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第６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 27年１月 26日（月）午後２時 00分から 

２ 開催場所 ： 市役所本庁 第３会議室 

３ 出席委員 ： 瀬田委員、吉村委員、山本委員、小林委員 

４ 欠席委員 ： 上井委員、岡井委員 

５ 傍 聴 人 ： なし 

６ 報道関係 ： ２社 

７ 事 務 局 ： 辻上副市長 

藤岡財務部次長兼管財課長 

管財課 谷口副参事、竹森主査、清水主任 

（他関係者） 

市政再生課 堀川副参事、濱田主任 

朝日航洋株式会社 

８ 協議事項 ： （１）第５回検討委員会議事概要の確認 

         （２）公共施設最適化計画最終案の答申について 

         （３）実行計画（アクションプラン）について 

９ 配布資料 ： 資料１   第５回伊賀市公共施設最適化計画検討委員会 概要 

         資料２   伊賀市公共施設最適化計画の答申について 

         資料３   実行計画（アクションプラン）様式案 

 

10 会議概要 ： 

【2時 00分 開会】 

 

事務局： ただ今より、第６回の検討委員会を開催させていただきます。はじめに会長

よりご挨拶をお願いします。 

 

〇事項１ 会長あいさつ 

会長： 本日は、最適化計画の答申の内容確認ならびに実行計画（アクションプラン）

の様式確認を行う場となります。最適化計画は、本日をもって決定となります

が、最適化の取組自体は今後とも長期にわたって続くものとなりますので、引

き続きよろしくお願いします。それでは議事に入ります。まずは、事務局から

前回委員会議事の確認を資料１でお願いします。 

 

〇事項２ 議事 
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 （１）第５回検討委員会協議結果の確認 

事務局： 【資料１の説明】 

    主に中間案のブリックコメント及び意見交換会の意見及び回答についてご確

認いただきました。後日ホームページに公表する予定です。 

会長： 何かありましたら事務局あてに連絡をお願いします。次に、議事（２）につ

いて説明をお願いします。 

 

 （２）公共施設最適化計画最終案の答申について 

事務局： 【資料２の説明】 

    なお、本日午後４時より、本資料の答申が予定されています。 

会長： 後ほど、本日お越しいただいている委員の方々からお一人ずつ、答申作成に

いたるまでの感想や今後の取組にあたっての留意事項、職員の方に注意してほ

しい点などについてご助言をいただければと思います。 

  事務局の説明と重複する部分もありますが、中間案からの主な変更点は、会

長あいさつ、４０ページの第５章の最適化計画に向けた取組みとして住民説明

会や意見交換会の取組みの概要、５２ページの委員会からの提言が追加となっ

ています。特に、４５ページ以降の地区別意見交換会については、吉村委員の

発案で実施した５地区の説明会の概要と意見交換会の実施手順が掲載されてい

ます。これらの一連の取組みにおけるアンケート結果を見ますと、個別の施設

については、一部反対意見もあったようですが、総論として公共施設最適化を

実施すべきという意見が大半を占めています。このような取組みは、引き続き

強い意志を持って進めていくべきと感じています。 

    なお、委員会からの提言については、委員の方々から頂いた意見を参考に私

の方で取りまとめています。それでは、ここまでの内容について、Ａ委員から

順に意見をお願いします。 

 Ａ委員： 全体的に、行政側と市民側の情報や意識の相違があると感じました。最適化

の内容について初めて聞いたという意見も耳にしました。実行にあたって、これ

らの点にも留意いただければと思います。公共施設最適化の取組みは、市民の

方々と連携して進めていくことが重要になりますので。なお、意見交換会の実施

手順については、私の方で取りまとめを行いました。今回は、紙面の関係上、今

後の課題などについては記載せず、敢えて基本的な内容に絞って掲載しています。

ただ、委員や事務局のみなさんも実際にやってみて感じたことと思いますが、も

う少し反省すべき点があったことも事実です。最適化計画に基づき、どのように

実行につなげていくのか、といった際に地域への説明会などでもう少し工夫する

余地はあるのかなと感じています。 

      最後に、個人的には、われわれ委員だけでなく、事務局である職員の方々の
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意見も聞いてみたいと思っています。 

