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第８回伊賀市庁舎整備計画検討委員会会議録（概略） 

 

１ 開催日時     平成 25年 12月 3日（火） 午後 7時 00分から 

２ 開催場所     伊賀市役所南庁舎 第 1委員会室 

３ 出席された委員  松山 明、中嶋節子、池澤邦仁、中西慶三郎、大仁田富美子 

山本禎昭、西 眞澄、上田功介、松山安利、菊野善久 

福田健一、木下利子、日置智啓、滝井利彰 

４ 欠席された委員  なし 

５ 事務局      辻上副市長、山下企画財政部長、西堀企画財政部次長 

           藤岡管財課長、福壽、中野 

           株式会社アール・アイ・エー（榊原、上原、山本） 

６ 協議事項     （１）伊賀市庁舎整備計画（答申案）について 

           （２）その他 

７ 会議概要      

【午後 7時 00分 開会】 

 

≪事務局≫ 

只今から第 8 回庁舎整備計画検討委員会を開催します。はじめに松山会長よりご挨拶を

いただきます。 

≪松山会長≫ 

市の方から諮問いただきまして、12 月の半ばまでに答申をまとめて下さいと言うことで

したので、今日が最終回ということになります。今回、午後 7 時開催でございますので、

会議を 2 時間以内に終わらせたいと思いますので、活発なご議論をいただければありがた

いと思います。 

≪事務局≫ 

それでは、事項書の 2 ですが、第 7 回検討委員会議事概要の確認をお願いしたいと思い

ます。委員の皆様には事前に送付させていただきましたので、お気づきの点等ありました

らお申し出下さい。 

≪池澤委員≫ 

最後の指摘となりましたが、今日は 1 点だけです。8 ページで下から 13 行目の中西委員

のご発言の中で「対面が立つのではないか」というところは、「対」ではなく「体」ですの

で、よろしくお願いします。 

≪事務局≫ 

他によろしいですか。それでは修正させていただき、ホームページに掲載させていただ

きます。それでは議事に入ります。進行につきましては規定により会長にお願いします。

本日は、全員の出席をいただきましたので、委員会が成立しますことをご報告申し上げま
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す。 

≪松山会長≫ 

それでは議事の１「伊賀市庁舎整備計画答申案について」を議題といたします。前回い

ろいろなご意見をいただきまして、この中でＡ案とＣ案で 1 案という形にはならなかった

というふうに会長として判断させていただきまして、答申案の原案は 2 案併記という形で

掲載させていただきました。大きな変更点としては、南庁舎の活用計画で、箱物観光の時

代ではないというご指摘もいただきました。そういう中で、市民アンケートの中では、文

化観光施設を望んでいる声も多いということで事務局として形は出したのですが、本当に

たたき台として提案しましたが、もう一度それはコンセプトとして出したという形で答申

案にまとめさせていただきました。そういうことも踏まえて事務局の方から修正した答申

案をご説明下さい。 

≪事務局≫ 

【資料１について説明】省略 

≪松山会長≫ 

只今、事務局から説明がありました答申案全般につきまして、各委員の方からご質問、

ご意見をいただきたいと思います。 

≪滝井委員≫ 

今の説明をいただいたことには直接関係ないですが、前回、中心市街地活性化基本計画

と市庁舎の位置関係は何か関係がありますか、庁舎の位置が前提になっていますか、と質

問しましたら副市長の方から特に無いとのことで、むしろ第 2 期計画につきましては、民

間の事業が問題だという説明を受けていたが、別の場でこういうのが出てきたので、これ

は２０１３年９月２１日付け、伊賀タウン情報ユー記載のインターネットの記事で、市議

会の庁舎特別委員会の出来事を書いているのですが、『同市は９月２０日の第 2期の中心市

街地活性化基本計画について、内閣府の担当者から「基本的に庁舎が中心市街地から外れ

たら認められない」との見解が示されていたことを明らかにした。市が庁舎を他の場所に

移す場合、「国の理解を得るには庁舎に代わる相当公共性が高い施設を跡地に計画する必要

がある」と説明』、という記事があります。ということは、国は中心市街地活性化基本計画

を認めるには、ここに庁舎がなければいけないという回答を出しているのですが、その辺

のことについて事務局にお伺いしたい。 

≪副市長≫ 

内閣府の担当課長と特別委員会のやりとりが載っているようですが、私自身が内閣府に 6

月末に出向いて話を聞いている中では、市庁舎の存在が第 2 期の条件であるとは聞いては

おりません。前回も申し上げましたように、むしろ中心市街地活性化にとって何が必要か

という議論が大事であって、第 1 期の計画の反省から検証すると、やはり民間事業の位置

付けが大事であり、不可欠であることを聞いていますので、庁舎が仮に有ろうが無かろう

が、活性化のためにはどういった内容が必要なのかの議論をこれから重視していくことが
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大事なことかと思います。 

