
伊賀市公共施設最適化計画　中間案　パブリックコメントの対応について 資料２－１

No 該当頁 該当箇所 意見（原文を記載しております） 回答

1 表紙
公共施設最適化計
画

最適と言う言葉は、もうこれ以上はない、完璧であるときに使うもので
あり、この計画は適正が妥当である。４８ページには、「伊賀市定員適
正化計画」と記述されている。

「もっともよい状態を目指す」という意味で最適
化としています。

2 表紙
～持続可能な公共
サービスの実現に向
けて～

公共施設最適化計画（中間案）の中身は、～公共施設の削減に向け
て～ではないか。持続可能には、ハード面（施設の削減）とソフト面（有
効活用対策）が一体となった適正化が必要である。公共サービスは、
建物ではなく施設を運営する人であると思うが、計画作成者には欠如
している。

基本原則（３R）に基づき、取り組んでいきま
す。

3 1
考えに基づき取り組
むことにしました

なぜ、今までに取り組まれなかったのか。市の財政は危機的な状況で
あると言いながら、国の要請がなければ何もできないのか。

ご意見としてお伺いします。

4 7 総量目標の考え方

建替えのピークが始まる平成４２年度までに総量の縮減により施設の
延べ床面積を３４％減らす計画が位置づけられているが、更新費・維
持管理費における節減を主としての議論であり、廃止にかかる解体費
用の議論が蚊帳の外のように思われる。
起債等での対応となると思われるが、解体費用も検討したうえで計画
をたてるべきと思われるので、総額でどの程度必要なのか説明をお願
いしたい。

公共施設整備費の予算額が充分に確保できな
いことから、サービスの持続、要するに機能の
複合化を優先し実行していくものです。解体費
用の財源は起債となるので、プライマリーバラ
ンス（償還額＞借入額）を考慮しながら順次、
実施します。

5 11 東消防署・阿山分署 複合化は、緊急時対応が今よりも悪くなるのではないか
効率化だけでなく、消防・救急体制の適正化を
踏まえて進めます。

6 11
校区再編計画に基づ
く適正な規模と配置
を検討する

校区再編計画についての地元説明会に出席したが、市の担当者は、
初めから削減ありきのスタンスで、地元の意見、要望を聞くだけで、一
方的に統合を進めている。もう少し心の通った説明ができないのか。こ
れが、人が輝く　地域が輝く伊賀市の職員なのかと思った。

ご意見としてお伺いします。

7 13 施設ごとの方向性
継続、縮小、複合化では、やる気がうかがえない。拡大・拡充施設がな
いのは、市の職員に施設の利用率を向上させるためのチャレンジ心と
行動力が欠如しているからである。

基本原則（３R）に基づき、取り組んでいきま
す。

8 14 商業施設

商業施設は、地域住民の活性化につながる事業展開が求められる
が、市及び施設経営者の経営努力が不足しているように思う。例え
ば、「道の駅あやま」は、地域での新たな特産物（農産物、加工品）づく
りのマネージャーがいないため発展性がない。更に、防災面の充実が
必要である。責任感を持った対応を望む。

ご意見としてお伺いします。

9 14
大山田せせらぎ運動
公園は縮小

伊賀市都市マスタープランにおける都市整備の方針（地域拠点）の拠
点づくりの方向性のまとめとして、防災公園やせせらぎ広場の機能充
実をあげていること等を鑑み、整合性を図る観点から方向性の見直し
をお願いしたい。
また、伊賀市地域防災計画では、ヘリポート（ヘリ専用拠点）として位
置づけられていることから、方向性としては継続とされたい。

