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第２回（仮称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 議事概要 

 

１ 日時：平成２５年３月２８日（木）１３：３０～ 

 

２ 場所：伊賀市役所本庁舎２階市議会第１委員会室  

 

３ 出席者： 

【委員】 １２人 

【事務局（市）】 企画財政部長、企画課長、企画課主幹兼係長、企画課主任ほか  

 

４ 傍聴人：２人 

 

【会議概要】  

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

委員長 前回はこれまでの様々な経緯を事務局から説明いただき、それを基にし

て皆様方のご意見や想いを熱心に述べていただいた。意見のやり取りもあ

り活発な委員会になったと思う。今回から具体的な話を一つずつこなして

いかなければならない。何よりも候補地の選定を具体的に進めることが第

一の仕事になる。本日もその議題が中心になるが、それと同時にその建物

を使ってどういう活動を展開していくのか。新記念館を根城にした新しい

活動の方向性、見通しを合わせて考えていかなければならない。当面は新

記念館の場所の選定が第一の目標になるが、それに合わせてどういう形の

活動にしていくかについても皆様方のご意見をいただき、将来の活動の理

念作りにもご協力いただきたいのでよろしくお願いしたい。 

 

３ 審議事項 

 (1)検討委員会スケジュール予定(案)について 

事務局より資料 No.1に基づき説明 

 

【質疑応答】 

委員長 今後９月までどういう形で月１回のこの委員会を進めていくかという

見通しを説明いただいた。９月の答申を目標にしているので、逆算すると

余裕はないことになる。スケジュール案についてご意見などあるか。 

【了承】 
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 (2)建設候補地 

事務局より資料 No.2に基づき説明 

 

【質疑応答】 

委員 以前に桃青中学校跡地が候補地に決まった時は検討されて最終的に桃

青中学校の跡地ということになったと思うが、検討に至る経過のなかで、

ここに入っている候補地は入っていなかったのか。前の検討とどこがどう

違うのか。この５つを選んだ理由は何か。市街地に限られているが、伊賀

市全域まで検討された結果の回答なのかどうかを教えてほしい。 

それぞれの候補地についてメリット・デメリットが記載されているが、

今見る限りでは私の印象だが不動産鑑定ではないのかなと思う。つまり

我々が今やろうとしているのは芭蕉翁記念館をそこに建てて、どういう風

に生かしていくかということなので、その敷地に建てることによってどう

いうメリットがあるのかというような検討。具体的に言えばどれくらいの

建物を建てたときに敷地としてどのように使えるか。敷地が決まってから

考えることだと言えばそうかもしれないが、計画するときにはある程度将

来を見越した形で、この場所だったらこんなものができるだろうという想

定、あるいは周りとの関連でこの地区はこういうメリットがあるとか、そ

ういう検討も必要ではないかと思う。その辺をどのように考えてこの５点

を選んだのか説明いただきたい。 

事務局 桃青中学校跡地に決まった時は候補地が３つあった。桃青中学校跡地、

市役所、市街地の町中で検討された。その時の選定理由としては市がもっ

ていたところであり、土地購入費用を要さないということで建設がより現

実的であるということ。周辺が恵まれた自然環境と四方の山々を見渡せて

ロケーションがいいということ。当時は広い敷地面積を有していて駐車場

あるいは記念館の中でのミュージアムショップ、庭園、喫茶食事スペース

などの整備も可能であるということで選定いただいた。この検討にあたっ

ては、当時の議事録をしっかりと確認はしていないが、平成１０年に芭蕉

翁記念館建設に係わる答申があったが、その時には候補地としては何も無

く、上野市の時代でもあり、合併した伊賀市全域ではなく、上野市の中で

現在の記念館がある近辺で検討いただいたと思う。 

どういった記念館を建ててやっていくかについて、前回の会議でも申し

上げたが、これまで検討いただいた中で基本計画がまとまっている。今の

基本計画にある芭蕉翁記念館の計画に基づいて協議を進めていただきた

いと考えている。今回示したなかで面積的に小さい部分もある。これまで

検討した約２０００㎡平屋建てという計画で、小さな土地の中でどういう
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手法で機能的な部分を賄えるのか。候補地が先になるのか、建物の規模が

