うという考え方、両者の統一が図られていません。新庁舎、消防庁舎の

みは特別扱いであるという理解をすれば良いでしょうか。 

Ｃ委員： 庁舎の建替えというのは、どこに建てるにしてもということですか。 

 事務局： そうです。 
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Ｄ委員： グラフの年度が４年毎の区切りであることから、４年毎の更新費が表現されているので

すか。 

 事務局： グラフの年度表記を省いているだけです。 

 会長： 方針と計画の相違点について、なぜ節減額が増えたのかを再度説明お願いします。 

 事務局： 方針では全施設の平均値で計算しており、今回の計画では対象施設の更新費を積上げた

ため資料３のような差異が生じたということです。 

  会長： 新設分を含めたにも関わらず節減額の実績が増えている、という辺りの考え方に違和感

があります。市民の方にも理解しにくいのではないでしょうか。 

 事務局： 実績値をカウントした結果として、34％から 27％となっても第Ⅲ期までに 234 億円の

留保財源の積上げが可能となりました。 

Ｂ委員： 会長の発言の趣旨は、相違点についてなぜそうなったのかを補足説明する文章が必要で

はないかということだと思います。 

事務局： 相違点の説明文を追記したいと思います。 

Ａ委員： 最適化方針と最適化計画の縮減効果の違いの理由を改めて確認します。 

 事務局： 最適化方針の 34％は特定の施設を対象として考えたものではなかったが、今回の計画

では具体的な施設を想定して費用を積上げた結果、方針策定時の想定よりも節減効果が大

きくなったということです。 

Ａ委員： コストではいくら削減できるのでしょうか。 

事務局： コストでは 27%でいくと 2044年までではマイナス 103億円になり、2044年度までにさ

らに３万平方メートル縮減すると、マイナスがなくなります。 

Ａ委員： マイナスがなくなるように数字を組んでいるのですか。 

事務局： そうです。 

Ｂ委員： 複数の受け止め方があります。第Ⅳ期に追加で３万平方メートル縮減しないと更新費が

不足するという捉え方もできます。これは、当初想定していた範囲に収まっていると考え

るべきなのか、第Ⅲ期までの縮減分を増やすことで第Ⅳ期以降の分を前倒しするという考

え方ではだめなのでしょうか。 

 事務局： そういった議論もあります。 

  会長： 最適化方針のマイナス 34％の算出の考え方によって、参考値として捉えるべきか、守

っていくべきものとするか、考え方の整理が非常に重要です。本検討委員会にて再度更新

費用の算定まで実施することは時間制約上困難なため、方針の 34％を基本としたいとこ

ろです。 

Ａ委員： 第Ⅲ期までではなく、第Ⅳ期で達成というよりは、面積の方で何とかならないのかとい

う方が自然です。面積について、各担当から出てきたものを積上げるのではなく、全体方

針を意識して、部署間を越えて大きな観点から削減をすればもう少し削減できるのではな

いでしょうか。 

副市長： 庁内の検討会議の座長の立場から感じることとして、15 年後の人口減少などを加味す

ると３割程度は妥当と思います。目標数値にこだわりすぎることは必ずしも適切ではあり

ません。 
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 会長： そうなると、本当に計算が合っているのかという議論をする必要があるという意味でし

ょうか。 

Ｂ委員： 第Ⅲ期までの縮減を実施しても３万平方メートルの不足があるという捉え方とすると、

第Ⅲ期までにもっと頑張るべきという感じ方もできてしまいます。 

Ｃ委員： 数字ばかり追っていると、検討委員会の当初の趣旨からずれてしまうのではないでしょ

うか。検討委員会では具体的に施設の方向性をどうすべきか、という内容を議論すべきで

はないのでしょうか。 

 会長： 個別施設の削減目標について、市民の皆さんの反応を見てみたいですね。 

Ｃ委員： 数字の裏付けがある 27％は保険として持っておいて、委員会では 34％を目安に縮減を

図るべきではないでしょうか。 

Ｂ委員： 第Ⅰ期の取組みの結果を踏まえて、第Ⅱ期以降に取組むべき内容がイメージできれば、

第Ⅰ期ですべてやらなくても良いのではないかと思います。取組みの時期に拘りすぎで選

択肢を狭める必要はありません。 

  会長： 最適化方針の 34％を参考にしないと、どの程度まで縮減が必要かの基準がなくなって

しまいます。住民向けのワークショップなどで住民の意識を確認する機会を設けることで

我々の議論の方向性も変わってきます。 

 副市長： 資料３の更新費の資料は、今後 15 年間の計画策定を行うにあたって、ピーク時期まで

の計画を示したものです。 

  会長： きっちりとした目標数値や取組の方向性が提示されていないと議論の方向性が定まりま

せん。事務局側で、最適化方針の目標よりも緩めるというのであれば、何を根拠にそのよ

うな考えに至ったのかを明示する必要があります。 

 副市長： 昨年から情勢の変化があり、消防庁舎の面積基準の変更、図書館の設置基準など、その

影響が大きくなってきています。 

  会長： 基準は守らなければいけないものなのですか。今まで、伊賀市に限らず国の基準に従っ

て過大に施設をつくってきた。法的な定めがない基準でなければ、伊賀市にとって必要か

不要かという議論をするべきだと思います。縮減の話をしている際に、充実のための面積

増の想定の話が出てくると、基本的な総量縮減を推進していくという目的がぶれてしまい

ます。 

 副市長： 図書館等の基準については目安としての基準です。しかし、時代の変化に合わせて複合

的な施設にすることで、維持管理経費を縮減していきたいと考えます。 

 会長： 複合化を推進していくべきというのが、基本的な考え方であると捉えて良いですか。 

Ａ委員： 時代とともに新たに必要となる機能、不要となる機能があります。個別の積上げの議論

のみではなく、総合的な視点で複合化を議論するべきだと思います。 

  会長： それでは複合化に関連する話に移りましょう。 

 

