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第５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１２月１９日（金）午後２時００分から 

２ 開催場所 ： 市役所本庁 第２委員会室 

３ 出席委員 ： 瀬田委員、上井委員、山本委員、小林委員 

４ 欠席委員 ： 岡井委員、吉村委員 

５ 傍 聴 人 ： なし 

６ 報道関係 ： ４社 

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 御舩、新井 

８ 協議事項 ： （１）第４回検討委員会議事概要の確認 

         （２）中間案パブリックコメントの対応について 

         （３）支所別意見交換会の意見対応について 

９ 配布資料 ： 資料１    第４回伊賀市公共施設最適化計画検討委員会 概要 

         資料２－１ パブリックコメントの対応について 

         資料２－２ 中間案修正箇所の新旧対応表 

         資料３－１ 支所別意見交換会概要 

         資料３－２ 支所別意見交換会における意見に対する対応について 

                  資料３－３ 支所別意見交換会における意見に対する対応について 

（個別施設に関するものを除く） 

10 会議概要 ： 

【2時 00分 開会】 

 

事務局： ただ今より、第５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： １０から１１月にかけての住民説明会、意見交換会お疲れさまでした。市職員のみな

さんにも各テーブルのファシリテーターとして活躍いただき、いろいろな意見をたくさ

ん拾えたと思います。主な議事は住民の様々な意見をまとめて最終案にまとめることと

なります。それでは議事に入ります。 

 

〇事項２ 議事 

（１）第４回検討委員会協議結果の確認 

 ① 議事概要の確認 
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事務局： 【資料１の説明】 

既にホームページで公開しているが、自身の発言と趣旨が違うというような場合があ

れば事務局までご連絡ください。 

会長： 何かありましたら連絡をお願いします。次に、議事（２）についてパブリックコメン

トの最適化計画案に対する意見とそれに対する対応について説明をお願いします。 

 

② 中間案パブリックコメントの対応について 

事務局： 【資料２の説明】 

会長： パブリックコメントの回答について意見いただければと思います。 

      ２－１について何かご意見ありましたらいかがでしょうか。ちなみに、委員の方にお

かれましては、事前に意見を頂戴していると思いますが、それを既に反映しているのが

この資料１という理解でよろしいですか。 

 事務局： はい。 

  会長： 本資料はいつ公開されるのでしょうか。 

 事務局： 本会議で決定いただいた後に公表します。 

  会長： すぐに掲載されるということですね。意見はありますか。 

 Ａ委員： 意見交換会の意見とダブりますが、グラウンドや体育館については防災施設について

避難施設として拠点として残して継続してもらいたいという意見が多数あると思いま

すが、地元の人に譲渡して管理がうまくいくものなのでしょうか。譲渡した後、地元で

管理できなくなり、気付いたら誰もいないというのはまずいのではと感じます。その辺

りのフォローをもう少し回答内容として具体的に示せば住民により納得いただけるか

もしれない。個人的には、譲渡という方向性で良いと思いますが。 

事務局： 中間案の１０ページ下の囲いの中にコミュニティ圏域の最適化の方針①から④の説明

があります。このうち、④については、地域と協議の上決定することとしています。自

治会では なく、自治協議会単位が適当かと思いますが、譲渡後の活用も含めて話を進

めることが重要です。その場合には、一部施設については予算措置が可能か否かは別と

して、改修の可能性もありうると考えます。 

会長： Ａ委員のご指摘は、住民の譲渡に対する意見を受けて、どのように最適化計画に反映

していくか、ということだと思います。最適化計画は、施設（建物）の方向性を対象と

しているというのが原則ですが、施設を譲渡して終わり、ということでよいのかという

見方はあると思います。本委員会のみで決定するということではなく、例えば防災の観

点は地域防災計画に委ねるということでも良いかと考えています。本計画において、ど

のような記述を追加すべきかについて意見がありましたらお願いします。 

 Ｂ委員： 資料２の回答欄を見せていただいて、行政側の“やっていくぞ”という確固たる意志

が感じられました。行政としての強い意志のもと、職員一人一人が力を蓄えた上で、住

民と接していっていただければと感じました。 

 Ｃ委員： 柘植地区の方でも、機能移転・集約した場合に距離が遠くなると不便になるので、考

慮する必要性があるのではないかと思います。また、島ヶ原地区では、有料の施設や無
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料の施設がばらばらになっており、それらを統合することに抵抗があるのだと感じまし