先なのかということもあるが、基本的には前の計画を踏襲した形で考えて

いくことをお願いしたい。 

委員 そうすると桃青中学校跡地になるのではないかという気がする。あくま

でもこの５つを出したということは、それぞれにメリットがあるのだろう

と考えないとまた同じことをやるのではないかと思う。その辺を明確にし

てほしい。 

委員 前回は市役所跡地が候補地に入っていたが今回は無い。それ以外の市街

地候補地は今回と重なっているのか。 

委員 前回係わっていた。一時は自然ということで芭蕉公園も考えた。町中に

ついては、本町通りのスーパーの所だった。しかし自然から考えるとあま

り合致しない。町中に来たからといって町で相乗効果を生むとは限らない

という考えもあった。一番位置的にいいのは市役所だった。その当時市役

所は建替えを考えており、総合計画で議論もしたがその場で建替えるとい

う方向になってしまったため、ほぼ桃青跡地になった。今も観光の立場か

ら考えると、市役所があの場で建て直すのか、現状でいくのか、よそへ行

くのかという議論が先に進んでこないと一番いい立地の所が空き家にな

ってしまう。芭蕉翁記念館がどこかに建てた後で、市役所が例えば出て行

ってその土地は他のものにするであろうと思うが、町の顔として芭蕉翁記

念館より以上のものはおそらくできない。市役所を中心としての町構成、

銀座通りの拡幅やいろいろな問題が整備されているのに、市役所が出て行

ってしまうと全然機能を果たさない。これは全体の経済効果の問題であ

る。そういうことも踏まえていくとやはり市役所の立地がどこに行くかを

決めないと次の絵が描けないと私は思っている。 

委員 今回市役所が候補地で無くなった理由はどうしてか。 

事務局  北庁舎は当時の計画では全面的に建替えることで解体を行った。ただ昨

年１１月２１日から岡本新市長が就任になり、庁舎建設についてはゼロベ

ースで見直すことになった。南庁舎については残して活用していくことで

方針を出している。どういった活用かは当面の間は新市役所の機能をこれ

までと同じ形で使っていく。市役所の機能をどういう形でもっていくかを

市民の皆様と議論をしながら新たに建てていくのかどうするのかを決め

ていくことになる。基本的に南庁舎の建物は残していくということでご理

解いただきたい。 

委員 市役所の跡地を記念館にするという選択肢はもう無いと考えていいか。 

事務局 現時点は市としてもここを潰して記念館を建てることは考えていない。

この庁舎を活用していく。 

委員 それに関連してだが、当面の間南庁舎は新庁舎として使うと。新庁舎に
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ついてはまだ見えない部分があるが。市長の行く行くは観光振興に寄与す