≪松山会長≫ 

ただ私の聞いている範囲では、1期の中心市街地活性化基本計画を全国でいっぱい作って

しまって、中身の薄い所もあったということで 2期はかなり国の方が限定しております。 

例えば愛知県ですと岡崎市で 2 期を出そうとしているが、かなり広い範囲を出している

ので、これではコンパクトなまちにならないと、旧市街地と新しい市街地両方では、こん

な案ではだめだという形で突き返しているという話も聞いています。そういう中で、市役

所が単に移転してしまうとマイナスだろうと、ただその中で内閣府の方もよほど公共性の

高いもので、あとで何らかのサービスがある、そういったものが来るということでないと

認められないということで、庁舎でなければいけないというわけではないと言っていると

私は理解しています。 

≪滝井委員≫ 

 必ずしもという話ではないと、理解させていただきます。 

≪山本委員≫ 

まず数点ありまして、20 ページの前回のＣ案の説明で議論した内容ということで書いて

ありますが、これは前回いろいろ批判が多かった文面で、これを読むと我々委員会がこれ

を同意して納得して、市民意見、利活用について肯定的な感覚で終わったというとらえ方

のできる文章ですが、私の記憶ではやはりこれは批判といえば言い方がきついかもしれま

せんが、「これでは足らんぞ」という意味合いの意見が多かったと思います。ですからこの

辺は誤解を招くと思いますので訂正していただきたい。 

39ページの南庁舎の利活用について、その 38ページから支所の利活用方法の一連の流れ

の中で、耐震診断の結果倒壊するとか補強すればそのまま使えるとか、そういう流れの説

明があって、南庁舎の利活用について、いきなり敷地の位置付けとか、それから始まるの

は少しおかしいと思います。南庁舎の利活用というのは、市役所に使えますというのが一

つの答えと、もう一つは違う利用の仕方があります、その大きな二つが有りますというの

が答えだと思います。まず耐震補強したら使えますというのが一つの答えであって、その

中で市役所として使えますというのと、それ以外で使えますということになろうかと思い

ます。 

もう一つの説明としては（1）から書いてある内容で良いと思いますが、先程の議論で、

これも前回の話の中で委員会が同意して納得した文面ではないので、私としてはこの 39～

42ページは参考資料の所へ移動した方が適切かと思います。 

南庁舎の利活用としては、耐震補強したら建物として使えます。だから市役所として使

うか、それ以外の方法で使うということが検討されました。その検討結果については、一

つの例としては参考資料に何ページに転記しますというような表現にしてもらうのが適切

かと思います。 

それと 55 ページの二つの案ですが、最終的に二つの案に絞り込んだ内容が 55 ページに
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ありますが、これが参考資料に押し込められています。このことはこの委員会で議論して、

6案から 4案にし、4案から 2案にした。これが我々のエネルギーを費やした大きな答えと

思いますが、これが参考資料に追いやられてしまっているのは、ちょっと悲しいような気

がします。それと 55 ページの右下のコストの 62 億 4 千万円の説明書きとして、南庁舎の

改修費は別途というようなことを書いていただくのは議論されたと思いますが、それを付

け足してほしいと思います。 

≪松山会長≫ 

まず、20 ページのところですが、今日の事務局の方でも修正した趣旨を前回の時にもこ

れではということを受けて今回の物になっておりますので、その辺をもう少し分かるよう

な表現に変更させていただきたいと思います。 

39ページのところと、54～55ページの資料 2と 4の意見ですが、まず山本委員のご指摘

の通りでして、この委員会の中でまず 4 案に絞りました。市民の意見も聞き、その上で更

にＡ案、Ｃ案について議論していく中で、南庁舎の建物の文化財的な価値、いろいろなこ

とも含めてあるから、残していこうと、そういう中で委員の言われたように市庁舎として

残していくという案と他の用途に変換して活用していく案があるだろうという形で資料

3・4 の 2 案に絞ってきた経緯があります。これは皆さんの合意で進んできたということが

ありますので、やはり資料編ではなく、答申案の中で表が出てくるのは格好が悪いという

のはあるかもしれませんが、39ページの前後に、その辺に入れていくと、39～41ページは

資料 3・4を前の本文の方に持っていくという形をとりたいと思います。 

≪山本委員≫ 

私は前回の時には、この交流ゾーンから市街地へのゾーンへの橋渡し的な使い方と言わ

れていたのが、もう一つの使い道として、ここで表現されている憩いの場という扱いです

が、そうではなくて、前回、滝井委員が言っていたこの施設を利用して、1,000人 2,000人

を呼べるような施設にすると、そういうような使い方が出来るのであれば良いかと思いま

すが、そういう考え方は、私としては納得していません。 

≪松山会長≫ 

このことについて、他の委員の方はいかがですか。 

≪菊野委員≫ 

39 ページのことでよろしいですか。こちらの文面に関しましては、委員会の意見として

出すのなら、私は反対です。承服できないです。特に下 4 行の所で何をもってこういう表

記になるのか理解できない。事務局、どなたかの意見を反映したのか、少しもこういった

考えに至る根拠がここでは出ていないし、こう簡単にいくものであれば伊賀上野観光はも

っと盛り上がっていたであろうと思います。 

それから気になるのは、オレンジの矢印で「忍者号を利用したネットワーク」とは、何

を指して忍者号としているのかよく分かりません。忍者の人形の乗った車のことを言って

いるのであれば、この車 1 台でどんな大勢の方のおもてなしができるのか、あれは誰の持
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ち物なのか疑問ですし、その辺も含めて 39ページの資料は非常にお粗末で、これを委員会