た。 

  会長： ありがとうございます。今、お二人からご意見、コメントがありましたが、事務局の

回答はありますか。 

事務局： 地域の体育館などは、防災の観点から避難所として残してほしいという意見はありま

したが、住民説明会においても、防災については災害対策などで別途対策を検討してい

ます。避難所が必要だから施設を残すということではなく、今ある施設は必要な機能を

提供するものとして位置づけ、防災の観点は地域性や他の施策との大きな枠組みの中で

とらえる必要性があると考えます。小学校や民間施設なども、防災拠点として指定して

いくことも一つの方向性であるというような回答をしています。また、個別施設の存続

に対するような意見もあり、このような意見については、パブリックコメントの中で明

確な回答をしてしまうことは難しいため「ご意見としてお伺いします。」という表現と

しています。 

  会長： 「検討させていただきます。」ですと、少々前向きにとらえられすぎるということも

あるかもしれませんね。あくまで、受け手がどのように感じるかが重要かと思いますの

で。 

 Ｂ委員： 意見だけ聞いてそのまま止まってしまうような感じにも聞こえるかもしれませんね。 

  会長： 後の意見交換会における意見であったかと思いますが、複合化などによってアクセス

が遠くなるという点に関しては、市としての回答はありますか。私が意見交換会で訪問

した施設については、ほとんどの方が車で来られていたので多少遠くなっても構わない

という意見もありましたが、運転ができないかたにとっては大きな課題になります。 

副市長： １０月の住民説明会でも同じような意見があり、地域交通計画との整合がどのように

なっているのか、という意見に回答させていただきました。各地域でどのようなバスの

運行系統をすべきか、という地域の意見を取り入れていきたいという旨の回答をしてい

ます。 

会長： 施設側の計画がある程度固まった段階で、地域交通計画を見直すということでしょう

か。 

副市長： 常に見直しはしていくものだということをあわせて回答しています。 

 Ａ委員： 具体的にどの施設が複合化されるとアクセスが悪くなるのかが文面から読み取りづら

いと感じます。今回のモデルケースは、概ね固まって配置されている施設の複合化を提

案しているので、あまりアクセスが悪くなるということはないように感じます。具体的

にどの施設とどの施設を複合化した場合、という意見であれば具体的な議論ができるの

ですが。 

 Ｃ委員： 伊賀地区の伊賀町と柘植町は、お年寄りには結構離れているという意見があった。 

 Ｂ委員： 若い世代に借金を残さないという目的で、今回の計画を打ち出していると思いますが、

高齢者の交通については重要な検討課題であると考えます。行政のみならず、自治協議

会がそれぞれ必要なアクセスを検討していくということが必要と感じます。 

 会長： アクセスの件に関しては、なかなか具体的な議論までは本日の場面では難しいようで
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すね。他に意見はありますでしょうか。無いようであれば、順番は前後しますが、意見

交換会の質疑について先に説明いただき、その後に議論していければと思います。 

 