るものという中では芭蕉翁記念館も入れてもいいのではないか。南庁舎を

庁舎として使わないのならば、記念館だけではスペース的に大きいので、

他の公共施設と一緒にという線もあるのかと思う。やはりここが一番有力

的地になるのかと考えれば市庁舎も市有地として挙げる必要があるので

はないか。 

事務局 この委員会の中で協議をいただいて候補地のひとつとして挙げていた

だくのは可能だと思う。前回１回目の会議のときに、岡本市長の考えを聞

かれた際に言わせていただいたのは、確かに南庁舎は残していくなかで、

全てを記念館で使用するには広いため運営的に難しい部分があると思う。

他の施設と合わせた形、いわゆる複合施設の一つとして記念館はどうだろ

うかという考えもあるが、市長の考えとして、記念館は単独での施設を建

設したいという思いがある。それが必ずというわけではない。委員会の中

でこの南庁舎を活用して複合施設としてというのも可能かと思うが、市と

しては単独で記念館を建てていきたいという考えである。 

委員 先日の市議会議員選挙で、３月２２日の毎日新聞で立候補者にアンケー

トを取った記事があるが、南庁舎を観光文化施設でというのが最多の１８

人回答だった。また図書館の耐震がだめだからピロティの上に書庫を作っ

てということが頓挫した。私はお話プランで行っているが子供の読み聞か

せスペースもゴザを敷いて情けない状況でやっているが、改善されること

になり楽しみにしていたが、全部だめになってしまった。この記事の中に

は芭蕉翁記念館と市立図書館の併設を言っている人もいる。前回の検討委

員会の時とは時代や状況が変わっている。北庁舎は壊してしまって新市役

所の場所も決まっていない、図書館は手狭、全国レベルでいうと市の図書

館としては規模が小さく情けない。図書館も記念館も単独で会議するより

も、図書館の協議会や市役所の協議会、この３者合わせて話し合った方が

よいと思う。 

委員長 この委員会は芭蕉翁記念館をどうするかというものであり、図書館の問

題もあると思うが、それを一緒に議論はどうか。取りあえず事務局からの

提案の範囲の中で質問を受けて、その後それ以外のところについてご意見

いただきたいと思う。 

委員 先程言われた質問のひとつになるが、４つ候補地を出してあるがこれは

前回市有地でどこがあるかということで出してくれただけであって、この

中で選ぶという訳ではないのか。ただ町の中も対象にして考えていかない

といけないと思う。そういう経緯があって出してくれたということか。 

事務局 市としては未有地を取得してでも建設することも考えていくというな

かで、民有地を示すことはどうしてもまだできない。当然その場所がいい
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のかということもある。前回の会議では市が持っている所を挙げるという

ことで、この中から選択ということではなく、候補として考えていただけ

たらと思う。他の所も含めて協議いただきたい。 

委員 市役所の跡地の問題だが、今の市の方針が当面南庁舎はこのままで、当

面がいつまでかはわからない。市庁舎として使うということを打ち出して

いるのでそれを前提としないとこの委員会では難しいのではないかと思

う。その前提がないと市長に答申するという枠組みが無くなるのではない

か。 

委員 南庁舎はそのまま残すという条件で、北庁舎や駐車場の今空いていると

ころだけでも随分広く、その中へ記念館を建てる、予定地とするという可

能性はあるのかどうかを知りたい。もし可能性があるならば候補地の中に

加えて検討できるかどうか。 

事務局 本庁支所の機能を全体としてどうあるべきか、これからスピード感を持

って検討していくということで進んでいる。この南庁舎を残しながらどう

活用していくのか、この敷地全体をどう活用していくのかはそこに懸かっ

てくるので、今の段階でこの空いているスペースをということが、その方

向性が決まっていないため示すことができないのが実情である。スピード

感を持ってというのは市長の目標だが、一定の方向性を年内に決めていき

たいという考え方である。本庁支所のあり方を検討して、それによって業

務の規模が決まり、その建屋の部分がどれくらい必要になるか。市のそれ

ぞれある既存施設を活用していけるのかいけないのか。それらを合わせて

検討していくという考えである。 

委員 ややこしい話である。第１回の検討委員会では市役所が移転して空いた

ら一番いいと皆が思っていた。市がその場で建て替えるという話があり桃

青になったと思う。市長が変わり話も変わってきた。南庁舎を観光施設な

どにしてもあとのスペースをもし可能であれば、この北側のスペースがベ

ストだと思う。先ほどの図書館の話もあるが、市としては総合的に考えた

方がいいと思う。この審議会ではそんなことを審議する場ではないと言え

ばそうなってしまうが、それも関連してもう一度考えた方がよいのではな

いか。ベストな所があるのにそれを審議してはだめというのはどうかと思

う。 

委員 北庁舎の跡地の使用用途はこれからなのか。 

事務局 決まっていない。 

委員 市庁舎全体の今後の方向性の中に、検討委員会の要望を盛り込んでいた

だくことはできるのか。この敷地の中で新記念館を組み込んでほしいとい

う要望は可能なのか。 

事務局 それは可能である。市の庁舎をどうするかという議論の中に、この検討
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委員会から芭蕉翁記念館を南庁舎の一部にしていきたいという意見が出

