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第４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９月３日（水）午後３時００分から 

２ 開催場所 ： 市役所本庁２階第３会議室 

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、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  

８ 協議事項 ： （１）第３回検討委員会議事概要の確認 

         （２）最適化計画中間案について 

         （３）その他 

９ 配布資料 ： 資料１ 第３回伊賀市公共施設最適化計画検討委員会 概要 

         資料２ 公共施設最適化計画中間案（素案） 

 

10 会議概要 ： 

【3時 00分 開会】 

 

事務局： ただ今より、第４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： いよいよ佳境にはいってきたという感じがします。本日は、最適化計画中間案の議論に

入っていきます。今後は、住民説明会などがありますが、中間案については本日が方向性

を議論していく主要な回となります。活発な議論をお願いします。 

 

事務局： それでは設置要綱に基づき、議事については会長に司会進行をお願いします。 

〇事項２ 議事 

（１）第３回検討委員会協議結果の確認 

 ① 議事概要の確認 

事務局： 【資料１の説明】 

ご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： 事務局への連絡に期限はありますか。 

事務局： なるべく早めにお願いしたいです。 
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会長： 事項書とは順番が異なりますが、はじめに今後のスケジュールを共有したいと思います。

なお、委員会を開催する必要性が高くなければ、中間案に対する議論は今回で終了とし、

メール等のやりとりで進めていくということでよいかと思っています。重要なのは、１０

月２９日以降に住民説明会や地区別の説明会に入っていきます。この場面で、本日議論し

ていく最適化計画中間案をベースにして住民の方に説明し、可能な限り理解・納得いただ

くということを目指していきます。 

全体的になかなかハードなスケジュールかと思います。説明会については、基本的に

は私が参加したいと思っていますが、５地区ありますので全て参加することは難しいか

もしれません。伊賀市在住の委員の方に出席いただくのは、色々と難しい面もあるかと

思いますので、基本的には学識経験者の委員の誰かが出席することにしたいと考えてい

ます。 

岡井委員： 基本的には開催は夜になりますか。 

事務局： 夜になります。 

岡井委員： １１月ですと、１回程度は可能かと思います。 

吉村委員： 日程さえ合えば複数回出ることも差支えないです。 

会長： 本日上井委員は欠席ですので、この場では岡井委員に 1回、吉村委員に可能な限り複数

回出席いただくということで調整していきたいと思います。詳細な日程調整については事

務局にご協力いただければと思います。 

  

② 最適化計画中間案（素案）について 

事務局： 【資料２の説明（１９ページまで）】 

事務局： 市役所新庁舎、消防本部庁舎などについては、今回の総量目標の分母には含めず、施設

白書からの継続性を考慮して、４８.６万㎡を総量目標の前提条件としています。また、

前回の検討委員会での意見を踏まえ、公共施設最適化方針における総量目標３４％を達成

するということを前提として再度庁内で協議・検討を行った結果を反映しています。 

会長： 前回、同じような表で議論をいただいていますので、全体的な内容については概ね反映

されているのではないかと思います。本日は、住民説明会などの場面を想定して、住民目

線でのご意見をいただければと思います。 

吉村委員： 第一印象では、縮減というと建物がなくなるのか、それとも機能がなくなるのかが分か

りづらいかと思います。８ページ目に機能は維持するのだ、という表現を丁寧に追加した

方がよいと思います。第２に、例えば、小規模集会施設などで１００％なくなるという用

途の場合、完全になくなってしまうような印象をうけます。「建物がなくなる」のであっ

て「必要な機能は維持する」という考え方を明示した方がよいと思います。また、用途別

という分け方は現時点では意味がありますが、複合化が進展した後には「用途」という限

定された切り口は適切でなくなるのではないかとも感じます。 

会長： ８ページの留意事項によりはっきり示す必要があると思います。 

吉村委員： この表で表現している縮減とは、市が保有している建物がなくなるということであって、

民間や他の施設で必要な機能が代替されるという理解でよいのですよね。 
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 事務局： そのとおりです。 