策定時からの状況の変化を踏まえ、今後、都
市マスタープラン及び地域防災計画との整合
を図ります。

10 14
青山上津体育館・青
山上津グラウンド

この施設は、元上津小学校の体育館とグラウンドであり、建設資金の
一部を地域の財産を売却して負担して建設したものである。児童の減
少とともに市町村合併前に、他の青山地区の小学校と共に統合され、
廃校になった施設である。合併後は市教委を通じてウイッツ学園に貸
し付けられ、校舎とともに同社が指定管理している。小学校の統合以
前には、地域住民は我が村の大切な財産としての意識があり、また維
持管理も適切に行われ、スポーツサークルなどで盛んに利用していた
が、なにぶんにも営利企業が管理していることもあり、利益を生み出さ
ない施設管理は放置状態と言っても過言ではない状況になっている。
現在は地域の運動会等で使用しているが、使用の前には出合作業で
整備をしなければならない惨状である。このような状態では頻繁に利
用しようにもできないのが実態である。そのため、利用頻度が少なくな
るのは当然といえる。住民ニーズは少なくないと思えるが、今では諦め
ムードが支配し、改善を求めるも市行政の管轄の中でたらい回しにさ
れ、いつしかその声しら小さくなっている。必要性を利用頻度で量るな
らその原因も考慮し、まず改善をすべきではないか。また、体育館は不
十分ながらも地域防災計画の拠点避難所に指定され、グラウンドは緊
急時のヘリポートとして指定されている。地域にはこれに代わる規模の
施設が無く、位置的にも地域のほぼ中心にある。市民の生命と安全に
関わる重要施設を単に財政改革の名の下、切り捨てるべきではないと
考える。方向性を「継続」に変更されたい。

地域の利用者に限定されるコミュニティ圏域の
施設については、公の施設としての機能を廃
止した上で譲渡します。ただし、今後、地域防
災計画との調整が必要です。

11 14
大山田せせらぎ運動
公園

服部川河川の平田地区にある「大山田せせらぎ運動公園」は、今まで
「ふるさと夏まつり」「ゲートボール大会」「少年野球大会」「少年サッ
カー大会」「地域の運動会」「消防団出初式・夏季訓練」等々利用され
てきた。特に少年野球・サッカー大会などは県外からも集まり、駐車場
も広く交通導線も立地条件が良い。しかし、３年連続の水害でグラウン
ド面が損傷し、復元工事代金が停止された実績がありますが、本施設
は特定の利用者ではなく、限られた地区でもなく、広範囲に活用してい
る。最近は大山田地区内の自治協やボランティア団体等で周辺の草
刈等実施してきた。ただし、グラウンド面だけは素人では無理である。
当公園内には「古代遺跡」のレプリカも設置され、市民を含む他地域の
利用価値を理解いただき、継続対象に変更を望む。

当公園は水害の可能性がありますので、周辺
施設（学校グラウンドなど）をご利用ください。
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12 17
施設ごとの方向性
地区市民センター

玉滝まちづくり協議会が市の誘導により設立されてから約９年が経過
したが、地域包括交付金のみで運営されており、会費徴収のない状況
での自治センター化は可能だろうか。また、地域住民は、自治センター
化を望んでいない。しかし、市は、市民センターの自治センター化を推
し進めている。
伊賀市指定管理者制度に基づき、各施設はモニタリングが行われてお
りチェックシートや立ち入り調査の結果、適正に管理するための指導助
言が行われてきたはずであるが、「伊賀市議会だよりＮＯ３９」には、本
市の指定管理者制度は、行政効率の向上や経費節減などの本来の
目的が達成できておらず、もう限界にあると考えています。と記述され
ている。要するに、市の担当者の能力不足のため形式だけのモニタリ
ングとなっており、ソフト面での行政指導が欠如しているからである。

