
平成２９年度第１回伊賀市スポーツ振興協議会 

平成２９年１１月２８日（火）午後１時３０分～ 

上野ふれあいプラザ２階 第２会議室 

１．あいさつ 

福森課長 失礼します。それでは、定刻となりましたので、只今から、平成２９年度

第１回伊賀市スポーツ推進審議会を始めさせていただきます。 

宮崎部長 皆さんこんにちは。今日は平日なんですけれども、お忙しい中お集まり

いただきまして、ありがとうございます。 

ここ２日、伊賀らしい朝霧が出るというか、そういう日が続いています

が、日中は良い天気に恵まれております。 

そして、このスポーツ推進協議会なんですけれども、スポーツ基本法と

いう法律に基づきまして、伊賀市がスポーツ推進審議会に関する条例を定

めて、設置をさせていただいております。伊賀市のスポーツの施策･政策に

かかる、最高の審議機関という位置付けになっております。 

今日、忙しい中皆さんにお集まりいただきまして、趣旨･報告等もさせて

いただくわけでございますけれど、これから大きな審議をお願いをすると

いうようなことになります。 

それはまた、議事の２番の方に出てくるんですけど、『体育施設の適正化』

というようなことでございまして、合併して１４年目を向かえております。 

この１１月から１４年目を迎えておりますけど、それぞれ６市町村合併

いたしましたことによりまして、スポーツ施設というのが、人口規模に比

べまして、非常に数が多くなっている。また、類似の施設が多くなってい

る。 

そういう中で、非常に高齢化を向かえ、超高齢化と言われますけれども、

だんだんこれだけの施設を市として維持出来るだけの財源、そういったも

のが確保できなくなってくる中で、また、若い子のスポーツ人口が少なく

なってくる中で、この施設をどういう風にして維持していくかということ

が非常に課題になっていまして、市では平成２７年に公共施設快適化計画

というのを定めました。 

これは何かと言いますと、ここ１５年間ぐらいでそういう公共施設を３

４％縮減しましょう、人口に見合った、身の丈にあった状態のスポーツ設

備にしましょう、というような計画でございます。 

そうした中で、このスポーツ施設も例外ではなくて、スポーツ施設につ

いても、やはり適正配置、合理化、こういう事を進めていかないとならな

くなりました。 

そういう計画にあたって、それぞれ皆さん方に、利用状況でありますと



か、設置の場所でありますとか、維持管理費だとか、色んな部分からご検

討いただいて、体育施設を今後、将来にわたって適正な配置をしていくた

めの検討をお願いしたいという風に思っているところでございます。 

大変大きな仕事をお願いすることになりますけれども、１つ今後もよろ

しくお願いいたしたいと思います。 

冒頭にあたりました挨拶とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

福森課長 では、続きまして伊賀市スポーツ推進審議会会長の松崎様よりご挨拶を。 

会長 皆さんこんにちは。大変お忙しいところ、集まっていただきまして、ど

うもありがとうございます。 

今日の会議の趣旨は、今宮崎部長さんが言っていただいたような中身と

思いますが、体育施設については、以前からかなり、皆さんに色んな角度

からご理解いただいているということもございますが、それが今回から、

もう少し削減していくといいますか、絞っていくといいますか、そういう

ことがあるようですので、スポーツの振興ということが大きな、私達の目

的でもありますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

福森課長 前回の審議会ですけれども、今年の３月の１７日に開催させていただき

ました。それ以降ですね、委員さんが変更になっておりますので、まず報

告をさせていただきます。 

お手持ちの審議会委員名簿をご覧下さい。ナンバー５番の伊賀市公共会

の南出様から田中様に変更となっております。 

委員 田中でございます。 

福森課長 それから、番号で言いますと９番、伊賀市健康づくり推進協議会山内様

から今中様に変更となっております。 

委員 今中です。どうぞよろしくお願いします。 

福森課長 それから名簿には記載がないんですけれども、伊賀フットボールクラブ

くのいち関係者ということで前川様に前回までお願いしておりましたけれ

ども、先日、退任届が提出されまして、まだ後任が決定しておらない状態

ですので１２名ということでございます。 