ていると話をして、それも踏まえて新庁舎をどうしていくかという議論を

していく。答えがそこになるかは別として意見として出すことは可能であ

る。 

委員 北庁舎を取り壊した跡地も含めてこの敷地の中でとお願いしたい。 

事務局 この広い敷地にはこの建物がある部分、取り壊した北庁舎と中央公民館

の部分、既存からある市の駐車場、それが全部敷地になっている、その中

で、今後の新庁舎のあり方や本庁支所のあり方を踏まえて議論していくの

で、この検討委員会から芭蕉翁記念館の新しい建設場所はこの敷地内でと

いうことで意見をいただくことは可能である。 

委員 北庁舎を解体撤去した跡地は、だんじり会館や成瀬平馬屋敷と同じくら

い広さはあるのだろうか。 

委員 初歩的な質問だが、説明いただいたスケジュール表では３月に提案され

た所を現地視察となっていているようだが。 

委員 そう決めてはいない。説明でもそうではなかった。 

委員 市庁舎の使い道によってどうなるかをやっていたら前に進めないので、

これからの議論の進め方として、市庁舎の跡の使い方によってそこに新記

念館を組み込むという方向性はひとつ残しておく。それにはこの委員会だ

けでは決められるわけではないし、要望は出せるがもし要望が通らなかっ

たらまた頓挫することになるので、その道だけにするわけにはいかない。

それ以外の今日提案した市有地５ヶ所の中で、様々な条件を考慮してどこ

が一番最適か。導線や敷地面積などあるが５ヶ所の中ではどうか。 

委員 基本的なことを聞きたいが、９月の答申にはきちっとした場所を示すの

か、あるいはこういう方向で行く場所を探してほしいという提案をするの

か。例えば第１案、第２案、第３案と候補を決めていくのか。それとも委

員会としてはここに決めましたということにしていうのか。 

委員 これもこれからの議論のやり方だと思う。一番いいのは１つにしてここ

が最適だと答申を出せるのが理想的だと思うが、私の予想では無理かもし

れない。いろいろな条件が絡み合っているためベストということが難し

い。その場合は条件をつけて２つ～３つ数案を示す。その中には今日の５

ヶ所でなく個人の私有地も含む候補地もあってよいと思う。 

委員 これから我々が議論する中でそういう形も踏まえての考え方をもって

いたほうがいいと思う。一番最高の場所はこの敷地であるとしておいて、

それを除外したものを考えておかないといけないので、ひとつには絞れな

いと思う。今おっしゃったように１年かかってということであれば来年３

月頃に市長の方針を出されるだろう。それまでなぜ待てないのだろうか。

半年少しなら慌てる必要もないのではないか。 
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委員 それを言い出すと前回も言ったが、この委員会が何のためにあるのかわ