の了解のもとにここに載せるのは今の段階では反対です。 

≪滝井委員≫ 

山本委員、菊野委員のご指摘の通りだと思いますが、いずれにしても、この南庁舎をど

ういう位置付けにするかは大きな話で、ここで簡単に歴史文化ゾーンと旧町屋街との地域

振興ゾーンと二つに分けてその結節点であるという表現ですが、こんなふうにきれいに分

かれる話ではないと思っていまして、町屋街にこそ文化ゾーンがあるのだと思っています。

そこで味わう町屋体験、文化、伊賀上野の町屋の文化を味わうのも観光の一つだと思いま

すので、こんなふうに二つに割れるものではない、ここはものすごくこれからの上野の中

心市街地の観光なり、振興なり、賑わいを求めていくのに真剣に議論しなければいけない

ところです。城山のゾーンとまちのゾーンをどう考えるのか、一体なのか、そうでないの

か、ではこのまちをどのように未来に向けて作っていくのかと言う話です。 

前回から私が申し上げていますように、歴史まちづくり法という有力な法律が現在ある

ので、国の方でも伊賀市を注目していると思います。三重県では亀山市と明和町とこの二

つが手を挙げて採択されて動いている。 

伊賀上野は、トップランナーであるべきだったはずが、出遅れてしまっています。これ

こそ風致と景観と環境を整備していく一番良い方法で、その場合は公園とまち場と一体と

なった計画を作らないと採択されないと思っています。簡単に割り切れる話でもなく、真

剣に議論すれば 1時間 2時間で議論できないので、ここではさらっとしておくというのも、

手ではないかと思います。忍者号と徒歩といったって、どういうふうに人を回していくの

か議論しなければこんな絵は描けない。ネットワークを作っておけばいいという話ではな

くて、それではどういうネットワークを作るのかと真剣に議論しなければなりません。そ

れはこの場ではなく、中活やまちづくりがそういう観点で考えていただくべき話かと思い

ます。 

≪松山会長≫ 

今の委員会としては先程申し上げたように 4 案から 2 案に絞っていく中で、市庁舎とし

て活用する場合と他の用途で活用する場合のＡ案とＣ案というところまでは書かせていた

だきました。42 ページ下の計画策定のところで、実はこちらの市長から諮問を受けている

中には庁舎の整備計画という形ですので、利活用も含めて諮問を受けているわけですが、

委員会の中では合意を得られないという形で庁舎の位置としてＡ案Ｃ案という答申を出さ

せていただきます。利活用のことについては、10 月までには間に合わないという形で別途

検討いただく事がいいだろうということと、4案から 2案に絞って、それを計画したという

ことと、最後の 4行の部分を残すという形で答申ということでよろしいでしょうか。 

≪中嶋副会長≫ 

会長の意見で賛成しておりますが、一点、南庁舎のこの委員会で合意の得られた一つの

大きな成果として、南庁舎はどういう形であれ使っていくということで、皆さんの合意を
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得られたと理解しています。ですからそのこと自身は答申案にはっきり示したいと考えて

おりまして、既存庁舎の利活用、38 ページ以降の章にもう一つ新しい章を立てても良いか

もしれません。委員会として南庁舎は残して活用するという大前提を書いていただいて、

その利活用の仕方の中で、Ａ案として庁舎として使い続ける選択肢がありますし、それ以

外の施設に使うというもう一つの選択肢がある。そういう形で書いて、それはきちっと書

いていただいた方がこの委員会での決定事項が表れるのではないかと思います。具体的な

内容については今ご意見いただきましたように、簡単に決められることではなくて、これ

から市の中で、或いは市民の皆さんを入れながら検討していかなければいけないことです

ので、これからの検討に向けてのお願いというかそういう形で進めていただきたいという

ことを、42 ページの最後にもう少し書き込んでいただくという形にしてはいかがでしょう

か。 

≪事務局≫ 

今の委員の方々、会長、副会長の話にもありましたように、南庁舎の利活用のところで、

最初の中間案のところでは、現庁舎敷地以外で庁舎整備をする場合は、南庁舎の文化的価

値を認めて、利活用を求める声もあることから、その利活用の用途について検討を進めて

いきますというこの 2 行は残して、中間答申にさせていただいたということであります。

ここに 39ページ南庁舎の利活用にこの全文がありませんので、少し一方的にとられる部分

があるかと思いますので、副会長が言われたように、南庁舎は残すという委員の総意をい

ただいておりますので、それを先に持ってきて、その中でＡ案では庁舎として活用する、

Ｃ案となった場合はこの庁舎はそれ以外の用途で活用できると、42 ページのイメージ図の

ようなものも修正させていただいて、そういった経緯と、それから 42ページの最後の「計

画策定について」のところで修正してまとめさせていただきたいのですが、いかがでしょ

うか。 

≪池澤委員≫ 

私はそういうまとめ方は大変疑問に思います。特に 42ページのこういう三角形の図式が

ありますが、こういう図は削除していただきたい。でなければ 10 ページにある課題、3 つ

の項目「環境の共生、周辺との調和のある庁舎」、「まちづくりとの整合性」、「財政負担へ

の配慮」、こういう課題は解決できないと思います。42ページのこんな図式を引っ張ってい

ったら問題が解決する足かせになろうかと思います。ですからいろいろご意見あったよう

に 39～42ページの殆どはかなり問題な内容だと思います。山本委員も言われたように資料

4につきましては、私たちは合意形成ができているかと思います。 

≪滝井委員≫ 

副会長さんが言われたように、南庁舎を残して利活用するということが、この委員会の

一つの結論であると、私はそう理解します。これはやはり強調しなければいけない事態に

今はなっているかと思います。 

市議会の特別委員のメンバーの方々は、今日の新聞では南庁舎は取り壊すというのが圧



7 

 