ご意見としてお伺いします。

13 18
柘植歴史民俗資料
館

現時点で、地域住民に支えられて活動し、伊賀市のＰＲにも貢献してい
る施設は、早々に廃止すべき対象にすべきではないと考えます。即ち
「生きているものは殺すな！」であります。
柘植歴史民俗資料館は、昭和３４年（１９５９）７月に竣功した柘植公民
館内に、平成１３年（２００１）４月、リニューアル・オープンした。これは、
昭和４７年頃から、町内外の民俗資料を当時の文化財保護委員や社
会教育委員が収集し、町内外に呼びかけて集めて、一室に集め「民俗
資料室」としたものの、より充実・有効活用の施策からである。倉庫で
眠っていた昔の農耕用具、生活用具等を「見たいときいつでも」「触って
体験」の施設とし、「横光コーナー」「埋蔵物文化財」なども展示した。
更に、平成１３年からは、常設展示に加え月替わり企画展示を開催し、
別紙のように現在までその伝統を継続し、平成２７年１月期の企画展
案まで加えれば、１５年目で実に１１０展開催。ＮＨＫテレビや各新聞紙
上で伊賀市を大きくＰＲしてきた。これが存続理由である。
◎資料館の企画展開催により新たに発生した効果の一例
　①重文・万寿寺地蔵菩薩が国宝に指定されるに至った経緯文書発見
　②松尾芭蕉の遺言書が柘植にもあったという新発見
　③横光文学碑建設の苦労話メモ、川端康成などの寄付台帳発見
　④伊賀の国・斎王群行の地域行事の創設・実行・・・１２回継続中
　⑤郷土史研究の拠点・・・毎月１回勉強会
　⑥橋本策博士の遺族から、卒業証書、愛用の机、医療器具など寄贈
現在示されている中間案では、展示スペース、資料保管場所等問題
（先人が集められた資料の、死蔵化と破棄の恐れ）があり、更に地域住
民（柘植資料館の企画展を支援するボランティア・グループ「ランプの
会」）の支援も困難となる。
柘植公民館のホールについては耐震性の問題もあるので別として、平
成１３年改装した資料館部分は当面「継続存置」扱いとし、少子化の問
題等で柘植保育園等が空いた場合に、資料館として転用するなどの方
策を取っていただくよう切望します。

老朽化し耐震性能の低い施設については、廃
止します。ただし、公民館機能や図書機能は支
所へ集約、資料館機能については今後在り方
を検討します。

14 19
上津基幹集落セン
ター

この施設は１９７６年度に農水省の補助事業によって上津地域の公民
館的活動の拠点として各地区住民の代表や各種団体の役員、また各
種全体行事の場として地域振興の拠点施設として建設されたものであ
る。建設はその重要性から旧青山町が直営で行い、その後も直営管
理され利用頻度も高く推移してきたものである。しかしながら、市町村
合併を機に市から集会施設としては他に類似の施設がないという理由
で、指定管理制度により現在は「上津区長会」が無償で条件に維持管
理している。施設も老朽化が進み、年々補修工事が必要な個所が増
加し、改修工事を毎年、市へ要望するも聞き入れられない状況が続い
ている。その結果、年々使い勝手が悪化し、利用頻度も右肩下がりに
なってきている状況である。耐震性が「無」に評価されているものの、本
来、地域にとって重要な拠点施設であり、同時に市の農村振興施策で
活用すべき施設でありながら現在のような状況になったことについて、
市はその原因と改善の方策を考える必要と義務があると考える。この
ままではこの地域はますます少子高齢化に拍車がかかり、活力が失
われることは確実である。これに対する方針がないまま「縮小」という方
向性で、本来行政としてなすべき地域振興という最も重要な施策を放
棄し経費削減の名の下、地元に責任と経費のすべてを押し付ける手法
は、地域住民として決して納得できるものではない。

地域の利用者に限定されるコミュニティ圏域の
施設の機能廃止後の方向性については、地元
地域と協議します。

15 26
④利用促進に努めて
いきます

施設の利用者を増やすための対策が十分でないため問題が生じてい
るのではないか。過去にできていないことを、今後、どのようにして利
用促進に努めていくのかを具体的に示すこと

