
平成 24 年度 第３回 伊賀市景観審議会 
 
１ 開催日 平成 24 年６月 29 日（金） 
２ 開催時刻 10 時 00 分 
３ 閉会時刻 11 時 56 分 
４ 開催場所 ゆめぽりすセンター ２階 大会議室 
５ 協議事項 

（１） 伊賀市庁舎の基本設計案等に係る意見の要約について 
       その他 
           景観形成対象物及び隣家の取り壊しの申し出に係る対応について 
６ 出席委員（14 名） 
  金谷委員、山管委員、峠委員、竹之矢委員、稲岡委員、中尾節子委員、秋葉委員、 

中尾喜久美委員、中夲委員、木津委員、滝井委員、浅野委員 
７ 欠席委員（２名） 
  森委員、大田委員 
８ 事務局 
  北山次長、清水課長、葛原主幹、中林主任 
９ 関係者 
  企画財政部長、企画財政部次長、管財課長、 
------------------------------------------------------------10 時 00 分開会----------------------------------------- 
事務局）本日の資料の確認 
 
事務局）傍聴人確認 
    傍聴人２名 
 
＜議事＞ 
（１） 伊賀市庁舎の基本設計案等に係る意見の要約について 
 

事務局から説明 
会長）事務局から説明がありましたので、発言のある方はどうぞ。 
委員）実質審議の前に一つ確認したいことがあります。冒頭事務局から「連絡が遅くなっ

たこと」に対するお詫びがありましたが、そのことに対して、本日２名の方が都合を付け

られずに欠席されています。この２名の方のご意見集約はどのようにするつもりですか。 
会長）この件について事務局どうですか。 
事務局）欠席の連絡をいただいたときに予め「意見がある場合は言ってください」と伝え

てあります。今現在は意見はいただいておりません。 



委員）庁舎問題は伊賀市民にとって非常に大きな問題であり、16 名の委員が全員揃って意

見を出すことが前提と思います。そういう意味で事務的に準備が不行き届きではないかと

いうことを申し上げます。また、文章で後日出していただきたいという対応ですが、この

審議会で皆さんの意見を聞きながら意見を出すのと、ペーパーで書くのとは少し違うよう

に思います。臨場感が無いですよね。皆さんがどのような意見をお持ちなのか、そういう

ことを感じながら意見するものであります。このようなことから今回の審議会は事務的に

不備があると先に申させていただきます。後もう少し、この審議会は公開で議事録が公開

されています。が、この間の景観審議会の議事録が公開されていません。公開を見ますと

平成 21 年の第 1 回以降平成 24 年 5 月９日までの間欠損しております。公開できない理由

はあるのですか。あるいは事務的な不備なのですか。 
会長）事務局、回答お願いします。 
事務局）申し訳ございません。事務局の不手際です。 
会長）議事録については以後滞ることのないようにすること 
委員）会長、以後気をつける話ではないですよね。ようは市民の皆様にこのような審議会

が開かれていること、このような内容が審議されていることを広く情報公開することは当

然のことですよ。「すみませんでした」ではすまないと思います。「今後改めます」では誰

でもできます。これに対しては理解し難いです。 
委員）同感です。こんな事務局の話を聞いていられるか。ついでに議長。 
会長）どうぞ 
委員）５月９日の審議会の際にも言ったが、都市計画課から召集があった。そして、審議

になってきたら管財課が入ってきて、召集した話でない内容が議事に入ってきたので、噛

み付きました。そのときにも私は言いました。これだけ重要な案件について、１６名の委

員の方がいるのに、決裁は５月２２日、手紙は５月２５日つきました、会議は５月２９日

です。通常、結婚式ならば１ヶ月、１ヶ月半前から連絡します。皆さんに出席していただ

きたいものですから。葬式は別ですがね。それがこのような重要な内容で、ですね、２２

日に発送しました。悲しいかな土日をはさみます。田舎の子なら土日は郵便物の発送をし

ないことは知っているはずです。それから２５日の夕方について、開けてみれば２９日の

召集や。事務局に確認すると「お叱りをうけると思います」という回答です。「お叱りうけ

ると思います」ということを決裁するというのは誰ですか。上司は。今の話でも議事録と

いうのは５月９日から今日までの間に期間があり、その間に議事録を精査し、次回に備え

るというものです。その議事録が無いとは、前回も議事録署名委員を選任しておりました

よ。稲岡さんも議事録署名委員に選ばれておりましたよ。今日も指名されている。議事録

は公開されていない。このようなことで５０年に１回の庁舎建築の一端をなすような審議

会が成り立つのですか。５月９日の後に私は聞きました。１人の課長は報告でよいと言っ

ていました。もう一人の課長は意見を聞くだけでよいと言っていました。そして２５日に

事務局に説明し、尋ねました。「報告だけ、聞くだけでよいのか何らかの要約、まとめがな



いと意味が無いのではないか」、「事務局としてはそのように考えております」これではＡ，

Ｂ，Ｃばらばらです。事務局が審議会に求めていることは何ですか。審議に至るまでに確

認させていただきたい。「報告するだけ」「意見を聞くだけ」「要約し、まとめる」一体どう

すればよいのか。事務局は３つ言っているがどれが本当ですか。くじ引きで決めますか。 
事務局）よろしいですか。この案件につきましては以前説明させていただきましたように