会長： Ａ委員に１点質問があります。今回の意見交換会などを通じて、住民の方々

の協力を得られそうと感じましたか。 

 Ａ委員： 協力を得られるか否かの問題よりも、住民が「自分たちの問題である」とい

う意識を持つことが重要であると思います。公共施設サービスは行政から享受

するものであるということではなく、自分たちの地域をどのようにしていくか、

という意識づけが重要かと思います。行政サービスが全てではなく、住民が自

ら動機づけして動き出すことが必要になってくると思います。介護でも、福祉

でも、自治協議会の自主的な活動とリンクさせていくことが重要になってくる

と思います。 

会長： 現時点で、そのような自ら活動していこうという意識や環境はありそうでし

ょうか。 

事務局： 今後の取組にあたっての課題だと思います。 

 Ｂ委員： 私は参加できなかったのですが、他の委員の方々は各支所を回って意見を聞

いてもらったかと思いますが、意見交換会などには興味関心のある方が参加し

てきているという傾向があるかと思いますので、そこでの意見が全てではない

のかなと思います。また、モデルケースについても、市が既成事実化するため

の素案ではないのかと懸念する意見もあったように聞いています。また、市民

である私も伊賀市の全てを知っている訳ではないと感じました。もっと色々勉

強が必要であると感じます。 

 Ｃ委員： これから最適化計画を進めていく際には、志村さんが言われていたように、

市民が自らどのように動いていくか、ということが非常に重要になると思いま

す。吉村先生が言っていたように、自治協議会が自らの地域をどのようにした

いのか、という思いを体現するようなアクションプランになっていけばいいな

と感じました。利用状況などの情報も行政側として持っているので、そういっ

た情報も活用しながら議論していければいいのではと感じます。 

会長： 他に、市として最適化の検討をしてきた中で、感じたことやご意見などあり

ますか。 

副市長： 庁内検討会議という場で、座長として活動してきて感じたこととして、検討

委員会から指摘があったから動きます、ということではなく職員が真剣になっ

て今後の施設のあり方を検討していくというスタンスで進めてきました。今回

の最適化計画の取組みにあたって強く感じるのは、過去から必要な施設とそう

でない施設の検討ができていれば、現在のように重複した施設が多く残ってし

まうことはなかったのではないかという点です。総合計画のキャッチフレーズ

にもあるとおり、「勇気と覚悟を持って」市民のみなさんと一緒に進めていく必

要があると強く感じます。 
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会長： 今回、市民の方と対峙する際には、プラスだけでなく、マイナスの意見も出