２６ページには利用率の向上について記載して
おります。ただし、６ページの運営適正化に
⑤　利用率の向上に努める
を追加します。

16 26

⑤情報の公表による
市民への説明責任
の確保
広報やホームページ
などを通じた情報提
供と説明責任を果た
していきます

当地域に在住する市の職員さんが沢山おられます。この方々が市の
広報マンとして、住民自治協議会等の会合に出向き、市の公共施設に
ついての情報提供をすれば今よりも説明責任を果たすことができるし、
より市民に理解されることで市の職員さんとより心が通うことができると
思う。

ご意見としてお伺いします。
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17 26 運営の適正化

公費負担と受益者負担を判断するとして、公益的⇔私益的/選択的⇔
必需的を点検指針としているが、公共施設は広く市民に開かれた施設
で、受益する市民がいれば、受益の必要のない市民もいる。不特定多
数の市民が受益可能も結果特定者が受益となり私益的では決してな
い。
また、選択不可能な必需的施設が、利用度・市民負担額などにより切
り捨てられて良いものか。大いに疑問。
もし、廃止となった必需的施設利用者の今後の代替え施設利用につい
ては、画一的な利用料金設定でなく不便さ、受益経費など考慮した料
金体系でなくてはならない。いずれにしても、廃止となる施設利用者の
今後など判断は慎重かつ配慮が必要。

ご意見としてお伺いします。

18 29
機能の複合化の実
践に向けた考え方

今回の計画案に、上野地区が含まれていない。縮減計画予算はすべ
て周辺旧町村で算出し、上野地区については既設の耐震強度不足
は、耐震補強なのか「新築」なのか不明である。また、上野地区の縮減
計画案は何時公表されるのか？。

モデルケースは示していませんが、上野地区
についても基本原則（３R）に基づき、取り組ん
でいきます。

19 31

＜伊賀支所及び周
辺施設の機能統合
（既存施設の大規模
改修）＞について

ふるさと会館いがの大ホールなどを改修して、支所として転用するとと
もに、市民センター、公民館、図書館などの複合化を図ることについて
は、基本的に賛成です。
ただし、いがまち図書室（正確には、いがまち図書分館）については、
移転を機にしっかりと位置付けていただきたいと思い、この図書室で読
み聞かせボランティアをしていて気づいたこと、要望を述べたいと思い
ます。
現在、いがまち図書室の面積は、一般図書室３５㎡、児童図書室４６．
２㎡で、合計８１．２㎡しかありません。そこに開架されている本は、８８
９１冊です。ホールの２階の空場所に、５２８９冊ありますが、図書室が
狭くて開架できません。現在、いがまちの住民は１万人余りですので、
開架されている本は、１人１冊もありません。せめて一人２～３冊あって
はじめて図書室の役目を果たせると思います。それには、２万冊以上
の本が開架できる面積、今の図書室の面積の２～３倍の２００㎡以上
が必要です。さらに、図書室の中には、いくつかのコーナーが必要で
す。落ち着いて本を読める閲覧コーナー、小・中・高校生らには学習
コーナーが、それから、気兼ねなく保護者が本を読み聞かせしてやれ
る児童図書コーナーがぜひ必要です。図書室として以上の機能を果た
すには、２５０㎡以上必要です。
いがまち図書室の年間利用者は、２年前は２０００人余り、昨年は３００
０人を超え、今年は４０００人を超えるでしょう。（６ヶ月間で、すでに２０
００人を超えていますので・・・）
いがまち図書室が広くなり、開架されている本も増え、ゆっくりとした
コーナーもでき、図書室としての機能が充実すれば、さらに多くの住民
がいがまち図書室を利用できるようになります。ぜひ今回の複合化の
計画の中に、これらの要望を積極的に取り入れてください。
なおこの案は、昨年７月、柘植地区・西柘植地区・壬生野地区のまちづ
くり協議会の会長及びいがまちの図書館を考える会と連名で市長及び
教育委員会へ要望書をだしました。回答は、『伊賀支所、西柘植地区
市民センター、公民館、図書室を含めた複合施設の建設について、新
市建設計画への掲載等、伊賀支所を窓口に検討しています。』とのこと
でした。以上よろしくお願いいたします。