庁舎建設の件を報告させていただいた上で景観審議会からの意見をいただきたいと市長か

ら文章が出てきております。それについて、報告をし、説明をさせていただいた上で、出

てきた意見を取りまとめて審議会の方から市長に意見を出していただく流れであります。 
委員）それは僕が言っていることとは違いますね。 
会長）議事録を毎回出すということはオーソドックスな形です。このことについては以後

出すようにすること。今回については、事務局から過去３回の議事で出た意見をまとめて

事前に皆さんに配布して、かつその中の答申の骨格になりそうな項目を１０項目弱列記し

お送りしているので、今日はこれを中心にご議論いただき、市長に提出できる答申意見書

をまとめさせていただきたいと思います。まず、具体的なご意見についてご発言をお願い

します。 
委員）はい。 
会長）どうぞ 
委員）議長は、会議の際の発言は行きすぎております。このような議長の采配は会議規則

にはない。全国標準会議規則には議長のこのような発言は不適切です。 
今までの内容がぶれてはいけないので、議事録を取るのですよ。そのものを公開しない。

今も事務局はどのように言われました。「意見を聞いてまとめていく」それなら５月９日以

後このように一貫して言うべきなのです。賛否とるのかについてはとらない。今は要約を

まとめてください。そうすれば、このことを裏付ける資料は議事録以外ないです。それを

以後は、以後は、以後は、という話で会議を進めていき、日当 6000 円の委員をしていると

市民に言うことができますか。ということを申し上げたつもりです。それを議長により、「そ

うだけど」というように横流しにされては困ります。議長はしっかり、適格に事務局に対

して采配していただかないと、会議は戻りません。私は無茶苦茶な話をしているとは思い

ません。事務局が無茶苦茶にしているのではないのですか。あなた方は責任をかぶりませ

ん。いずれ新聞紙上で出た際に審議会を隠れ蓑にするような発言をあなた方の市長はよく

されますから。そのような形にするのであれば市長が独断で進めていけばよいだけの話で

あります。審議会にかける必要もありません。それを議事録に残してください。2 年後に公

開されたり、或いは捏造する。今後サインも無い議事録をもとに進めていく審議会がどこ

にありますか。しっかりしてください。責任は審議会委員に来るのですから。 
さてここからは審議事項に対する意見です。 
事前に事務局がまとめたものだと思います。１から８までもらって受けたほうはどのよう