からなくなる。 

委員 ９月に出すということであれば何点かをリストアップし、それぞれの脈

を残しておく。新庁舎がここで完全に機能してずっとやるという形が出た

時とあるいは新庁舎が２年ほどしたら出て行くという議論の時と２通り

あると思う。 

委員 それも４月以降の議論の中でどういう形で答申するかも含めて検討し

ていきたい。 

委員 市庁舎が私もいいと思っているが、市庁舎がどうなるかわからないがも

しそこに組み込まれるならそこが第１案に考えられるかどうか。今の５つ

プラス市庁舎跡を入れて、その中で一番いいのはどこか。もし市庁舎が一

番になって、それが駄目ならば２番目というようにはならないのか 

委員 先ほどの私の言い方が理解いただけなかったのかもしれないが、市庁舎

の利用について排除したわけではない。ただ市の方針が決まっていないの

でこちらから要望はするとして、それは外していただきたい。外すという

のは落とすということではなく、今の議論からは別扱いしていただきた

い。市庁舎の利用の仕方については別途議論いただきたい。ともかく今日

提案のあった５ヶ所についてまず意見いただかないとどこがいいとかこ

れは駄目だという話が出てこない。 

委員 市から出された候補地は前回に私たちが市の持っている土地はどこか

知りたいので教えてほしいということの案なので、その中から選ぶという

のは違うと思う。 

委員 この中で選ぶとは言っていない。この中で見た場合にはどうかというこ

とである。 

委員 どうでしょうねと行ったあとでもう１回考えるということか。 

委員 とにかくこの中で駄目なところは排除していかないといけない。 

委員 それはわかった。もうひとつ質問だが中心市街地活性化基本計画エリア

外が２つ入っているがそれは問題ないか。 

事務局 市が持っているこの近辺の土地がここにあるということで、経費の財源

的な部分でエリアの中であれば建設していく時に有利な財源が充てられ

るということで理解いただきたい。 

委員 それは特例債の話か。 

事務局 特例債は特例債である。やり方はいろいろだが中心市街地活性化基本計

画エリア内であればまた違うメニューの中で財源を確保できる可能性が

あるというだけである。 

委員 この５つの中から絞り込もうとすれば、それぞれの土地で記念館を建設
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したときにどういう風な形、導線になるのか。それぞれの場所でどういう

メリット・デメリットが出てくるのか、もう少しはっきりさせないとこの

データだけで判断するのは難しいのではないか。 

委員 この図面だけ見たのではわからないので、できたら次回現場を視察した

上で議論いただいたらどうかと思う。その間に導線の問題など検討してい

く。やはり中心部からあまり外れた所は排除せざるを得ないだろうとか、

敷地があまり狭いと相応しくないとか。 

委員 それは敷地を見ないと判断できないのか、ペーパーの上だけである程度

判断できる話ではないのか。 

委員 それを期待していた。ペーパーでここはもういらないであろうというの

をここで決められたら、そこは排除した上で現地視察をする。 

委員 そうだが、この段階で排除するかどうかを決めるのは難しいと思う。 

委員 難しければ難しいでいいと思う。 

委員 ペーパー上でもう少し詳しい条件を示していただかないとなかなか決

められないのではないか。 

委員 今の予定では次回４月に現地視察をすることになっており、１回視察し

てからもう１回議論するのであれば、今議論する必要がない。視察をまず

してから議論する。それだったら今のうちにリストアップ全部してしまっ

て、１日かかってリストアップした所を全部見たらいい。それから議論し

た方が正確だと思う。町中でもここがいいという場所があればリストアッ

プして、どうせ見学に行くのであれば一斉に見に行った方が次の段階とし

ていい。今これだけ見に行ってもこれはだめだったという場合、次に町を

リストアップしてまた町を見に行くことになる。そういう状況になってく

るのではないか。今のうちにあらゆる角度から見てリストアップしておい

た方がいいと思う。 

委員 これ以外に市庁舎は別にして、可能性のある市有地はあるのか。 

事務局 可能性のある市有地はない。建設するにはある程度の面積が必要になる

が、それに満たない部分でということならば市有地としてあると思う。市

有地でも例えばふれあいプラザや図書館などは建物が建っている。そうい

った所の活用も含めるならば市有地として示すことは可能だが、現実的に

は厳しいものがあると思う。 

委員 私が言っているのは市の持っている土地だけが対象でなく、一緒に見学

に行くならばそういう所もリストアップして一緒にいったらどうですか

ということ。 

委員 それはこれからお話しするので少し待ってほしい。 

委員 ここは少し厳しいなと思う所を申し上げたい。「くれは水辺公園」は芭
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蕉生家や愛染院、蓑虫庵等の導線を考えると少し厳しい気がするので無理