伊賀支所及び周辺施設の機能統合の参考に
させていただきます。

20 33
青山支所及び周辺
施設の機能統合

複合施設に屋内スポーツ施設の卓球練習場を計画に入れてください
青山支所及び周辺施設の機能統合の参考に
させていただきます。

21 39
大山田農村環境改
善センターは廃止

普通交付税が減少するための公共施設最適化計画による３４％縮減
については理解するが、当センターは大山田地域の服部川より北地区
の拠点避難所に指定されている施設である。関係施設の一人当たり
延べ床面積が２番目に高くなっているのは合併当時より、他地区と比
較して少子高齢化等による人口減少が原因である。延べ床面積の比
率が高いこと等のみで、廃止とすることは理解できない。
災害時の避難場所でもあり、耐震化を図り継続する方向で検討してい
ただきたい。また、廃止にかかる解体撤去費に加え、土地利用者との
契約等により原状回復費用等を考慮すれば、莫大な費用となることが
想定される。このことについては、支所別意見交換会においても意見
がでていたと思われるので再検討をお願いしたい。

老朽化し耐震性能の低い施設については、廃
止します。ご指摘のとおり、原状回復について
も費用がかかりますが、借り続けることも費用
がかかります。

22 39
市民センターの機能
を公民館に移転

山田地区市民センターは耐震性がないうえに、バリアフリー化されてお
らず、加えて２階会議室等で雨漏りが発生している施設であり、市民セ
ンター整備事業にあがっていない老朽化した施設であるので移設につ
いては賛成である。また、旧上野市の市民センター同様に３人体制（館
長、主事、事務員で正規の職員が１名）で公民館業務を併用すれば人
件費の削減を図ることは可能と思われる。

ご意見としてお伺いします。

23 39 大山田支所
今回の最適化案は上野地区を除く周辺地域のすべてが対象となって
いる。庁舎移転が決定した現在、早急に最適化計画案を検討すべき
で、周辺地方切り優先では不公平すぎると考える。

モデルケースは示していませんが、上野地区
についても基本原則（３R）に基づき、取り組ん
でいきます。

24 39 大山田支所

今回の案で大山田支所機能を場所だけ福祉センターへ移転するよう
になっているが、職員と机だけだと可能かもしれないが、関係保存書
類・資料及び関係備品の数量が多く、既設の庁舎を解体した場合は、
すべての物品収納場所が必要になるのを勘案しての案なのか？疑問
である。

各支所で管理することが効率的でない書類な
どについては、一箇所で管理することで必要ス
ペースの縮小を考えています。
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25 39
大山田農村環境改
善センター

現在頻繁に利活用している「ふれあい広場」スペースも当然「縮小」さ
れると思うが、多人数での集会場所が無くなり、地域住民としては不便
となる。また、現庁舎解体後の跡地の状況が気になる。

周辺施設（学校体育館など）をご利用ください。

26 39
大山田農村環境改
善センター

ホール機能・場所がなくなると多人数の集合は、産業振興センター（ど
んぐりホール）」のみとなり、１箇所に集中すると会場予約・使用料の出
費を含み利用に、多方面での制限が発生することが予想される（現
ホールよりも収納人数が減少し、地域のコミュニケーションの機会が薄
くなる）ため、最少範囲での耐震補強をし継続を希望する。

老朽化し耐震性能の低い施設については、廃
止します。

27 41
資料　１．公共施設
最適化計画検討委
員会設置要綱

（設置）第１条では、伊賀市公共施設最適化計画検討委員会と記述さ
れている。なぜ、委員会名が違うのか。

伊賀市公共施設最適化計画検討委員会設置
要綱に修正します。

28 42 委員について

委員を大学の先生にお願いされているがお金の無駄遣いである。大学
の先生は、市民でないため、計画が失敗しても痛いこともかゆいことも
ない無責任委員ではないか。それよりも、市民（市民の中には、優れた
人材が沢山おられると思う）と市役所の職員が心を一つにした公共施
設適正化検討プロジェクトチームをつくり、やる気と覚悟を持って将来
の方向づけをすることが大切だ。大学の先生頼みの他力本願スタンス
の市職員ではなく、仕事に対してやる気と覚悟を持った行動する行政
職員であってほしい。