に扱います。Ａ，Ｂと黒と白とをどのようにまとめたらよいのですか。これが本日の会議



の趣旨かどうかはわかりませんがね。 
会長）私が説明します。主な論点は４つあったと思います。1 番にこの議題について当初報

告でよいだろうという判断で報告で上がってきておりました。それについて、景観法では

行政の建築物については景観行政団体の長に対して、報告をしなさいとなっております。

もちろん報告に対して景観審議会として意見を言うことは出来るわけでございまして、そ

の意見に対しましては、市長は誠実に検討を加えてできるだけ、意見に沿うようにしてい

ただく必要はございますが、景観審議会から命令をすることはできないという景観法上の

解釈となっております。そういうことで報告をしなさいとなっております。しかし今回は

伊賀市の景観条例の中での重点区域ではなく一般エリアにあたっている。一応、景観条例

のエリア内に入っている。複雑な説明となりますが、今回の伊賀市の景観条例は城下町に

相応しい町並み景観を保持していくことが目的の条例であり、例えば高さについてはハイ

トピア伊賀は 31 メートルという除外規定を設けたということです。行政の建築物について

は、現在の景観条例で必ずしも律しにくい部分もございますので、浅野副会長のご提案も

踏まえまして、今後行政の建築物については別の条例なり、決め事を設ける必要があろう

ということが第 1 点でございます。第 2 点としては、当市の景観条例の大きなポイントは

２つあります。第 1 のポイントが高さであります。これについては、一般的には 15ｍ以下

と、特に景観を保持する地区、中心市街地エリアは 15ｍとしております。但しこれについ

ても特例を設けてありまして、通りから仰いで見たときに指定された仰角の範囲に入って

いるのであれば 15ｍではなくて 20ｍまで良しとする除外規定が入っております。伊賀市の

新庁舎の基本計画はその除外規定を運用をし、20ｍに押える処置をしております。第３番

目は、景観条例の大きな規制ポイントの 2 つ目といたしまして、町並景観を保持すべき通

りの建物については勾配屋根にしてくださいという規定があります。今回の市役所の新庁

舎については非常に大きな洋風建造物でございますので第 2 回の審議会のときに私から申

しあげ、皆様方ご承認いただいたかと思うのですが、反論は特にございませんでしたので、

この大きな洋風建物に勾配屋根を無理矢理つけるということは意匠上ちぐはぐなことにな

るであろうと、また、基本計画で提示されております、屋上の設備については塀で囲う、

その塀にうまく勾配をつけ、意匠上、上手な処理をしてあると、それを上から、例えば、

城から眺めてもデザイン的にもなかなか良いものになっているからこれでよいのではない

かと。無理矢理大きな勾配屋根をかけると非常に不細工になるので、このままでよいので

はないかという内容の意見を述べると、反論がなかったので、賛同いただけたと思ってお

ります。もう１つは西側に側面の圧迫感の問題ですね。建物が大きくて、その圧迫感はど

うであるかと。それについては、できるだけ植栽をうまく使い、圧迫感を緩和することに

努めてください。また圧迫感と平行して、市役所の隣にある、交差点エリアぐらいから新

庁舎を眺めたときにどのように見えるかとシミュレーション検討をしていただいて、それ

によって圧迫感については、全く取り除くのは無理であっても上手に植栽等で比較的大き

な木を植える等によって緩和させてくださいという意見をつけようかという内容になって



いたと思います。以上４点が市長に答申するときの大きなポイントになるのではないかと、

議論があっちこっちしないように出来るだけ建設的な意見に取りまとめられるように議論

を進めたいと思います。もちろん取りまとめの意見から遠く離れた意見につきましても、

そのような内容の意見がありましたと追加することで処理させていただければよいのでは

ないかと思います。ただし先ほどの４点以外にもこれは追加で答申するべき内容となるも

のについては５点、６点と追加すればよいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 
委員）議会の本会議で議長がとうとうと演説することは聞いたことが無い。 
会長）まとめただけです。 
委員）こういう委員会でも議事録等があれば自らまとめていただくことをしてもらう必要

は無いし、過不足もでない。それがために議事録というものをとっているはずなんです。

このときにどなたかが意見を述べた、反論もなにもなかった。５月９日は意見を出せとい

うことから意見を出しました。そのことに対して賛否をとった覚えもないし、とってもお

りません。それで、委員長は今述べられた回想分をお持ちはお持ちでよろしいよ。ただ、

議事録がないからこのようなやり取りにならざるを得ない。議事録があるから建設的に進

む。無いから戻る、あのように言った、このように言ったとなるから。ですので、今のよ

うな委員長の行き過ぎた采配は反省していただきたい。私はまず申し上げておきます。 
会長）議事録が無かったから何処に議論がうろついていくかわかりませんので、過去のこ

とを集約したまでです。それなら私が申したポイントに対して異なる部分や意見が有るの

でしたら言ってください。 
委員）間違っているかどうかはお互いの記憶によるものもあるのです。ですから議事録精

査があるのです。いま私は、いかに議長といえども、頭脳明晰であっても寸分狂いなくと

いうことはないと思います。私も過剰な自信もありません。従って議事録が無いからこの

ことに対して意見しあっても押し問答になるだけです。私が言いたいのは 1 から９までの

要約、これは事務局がまとめられた内容であり、これを集約していただきたいという前と

違う話が出たのだが、この 1 から８を、25 日に読んだが、文章をまとめようとしても、ま

とめ方が無いですよ。ひとつの設計が出ており、そのことについての主観的な話が７，８

であり、しかし１，２，３ぐらいは基本的に条例の絶対高さについて、あるいは民間事業

に対する規制と、公共事業の規制について原則的なことの内容となっている。この原則的

な内容の話がある限り、どのように話を進めていきますか。この先は、懇親会か懇談会に

切り替えてもらわないと１について、２について、３についてとそれぞれ読んでみてくだ

さい。委員長１～８までぜんぜん中身が違いますよ。 
会長）私が先ほど言いました。あれの、第１番目の集約ですね。行政の建物については新

しい条例を作る必要があると。現在の条例では完全に括りきれない部分があるということ

を申し上げました。この１番、あるいは２番、３番、 
委員）５番まではかかりますね。 
会長）１、２、３番この辺りまでは行政の計画をする建築物については別の条例を作って