倒的なお考えのようですが根拠は分かりません。なぜ壊すのかよく分かりません。こんな

話、誰がしているのかと失礼ですがそう思います。だからこの場では、みなさん良識ある

方々だと思いますので、南庁舎を残して利活用するのを大前提と高らかに掲げるべきだと

私は思います。 

≪中西委員≫ 

今までずっと委員会に参画させていただいて、この委員会そのものは市長の諮問機関で

あって、市長は、できるだけ小さな本庁で経費の掛からない物を造っていくというのが公

約の一つで、これでこの委員会が立ち上がったのではないかと思っておりますので、答申

案としては、市長がやりやすいような形で答申をしていくのが、一番ベターだと思います。 

今まで検討して、今回の会議にも出ていましたが 4つの案を 2つに絞ってきた。しかし、

2つに絞っても共通していることは、この庁舎を保存するというか、壊さないで残していく

という意思決定が出来ているので、これはやはり強調して、それの利活用としては、「この

ような形があります」ということでいいのではないかと思います。簡単に言えば、後は別

のセクションか何かで、庁舎問題、庁舎の利活用について一つのプロジェクトチームが立

ち上がるのではないかと思います。 

答申として出すのなら、市長の公約が実行できるように我々が理屈の付いた答申を出し

たら良いのではないかと思います。滝井委員も言われたが、議員の方で壊すという意見な

ど昔の話が出てきまして、いったい議員は何を考えてやっているのか、市長が出てきたの

はこの庁舎を残すという一つの公約を出して、市長が 10万人市民の意向をもって出てきて

くれたわけですから、我々は一市民として尊重しなければならない、このように考えてい

ます。 

無責任な話ですが、それを作るのであったら、何度も言っておりますが支所の体質を直

してからやってもらわないと、大山田村のことばかり言っていますが、支所としての職員

の体質が出来ていない。そういうことがあります。これ以上言いませんが、我々が難しい

ことを書かなくても、市長の議会で言える所信表明でもいいので、その中で言えるような

ことを作っておいたらいいのではないかと思います。 

≪松山会長≫ 

今、中西委員にご意見をいただきましたが、検討委員会は市長から諮問を受けて、答申

を出すということで、市長の意向がどうかというのは私も聞いておりませんし、委員の皆

さんも聞いていないと思います。独立した委員会として、この委員の皆さんの中でのご意

見をまとめていくという形であくまでもいきたいと思っておりますが、委員の方から支所

をより充実させる、そのままでいくべきだというご意見、それも多かったと思っておりま

すので、そのようなことも訴える形にもしていきたいと思っています。 

池澤委員からは、この部分全部いらないのではないか、ある方がマイナスではないかと

いう意見もありましたが、副会長の方から言っていただいたように、この場で議論してき

たＡ案、Ｃ案にまとめていった経緯、その辺はやはりきちんと残していかないとマイナス
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だと思いますので、その部分は残したいと思っています。これまでのことも含めて、ご発

言いただいてない方も順番にご発言いただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

副会長の方からございまして、冒頭でもこの答申案、会長の方で併記していかざるをえ

ないと判断させていただきましたが、両案併記がいいかどうかも踏まえお願いします。 

≪中嶋副会長≫ 

前回は議論の中でどちらかに絞るのは難しそうな議論でしたので、会長の方で両案併記

と判断されております。今回答申案の最終の委員会ですので、本当にこれを併記でよいの

かどうか、委員会の責任として本来は一つに絞り込むのが責務かと思いますが、絞り込め

ないとするならば、皆さんのご意見をひととおりお伺いしておきたいと思いまして、会長

の方から皆様の方にＡ案、Ｃ案、どちらがよい、併記するべきであるという意見を含めて、

ご意見ご感想をいただければと思います。 

≪松山会長≫ 

最終的には答申として市長に提出させていただきます。実は中間答申の時には市長の方

から概要を説明して下さいということでしたので、口頭で説明させていただきましたが、

最終ということですので、先程言いましたように経緯ですとか、簡単な文章にまとめて意

見書のような形で市長に提出させていただきたい、答申案を出させていただきたいので、

そういう意味でも皆さんのご意見をお聞かせいただきたい。 

≪大仁田委員≫ 

今のところではなくて、Ｃ案の 52ページのところで、以前も聞かせていただいたのです

が、この県庁舎のところでのその土地関係とか、建てられるのかとか、駐車場がしっかり

確保できるのか、以前聞いたときは分かりませんでしたが、このように絞られて来たら、

駐車場は一体何処なのか、すごく不透明で初めからすごく気になっていました。 

≪松山会長≫ 

今のところ、事務局から県とはある程度、相談させてもらっていると聞いております。 

≪事務局≫ 

駐車場につきましては、周辺を含めていろいろと、事務局で検討させていただいていま

す。 

ただ、具体的な話になりますと、予算も伴いますので、その辺については今後ということ

になろうと思います。今、特定するというわけにはいきませんので、ご理解をいただきた

いと思います。 

≪大仁田委員≫ 

870台と出ていますので、ここが確保できるのかということはどうでしょうか。 

≪事務局≫ 

その辺も含めて今、検討させていただいています。 

≪池澤委員≫ 

両論併記でいいのかどうかについてですが、私はＣ案しか頭にないものですから、しか



9 

 