③ 支所別意見交換会の意見対応について 

事務局： 【資料２-１】の説明 

 会長： 意見交換会に参加していた委員の方々からも意見を頂ければと思います。 

 Ａ委員： 中間案の概要をイメージできておらず、その場で話を聞く人が多かったためか、具体

的な施設をどういうふうにしていくのか、というところが中々盛りあがらなかった。や

っと計画案を知るに至ったかなという印象があります。 

会長： 住民の方がどれほどご存じかというところがあったが、あまりその時点では住民の反

応はなかったときいています。各論になって初めて興味を持つという感じですね。 

事務局： そうですね。モデルケースについてはたくさん意見もらっています。 

 Ｃ委員： 各地域によって温度差があるという印象があります。実際に参加された方々はどうい

う方々でしょうか。 

事務局： 住民自治協議会の役員さんや施設利用者などが多かったように感じます。 

施設や団体、広報などで周知しました。 

会長： 他の一般の計画と比較して参加者が多いという印象があります。Ｂ委員は参加できま

せんでしたが、各意見をご覧になっていかがでしたでしょうか。 

 Ｂ委員： 総論は賛成、各論については反対、これからも一つ一つ意見が出てくるんだろうとい

う印象がありました。住民自治協議会が中心になって地域の意見を集約していかないと、

まとまりがなくなって時間もかかってしまうと感じます。自治協議会を中心に機運を高

めていかないと実現が難しいのではないかと思います。 

会長： 最初は知らなくてびっくりしている人もいたが、結構具体的に、複合化ではこんなこ

ともできるのではないかという意見もいただきました。市の職員がファシリテーターと

なって、住民の意見をさらに引き出してくれたように感じました。特に関心の高い方が

伊賀市のために施設をどうするのか非常に積極的な意見を出していただいた印象があ

りました。事務局の方でもかなりご苦労されたと思いますが、どなたか印象などあれば、

いかがでしょうか。 

事務局： 中間案の５３ページに意見交換の結果を掲載しています。シンポジウムの時のアンケー

ト結果と比べると、反対が増えて、総論は賛成、各論で反対が出てきたという印象があ

ります。 

副市長：  私は半分程度の参加でしたが、それ以外の場面でも市民の方々から意見いただきまし

た。総論としての考え方は良い、自分の地域の施設は残してほしいという趣旨の意見を

多くいただきました。ハードが先にありきという意見がありますが、本来は何が地域で

必要なのか、というソフト面を踏まえて必要な施設を議論すべきという説明をしていま

す。 

 Ｂ委員： 複合化を進めていった際に、住民サービスが低下しないか、という点に多くの住民の

方が危惧を抱いているように感じます。複合化後の姿がどのようになるのか、というこ
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とを伝えていくことが非常に重要だと思います。 

会長： 他にないようでしたら、先に進みましょう。後ほど気が付いた点がありましたらお願

いします。今後、公共施設最適化計画の最終案の答申を検討していきたいと思います。

事務局の方から資料の説明をお願いします。 

 

事務局： 【資料２-２】の説明 

会長： 本日ご欠席の委員が２名いますが、欠席委員から意見をもらっています。 

・住民の意見が具体的な意見が聞けなかった。 

・削減案を出すには時期が少し早いのではないか。 

・意見交換会には年配の方が多く、若者の意見も聞きたかった。 

・削減などマイナスのイメージが多く、プラスの意見がほしいところ。 

・住民からの意見もまとめたほうが良い。 

・防災対応、アクセスの課題、平等性に関する話。 

・上野地区では意見交換会はやっていないのでやったほうが良い。 

以上です。 

これから、ご出席の委員の意見を伺う前提として、最終案の答申が１月２６日となっ

ています。この日程も早いのではないかという意見もありましたが、議会の都合上変更

しづらいということもあるかと思います。今回の計画の中でどこまで住民の意見を聞い

て反映したか、ということをどのように表現していくかということが重要かと思います。

アクションプランの取り組みに移行していくと、今後も住民の意見を聞いて変更もあり

うるという位置づけとなるのではないかと思います。このような前提で、議論したほう

がいいと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局からもご指摘がありましたが、中間案の施設ごとの方向性の表現について、「複

合化」建物を残して他の施設の機能を統合していく場合と、建物を廃止して機能を他の

施設に移転する場合があると思います。違いが分かるように、表現の整理が必要かなと

思います。例えば、浜松市などでは、建物の方向性と機能の方向性を別で整理している

という事例があります。 

 Ａ委員： 「縮小・譲渡」や「縮小・民営化」のように表現した方が分かりやすいと感じます。 

会長： 中間案の９ページに方向性のフローがあります。中間案では、複合化や縮小という  

大枠の方向性を打ち出し、譲渡するか、民営化するかなどの具体は後ほど検討していく

ということだったと思いますが、住民の側からみれば、この施設は残るのか否かという

点に疑問が残るかもしれません。地域の集会施設などについては、譲渡という方向性が

概ね決まりつつあるかと思いますが。 

事務局： 地域の集会施設のように、大枠の方向性が決まっているものについては、縮小（譲渡）

などの表現が可能ですが、決まっていないものについては、表現が難しいところである

というのが実情です。 

会長： たしかに、用途変更などは、縮小という大枠が決まってから検討すべき内容であると

思います。 
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副市長： 今回の方向性については、どこまで記載できるかという問題はありますが、例えば「縮