会長： やはり、８ページの説明書きに表現することは必要そうです。 

 事務局： ご指摘の内容について、盛り込んでいきます。 

  会長： 第４章まで読めば機能を複合化して維持していくということが記載してありますが、住

民の方が全て読んでいただけるかは分からないですし。 

吉村委員： 第３章がメインにはなると思うので、文章としての表現と説明の仕方は別でもよいかと

思いますが、工夫は必要かと思います。 

会長： ２つ目の意見については、小規模集会施設のように１００％なくなってしまうという見

え方の問題ですが、どのように表現するかは工夫が必要かと思います。 

吉村委員： 一部はコミュニティとして譲渡、古いものは廃止など方向性が表から読み取れれば問題

ないかと思います。 

  会長： 用途別の基本方針をよく見ると方向性の記載がある個所もあるので、そこである程度イ

メージしていただくことは可能かと思います。 

吉村委員： 用途別の方針でコミュニティ圏域施設の話が出ているのに、コミュニティ圏域の説明書

きが後の節に登場してきていますが、前段に持ってきた方がよいかもしれません。 

小林委員： 前段の方針では地区に管理を移管するという表現になっているが、後では譲渡という表

現になっていますが、譲渡の場合、費用が発生するのでしょうか。 

事務局： 基本的には無償譲渡を考えています。議会での決定が必要にはなりますが。 

小林委員： 寄附的な考え方と理解すればいいのですね。 

 会長： 無償譲渡をした場合に、地区が受け取っていただけるのでしょうか。 

事務局： 現在、地区にゼロ円指定管理しているので、地区で維持管理などもやっていただいてい

るものが多いのが実情ですのでほとんどは問題ないと考えています。 

岡井委員： 現在、地区では利用しているのでしょうか。 

事務局： 実質的に地区の公民館となっていますので、利用者統計はないですが、それなりに利

用はあると理解してよいと思います。 

会長： 地区の集会施設については、これまで市が公助として負担してきたものを共助的な発

想に切り替えていくということは、方針として必要かと思います。公助の発想で全て市

が保有し続けるというのは今後難しくなっていきます。公助的な発想を続けたままでは、

維持管理面でもコスト面でも課題解決になかなかつながらなくなってしまうかと思いま

す。 

吉村委員： 別に反対している訳ではなく、ゼロ円指定管理と譲渡ということだと考え方や扱いが

異なってくるのではないかという点が気になっています。市の保有から地区の保有に切

り替わるということの違いがあるかと思います。譲渡された後には、改修なども地区が

実施する必要が出てくるのでしょうか。 

事務局： そのようなことも含めて、耐震性が無い場合には地区との協議を行うという表現にして

います。地区に譲渡することで、ハコモノを市で管理するということから補助への切り替

えが可能となる制度があるので、地区にとってもデメリットだけではないと理解ください。 

会長： ハードからソフトへの移行というイメージですね。そのような話は、住民説明会で話して
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もよいのでしょうか。 

事務局： 基本的な方針という形でお話しいただいて構いません。 

会長： 他の論点もあるので、まず全体の説明を事務局からお願いします。 

 

事務局： 【資料２ ２０ページからの説明】 

岡井委員： 新たに判明した施設とは何でしょうか。 

事務局： 台帳への記載漏れがありましたので、新たに追加する必要がでてきました。 

  会長： 第２節の更新費のページは前回までよりも分かりやすくまとめられていますが、第１節

で用途別の総量目標の内容をうけているわけではなく、総量の３４％に対して不足額が解

消されるという理解でよいのですね。 

事務局： そのとおりです。 

吉村委員： ピーク時を想定しているということは、ピーク時以外についてはそれほどかからないと

いう理解でよいのでしょうか。 

事務局： ピーク時というのは建替えのピークであって、それ以前は大規模改修などが中心となり

ます。 

吉村委員： その理解でいくと、ピーク時にまでは大丈夫だが、建替えピークに備えて今から取り組

む必要があるという説明になるのですね。 

岡井委員： ピーク時を想定しているということは、ピーク時以外ではもっと余剰が出てくるという

理解になるのでしょうか。 

事務局： そのとおりです。 

岡井委員： ピーク以前とピーク後の２時期の余剰額や不足額が見えるようになった方がよいと思い

ます。 

吉村委員： マネジメントの考え方としてピークに備えるのは理解できます。見せ方の問題で、全期

間の平均５２億円/年に焦点を当てて比較するという方法もあるのではないでしょうか。 

岡井委員： ピーク時で１億円の余剰が出るということであれば、それ以外の時期はある程度余剰が

できるという理解になると思います。その余剰部分については、将来的に新たに必要な公

共サービスに充てるなど、前向きな方向性につなげていく提案もあってよいのではないで

しょうか。減らす方向性だけの議論だけではなく、将来を見据えた希望を持った方針とす

ることも必要かと思います。 

吉村委員： 考え方としては、最もしんどいピーク時に合わせるというのはよいのですが、ピーク時

で余剰ができてしまうと、もっと余るのではないかという印象があります。全体としてど

うなのか、という観点も必要かと思います。 

山本委員： ピーク時までに積みあげた結果が１億円の余剰という理解でよいのですよね。 

事務局： そのとおりです。 

山本委員： 平均いくらよりも総額いくらというほうが一般市民にとってインパクトがあり、分かり

やすいと思います。このままでいくと総額でいくら足りなくなってしまうという表現の方

が危機感を感じますし。 

岡井委員： 成り行きでいくと、いつまでは更新できますが、いつ以降は赤字になってしまうという
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表現の方が分かりやすいと思います。 