し世の中には、違った意見もあれば、どうしてもということであれば、併記ということは、

仕方のないことだと思います。Ｃ案のことについて、第 5回の 16ページ辺りで発言してい

たところが、今も変わりなく、やはりこの南庁舎を、別のプロジェクト、例えば芭蕉翁記

念館のようなものを、合わせ技で芸術館にするというのが、もっとも未来が明るくなる方

向性としてあるのではないかと思うところです。 

10ページの課題のそれぞれについて、①「環境の共生、周辺との調和のある庁舎」とい

うのにも十分対応できるＣ案となりましょうし、「まちづくりとの整合性」という面でも、

そういうプロジェクトとの整合性を図るという意味でも活きていきましょうし、或いは、

「財政負担への配慮」ということでも、そういった複合したプロジェクトを重ね合わせる

ということで、よろしいのではないかと考えるわけです。 

繰り返しになりますけれど、文学、美術、音楽、演劇、工芸、伊賀焼のような工芸とか、

或いは建築そのものも、芸術性のあるものですし、あとアニメ系の方でも有名な方もおり

ます。そういった、この地域の資源が豊富にあるわけですから、それを小出しにしていっ

て企画展をしただけでも長期間続いていってリンクしていくというような可能性がある案

かと思います。それで私がこの前、この一等地に駐車場を云々という発言をさせていただ

いたのですが、やはり駐車場が一等地にあるというのは相応しくないと私の考えは変わっ

ておりません。 

しかし駐車場そのものは、不要だと言っているわけではございません。この市街地、い

ろいろと空地もございますし、やはり、考え方も変えて、官民一体となって、民の駐車場

も 2台 3台の単位でも沢山分布しておりますし、或いは時間的にも昼は空いていて夜は塞

がるけれども、そういうタイムシェアリングというか、そういう考え方、或いは今皆様方、

モバイル装置をお持ちの方はたくさんいますから、そういうもので情報を統括して、どこ

に行けば車が止められるかというようなことは、現在の技術をもってすれば、システム構

築はできるのではないかというようなことを前提に駐車場云々の発言をさせていただいた

ころでございます。 

≪中西委員≫ 

私は、最初からアクセスの問題を考えておりましたけれども、アクセスというのは、何

とかなるようなことです。この建物を保存するということについては大賛成でして、C案と

するならば、ここの所に上野支所を置いておいたらどうか。上野が一番いい思いをしてい

ると思います。一緒の屋根の下におりますので、何かあってもすぐに本庁に行けるという

ようなことがある。ところが我々としては、今は分散していますけれども、これは応急処

置、避難処置ですので、何かあると、すべてこちらに出てこなければならないということ

がありますので、利活用というような問題については、残すというところから発展した、

また別のチームの人たちに活用してもらえばいいのであって、私は、Ａ案、Ｃ案併記に賛

成です。 

≪大仁田委員≫ 
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私も、防災とか、交通関係で、上野市の時点からこちらにあり、やはり伊賀市になって、

地域も広くなっていますので、いろんな交通アクセス、防災面では、Ｃ案かなと思います。 

先程から、今の南庁舎の部分ですけれども、滝井委員がおっしゃったように、やはり本当

に伊賀の地をどうしていくかということを、市でも街づくり委員会とか様々あると伺って

いますけれどもすごくバラバラで、いろんな活性化の部分を話し合ってきているわけです

けれど、この南庁舎を中心とした市街地の観光については、新しいプロジェクトを組んで、

観光の伊賀、文化の伊賀というようなところで、観光客がたくさん来て、また伊賀の地が

潤うと言いましょうか本当にそういうようなことを、そこでもう一度検討していただけれ

ばいいかなと思います。 

それから、中西委員が言った、本庁、支所、移転のこともありますので、この際、本庁

機能、支所機能についても、もう少し住まれている方たちの利用度や、これだけ時代が進

んでおりいろんな面で便利にできることもありますので、もう一度、市役所の中の縦組織

といったところも考え直しながら、ただ支所や本庁が移るだけでなく、組織も変わるとこ

ろも考えていくべきだと思います。 

≪山本委員≫ 

私は、前から言っているように、Ａ案を推させていただいております。 

何回も同じことになりますけれど、アンケートで４分の３の市民の方々が、今の場所が

いいと、それも郡部の方々も含めての４分の３の人が、この場所にあって欲しいと望んで

いるのに、何で向こうへ移らなければいけないのか、意味がよく分からないのです。 

また、この南庁舎というのは、坂倉さんが市役所として使うために造ってくれた建物な

のです。だから市役所として使うことが一番適しているはずです。シンプルに、市役所の

ために造られた建物を市役所として使うのが当たり前だと思うところであります。 

これも前に言いましたが、不足する面積の分は、15,000㎡にこだわる必要はなく、今ま

で北庁舎があった時は、機能していたのですから、それこそ景観的に言ったら北庁舎を復

元して欲しい。そうすれば、ベストな景観になるはずですし、不足する面積としては、防

災の意味も踏まえて、例えば、シェルターまではいかないにしても、北庁舎の地下に市長

がいざとなったら行ける所とか、防災危機管理室とか、そういう、非常時用のシェルター

的なものを地下にワンフロア作って、3階建ての北庁舎を造ったらいいのではないかとイメ

ージを膨らませています。それと 15,000㎡といったら、今の県庁舎が 10,000㎡弱ですよ

ね、あれの 1.5倍の面積が本当に市役所にいるのですかという話で、あの 7階建ての県庁

舎ですが、あれの 1.5倍を市役所に使うというのは、私は納得いかないところでございま

す。 

≪西委員≫ 

今、山本委員が言われましたが、市民アンケートの結果を重視することが疑問です。と

いうのは、この委員会に参加させていただく前は、あまり庁舎のことについて、関心がな

く情報も知らなかったし、この委員会に参加させていただいて、いろいろな資料とか、情
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報を聞き、皆さんの意見を聞かせていただいた中で、最初は、何も知らないときは、以前