行政の建物であろうともできるだけこの伊賀の自然、風土、あるいは歴史的建造物の集積

しているこの町との調和を図るようにしてください。というような趣旨です。ただこれに

ついても十分な議論が必要と思います。 
委員）５番はわれわれが書いたものではない。事務局が要約議事録の中から抜粋したのだ

ろうけども、４、５，６番あたりの適用除外を用いることに対して意見を付することが適

当であるという趣旨の意見が出ておりました。これをどうするのかという話になり、また

７８とどのように整合するのか、これは文学のノーベル賞を貰った人でもまとめることが

出来ないと思います。このような意見は公式の意見交換より、非公式の場所で、懇談会な

どを開きどのように扱うかを決めないと話が非常に険悪になり、空回りしてしまうように

思います。僕が言うのは前から言うように絶対高さ１５ｍの制限について、われわれはど

のような権限を持っているのか。それはどうでも良いと、そのような内容はあるが、聞く

だけで、無視しておけば良いと言うのであれば、あとの６，７，８は主観の問題になりま

すよ。こういうものが広報にでますね。どこに載ってるかどうかわからないような載せ方

で。これを見た方は良いと思う方もいれば悪いと思う方もいらっしゃると思います。しか

し１５ｍの絶対制限は管財から言われました。この高さの１５ｍ制限があっては４階建て

は出来ない。 
従って適用除外を用いて進めないと今、役所が計画している庁舎は建てられない。と管財

課は言われたと思います。そうするとこの除外の扱いについて、誰が、委員会は命令する

ことも出来ないし、どのようにするの、これはどうでも良いのだと、これは民間について

であり、公は関係ないから思い通りしたらよいということは、これ、６月１９日の日本経

済新聞、京都の高さ保全。この内容を見れば私が言っていることをいみじくも言っている。

浅野先生が言っていることを言っている。ここは都市計画審議会ですがね、しかし伊賀市

の景観審議会はこれに准ずるような機関ですよ。京都は３０ｍの問題については非常に厳

しいですよね。 
会長）委員さん 
委員）はい 
会長）結局ご意見はどのような内容ですか。１５ｍを守れということですか。 
委員）前に申し上げています。１～８でどのようにまとめるのですか。ぜんぜんまとまり

ませんよ。 
会長）除外規定を無視して１５ｍ規定を守りなさいという意見ですね 
委員）委員長は発言が過ぎます。 
会長）それは、確認しないと、議事が前に進みません。ですので、確認しているだけです。

事務局から今の高さに対する見解に対し説明はありませんか。 
事務局）高さと言いますより、先ほど委員さんが発言された「これをどのようにして文章

にまとめるのか」ということに対しまして、これは意見書を取りまとめることについては、

一部箇条書きでの表現が良いのではないかと考えます。 



委員）事務局でまとめることは出来ないでしょ。われわれがまとめるのですから 
事務局）はい。そうです。ただ、イメージとしてはそのように思っております。 
委員）５月９日の審議会から申しておりますように、議事録が無いから仕方ないが、ある

のならば見てください。１５ｍの制限について、どのような権限で行使できるのか。しか

し、今、市が行っていることは既に２０ｍを想定でかなりの作業を進めています。そうし

ますと後から追認していくのか、そもそも何も言えないのであれば、かける必要は無い。

後々隠れ蓑にされるのであればかける必要はない。そのような趣旨の意見を言わさせてい

ただいたと思います。１５ｍに対して審議会にそれを規制する権限が無い、市が進めてい

る２０ｍ計画を審議会を無視して進めているのであれば、１５ｍに対して、審議会として

審議も答えも出す必要はない。６，７，８も個人の見解ですので、それぞればらばらに出

せばよいのではないでしょうか。しかしそれで審議会の役割を果たせるのかという疑問を

持ちます。 
会長）どうぞ 
事務局）景観シミュレーションを行い、適用除外を用いるのが適当かどうかの判断につい

て、審議会からご意見をいただきたいとわれわれは解釈しております。 
委員）それも。あなたは来てたと思うが、長田から見た景観と、目先の景観とはどうであ

ろうかと検証しておりましたよね。遠景については城の姿さえ見えない。今回出された目

先の景観は、議長も言われるように異様な感じということは通常の方なら言われます。シ

ミュレーションの内容について、是か非という前に高さ１５ｍについてが非常に重要なも

のである。民間に適用する。公には条例が無いので関係なしとなれば論議は進みません。

僕からすれば民間に１５ｍを指導し、自分のものは２０ｍとは言えない。このことは以前

も申し上げた。今も以前と同じ考えを申し上げた。しかしあと１３人の方がいらっしゃる

にで、その方々の話を聞いてもらうほうがよいのではないか。 
会長）今の１５ｍの適用除外の規定について、説明してください。誤解があるようなので。 
事務局）先ほども説明させていただきました。景観シミュレーションを行い、景観を阻害

しないなど、一定の条件を満たした場合のみ緩和規定を用いることが出来ると解釈してお

ります。今回その緩和規定が使えるかどうかのご意見のご議論をしていただいていると考

えています。 
会長）いやいや、違うよ。町中の民間の建物についても２０ｍの適用除外規定があるとい

うことを説明しなさいと言っているのだよ。 
事務局）民間であっても同じように景観シミュレーションをクリアしたものについては除

外規定の適用を受けることは可能です。 
会長）景観計画の何ページに載っていますか。 
事務局）景観計画の手引きの１７ページ「景観形成基準の制限の適用除外となる行為」と