朝日航洋： 他市の事例では、吉村委員のいうような全期間の平均との比較を行っているところも

あります。伊賀市の場合は、最適化方針を検討するうえで、いつまでに取組む必要があ

って、そのために着手しなければならないということを表現するために、全期間の平均

よりも一歩踏み込んでピーク時期に敢えて焦点を当てるというまとめ方をしました。ま

た、小林委員、岡井委員の言うように、成り行きでいった場合にはいつ頃までに不足し

ますよ、という表現を盛り込むことを事務局と調整したいと思います。 

事務局： ご意見をいただいた内容については、全体としてどうなのかということを導くというよ

うに表現を工夫したいと思います。岡井委員の意見にもありましたが、将来的なニーズに

備えるための余剰であるという考え方を整理してみたいと思います。 

吉村委員： ピーク時の想定であるという説明があれば構わないと思います。 

山本委員： ５５億円というのが伊賀市の予算規模と比較してどの程度の規模なのか、市の全体の

予算と比較したような表現があると分かりやすいです。 

岡井委員： 年度別の費用というのは出ているのでしょうか。そうであればいつまでにいくらくら

い不足していくということが分かると思います。 

朝日航洋： 更新費用については、年度別に出ていますので、見せ方として不足がいつまでにいく

らくらいという表現も可能です。 

事務局： 参考までに今年の投資的経費が４０億円です。そうなると、５５億円というのは維持し

ていくことが不可能だとわかります。４０億円というのは公共施設だけではなく道路など

のインフラも含めた総額となりますので、相当の不足となることが理解いただけると思い

ます。 

岡井委員： そのような説明があると、住民の方も何かしないとまずいということが分かりやすいで

す。身近な施設が廃止されるということも納得していただきやすいのではないかと思いま

す。 

会長： １７億円のラインを上回っているのは全て不足額であるということが分かるように表現

してもらえるとよいと思います。住民説明会ではもう少し分かりやすい表現、例えば、シ

ミュレーションの結果、縮減をしないとすぐにでも不足してしまいます、という表現がわ

かりやすいと思います。 

吉村委員： 交付税減少の図のイメージが少々分かりにくいと思います。旧自治体の合計額と合併

後の伊賀市分というのは何が違うのでしょうか。 

副市長： 簡単に言ってしまうと、今までは合併に伴う暫定的な特例の加算をもらっていたとい

うことです。これからはそれがなくなるということです。 

 

事務局： 【資料２ ２９ページからの説明】 

会長： 事務局に質問ですが、今回のケースはある程度委員会としてのおすすめの考え方ですと

いう表現になるのか、もしくはあくまで仮想ケースですという表現になるのでしょうか。

どちらでもよいのですが、委員会と市のスタンスだけは明確にしておくべきかと思います。 

事務局： 庁内の会議では、支所長を通じてある程度地区に話をしてもらうという場面を持っても
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らうように依頼しています。このため、全く初めてということはありません。 