ご意見としてお伺いします。

29 43 （プロジェクトチーム） 上記同様のプロジェクトチームの方がより成果があがる。 ご意見としてお伺いします。

30 47
資料４．公共施設等
総合管理計画の策
定要請

市は、危機的な財政の事態を招くまでの段階において、なぜ、改善計
画の策定をしなかったかの理由の記述をすること。
要するに、財政危機を招いた責任回避のための計画内容であり、危機
感が欠如しているとしか思えない。

平成４２年度以降に迎える更新のピークに対
応するために、計画を策定しています。

31

ハコモノを残すも機能(サービス)は、残して当然であるが、名ばかりの
機能になりかねない。
廃止・複合化による受益者の利便性の確保への対策を同時に確立し
なければ施設の廃止・複合化は理解できない

32
最適化とは？適正化の間違いではないのか
もし最適化と言うのなら、全支所を廃止して本庁１本で事足りるのでは
無いのか？疑問に思う。

33

今迄の在り方を変えようとする姿勢はある程度理解が出来るが、市長
の目指した小さな本庁、大きな支所の理念は何処へ行って仕舞ったの
か。「これではあかんやろ」の言葉はただ単に選挙の為の言葉だった
のかと首を傾げる。

34

最近多くの委員会、審議会等を設置して居るが、その中で有識者と呼
ばれる方は、どれだけ此の伊賀市を知っているのか？伊賀市の中に
は今直面している事柄を、外部の委員に委ねなければ解決を出来な
いほど人材が居ないのか？はなはだ残念で成らない。

35
各施設には合併で駆け込み状態で「箱もの」を急いで作った弊害もあ
るが、地域性、広範な土地に亘る目配り等の意義を考えれば一概にム
ダとばかり言えないのでは無いのかと考える。

36

木を見て森を見ず、逆に森を見て木を知らずでは本来の適正化を実現
できないのでは無いだろうかと危惧する所である。市政の効率化、無
駄の削除といった言葉の中で一番効果的な議員の定数削減が、ア
ピールとしては目玉の様な効果は有るが、民意の吸収という点に於い
て一番の弊害に成って無いのか？

37
すでにレールが敷かれて居て、説明会・意見交換会と云った駅舎を設
けて結果、完成している車庫へ走っている車両に乗せられている我々
市民は空しさだけを享受しなければ成らないのだろうか？

38

IT技術の活用
IT技術の進歩は目覚ましく、東京にいて北海道の患者を診察できるよ
うな時代となっています。施設の整備においてもIT技術を活用すること
によって、削減できる施設などもあるのではないでしょうか。例えば、本
庁の相談員と各支所の相談室をテレビ電話で結び、利用者の相談に
応じるなど。

39

保存と撤去の基準
伊賀市庁舎について保存すべきという声と撤去すべきという声があり
ますが、今後の施設の整理においても同様の議論が起きることが予想
されますから、保存するか撤去するか市民の賛同を得たうえで、その
基準を示す必要があると考えます。

40
不要施設への対応
改修費や維持費の負担を考慮すれば、特段の理由がない限り、別の
用途利用により撤去または売却を優先すべきと考えます。

ご意見としてお伺いします。

全体

4/6



伊賀市公共施設最適化計画　中間案　パブリックコメントの対応について 資料２－１

No 該当頁 該当箇所 意見（原文を記載しております） 回答

41

建て替え・新築の建築様式
近年は耐火材や耐熱財、防音財などが進歩しており、また以後の需要
に応じて増改築などの対応できるよう施設を建て替えまたは新築する
際には、校外のコンビニやスーパーなどのように平屋とし、これら建材
を活用した施設とすることについて検討する必要があると考えます。ま
た、学校さえプレハブで建築できますからこの点についても検討する必
要があると考えます。
なお、用地については取得する方法と借り上げる方法があり、ライフコ
ストを考慮し、どちらが得策化も検討の要があると考えます。