いうところに条件が付されております。景観計画では２３ページの第３項景観形成基準の

適用除外となる行為というところで本編では記載されております。 



会長）それでは、今の高さに対する意見は他の方はございませんか。 
委員）間違っているかもしれませんが、高さ制限について、もともと想定してなかったと

いう話ではなかったでしょうか。公共の福祉の確保のためにこの高さ規定の除外について

は、条例では明記されていない。そうではなかったですか。この条例では今のようなケー

スを想定していない。そのような内容ではなかったですか。 
事務局）そのような内容のお話は、この審議会を進める上で意見として受けましたが、こ

の計画の中で公共建築物を除外するという趣旨の記載もありません。公共建築物を建てる

場合どのようにしたらよいのかと考えた場合、今ある景観計画に基づき、それに沿った形

で建築を進めさせていただくことが、 善 良の方法かと考えております。 
副会長）後ほど 後にまとめて意見を言おうと思ったのですが、今の部分だけに対して意

見を言いますと、今回適用除外が妥当かどうかという判断は１つの大きなポイントです。

当初から、景観計画策定委員会の時から参加しておりますので、当時のいきさつを言うと

正確にこの議事録には書かれていませんが、この審議会でも皆さんに説明しましたが、こ

の景観計画を策定する大きな背景としましては城下町でのマンションの景観紛争があった

と、裁判までいきました。これが大きなきっかけとなって市民の方からたくさん景観計画

が必要だということで、市長のところに城下町の景観を守って欲しいという署名が提出さ

れ、これは新聞などで当時たくさん掲載され、これがきっかけとなり、伊賀市は三重県で

第１号の景観行政団体となりました。三重県内では伊賀市が市町村の中で１番 初の景観

行政団体になったことを高く評価されています。そして、景観計画も策定しました。当時

景観計画を策定した際にスピーディに同意が得られたのはマンション紛争があったからで

す。そのことを策定委員会の委員は念頭においておりましたので、景観法は民間建築も、

公共建築にも両方に適用します。景観法の中に行政が作る建物も景観行政団体が策定した

景観計画に適合しなければならないと謳われております。当然です。公共建築も民間建築

も同等に守らなければならない。適用除外のルールを決めたときは、手引きの１７ページ

に書いてあるのですが、１７ページの図を見ていただければわかりますが、その当時想定

していたのは城下町の細長い敷地を想定しています。ですので、ここで書かれている絵は

城下町の細長い敷地の所も一応高さ１５ｍなのですが、何かやむを得ない理由で土地の高

度利用が必要な場合には、民間開発は地域の活性化に繋がる可能性もあるので、 大２０

ｍまで条件付で緩和してもよいと。そこまでは計画策定時に決めて、計画に書かれている

と、ここに書かれていない部分がたくさんありまして、城下町の細長い敷地以外のところ

についてはその時議論はしていない。今回は城下町の外の城郭のなかです。それからこの

ときもう１つ議論していたのは公共建築は守って当然ということが前提で議論していまし

たので、公共建築うんぬんという話は書いていない。それは公共建築はここに決めた基準

を全て守ることが基本だからです。ですから今委員さんがおっしゃったとおりで公共建築

は基本的に適用除外しないということが原則で民間建築のしかも城下町の細長い土地で高

度利用の開発が起きた時に地域経済の活性に繋がる可能性もあるので、その可能性は否定



しないでおこうということで適用除外のルールを作った。ただ今回はその条件からかなり

離れた内容で出てきたと。まず公共建築が出てきたと。しかも場所も城郭の中で細長い敷

地ではない。そこから出てきているので、手引きに書かれている適用除外の規定とは随分

異なる条件で出てきたので、この適用除外について、除外が妥当であるという合理的な説

明の内容が少し欠いているというのが私の意見です。相当の合理的な理由がないと認めが

たいのではないかと。景観計画に正面きって違反している内容だというのが正直な現状で

はないでしょうか。それからもう１つこれが仮に城下町の中の民間建築であれば、次に議

論しなければいけないのはシミュレーションをきちんとして頂かないといけない。シミュ

レーションの結果周りの景観に悪影響を与えなければ許可しますと書いてあります。ただ、

シミュレーションのやり方については、この審議会でずっと議論してこなかった。それは

１５ｍを越える届出が無かったからです。ですので、この部分については白紙の状態でき

ています。この部分についても少し時間をかけて、また、この部分以外でも景観計画で見

直しが必要な部分が出てきているので１年間審議会の中に研究会のようなものを立ち上げ、 
シミュレーションとはどのようなものなのか、どのような内容なら周辺に悪影響を与えな