吉村委員： 建替え費と改修費について、単独で維持し続けた場合にはいくらという意味でよいので

しょうか。現在の数字は普通に建替えたらいくらかかるというのは、複合化後の数字では

ないということですね。 

岡井委員： 伊賀支所のケースだと、①と②で同じ表が出ていますが、複合化の効果が分かる方が分

かりやすいと思います。 

事務局： 前回の資料では、想定で効果額を参考値として表示したのですが、改修や建替えの規模

が決まっていないので敢えて今回の計画書では表示していません。 

岡井委員： 前回のような表示の方が分かりやすかったです。億円単位の概ねの想定値でも構わない

と思います。 

会長： 一定の前提を与えて、算定することができるのならばやったほうがいいかもしれません。 

小林委員： 伊賀支所だけがケースが２つありますが、他の支所では単独のケースなのでしょうか。 

会長： そのあたりについて住民の意見を聞くということも、説明会の趣旨となっています。 

山本委員： 以前、青山ホールについて今後複合施設として扱っていくというような話もあったか

と思いますが、ケースに表示されていない。 

事務局： 青山ホールは南部のサブ的なホールとして存続するという方向性を考えています。 

岡井委員： 青山ホールは表示して残していくという絵を入れてもよいのではないでしょうか。 

会長： 説明会でも、似たような質問が想定されるのではないかと思いますね。この地区ではホ

ールはないのに、向こうの地区ではホールが含まれているじゃないか、というような質問

が出る可能性は主催者側としては懸念事項としてありますね。 

吉村委員： 個別施設の方向性があれば話は分かりやすいのではないでしょうか。用途別の表からで

も類推すればある程度予想がつく部分もありますけれども。 

会長： 現時点で、個別施設の方向性が内部的に決まっている訳ではないのでしょうか。 

事務局： 各担当課のレベルで内部的な素案を協議している経緯はありますが、あくまで素案とい

う位置づけです。 

山本委員： 本来、検討委員会で十分に議論する時間があるのであれば、市が提出してきた素案に

対して、例えば委員会としての対案を出すというようなことはありえないのでしょうか。 

会長： 一般論としてこの用途は今の時代には不要ですよね、このようにすべきですよねという

案を出すことはできます。ただ、公民館一つとっても自治体によって重要性や役割が異な

るので、伊賀市として何が重要であるという点までは委員会として踏み込むことは難しい

かもしれません。一般論であれば、例えば他市で委員をやられている岡井委員が他の自治

体ではこうです、というような意見を述べるというようなことはあると思います。 

吉村委員： 個別の施設については、市民である小林委員、山本委員が感じることがあったりする

のではないでしょうか。 

会長： 地域性や個別施設に対しての意見があれば発言していただいて、今からでも構わないで

すよ。ホールについてはやはり気になるのでしょうか。 

山本委員： ホールについては見直しが必要というか、公民館としての用途にしていくべきと個人

的には考えています。やはり、ホール機能は各支所の絵に含める方がよいと思います。 
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会長： 個別の意見として、委員同士の意見が合わなくても良く、例えば附帯意見というような

形で扱うということもできますので。 

事務局： 中間案の段階ではないですが、答申の際に意見としてまとめるというやり方があるかと

思います。なお、今回は、全てではなくあくまで支所の複合化に関する部分を扱っていま

す。 

岡井委員： 全ての施設の方向性を決めていくというようなことをやってもいいと思います。ただ、

住民の方もいきなり全てを対象とするとびっくりされるということもあるので限界はあ

るかもしれませんが。 

会長： 個人的には、いきなり全てを対象とすると様々な意見が出てきて収集がつかなくなると

思うので、ある程度主要なものを対象にしてやっているというのが現在のやり方になって

いると思います。地区別の説明会では意見はある程度出ると想定しておいた方がいいと思

います。 

小林委員： 支所別にヒアリングすると、それなりに意見が出てくると思います。 

吉村委員： 建物の廃止のバツ印と機能のバツ印が表現として分かれているといいと思います。 

岡井委員： アイコンの廃止となっているものについては、民間のホールやプールを活用など機能

廃止後の説明があるとよいです。代替措置があるということを表示するほうがよいかも

しれません。 

会長： 納得いただけるかどうかはやってみないと分からない部分はありますね。機能の部分に

ついてどれだけ意見が出そうか、というのは反応が想像つかない部分もあります。 

 

〇事項３ その他 

  会長： 住民説明会については、市から説明するのか、委員から説明するのか、どちらを想定し

ていますか。 

事務局： ９月１７日の庁内検討会議での結果を踏まえてとなります。場合によってはお願いする

というようなこともあるかもしれません。 

 副市長： １７日の検討会議後の結果を踏まえた後に各委員に確認いただくのであれば、この場

である程度スケジュール確認をしておいた方がよいと思います。 

岡井委員： 庁内会議で大幅に変更されることがありうるのでしょうか。 

副市長： 検討委員会がベースになるので、大幅な変更はないと思います。表現の部分など確認す

ることで変更となる個所がでることは想定されます。 

会長： ９月１７日の庁内検討会議までに今回の修正事項などを確認できればと思います。以上

で、議事については終了します。ここで事務局にお返しします。 

 

事務局： 本日いただいた意見に基づき、庁内検討会議で協議していきたいと思います。本日はあ

りがとうございました。 

 

【5時 5分 閉会】 
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【第５回検討委員会】 

  開催日 ： 平成２６年１２月９・１６・１９・２６日のいずれかの日程で調整する 

  時 間 ： 詳細は後日調整 

  場 所 ： 詳細は後日調整 

 

 

※ 住民説明会は１９：３０～２１：００の予定 

 

※委員名のアルファベットは、発言順に付したものです。 

 