あった場所でいいと思っていたのです。だからアンケートを私が書いていたら、今の場所

と書いていたと思うのですけれども、このアンケートは、何の情報を知らされていない一

般の市民の方に白紙の状態で質問しているわけですので、その中には、今の場所という意

見が多いのは当然ではないかと思うのですけれども、色々な情報を知る上で、こういう別

の場所もあるとか、液状化問題とか、色々なことを知らされたら、私自身の意見も変わっ

てきましたし、だからアンケートの結果を重視するというところに、私は少し疑問があり

ます。それで、私自身、やはりこの場所に液状化の問題があるのなら、防災の拠点として

相応しくないとすれば、Ｃ案がいいのではないかと思います。資料 4のＡ案、Ｃ案の比較

表がありますが、それを見比べても、Ｃ案は問題が少なく、Ａ案の方が問題点が多いよう

な感じがしますので、Ｃ案がいいと思います。 

それから、上野支所と本庁が一緒になることで、本庁機能をスリム化するには必要では

ないかと思います。 

≪上田委員≫ 

前回、私の私見でということで、Ｃ案と言わせていただきました。それで、会の方に持

ち帰り意見をいただいたところ、意見が二つに割れました。どちらにも利点もありますし、

「ここはもっとこうしていった方が」という部分もありますが、ただ、先程も質問があっ

たのですけれども、前回言わせていただいたように、Ｃ案であれば、車で利用する方が、

アクセスしやすいということが条件であろうかと思うのですけれども、それ以外の方も、

今の市役所と同様にアクセスしやすい事が条件であるという中で、駐車場の台数を確保で

きるかどうかわからないという部分と、前回も質問させていただいたのですけれども、イ

ンフラ整備に関しては試算をしていないということで、なかなか現時点で不透明な部分が

Ｃ案には多いということで、会として話が出ました。 

それをもって、どちらかを選ばないといけないということであればＡ案いう形で私ども

は答えが出ているのでよろしくお願いいたします。 

ただ、本当に真っ二つであったということだけは、お分かりいただきたいと思います。 

≪松山委員≫ 

私は、こういった会議に出るのは初めてで、大変難しいのでわからないのですが、この

前伊賀市ＰＴＡ連合会の会議があったので、そこで一度話をしてみたのですが、はっきり

言って、私たちの年代、それ以下の年代の者にとってはどこにあっても差し支えないから

興味がない感じでした。 

それと、Ａ案とＣ案では、私はＣ案がいいかなと思うのですけれども、ここから仮に市

役所が無くなるといえば、新聞にも出ていましたが、寂れるとかよく言われているのです

けれども、私は、25年前まで丸之内に住んでいたのでが、それから比べたら随分寂れてい

るので、どこに有っても一緒ではないかと思います。それより、私は郡部なので、はっき

り言って支所を何とかしてもらう方が僕らとしては助かります。支所に行っても、結局は、
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「本庁に行って下さい」と言われるだけで、支所が今のところ機能していないので、支所

機能を何とかしてくれた方が僕らとしては助かります。 

それから南庁舎の利活用についてですが、残すという方向でいけばいいと思うのですけ

れども、後どうするかということは、僕らで決めなくて、別の団体とか組織の方で立ち上

げてもらってそちらで決めてもらった方がいいのではないかと思います。 

≪菊野委員≫ 

長い間、委員としていろんな角度から、いろんな方のご意見をいただいたのですが、ま

ず、南庁舎を残すというこの委員会としての意見が総意であるということで、その点につ

いては、当然そういうことなのですが、私の場合は、現在と同じ使い方をするということ

で、賛成と、そのことに修復しながらでも長きに渡って利用するということに価値がある

と思っておりますので、そういう意味で賛成ということで、他の使い方をするどうのこう

のという部分では、別問題ということでありまして、他の使い方をするのであれば、別に

残さなくてもよいという意見もあるということだけは、ご理解いただきたいと思います。 

それと、Ａ案・Ｃ案を併記するという形では、長い期間皆さんにご検討いただいたとこ

ろを考えますと、恐らくこの後いろんな意見も出ると思うのですが、併記した形での委員

会の答申が相応しいと思います。ただ、前回か、前々回か副会長がおっしゃっていただい

たと思うのですけれども、郊外へ持っていくのと、市内のままにするのと色々と経費的な

部分で、少し不透明なところがある部分と、どちらかと言えば、丸之内の方がコンパクト

シティを目指すまちづくりをするというようなご意見があったと思うのですけれども、私

もその通りで、どちらの道を選ぶかは、この委員会では、なかなか答えは出ないと思うの

で、そういったことも含めて、併記の形で、そういう意味付けも書いた上で、最終的な答

申を諮っていただけたらと思います。 

最初の 10ページの、①、②、③ところで、Ａ案の場合は、こういう意味がありますよと

か、Ｃ案の場合は、こういう方向で目指しているのですよというところを、ある程度、図

面とか数字の羅列だけではなく、方向性を考慮して、併記になったというところをできる

だけ記述して、答申を挙げていただきたいと思います。 

≪福田委員≫ 

Ａ案Ｃ案この二つの併記ということで、私は賛成させてもらっているのですが、私は、

Ｃ案ということで何回も言わせてもらっています。その根本的な要因としましては、Ａ案

にすればベストなのでしょうが、Ａ案では防災の意味を考えると、非常に疑問が残りまし

た。最初にあったのがそれですね。そういう意味では、やはりＣ案というのは、県庁の側

にあって、名阪国道とも接していると、私、郡部の大山田なので、どちらかというと、こ

ちらの方が行きやすいのではないかと、その 2点でＣ案ということで言わせていただいた。

ただ、コルビジェという人は、聞くところによると中東でもかなりの建物を手掛けている

という大家で、それが幸いにも、南庁舎として残っている。しかも、そこには何があるか

というと、いわゆる歴史的な建造物が東西に並んでいるという部分でございます。だから、
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私が指摘をさせていただきたいのは、残った広場、即ち、主役を演じるのは、やはり南庁