42

高齢者への対応
伊賀市の６５歳以上の高齢者は毎年３００人ずつ増えています。これに
伴い介護施設など高齢者用施設の需要が増えるものと見積もられま
す。このため、現存施設の転用を考慮し公共施設の適正化を進める必
要があると考えます。なお、伊賀市北部の広大な国有地を活用して大
阪市などに介護施設などを建設してもらい、その管理運営を伊賀市が
請け負うことにより、その利益によって伊賀市の施設の維持費を支払う
方法も模索する価値があるように思います。なお、大阪市などの入居
者は当該市役所の所在地とすることで医療費などの負担を免れます。

43

第２次伊賀市総合計画「第１次再生計画」２０１４年７月発行版の８４頁
中段よりの「主な事業」（農林振興課）の事業内容の２枠目に「公共建
築物等木材利用方針に基づき、公共施設への伊賀材の利用を促進し
ます」と謳ってあるように方針どおり、複合施設の場合は改装材料を木
造とし、地場産木材を使用するべきと考える。伊賀市合併当初からの
「新市建設計画」からずっと掲げているが、実現した建築物は無いので
はないか。
前述意見は、今後の公共施設のすべて摘要するものである。

44
公共施設最適化計
画策定の経緯

市民との情報・問題意識の共有・協働が行われていない。なぜ、今ま
でに策定されなかったかの理由など詳しい情報の開示が必要である。
（支所別意見交換会においても説明がなかった）

45

インフラ資産の最適
化計画の策定をどう
されるのか
ＰＤＣＡサイクルの実
行

今あるハコモノとインフラ資産に関しての維持管理対策のＰＤＣＡ情報
開示が必要である。伊賀市公共施設最適化計画の実行に際して本格
的行政評価制度と試算マネジメントを実行していただきたい。

46
市民の視点で取り組
むこと

公共サービスの向上、市民の命を守る、財政の健全化対策を目標に
掲げること

47
今、一番必要な事は施設の統廃合よりも、現に存在する施設をどんな
風に利活用するかと云う知恵では無いだろうか？

48

本計画はコスト削減の観点から検討したものであり、公共施設を整備
する目的を考慮し、利用者の判断基準に適応するサービスを提供する
必要があります。
例えば、プールの１つを温水にして臨床療養士などアドバイザーを置
けば利用者が増え、料金収入も増えたことから、施設の維持経費など
を削減できます。ただし、本例は説明のための例であって、採算性を検
討していませんから、これを実行することを示すわけではありません。

49
施設活用の計画書
が必要である

ハード面の取り組み計画よりも、ソフト面の利用率向上のための最適
化計画の作成が必要である。

50

管財部と他の部署との仕分け
例えば、福祉施設の機能を維持し施設を削減するためには、伊賀市の
福祉事業全般について、行政・実務・器材・IT技術などに精通した人た
ちや利用者が互いに知恵を出し合ってこそ有効で効率的な計画ができ
るのではないでしょうか。また、前２項の利用者の判断基準に適応した
サービスについては、その多くは個々の施設管理が検討すべき事項を
考えます。
管財部はこれら検討結果を得て、総合的な計画を検討することとする
よう業務の仕分けをしてはどうでしょう。

４ページ記載の推進体制により、本計画を策定
しています。

51

市と市民の仕分け
市街地とそれ以外では施設整備の有様が異なります。市街地以外で
は役所と診療所・商店・図書室などの施設を集合させることにより、利
用者の利便性を高め、施設利用者を増加させることができます。具体
的に、どこに、どのような施設を集めるかは当該地区の住民に任せ、
その結果が市として受け入れられるものであれば、住民の要望通り
に、受け入れられなければ市と市民が協議するようにしてはいかがで
しょうか。