いと判断し、それならば高さの緩和を認め、運用可として審議会として了承するかのルー

ルも研究する必要があると提案させていただいた状況です。ですので、適用除外に関して

はこのような状況です。繰り返しますが、正面きっていうと今回提案されたものは適用除

外には合っていない。その部分を事務局として、審議会の付議するのであれば、相当の理

由が無いといけない。あと出されてきたシミュレーションが内容が不備であると、シミュ

レーションが出されてきたとき、視点場の設定が適当ではないといわせていただいたと思

います。あのシミュレーションの内容だと委員さんも妥当かどうか判断できない。判断す

るための資料が整っていないというのが現状ではないかと思います。適用除外に関して言

わせて貰いますと。整ってない中で審議を進めると、意見が委員の主観になってしまい、

そのような内容で審議を進めるのは少し危険かと思います。基準を決めてそれに合ってい

るか否かで判断すべき。１つの合理的な基準があり、それに合っているか否かで判断でき

るようにするのがよい。 
会長）その他、高さについてご意見はございますか。 
委員）話が逸脱するかもわかりませんがご了承ください。結論から申し上げますと、私も

副会長と同様の意見で景観計画を策定する段階から携わってきました。その中で想定して

無かったとか、してたとかの話がありますが、原則は原則として守るべきである。公共建

築だからこそ守るべきであると私は思います。ということは１５ｍですね。これが私の高

さに関する意見です。私は伊賀市の文化財審議会の委員もさせていただいています。その

ような位置づけでこの景観審議会委員になっていると思っています。その立場と建築のキ

ャリアとして４０年近く持っております。それから日本で有数な建築家の寄り合いである

ＪＩＡ（日本建築家協会）の会員でもあります。そういう立場で、建築の専門家として意

見を述べさせていただきます。まずこの絵が公表されたとき、市内の建築をしている仲間



たちにどうですかという話になったとき、すごいな、まるでどこかで沈没した豪華客船だ

というのが印象でした。で、ある日また、これは沖縄かどこかのリゾートホテルではあり

ませんか。という印象もいただいております。これは私の周りにおります建築家からの印

象です。印象ですから、それは自由です。ただ、建築に携わる者の印象です。それと想像

していただきたいのですが、圧迫感の話になるのですが、いま、丸の内の交差点に人が立

ちますと、この絵にもありますが、駐車場があり、その奥に庁舎等があり、その上にぽこ

っと天守閣が見えております。あそこにこの２０ｍの建物が建つと考えてみてください。

景観の圧迫感の軽減のために樹木を植えます。それから多少セットバックしますと書かれ

ていますが、これは何の効果もありません。それだけのボリュームのものが建てばすごい

圧迫感となりますし、凄いなという印象になります。それともう１つ、景観計画の中に書

かれておりますが、８ページ、この地区は西小学校の建築デザインにみられる歴史性との

調和に対する配慮に倣った建築物整備を誘導する地区です。これは意見の中にも書かれて

います。この意匠が景観計画に書かれているこれに適合するのかという疑問を感じていま

す。結論から言いますと、とんでもない話と思います。なぜ、このような結果に至ったの

かというと、建築家の専門家として、今回の設計者の選定の仕方に問題がある。指名競争

入札です。８社を指名いたしました。そのうち５社が同点、そこで抽選でたまたま日建設

計さんが当たったと。庁舎の設計をこのようなことで決めてよいのですか。当初プロポー

ザルコンペで進めようと、コンペの委員長は副市長です。内々コンペですよね。その中に

建築の専門家がいたかもしれませんが、私の知っている名前の方は一人もいませんでした。

２回目に大学の先生を２人入れました。これも私の知っている方はいませんでした。それ

だけ審査や、設計にキャリアを積まれた方かどうかわかりません。３回目プロポーザルを

諦めました。理由は時間がありませんということでした。入札に出さないと時間が間に合

わないので、プローポーザルを捨てました。指名競争入札に切り替えました。８社を選び

ました。プローポーザルに手を上げた８社を選定しました。それに枠を決めてしまってお

ります。通常なら一般競争入札です。設計したい方手を上げてください。自由に入札に参

加してくださなのですが、指名競争入札なのです。この指名競争入札のやり方も伊賀市が

持っている内規で、われわれが知っている内規とは異なります。これだけ高額の予算とな

れば一般競争入札にしなければならない。それを指名競争入札にしたのです。指名競争入

札で設計が決められるのは３００万です。３００万円以下の設計料については指名競争入

札です。これが原則です。そういう決められ方でした。日建設計さんがきました。市長に

言いました。日建設計は東京スカイツリーを設計した日本でも随一の設計会社です。です

から安心してお任せできます。このように市長に言いました。これはとんでもない話です。

日建設計は巨大であるので、多くの社員がいます。これ以上は言いません。つまり設計者

の選定について、非常に誤っている。その結果こういうことになる。それからボリューム

について話をさせていただきます。高さというのはこういうものを収容しますよという中

身が決まって、ボリュームが決まりますね。何平米いりますよ。これを敷地の中に配置し



ていけば今回高さ２０ｍ必要ですよ。このことは事務局ないしは管財が仰っていました。

１５ｍでは収まりません。それだったら地下を設ければよいではないですか。そうすれば

１５ｍに収まるではないでしょうか。そのことも検討しては無いですが。それと 14,000 ㎡、

実は 14,000 ㎡と謳っておりますが、地下の駐車場を入れますと 17,000 ㎡なんですね、こ

れの建設費が掛かってきます。49 億円です。入札をすれば 49 億円で収まるかもしれません。

しかし今の伊賀市の財政事情を考えてみてください。少し話しが逸脱します。鳥取の話を

みなさんご存知ですよね。鳥取市庁舎がどのようになったかを、鳥取市は伊賀市のほぼ２

倍の人口を抱えます 19 万５千人です。 
会長）委員さん少し時間が迫っておりますのでよろしくお願いします。 
委員）鳥取市が決定したのは２倍の人口に対しまして 9,600 ㎡以下です。現在ある庁舎の