小」という場合でも、今回の中間案の中では６パターンありますが、どこにあたるのか

という問い合わせもありました。温泉施設についても意見がありましたが、機能を継続

するための手法として民営化や譲渡という選択肢を示しています。現時点では、詳細な

方向性までは限定しないで進めたいと考えています。 

会長： 仮に、全施設に対して詳細な方向性を記載する場合、期間的には難しいかもしれませ

ん。 

 Ａ委員： これは難しいかもしれませんが、どの時期にどの施設が民営化ということが示せると

いうのが望ましいかと思います。難しいとは思いますが、建替えのピークまで１５年あ

るわけですが、各施設についての方向性についていえるものはありますか。 

事務局： 中間案の２７、２８ページに早期に行動計画をする施設のリストを掲載しています。

これらの施設を対象にいつまでに何をするという計画は、個別施設の実行計画（アクシ

ョンプラン）の策定時に検討していきます。まずは、優先的に取組むべき施設を対象と

していきます。 

会長： 個別施設の大枠の方向性やどの施設に優先的に着手すべきか、という点については、

最適化計画に記載されているという理解ですね。 

 Ｃ委員： 譲渡については、地域住民への無償譲渡も含むという意味合いもありますか。 

事務局：  譲渡は無償、有償は売却という表現としています。 

会長： 言葉や説明も付け加えていただいた方が良いかもしれません。ページの下に脚注等 

で表現されていれば良いかと思います。 

事務局： 複合化については、２９ページに記載がありますが、全て網羅している訳ではないよ

うです。 

 Ｂ委員： 縮小の中の民間に譲渡する場合は、売却と表現されているわけですね。 

事務局： 用語説明等を付け加えるようにします。 

 Ａ委員： アクションプランについては、伊賀、島ヶ原、青山がまず複合化を実施するという理

解でしょうか。 

事務局： 支所庁舎について、耐震性がなく老朽化しているところを優先的に実施することとし

ています。本庁舎の機能が移転している阿山、大山田支所は、本庁舎の新築移転が完了

後に実施するということになるため、第Ⅱ期の取組みとしています。 

 Ａ委員： 将来の利用者となる若い世代の意見が上がってきていないという状況で、先行して複

合化に取組む伊賀、島ヶ原、青山については、より具体的な情報を示して、若い世代に

も周知するということが必要ではないかと感じています。 

事務局： 住民意見交換会においても、そのような意見はいただいております。今回の最適化計

画の段階では、複合化等に向けた方向性を示し、個別具体の計画については、実行計画

で検討していくという流れを考えています。 

会長： その流れですと、最適化計画で示した方向性、面積縮減３４％の話もそうですが、個

別の実行計画を検討していった際に、計画に達しないというような場合には、最適化計

画の見直しということも視野に入ってくるのでしょうか。 
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事務局： 現時点で、所管部門の協力も得てある程度の想定のもとで最適化計画を検討していま

す。実行計画で具体的な検討が進んで行けば計画の見直しが必要になる場面も出てくる

かもしれません。 

  なお、最適化計画の２ページ目に、概ね５年程度でアクションプランの内容を受けて

見直していくというロードマップを掲載しています。 

会長： ふるさと会館いがに庁舎機能を持たせるというようなことが実現可能なのか、具体的

に詰めていくと変更になる可能性はありますね。 

事務局： 支所へのヒアリング時にも収まりきるのかという意見がありました。具体的な事案が

決まった時にそれだけの機能を確保できるのかということは精査する必要性がありま

す。 

 Ａ委員： 答申案の中に、モデルケースは、今後実行計画を策定していく中で多少の変更はあり

うるということは記載した方が良いかと思います。 

会長： そうですね。絶対変わらない計画というものはあり得ないですからね。 

 Ｃ委員： 住民の方から見ると、モデルケースの通りに進んでしまい、住民の意見が反映されな

いのではないか点について、と不安に思っている方もいるようです。 

会長： 変更を認めます、という表現を多用しすぎるのも考え物です。市として公共施設最適

化に取組んでいくという強い意志が伝わらなくなってしまうかもしれません。 

 Ｂ委員： たしかに、変更が前提となってしまうと、住民のほうも揺らいでしまって、せっかく

検討した今回の計画が無視されてしまうことにもなりかねないですね。要望を挙げれば

変更可能となってしまうと問題かもしれません。 

会長： 難しいところですね。少なくとも、委員会はあと１回あって、アクションプランの素

案も確認できるのでしょうか。 

事務局： 今後のやり方のご紹介や書式等の確認をいただきたいと考えています。 

会長： 答申の話に戻りますが、具体的なところはもう少し先となるのですね。防災の観点、

若い世代の意見等、積み残しの課題についても答申には記載する必要がありそうですね。 

 Ｂ委員： 最適化計画は、実行計画によって多少変更することはあるかもしれませんが、全体的

に変更することがあります、という考え方はよろしくないと思います。 

 Ａ委員： 若い人の意見を聞くというのはおそらく難しいですが、何とか方法はないものでしょ

うか。 

会長： 学者でもツイッター分析をしたりしていて、これらは予想するのには有用ですが、政

策への反映までは難しいかと思います。 

 Ａ委員： 小中高に簡単な概要を書いたチラシを配布して親世代へ周知するというような取組み

も必要かもしれません。 

会長： 若い世代が利用する施設であれば、興味関心が湧くかもしれません。 

 Ｃ委員： 学校の統廃合などでは活発な意見が出ているという話も聞きます。やはり、関心があ

る分野であれば意見が出るのではないでしょうか。 

会長： 今回、答申として、検討委員会と市が共同で出す形になっていますが、意見交換会を

もって、我々なりの努力をして住民からの意見をある程度聞けたという共通認識で良い
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でしょうか。一方で、若い世代の意見が聞けていないというような積み残しの課題があ