だと思う。「市営城北駐車場」も同様の理由で少し市街地から離れる。尚

且つこの二つは補助金を受けるのはかなり困難であるということ。やはり

観光客の導線と市街地から外れることでこの二つは難しい。あとの３つは

この時点では残しておいていいと思う。この中で一番いいのは敷地が狭い

が駐車場確保や建物を３階建てにすれば「成瀬平馬屋敷」、門は残さない

とならないので難しさはあるが、この中ではいいと思う。 

委員 市有地に関しては３ヶ所に絞ってみてはどうかという提案は受けとめ

させていただく。先程から出ている市有地以外の所にも視野を広げた場合

は、もし可能性としてこういう所もあるのではないかという提案があった

ら具体的にお示しいただきたい。 

委員 私有地についてはこういう場で議論できないのではないか。 

委員長 事務局の方で折衝の見通しがあるのかどうかだが。 

事務局 折衝の見通しについては相手の方がいるので、必ず取得できるかは今の

時点で申し上げることはできないと思う。ただこの辺の場所でこういう条

件があって、まとまった土地的なものはどうなのかとか、そういった方向

性を示していただいたなかで、町を歩いて見るやり方もあると思う。「く

れは水辺公園」また「市営城北駐車場」が関連施設との導線を考えると離

れているということであれば、反対にそういった導線を生かすためにこの

辺りでどうだろうかというような方向を示していただければ、当日見るこ

とも可能である。そこが必ず取得できるかはわからないので、大体この辺

でということであれば、私どもの方で登記簿謄本を取れば面積等も把握す

ることができる。 

委員 先程の図書館との絡みだが、図書館の建て替えあるいは図書館と記念館

がリンクできるものなのか。 

事務局 現在の図書館は隣に駐車場があり、図書館の敷地と駐車場を合わせると

１８００㎡ある。耐震の問題や増床管理できないという所で増築をする計

画があったが、今はストップしている状態である。再度増築していくのか、

新しい所に建て替えるのかの議論はまだ現在始まっていない。図書館があ

の場所から出て行って他に建てるということになれば、当然取り壊してい

く必要がある。そのまま利用するのは難しいと思う。図書館の敷地は図書

館が今後どうなるかという検討のなかで出てくると思われるが、現時点で

は何も決まっていない。 

委員 聞いた話では図書館周辺がお堀のあったところらしい。 

事務局 図書館の辺りは外堀になる。 

委員 場合によっては個人の所有地も拡充して図書館と記念館を一体化する

ことは可能なのか。 
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事務局 図書館の敷地が１８００㎡ぐらい。その中に２つをというとかなり厳し