舎が主役を演じるのであって、もう一つ、欲しいものは、やや狭いながらも、いかに一等

地の広場をどのような形で、利活用を図るかという点で、言い切れない部分はあるのです

が、街づくり委員会か何かを発動するかどうかは別にして、その方に託したいということ

もございますが私が、現在 65歳でございまして、いわゆるベビーブームで生まれて、高度

経済成長期を生き抜いてきた生き残りなのですが、私が目標に持っております 75 歳まで、

あと 10年ということになる。10年以内に人口も減少し、大きく変わっていきます。それで、

いわゆる政府自体もこれを放置するわけにはいかないです。5年も経てば、どうなるかわか

らない世界に入っていくのではないかと。その中で、伊賀市が、勝ち残るためには何が必

要なのか、そういうことになればやはり、伊賀市が今持っている、文化財をいかに大切に

して、この広場をいかに活性化するかというところにあるのではないかというのが私の意

見でございます。 

≪木下委員≫ 

私は、合併した観点に戻るべきだと思います。今、旧上野市の中心に、市庁舎があるわ

けですが、これが、本庁であり続ける必要はないと思います。防災の観点からしても、支

所などをもっと充実させて、拠点にするべきだと思います。そういう観点からすると、Ａ

案Ｃ案どちらでもいいのですけれども、Ｃ案で、あそこに小さな本庁を建てて、支所機能

をもっと充実させるべきではないかと思います。 

≪日置委員≫ 

Ａ案Ｃ案どちらに絞るということでなければ、併記で構わないと思っております。私自

身はＡ案。Ａ案も消極的な支持なのです。実は私、公募委員で、公募で作文を書いて応募

したのですけれども、実際には、この案とは全く違う事を書いています。出てきた議論の

流れ等々考えてＡ案。逆にＣ案を支持されている方にお伺いしたいなと思っているのです

が、現状あの場所に建てたとして、どうやってインフラ整備をしていくのであろうかとか、

車で行けるから自分たちが現状であるなら構わないと思うのですが、いざ車に乗れなくな

ったとき、公共交通機関等でしか行けなくなった時に、果たしてどうやって行くのかすご

く疑問に思うのです。自分たちがいつまでも元気であるという保証は全く無いので、それ

ならば極力公共交通機関が整っている場所に置くべきであると思っています。それが、そ

の土地等の取得費も掛からないのであれば、この現状の位置で構わないのではないかなと

思います。あと、この答申案自体に関して、庁舎整備計画と関係ない部分もいっぱいある

と思うのです。その部分に関して、細かく挙げていったらきりがないと思うのですけれど

も、書いている以上は、別に悪い考え方のものが入っているわけではない。コンシェルジ

ュとか、庁舎整備の計画とは全く関係ないのですよ。運用計画の部分なので、そこに関し

ては、この庁舎整備計画の検討委員会として果たして、議論して載ることになったのでい

いとは思うのですけれども、必要であったのかという意味では必要でないと思います。そ

の無駄な議論に時間を尽くして、庁舎の位置というのは、伊賀市にとって 50年先まで、結
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果が出てくるものだと思うのですね。すぐ駄目だから他所へ移そうとは、そんなことは絶

対ありえないので、そこを考えると、本当に 50年先の伊賀市がどうなるかというのを、考

えた上で議論ができてきたのか、自分自身も意見を言いきれていないので、不満は残るの

ですけれども、整備計画の検討委員会が両論併記として出すというのは分かるのですけれ

ども、建てる、いざ決定するという方に是非お願いしたいのは、悔いなく、50年先 100年

先までずっと動かせる。今まで、伊賀市の旧上野地区になるのですけれども、行政府はず

っと何百年とここにあったわけですよね。それをあえて移すという結論になるのであれば、

後々衰退することのないような結論で、この後の土地利用に関しても、衰退したと言われ

ないような、土地利用を是非考えていただきたいと思います。 

≪滝井委員≫ 

結論を、前回言っているのですけれども、その前に少し南庁舎の取り壊しの記事を紹介

させていただいた時に、私、声高々に少し言い過ぎました。議員の皆様方、申しわけござ

いません。言い過ぎたところは、この場をお借りして、謝らせていただきます。 

それともう一つ、皆様方、お気付きかと思いますが、2階に上がったところに市庁舎の模

型ございましたよね。今無いです。どこに行ったかと言いますと、東京に行っています。

前回、お配りしたチラシ、「人間のための建築」という、文化庁主催で、坂倉準三の展覧会

が始まりました。ここへ、伊賀市庁舎の南庁舎・北庁舎それから、中央公民館の模型が展

示されているのです。そこにも有るのですが、坂倉準三デザインの椅子も行っています。

それから、当時の設計図面の青図が出てまいりました。これも行っています。展示されて

いると思います。そういうことで、国を挙げて坂倉準三というのが評価されているのです

ね。しかも、伊賀庁舎がそういうところで展示されているということの重大さというのを

皆さん理解していただきたいと思うのです。文化庁主催の展覧会です。2月 23日まで東京

の、国立近現代建築資料館で、第 1回の企画展として行われていますので、是非、東京へ

行かれる時は、これを見ていただきたいと思います。 

そんなことで、結論をもう一度申し上げますと、私は、Ｃ案です。 

二つ理由があるのですけれども、一つは防災です。委員長さん、許可を得て皆さんに回

覧で見ていただきたい資料があるのですけれども、いきなりでは難しいでしょうか。 

≪松山会長≫ 

どういった資料か分からないので、いいとも悪いとも判断できません。 

≪滝井委員≫ 

私、今まで折に触れ発言してまいりました。政府系のある機関が、この上野中心市街地

を取り囲む地域の地盤調査をした中で、非常に悪いところが出てきていますという話をさ

せていただいたと思います。液状化に絡んだ話で出ているのですけれども、崇廣堂を中心

とした、庁舎も含めた山麓と、緑ケ丘、三田、これは非常に悪いという結果が出ています。

それがここにある絵です。これ皆さんに公表していません。取扱注意ということで、私が

入手した資料でございます。市庁舎たるもの、防災拠点でないといけないと、この本文の
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中にもうたわれております。不安定な地盤の上に、防災庁舎を建てることができましょう