一部を耐震補強します。これは免震化です。これに一部増築し、9,600 ㎡です。伊賀市は

14,000、駐車場合わせますと 17,000 ですね人口規模は鳥取市は伊賀市の２倍です。それか

ら借金ですが、鳥取市が抱えているのと伊賀市が抱えているのとほぼ一緒です。というこ

とは鳥取市の借金は伊賀市の半分にも関わらずそれだけの面積、人口倍にも関わらずそれ

だけの面積でやろうとしている。伊賀市がやろうとしていることは時代に全く反している

と私は思います。そういうことでボリュームの話をさせていただきました。ボリュームが

決まって高さが決まるのだと、どうしてもそのボリュームが必要なのであれば一層下げれ

ばよい。出来るじゃないですか。コストは掛かりますが、伊賀市の財政状況からそれぐら

い捻出できるでしょ。それからもう 1 つプローポーザルから指名競争入札に切り替えまし

たが、合併特例債は５年延びておりますよ。猶予はあります。あわてる必要は何も無い。

ですので、もう少し慎重にこれについては市民と一緒に議論しても良いのではないかと私

は考えます。 
会長）ありがとうございます。その他の方で高さ、あるいは勾配屋根についてのご意見が

ございましたらよろしくお願いします。 
委員）はい 
会長）はい、どうぞ。 
委員）もう 1 つだけ申し上げておきます。高さ制限は伊賀市が作った今の市長が、副市長

のときに作った景観条例、それを自ら破るということはあってはならない。15ｍで出来な

いのであれば、計画を 初からやりかえる。合併特例債も５年延びている。何もあわてる

必要は無い。大事なことが、ほとんどその内容が今の段階であっても総事業費はいくらか

かるのか。市民の９割以上は知らない。そのようなことで強行突破をする。その一翼をこ

の審議会が被るとするのであればその審議会の委員は自ら辞めたい。前から申し上げてい

るとおり。この高さ制限は自分で作った条例ですので、自分で守ってもらいたい。民間に

はお願いしておきながら自分は例外措置を使う。そのようなことでは話にならない。この

ようなことは行政がすることではない。先生が要約されたとおりだと私は思います。その

ような意見です。 



会長）はい。その他ございませんか。そうしますと、答申としましては高さ、意匠、圧迫

感この辺を中心にして意見書を提出するということになろうかと思います。それとまた行

政の建物についての、景観上の規制について、もう一度十分に景観条例を見直しをした上

で別の条例を立てるのか、現在の条例で十分運用できるのかを確認した上で答申書をまと

めさせていただくということにいたしたいと思いますが、特に高さについては、今ご意見

をいただいた３名の方は 15ｍを守りなさいということでございますが、その他の皆さんも

そのご意見に同調されますか。はいどうぞ。 
委員）先ほどから言われていることに対しまして、私は絶対的に賛成です。15ｍについて。 
15ｍを市が作ることによって民間の方に市の建物でも 15ｍでこれだけの建物が出来たので