青山支所及び周辺施設の機能統合の参考に
させていただきます。

52 災害時の避難施設がなくなり地域にとってはデメリットである。
避難所については、継続することになる施設や
民間施設等から再度調整を行います。

53
別冊要望 公共施設に関係する公務員の総数の明示（人数と給料、総
計を含め明示が必要）（年間トータル、支払い）詳細の明示（民間など
に委託しているケースについても、上記同様明示必要）

平成２１～２３年度の数値となってしまいます
が平成２５年６月に策定済みの「公共施設白
書」に掲載されています。また、「施設カルテ」
では個々の施設について、職員数なども確認
することができます。

ご意見としてお伺いします。

基本原則（３R）に基づき、取り組んでいきま
す。

全体
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54

将来人口予測を示して、早いうちに立て直しを図りたいと言う伊賀市の
方針に対して賛同したいと思います。公共施設を市町村合併１０年を
経て見直しするのは必要だと思います。他の市町村に比べて一人あた
りの床面積が広いと言うことですが、それは説明会に於いて理由をお
示しになったのでしょうか。合併前に、古い建物はそのままにして新し
い建物を駆け込みで増やした事が今になって伊賀市財政を圧迫してい
ると、言うことだと思います。この事実を、詳しく解説して市民に知らせ
てはいかがでしょうか。一般企業ならやることだからです。

「公共施設白書」「公共施設最適化方針」等で
示しています。

55
施設の維持管理状
況の開示が必要

市が、やる気と覚悟を持って取り組んでいる各施設毎の維持管理対策
の成果に関するデータの開示が必要である。

公共施設最適化方針６６ページにあるような取
組みや、デマンド監視などを行っています。今
後、節減効果についてホームページなどでの
公表を検討します。

56

合併間際に建設され
たハコモノの利用率
向上対策の検証が
必要

ハコモノの費用対効果を計算したのは、現在の市職員さんだ。最適化
を唱える前に施設利用率向上対策の成果検証と情報開示が必要であ
る。

開館日や開館時間の適正化などに取組んでい
ます。

57
大山田東体育館
大山田東グラウンド

施設収支合計　2施設各　1.2百万円　計2.4百万円の説明が欲しい。
グラウンドに関しては、他にこれを代用する施設が地域内に無い。
体育館に関しても、他にこれを代用する施設が地域内に無く、地域の
拠点避難所に指定している。
「人が輝く・地域が輝く」地域づくりの拠点である。
公益的で選択肢の無い必需的施設である。

２箇所をまとめて指定管理で委託しており、そ
の金額が当時は１２０万円でした。１箇所が幾
らと出来ずそれぞれに同額を表示してあること
から、注記を表示します。
また、方向性が縮小の施設については、施設
を維持していくことが地域にとって必要ならば、
地域で管理していただくことにより残ります。
さらに避難勧告や避難指示があつた場合に
は、地域コミュニティによる避難所運営を想定
した指定避難所や指定避難所を統括する拠点
としての拠点避難所など市が指定する避難所
に集結していただくことになります。なお、避難
所は必ずしも行政が所有している施設である
必要はなく、地域で管理される施設を指定する
こともあります。

58
スポーツ・レクレー
ション施設

伊賀市全体の遊び場（子ども）の実態が不明です。検討項目に入れて
ください。阿保地区の遊び場と遊具の充実を計画に反映してください。

市のホームページ（子育てユニバーサルデザ
インマップ（パーク編））で紹介しています。

本計画に関係しないご意見については掲載を省略していますのでご承知願います。
意見提出者数 意見の件数
１２名 ６３件

意見の提出方法
持参 ８人
郵便 ０人
Eメール ２人
ファックス ２人

その他

全体
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