ることが想定される中で、向き合ってこられたことはよかったと思います。先

ほどＣ委員から意見があったように、今回の提言を作成するにあたって、どこ

まで具体的に記述するのか、ということは悩みました。今回はかなり努力して

きましたけれども、全ての市民の方々の意見を聞けている訳ではないと感じて

います。今後は、市民に加えて、施設を管理運営している職員の方々の考え方

や意見をもう少し情報として持っておくと、より実効性のあるとりまとめがで

きるのではないかと思います。検討委員会としての活動は今年度で終了となり

ますが、私どもは引き続き、研究の一環として公共施設最適化の取組について

携わっていくことを考えています。 

 Ａ委員： 最適化計画の内容について、より将来を見据えた前向き、ポジティブな観点

からの考え方や表現がもう少しあっても良かったかと感じます。ある場所であ

る人が言っていましたが、市役所が２０年後にどのようになるかが分からない

中で、性急に建替えなどをしてしまうと、２０年後の市役所に求められるニー

ズと合致しなくなってしまう可能性があるのではないかということです。より

コンパクトな市役所の方が望ましかったりするかもしれません。瀬田先生が言

っていたように、施設運営などに携わる職員の意見や考え方も踏まえながら、

将来を見据えて、現在見えていないニーズに対応していくことが重要かと思い

ます。 

会長： 今回、２０年後の主役となる若手職員の方々にも意見交換会に参加いただき

ました。今後、そういった若手職員の意見や考え方などもヒアリングするよう

な機会を設けられたらよいと思います。将来の伊賀市を担う世代の職員を巻き

込んでに取組んでいくということも重要です。 

    本日はこの後４時から市長宛に答申を予定しています。通常は、答申をもっ

て委員会の役割は終了となりますが、本委員会はそこで終わりでなく、次年度

以降の取組内容である、アクションプランについて議論していくこととなって

います。内容については、事務局から説明をお願いします。 

 

 （２）公共施設最適化計画最終案の答申について 

事務局： 【資料２の説明】 

    今後、本資料をベースに実行計画（アクションプラン）を検討していきたい

と考えています。最適化方針の３Ｒの考え方と整合を図って進めていきたいと

考えています。内容などにつきまして、ご意見をいただければと思います。 

会長： 私なりの整理をすると、左側半分は施設白書の情報であり、プランニングを

するための内容が右半分となるということですね。プロジェクトチームという

のは、庁内の組織体のことでしょうか。 
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事務局： 庁内の検討会議に属する、各施設の用途別の方針を検討するための部門横断

的なプロジェクトチームのことです。 

会長： シートの見かたについてはよろしいでしょうか。これについて、何かご意見

があればよろしくお願いいたします。他にもこのような情報が必要ではないか、

というようなことがありましたら、ご意見をフリーディスカッション的な形式

で仰っていただければと思います。 

 Ｃ委員： Ⅸのスケジュールについて、どういった内容が記載されるのでしょうか。例

えば、「売却貸付」といった施設の方向性だけでなく、「地元への説明」というよ

うな内容も含まれるのでしょうか。 

事務局： 「売却貸付」といったような施設の方向性に加えて、複合化などの素案の検

討や地元への説明などの事前実施事項も記載すべき内容に含まれているとご理

解ください。 

会長： Ⅴ、Ⅵにはどのような情報が入るのでしょうか。 

事務局： Ⅵについては、最適化計画第３章の個別施設の方向性に加えて、個別施設の

より詳細な方向性が追記されるということになります。 

 Ｂ委員： 今回の資料は４月当初の様式と同じということですが、当初と現在で特に変

更点はなかったのでしょうか。もし、事務局の方で現在までの取組みの中で追

加すべき内容などがあれば教えてください。 

事務局： 現在は、建物の方向性に関する部分が中心になっていますので、施設の運営

に関するＲｕｎの項目である収支や利用状況などの改善に向けた項目を追加し

た方が良いと考えています。 

 Ａ委員： 施設のハードの側面だけでなく、例えば住民を含めて文化会館をどのように

していくのかというソフト面の視点も必要だと考えます。可能であれば、アク

ションプランを取りまとめた段階で、Ｃ委員が言ったように市民の意見を集約

するようなまとめ方が良いかと感じます。最近のことばでいうと、「ハコ」では

なく「コト」的な発想が大事かと思います。利用料についてあげてもいいので

は、という地域の声もあるかもしれません。最終的には、行政だけではなく、

地域の方々の意見も含めたアクションプランとすべきだと思います。 

事務局： 現在イメージしているのは、例えば伊賀市で４つあるホールについて、ホー

ルのあり方も含めて記載していくことが重要だと考えています。委員のみなさ

んが仰っているように、自治協議会のみなさんの意見なども取り入れながら進

めていければと思います。現在の１枚だけでは全体像が見えづらい部分もある

かもしれませんが。 

会長： このシートの位置づけは、作成してから住民説明にいくのか、住民意見を聞

いてから作成するのか、という点によって内容は変わってくると思います。 

事務局： 期間的な課題もあり、作成してから住民の方々の意見を集約していくという
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方法を考えています。 