すよ。だから民間の方もできるだけ 15ｍ以内に収めるような建物を作ってくださいとは言

えると思うのですが、民間の方が言ってこられたときに「市の建物は高いやないか」と言

われたときに反論のしようがないと思います。見本として必ず 15ｍ以内でこれだけのもの

が出来ますよ、だから民間の方も 15ｍ以内の建物を検討していただけませんかという見本

を作っていただきたいと思います。そうでないと特例だらけになるのではないのですか。

そうではなく、市だからこそ 15ｍに押えて、見本としてもらい各業者に指導していただけ

ればよいと私は思います。 
会長）はい。その他ご意見はございませんか。 
委員）先ほどから意見で出ていますように 15ｍでお願いしたいなと思います。中に入る課

などについてはもう一度見直して精査して他に分散できるのであればそのほうが良いので

はないか。やはり、公共施設なので、見本を示すという形でお願いしたい。 
会長）はい。ありがとうございました。それでは大方のご意見が 15ｍと、現状の 20ｍを改

めてくれということでございますので、その意見を付けて答申をさせていただこうと思い

ます。 
各委員）よろしい。 
会長）はい。勾配屋根の件は意見を言わなくてもよろしいでしょうか。先ほど私が説明し

ましたようにかえって違和感を感じる、無理があるのではないかと思います。勾配屋根と

いうのはやはり民間の建物相当ぐらいではないかと、今のハイトピアは勾配屋根を付けま

したが、あれは、いま、勾配屋根が邪魔をしてガラス窓の清掃が出来ないところが出てき

ている。これは設計ミスだと思うのですが、設計上何らかの対応をとっておれば勾配屋根

でも良かったと思う。勾配屋根をつけたために弊害が 1 つ出てきていると。 
委員）議長が仰るように必ずしも勾配屋根にこだわる必要は私は無いとは思っているので

すが、先ほど私申し上げましたように、崇広堂からずっと見ると新しい建物は全て勾配屋

根をとっている、そこがぽっと途切れてしまう。目隠しに使っているというのがありあり

とわかってしまいます。勾配屋根の架けかた色々ありますが、建物が巨大で平面的にかけ

ようと思うと非常に巨大なものになります。ですからそれを避ける為に 1 つの主法として

分節を考えます。あまりにも大きなボリュームのものについては節目、節目を作り、圧迫



感を避けることが出来るんですね。勾配屋根にこだわるわけではないですが、必要条件で

はないかと思います。 
会長）はい。ありがとうございました。その他 
委員）屋根のことについて、専門的なことはわかりませんが、青山町庁舎を 50 年に当時の

列島ブームにのってうまく金を掛けて建築したのだが、議員と素人職員が日本大学の立派

な職員が来たらころっと引っかかってしまい、その後雨漏りだらけで無茶苦茶で市民、町

民にしかられっぱなし。いまでも見に行けばわかります。 
会長）確かに勾配屋根ではなく、平屋根の鉄筋コンクリート造でありますと雨漏りがね、

雨の逃げ道の筋道をきちんと付けておくとか、屋根の構造上相当な配慮をしておかないと

雨漏れの危険度は高いと思います。答申書にも平屋根にしても雨漏れがしないように設計

することを付け加えるのはよいことと思います。現在の庁舎も耐震性の問題と雨漏りへの

対処が問題で建替えという運びになりましたとも聞いております。今度の答申にもその点

を触れればならないのかなと思います。その他よろしいですか。はいどうぞ。 
委員）雨漏りの話が出ましたが、それはメンテナンスの有無ですよね。フラットルーフ、

陸屋根ですが、屋根の上に溝を切ってあります。その際は降雨量から計算します。 近の

ゲリラ豪雨については対処しかねるのですが、それを下に抜くための樋ですねドレインと

いうのですが、樋を詰まらせ、そこに草が生えると、つまりメンテナンスですね。屋根の

上に上って常に雨漏りが無いか、ドレインが詰まっていないかなど確認する必要がある。

平屋根がダメということではないがいかにメンテナンスが出来るかということですね。 
会長）ありがとうございました。それでは意見が出尽くしたかと思いますが、はいどうぞ 
委員）2 日前の新聞ですが、実施設計に着手という記事が出ましたが、この中で市民の意見

を聞いて壁の圧迫感を軽減したりするデザイン、障害のある人向けの駐車場や、部署の配

置も変更になるなど、市は前向きに考えているのではないかと僕は受け取ったのですが、

これは実質進んでいるような状況なのでしょうか。 
管財）現在の実施設計の状況は、議会へも一定の報告をさせていただいて、基本設計の内

容について、一定のご理解をいただいているので、5 月 16 日以降着手できる部分からは実

施設計に入っております。みなさんからご意見をいただくのは本日で４回目なります。い

ろいろ審議をいただいておりました。意見としまとめていただき、提出された際にはその

内容を十分見させていただき、どのように市として対応するのかということは検討させて

いただくことになろうかと思います。 
委員）議長、今の話し、冒頭でも言ったとおり、われわれの責任と権限はどのようなもの

なのか。伊賀市の 32 の委員会等が概ねこのような扱いを行政がやっている。聞くだけ、言

わせておくだけ、2,3 人の文句たれが話をする。そんなものはどうでもよい。管財のやり方

では、今、委員さんの話を聞く限りでは新聞に出、どんどん今進んでいる。意見としては

15ｍを守るとするが、これを実際答申したは、現計画はどんどん進んでいるのでは、これ

どのようになりますの。どんどん進めるのであれば各種委員会はいらない。日本一の自治



基本条例を作ったけれども守らずして８年来ている。それと同じことで 2 月 15 日からこの

審議会にご足労をかけているわけで、どんどん進めていく、議会も了承しているというの

であればどのようにしますの。意見聞くとはどのようにするの。 
管財課）ご意見をいただいてから市長が判断することになると思います。景観条例にもご

ざいますようにこの条例の運用については、関係者の財産権、その他の権利を尊重しつつ、

公共の福祉にも適合するように配慮するということが条文にありますので、市の全体のこ

とを考えて進めなければならないかと 
委員）そんなことは聞いていない。もう結構です。 
会長）われわれの答申を受けてできるだけ誠実にご検討をいただくということでお願いを

しておきます。それではこの市庁舎の基本設計に対します、景観審議会の市長への答申書

の原案を取りまとめますが、これは私からの提案ですが、私と、副会長と事務局の助けを

借りながら答申書を取りまとめて提出させていただこうと思います。基本的には先ほどか

らも申しておりますように高さについては 15ｍを守りなさいということになります。これ

を受けて総合的に市長はどのように判断されるかは、こちら側には今のところ京都市のよ

うに命令権を与えられているわけでは有りませんから意見はきちんと申し述べさせていた

だくということでまとめたいと思います。あと圧迫感について、デザイン的、設計的な配

慮により軽減することが可能であると答申書のほうにいれて、答申したいと私は思います。

それでは熱心にご討議いただきましたが、このように取りまとめ、答申したいと思います。 
委員）1 つだけ確認させてください。私たちの意見として会長、副会長、事務局だけで出さ

れるのでしょうか。その前にわれわれに見せていただけるのでしょうか。 
会長）意見書が出来ましたら皆さんに集まっていただくか、配布させていただくか事務局

と相談させていただくことにします。いずれにせよ皆さんに見てもらうこととします。 
委員）配布のほうがありがたいと思います。欠席の方もいらっしゃいますので。 
会長）わかりました。それでは、審議事項は終わります。続いて報告事項をお願いします。 
 
景観形成対象物及び隣家の取り壊しの申し出に係る対応について 
 
会長）事務局の説明のとおり非公開とさせていただきます。 
 

以下非公開 
 
会長）それでは本日は終了します。ご熱心な審議ありがとうございました。 
----------------------------------------------１１:５６審議会終了----------------------------------------------- 
 
議事録署名 