い。 

委員 あの後ろに天神さんの駐車場がある。 

事務局 あるいは最近あの辺りで火災が発生して現在更地になっているような

所、既に駐車場として活用されている所もある。周辺には市民の方が住ま

われている家もある。それを全部取得できるのかということになると現時

点でできますとも言えない。市の持っている範囲の話であれば、市の協議

の中で図書館が出て行くのであれば活用ができると言えるが、ほかの周辺

についてはどうかと言われても答えることができない。 

委員 郵便局本局の裏側に、郵便局の駐車場と別の広い駐車場がある。あそこ

からだと少し歩くと桃青幼稚園、中学校跡地、図書館、天神さん、愛染院、

芭蕉生家も近い。あの土地はどのような土地なのか。 

事務局 民間の方が持っている駐車場だと思う。借りているのが郵便局と市職員

が個人的に団体を通じて借りて利用している。面積は今わからない。 

先程の北庁舎跡地の面積について、大体だが中央公民館の部分を除いて

３０００㎡弱になる。 

委員 十分すぎるほど広いし、大変いい話を聞いた。 

委員 芭蕉生家の前に喫茶店（はなぶさ）があり、隣に三田清の駐車場があり、

その裏にずっと畑がある。活用できそうな所だろうと思う。喫茶店（はな

ぶさ）の駐車場もある。あの辺は交渉のしがいがありそうだと思う。大き

な土地をまず更地にしないといけないので、そこに建てられたら三田清で

昼御飯も食べてくれるだろうし、喫茶店も入ってくれる。協力もしていた

だけるのではないか。丁度芭蕉生家の前である。畑がどれだけあるかわか

らないがかなり広いという話は聞いている。先程見てきたがかなり奥に畑

はある。交渉は別として対象の中に入れたらどうか。ある某所の料理屋の

裏手に図書館がある。線路渡ってその隣に天神さんの広い駐車場がある。

その辺りも生家に近いし、寺町にも近いので意外と導線としていいのでは

ないか。皆さんに見てもらう価値はある。 

委員 私も言おうとしていたのは今言われた所で、堀は残っていないが低くな

っていて名残がある。あれがうまくいけばいいと思う。 

委員 この５つの中だったら「成瀬平馬屋敷跡」がいいと思うが、資料では建

物は２階までしか建てられないようだが。 

委員 隣のラフォーレは５階建てだし、３階まではいけると思う。 

事務局 資料の中で不備な点があったが、「成瀬平馬屋敷跡」については用途地

域的には商業地域になっているので２階までしかだめという制限はない。

ただ１０００㎡という狭い敷地で尚且つ平馬門を残していくという中で
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は、建築される面積は当然少なくなり、上へいくか地下を作るなどの考え

方ができる。４階や５階建てになると周りの景観や隣にマンションがある

ためもう少し高さを抑えて考えた方がいいと思う。 

委員 一般的に博物館に５階６階というのは考えにくい。 

委員 「成瀬平馬屋敷跡」の裏は線路か。 

事務局 上野市駅の車庫になる。線路自体はもう少し北側になる。 

委員 「成瀬平馬屋敷跡」は狭すぎてどちらかというと外してほしいと思う。

周りも高いビルで見えないし駐車スペースがあまりにもない。歩くという

ことだけなら導線的にはいいが、来た方が車をどこに停めるのか。やはり

車を停められるスペースがあって来たいと思うのではないか。せっかく建

てたものが両サイド囲まれていて見えないと思う駅から近いのはいいが、

少し狭すぎると思う。 

委員長 その辺の絞りは今後やっていきたいと思う。他に無ければ、４月に現地

視察するならば、その辺りを目標に回るということでよろしいか。それと

同時に事務局にお願いしたいのは、市庁舎の使い道の方向性について、す

ぐに出ないのはわかっているが、その中に記念館を組み込むということを

どれだけ反映させられるかどうか。少し探っていただくことはできるか。 

事務局 南庁舎、北庁舎も含めて、この検討委員会からこういう意見があること

をどこまで反映できるかどうかを一度示させていただく。 

委員 だんじり会館の駐車場はかなり狭いので対象から外した方がいいと思

う。あそこで何かすると、その駐車場を探すのが大変である。 

委員 そういう意見も踏まえて考えていきたい。 

【了承】 

 

 (3)その他 

事務局より資料 No.3に基づき説明 

 

【質疑応答】 

委員長 これまでに作られた事業計画の内容だが、大変すばらしい言葉が並んで

いてそれを具体的にどうするのか、これからの大きな課題だと思う。それ

をここで全部議論するのは不可能だと思うが、今日はあまり深入りしない

範囲で今の説明の中で質問等はあるか。 

松本委員 内容は基本計画の答申でやはりその通りであると思う。いいことばかり

書いてあるが、これを我々がどういうふうに審議するかということ。お願

いしたいのは、具体的にこの計画では例えばこういう事例があるとか、

我々が見てある程度理解できるような事例なり成功例なり、逆にこれは考
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え方がいいが全然儲かってないとか、やはり実態に即した話がないと言葉