か。すべての資料を網羅できないにしても、現在ある資料を手掛かりに、最も安全な場所

にもっていく、ベターな位置へ持っていく。これが正論ではないかと思います。そういう

意味では、Ａ案はあり得ない。防災拠点としての市庁舎はあり得ないです。そうすると、

Ａ案とＣ案の選択肢の中では、Ｃ案なのです。これが第一の理由です。 

それから市庁舎が賑わいの源になるという話は嘘です。この新聞記事にも出ていました

けれども、倉敷、美観地区には沢山の観光客を寄せていますよね。あそこの美観地区、ア

イビースクエアですとか大原美術館とか集中しているところです。あの隣に市役所があっ

たのです。これも有名な丹下健三さんです。丹下健三さんと言えば坂倉さんより後輩にな

りますが、丹下健三さんの設計した市役所、浦辺鎮太郎さんという方が、新しい市役所を

設計して他所へ持って行ったのですが、その市役所の後は、美術館として再生しておりま

す。ですから、アイビースクエアなり、美観地区と一体となった、地域整備ができている

のです。それは地元の方も行かれるでしょうし、企画展をすれば観光客の方も行きます。

こういう利用の仕方をしているのです。だから、今まで市役所として使用してきたものは、

やはり市役所だろうというのですが、市役所として使いづらい部分もたくさん出てきてい

るわけなのです。インターネットの世界の中で、或いはバリアフリーと言われる世界の中

で、それは時代によって改変していかないといけない。改変する中で、もっともいい選択

肢を作っていく、選択をしていくというのは、これからの賢明な選択だと思っています。

もう一つ、先程防災と言いましたが、ここで言うべきかどうか分かりませんが、伊賀市は

防災に関して縦割りです。横の連絡が全くないです。これは私から言えばそうなのですよ。

ここにおられる木下さんと私は、去年、三重大学で行われました、三重さきもり塾へ一年

間通っていました。そういう意味では、防災についてはものすごく気にしています。 

それから私が、恐らくこの委員さんの中で、一番この庁舎から近いところに住んでいま

す。歩いて 5分で行けるところです。だからそういう意味では、私も 65歳ですので、あと

10年 20年生きるか分かりませんが、歩いて行けなくなるというのは困るわけです。福祉で

すとか他のジャンルで年寄りの方々の市民サービスを総合的に考えるべきだと思うのです。

庁舎に行くことができる、行くことができないという話ではないのです。もっと総合的な

福祉サービスということを充実させる。そういうことが必要かと思います。そんなことを

含めまして、Ｃ案を推させていただきます。 

≪松山会長≫ 

ありがとうございました。 

今まで委員の皆様にお聞きしまして、いろんな方から防災面のことも考えてＣ案を推す

という意見の方が多かったと思います。ただＣ案の方についても、2案の併記について、特

に反対という意見も無かったと思いますし、或いは、やはりＡ案だと、ただＡ案でも実は、

真っ二つに分かれているのだけれども、Ａ案だと。或いはＣ案の中でもやはり、Ａ案も評

価しているだろうという意見も有ったのではないかなと、その辺りを意見書の形でまとめ
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ていこうと思います。 

≪中嶋副会長≫ 

今回、皆さんに話をいただいて、委員会の方々の考え方が非常によく分かったと思いま

す。結果としては、併記という形になるかと思いますけれども、今いただいた意見を必ず

反映させる形で、答申を会長と私で詰めていきたいと思います。 

≪松山会長≫ 

そういう方向でまとめていくことでよろしいでしょうか。今日、答申案ということで、

最終的にこれでよろしいかということの中で、先程、39ページ以降の所について、大きな

変更がございましたけれども、Ａ案Ｃ案の 2案に絞ってきたという過程、その中を丁寧に

説明していくというような形で、事実関係として事務局の案もございましたけれども、こ

ういうようなことも残していくという形で修正をしていくことについても、会長、副会長

の方にお任せいただくと認めていただければ、そういう方向で答申をまとめ、意見書をま

とめるという形にしていきたいと思いますが、それで皆様よろしいでしょうか。 

【一同 「異議なし」の声】 

それでは、この検討委員会の最終的な考えとしまして、私と中嶋副会長の方でまとめて、

市長に答申、或いは意見書という形で出させていただきたいと思います。基本的には委員

の皆様にも送付ということは当然させていただきますけれども、12月の中旬までには市長

に答申ということで、日にちがない中で、厳しいと思うのですが。 

≪中嶋副会長≫ 

少し、スケジュールの件について、事務局の方から、説明いただけますか。 

≪事務局≫ 

今、会長、副会長の方で、確認いただくということでございます。事務局として今各委

員さん方からいただいた、南庁舎の利活用も含めまして、Ａ案Ｃ案それぞれの議論、こう

いったものをしっかりと記載をして残しておくというようなことであろうかと思いますの

で、それについては、大至急まとめまして、会長、副会長に確認をいただいて、その後、

意見書も同時に会長、副会長にまとめていただきたいと思います。合わせて、市長に答申

ということになろうかと思います。やはり、一週間余りの時間は必要かと私も思いますの

で中旬ぐらいまでには、答申ということになろうと思います。 

そんなことで、会長、副会長の承認をいただきましたら、各皆様方にご連絡をさせてい

ただいて、書類の方もお届けさせていただきたいと思いますのでご理解いただきたいと思

います。 

≪松山会長≫ 

それでは、残る議事の、その他というところで何かありますか。 

≪事務局≫ 

今申し上げたことが、その他のことですので特にございませんが、本当に、各委員さん

方、この庁舎をどうしようかという深い思いを聞かせていただきましたので、答申も、そ
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の思いをしっかりと控えさせていただいております。それに応えるべく、これからも担当

として精一杯頑張らせていただきたいと、お誓い申し上げます。最後に、副市長お願いし

ます。 

≪副市長≫ 

委員の皆様本当に、第 8回までご協議いただきましてありがとうございました。なかな

か難しいテーマでございましたけれども、多くの、様々な観点から、資料も取り寄せてご

協議いただいたことに感謝を申し上げたいと思います。本日の議論、修正された形で、答

申いただくわけでございますけれども、いろんなことを真摯に受け止めて今後の、将来の

市役所のあり方について、市の方で、更に議論を進めていきたいと考えています。本当に

どうもありがとうございました。 

≪松山会長≫ 

会長が至らなかったところで、なかなか一本に絞りきれなかったところはございました

けれども、本当に 8回、真剣に議論いただきありがたかったと思います。今日、最初に 2

時間と言っていたスケジュールも早く終わることができました。これも皆様のご協力のお

かげだと思います。いろいろと司会進行の悪かったところも、不手際もあったかと思いま

す。どうも皆様ありがとうございました。 

それでは、これで委員会終了という形にさせていただきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 

【午後８時４３分 閉会】 