 Ａ委員： 最終的には、住民と一緒につくりあげたアクションプランという形にすべき

であると考えます。 

会長： この資料だけ見ていても、検討プロセスが見えづらいという印象があります。

例えば、どの欄に住民の意見を反映するのか、といったことなどが見えづらい

かと。 

 Ｃ委員： すべてについて住民の意見を反映して取りまとめるというのは、難しい面も

あるような気がします。例えば、行政が基本的な考え方を整理して、住民側に

具体的な活用のアイデアなどを記載してもらうという役割分担をしていくとい

う考え方もありうると感じます。住民が主体的に携わっていくというプロセス

が重要だと思います。 

会長： ありがとうございます。他にお気づきの点はありますか。 

 Ｂ委員： ケーブルテレビで、ホールの指定管理者が頑張っているということを見たこ

とがあります。そのような方々の意見を聞くこともありうるのではないでしょ

うか。 

副市長： 施設の設置者は市ですが、運営を直営で実施するよりも施設によっては運営

を指定管理者に任せている場合があります。 

 Ａ委員： 指定管理者がサービス向上や利用者向上に向けたインセンティブはあるので

しょうか。 

副市長： 管理者の選定にあたって、市場原理的にサービス内容やコスト面で有利な団

体を選定するというのが理想ですが、地方都市ですので施設によっては１者随

意契約に近い場合もあります。指定管理者の側からは、利用者が増えれば料金

収入があがるというような仕組みはインセンティブと言えるかもしれません。

全ての施設がそういう仕組みであるというわけではありませんが。 

会長： 施設の運営形態などについて、アクションプランにどこまで記載するかのイ

メージが湧かない部分がありますね。 

副市長： 平成９年から指定管理者制度が活用できるようになり、全国的に一斉に施設を

指定管理していく動きが広がりました。伊賀市においても、スポーツ施設や観

光施設など指定管理の導入をかなり進めてきています。ただし、地域の方々に

利用が限られるような施設については、指定管理者に任せるよりも、地域で運

営していくことが効果的かと思います。 

会長： Ⅴ、Ⅵについては、そのような点まで踏まえて記載をするようなイメージと

なるのでしょうか。どこまでハッキリと方針を打ち出すのか、という点はどの

ようにお考えでしょうか。 

事務局： 縮小という方向性までは打ち出しても、具体的に売却貸付先や譲渡先が決ま

っていなければ記載できないということもあります。実行計画については、策
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定後にローリングをしていく予定ですので、具体化した段階でより詳細な内容

が記載されることになると考えます。 

副市長： まずは、第Ⅰ期に優先的に実施すべき施設を対象に作成する予定です。その中

でも、方向性が明確に定まっている施設については、詳細な方向性まで記載す

ることができますが、詳細を今後検討すべき施設も残ると考えています。 

会長： まずは、複合化や縮小の方針を決めて、跡地の売却などについてはその後の

ステップで考えていくという理解となりますね。なお、どのようなプロセスで

やっていくのか、という点が少し不明確な気がします。アクションプランにつ

いては、別の場面で再び議論できたらと思います。 

 

会長： それでは、以上をもちまして本日の議題を終了します。事務局の方から何か

ありますか。 

 事務局： 当初の予定にはございませんでしたが、３月を目途に市が作成したアクショ

ンプランに対する意見を頂戴する場面を設定できればと考えています。可能で

あれば検討委員会形式で実施したいと考えています。詳細な日程などについて

は後日調整させていただければと考えております。 

  以上で第６回伊賀市公共施設最適化計画検討委員会を終了します。ありがと

うございました。この後４時から市長への答申がございますので、続いて参加

いただきますようお願いいたします。 

 

【３時 15分 開会】 

 

※委員名のアルファベットは、発言順に付したものです。 

 