だけでやっていてもどうしようもないので、できるだけ事例をこれからも

出していただきたい。場合によってはそこを見に行くとかもあると思う。

具体的に話ができるような素材を提供していただきたい。 

委員長 この委員会で事業計画についてどこまで議論することを期待されてい

るのか。あるいはこの委員会を終えたあとのことも睨んで考えているの

か。 

事務局 今説明したのは本当の基本的な考え方である。いいことばかり並んでい

て果たして現実どうしていくのか。例えば展示活動についてどういった展

示スペースを設けてどういうことをやっていくのか。建物の中身の部分に

ついて私共も素案的なものは持っている。先程委員からあった具体的な他

の事例、成功例、実態に即した中で協議をするために、例えば展示活動計

画の部分などを示させていただいて、ご協議いただきたいと考えている。

はっきり申し上げるとすぐに基本的な設計が発注できるような段階まで

持っていきたいのが本音である。 

委員長 それをこの委員会で示すということか。 

事務局 示すというか、私どもの方で素案的なものを含めて示すので、それにつ

いて議論するということで考えていただきたい。 

委員 大垣市の奥の細道むすびの地記念館と外宮の遷宮記念館に行った。遷宮

記念館は外よりも中に入るとなかなか良かった。不思議なのは外宮の中に

あること。どうして中にできたのか、それも調べていただけたら思う。 

事務局 調べられる範囲で調べてみる。 

委員 遷宮記念館は外宮が主体でやっている。 

委員長 具体的にこういう所を参考にしたらもあるかと思うが、これからそうい

う議論になったときにお話いただきたいと思う。 

委員 基本計画の方向性、広くいろいろな目的を含んだものを作りたいという

こと。そうするとやはりある程度広い場所がないとこの理念を通すような

ものができないのではないかという意味で、先程狭いところは無理じゃな

いかという話が出たが、そういうところはざっと考えても難しいと思う。

そういう意味で今度場所を決めていくときはある程度広さは欲しいとい

うことが一番の方針になってくると思う。 

委員 この中でも施設のイメージなどそういうところまでできているようで

ある。もちろん桃青の広いところで考えてあるわけだが、これを生かして

考えていくということか。 

委員長 当然そういうことになる。 

事務局 基本的な考え方はそういうことになる。もともと２０００㎡の平屋建て
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での計画であるので、例えばそれが２階建てになると弱冠変わってくる部

分もあると思うが、基本的な考え方、イメージは基本計画をベースとした

いと思っている。 

委員長 これを基に、これも議論が大変になってくるかと思うが引き続きご協力

をお願いしたい。 

【了承】 

 

４ その他 

事務局 前回審議いただいた第１回会議議事概要を事務局で作成したが、発言い

ただいた委員の名前を記載させていただいた。今後議事概要を公開してい

く中では、今後も活発な発言ということを考えたときに、議事概要につい

ては、発言いただいた委員の名前は申し訳ないが「委員」という形で議事

概要に記載させていただけたらと思っている。 

委員長 ご了解いただけるか。 

【了承】 

 

事務局 次回の開催の日時等について協議いただきたい。今回市有地の候補地５

ヶ所のうち、ご指摘いただいた「くれは水辺公園」と「市営城北駐車場」

は既に除くという形の中で、残り３ヶ所を含めて現地を見ていただくこと

でよろしいか。 

委員長 その方向でお願いしたい。 

事務局 市有地以外で、ただ町を歩いて見ていただくだけでは中がどうなってい

るかわかりにくい部分もある。一般的に公開されている住宅地図があるの

で、住宅地図の中でわかる範囲で面積等を入れて、当日回っていただく際

にそれを見ていただきながら行いたいと考えているがいかがか。 

委員長 それでお願いしたい。 

事務局 次回にはそういったものを準備したいと思う。次回の開催について大体

４月２５日（木）あたりはどうかと思っているがご都合はどうか。 

委員 ２５日は天神さんの春祭りがある。 

事務局 現地をみていただくのに歩いて２時間くらい、その後協議で半日くらい

かかると思う。 

委員長 次回は４月２３日（火）１３時。市内の候補地を歩いて現地視察。その

後長時間はできないが意見を伺う。集合場所等については後日連絡してい

ただく。 

終了 