（２） 地域別機能計画（Remix）について 

 事務局：【資料４－①②③④の説明】 

 会長： 複合化の事例として出てきた施設の方向性は資料２の用途別の目標に反映されているの
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ですか。 

 事務局： 本検討委員会の意見をもって反映したいと思います。 

  会長： 第Ⅳ期までのケースごとの更新費はどのような内容を意味しているのでしょうか。 

Ａ委員： ケース①の場合は既存のホールが残り、ケース②の場合は、新たに支所を建替えるとい

うことでしょうか。 

Ｂ委員： ケース①とケース②の区別を分かりやすくした方が良いと思います。 

  会長： 説明文も必要です。ケース別の更新費は下の表を工夫して分かりやすくした方が良いで

す。 

Ｂ委員： 各モデルケースと資料２の用途別縮減目標との関連性や整合性が分かりにくいので、説

明が必要です。どこまでが含まれてどれが含まれていないのかを明示した方が良いです。 

  会長： 最終的な整合性を図る必要があるが、本日はモデルケースの検討に移ることにします。 

 

・・・所用のため小林委員が退席・・・ 

 

Ｂ委員： 統合した場合に、以前より大きな施設となっているように見えます。また、用途別の

集計表示よりも地区別の集計表示の方が分かりやすいと思います。 

Ｂ委員： 移転や解体費は含まれていないという理解で良いでしょうか。 

事務局： 解体は含まれていません。また、民間への譲渡や売却、貸付も含めていません。 

  会長： 事務局の意図として、複合化の資料からどのような議論をしてもらいたいのでしょうか。 

 事務局： 各モデルケースの内容について、意見や議論をいただきたいと考えております。 

  会長： 伊賀市は旧町村役場の近隣に主要な施設が集まっているシビックセンター地区のような

特徴があります。そこを中心に考えると基本的には良いのではないかと思います。 

Ｃ委員： 伊賀についてはホールが含まれているが、青山と阿山地区についてはホールが含まれ

ていませんが良いのでしょうか。ホールについては見直さないということでしょうか。 

 事務局： 伊賀市文化会館、青山ホールは残しますが、阿山、伊賀はホール機能を廃止する方向性

です。 

Ｂ委員： 見せ方として、ホールと支所を一体で表現するようなことをしていくつもりであると考

えて良いですか。 

会長： ホールはもう少し見直すべきでないかと思います。 

事務局： ホール機能の廃止については、必要性の有無を検討のうえ、地域の生涯学習、子育て、

行政施設等の複合施設としての利用を検討する必要があります。 

Ａ委員： 隣保館、公民館、その他集会施設は地区市民センターと一体となって考えるべきです。

地区市民センターで代替えできるならば、公民館系の建物はゼロという考え方もありえ

ます。 

事務局： 大きな生活館、隣保館については、現段階での活動は類似している部分もありますが、

それぞれ独立している状態です。 

Ａ委員： それこそ複合化の検討対象となるのではないでしょうか。稼働率が低い集会施設を集約

化するなど。 
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Ｂ委員： 譲渡する施設は、別の色で表現すると分かりやすいのではないでしょうか。 

 事務局： 中間案の段階で、個別施設の方針を明示することは、困難であると考えています。今後

策定予定のアクションプランで具体化していく予定です。 

 会長： 上井先生から事前に何か意見はありましたか。 

 事務局： 特にいただいておりません。 

 

〇事項３ その他 

 事務局： 次回の検討会議では、ランの考え方を整理していくため、事前に意見を頂戴できればと

思います。 

 会長： 現段階で、リデュース・リミックスに関して事務局案をそのまま採用という形にはなら

ないと思いますが、事務局案を修正したものをいつのタイミングで確認できるのでしょう

か。 

 事務局： 次回の庁内検討会議が８月 11日にあるので、その後となります。 

  会長： 資料の表示方法を改善すべきです。中間案までに完了しない場合には、最終的に改善す

るという部分を明示すべきだと思います。 

Ｂ委員： 新旧の資料の正誤表があると良いですね。 

 事務局： 正誤表に加えて、修正箇所のセルの色を統一するなど工夫を図りたいと思います。 

会長： 以上で本日の委員会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

【15時 50分 閉会】 

 

【第４回検討委員会】 

  開催日 ： 平成 26年９月３日（水） 

  時 間 ： 午後３時から 

  場 所 ： 市役所本庁２階 第３会議室 

 

※委員名のアルファベットは、発言順に付したものです。 

 