る、というまとめになるでしょうか。 

会長： 個別の施設について、本日は詳細な議論をする場ではありませんが、実際に、柘植歴

史公民館やいがまち公民館、各ホール等を見て回りましたが、最適化計画の方向性と大

きく変わらないという印象を持っています。 

会長： 答申や提言のまとめ方ですが、６名からの意見を記載するということになっています

が、どのようにまとめていくイメージなのでしょうか。各委員が個々に記載するのでし

ょうか。 

事務局： 委員会として１つにまとめていただければと思います。今後、このような考え方で進

めていくべき、というような内容を記載いただければと思います。 

会長： 分かりました。 

 Ｂ委員： 最適化計画を進めていくためには、行政の覚悟と熱意、職員の覚悟と熱意が絶対必要

だと思います。行政職員も本当に大変だと思いますが、頑張って実現していただければ

と思います。 

副市長： 新しい総合計画のキャッチフレーズは、新たに「勇気と覚悟」と付け加えました。将

来に向けた決断を市民とともにしていく時期である、という意味を込めています。 

 Ａ委員： 大山田、阿山支所のモデルケースは、実行まで２０１９年以降とある程度の期間があ

りますが、他に有効な考え方や手法があった場合には、モデルケースに変更があるとい

う理解で良いでしょうか。 

事務局： 本庁の新築移転が終了するまでは進められないため、すぐに実行計画を検討するとい

うことはありませんが、手法の部分で変更はありうると思います。 

 Ｃ委員： 上野地区では説明会を実施しないのか、という意見が大山田で出ていたが、その点に

関してはどのようにお考えですか。 

事務局： 上野地区については、今後も縮小はしていくのですが、大きな統廃合は終わっている

ために開催しなかったという経緯があります。 

会長： 上野地区の住民からやってほしい旨の意見は出ているのであればやった方が良いと思

います。 

 Ｂ委員： 検討委員会や市として最適と思われる案を今回示しましたが、今後は建物でなく、機

能の必要性について住民からヒアリングしていくことに注力すべきかと思います。「建

物」については最適と思われる案を出しているので、むやみに変更するのは理屈が合わ

ないのではないかと感じます。 

会長： ハード面の施設だけが最適な状態であっても、ソフト面で市民生活が良くなければい

けないので、もう少し先の段階でソフト面の考え方も反映されるという整理が必要かと

感じます。 

副市長： 行政サービスをどのように提供していくのかいうお話かと思いますが、現在本庁と支

所機能の見直しも行い、具体的に進めています。また、見直しだけでなく、本市の場合

は住民自治協議会という特徴を活かして、市民センターを充実させるというようなソフ

ト面の充実も図っていくこととしています。 
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 Ａ委員： むしろ具体的な実行段階に入った後の、住民とのやり取りがどういう形になっていく

のか、という点が気になるところです。反対意見が多くて進まなくなるということもあ

りうるのかと思います。 

事務局： シンポジウム、住民説明会、意見交換会とアンケートを３回実施しましたが、いずれ

の回においても取組みに対して賛成が多く、参加された市民の方は理解いただいている

のかなと思います。 

会長： パブリックコメントの実施時期についても追記した方が良いと思います。委員会とし

ては、なるべくたくさんの意見を反映させようとしたという、これまでの経緯も追記し

たほうがよいと思います。 

 Ｃ委員： 取組みの当初と比較すると、すごく段取りよくなっていて、意見交換会も回を重ねる

ごとによくなったと思います。 

 Ｂ委員： 私は意見交換会に参加できませんでしたが、よくがんばっていらっしゃると感じます。 

会長： せっかくの意見交換会の結果ですので、意見をまとめただけだともったいないかもし

れません。吉村委員に意見交換会の内容について、１ページくらいまとめてもらったほ

うが良いかもしれません。吉村委員もそのほうが良いと意見が出ています。 

この件については、私から吉村委員に提案してみます。他にご意見などあれば、最終

案の素案を回覧すると思いますので、その際にお願いします。それでは、事務局の方に

進行を戻します。 

事務局： ありがとうございました。本日の結果をもとに、事務局で精査修正加筆をして取りま

とめていきます。ありがとうございました。 

 

 

【第６回検討委員会】 

  開催日 ： 平成２７年１月２６日（月） 

  時 間 ： １４時から 

  場 所 ： 市役所庁舎 

委員会終了後に答申を予定 

 

※委員名のアルファベットは、発言順に付したものです。 

 