それから、事務局の方、スポーツ振興課職員４月の人事異動で変更とな

っておりますので、紹介をさせていただきます。 

私、スポーツ振興課長の福森です。よろしくお願いいたします。それか

ら、こちらが振興係長の福谷でございます。 

福谷係長 福谷です。よろしくお願いいたします。 

福森課長 こちらが国体振興係長の福山でございます。 

福山係長 福山です。よろしくお願いします。 



福森課長 よろしくお願いいたします。 

それから、本日の会議の成立要件でございますが、お手元に伊賀市スポ

ーツ推進審議会に関する条例があろうかと思いますので、ご覧をいただき

たいと思います。 

この条例の第６条の第１項におきまして、審議会は委員及び議事に関係

のある臨時委員の総数の半数以上のものが出席しないと、会議を開き議決

することが出来ないとされております。 

委員総数１２名、本日８名出席を頂いておりますので、会議が成立して

いることを、まず報告させていただきます。 

それから、また会議の公開でございます。伊賀市審議会等の会議の要綱

に関する３条の規定によりまして、この会議は、原則公開とすることとな

っております。後ろに傍聴席を設けておりますこと、そして、会議の全て

を録音させていただきますことをご理解いただきますよう、お願いを申し

上げます。 

それでは、報告議事事項に入っていきたいと思います。 

 

２．報告 

（１）スポーツ振興計画１０年間のまとめについて 

福森課長 条例の規定によりまして、これ以降の進行につきましては、会長の方で

よろしくお願いします。 

会長 それでは、会議の方を進行させていきますので、どうぞよろしくお願い

します。 

それでは、２の報告事項につきまして、まず市として、スポーツ振興計

画重視、１０年間のまとめ、というところですので、お願いします。 

事務局 それでは失礼いたします。報告の１番、「スポーツ推進１０年間のまとめ」

についてですけれども、資料１をご覧いただきたいと思います。 

これにつきましては、９月１４日付で、昨年度の委員のメンバー様に、

９月末日までにご確認をということで、確認依頼をさせていただいたとこ

ろです。それで、９月末日までにご確認の連絡もなかったものですから、

これを成果品とさせていただくことをご報告させていただきます。 

私からの報告は以上でございます。 

会長 内容についても？ 

事務局 皆様には資料をお配りしてあって、それが成果品になるということでご

ざいます。 

会長 ということですが、よろしいでしょうか？ 

委員 いいんじゃないですか？ 



（２）三重国体･高校総体に向けた取組みについて 

会長 では次に、三重国体･高校総体に向けた取組みについてお願いします。 

事務局 それでは資料２の方をご覧いただきたいという風に思います。報告事項

がございますので、少し簡単な説明になるとは思いますが、よろしくお願

いします。 

資料２の１ページ、三重国体の概要についてという丸印のついている部

分、その次の第７６回国民体育大会伊賀市開催競技について、第７６回国

民体育大会開催に向けたスケジュールについてまとめて説明をいたしま

す。 

まず、概要でございますが、国民体育大会の目的については、広く国民

の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して、国民の健康増進と体

力の向上を図り、併せて地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与する

とともに、国民生活を明るく・豊かにしようとするものである、というこ

とでございます。 

大会の開催時期及び、期間、ならびに会期がございますが、平成３３年

の９月の中旬から１０月の中旬までの間、１１日間以内となっております。 

まだ、決定はしておりませんが、平成３０年の日体協の会議の中で、協

議され、決定をされていくということで、大体来年の夏ごろには、会期や

ら開催県、正式種目等が決定される予定でございます。 

現在、実施予定の競技でございますが、正式競技は全体で３７競技。毎

年実施される競技は３６競技ございます。隔年度で実施される競技が１つ

ございまして、三重国体の方では、クレー射撃がその隔年の競技として実

施されることが予定されています。伊賀市の方で、クレー射撃は開催され

る予定でございます。 

また、デモンストレーション競技として伊賀市の方でキンボールスポー

ツというものを実施する予定でございます。伊賀市の方で開催される競技

ですが、サッカー女子・軟式野球成年男子・剣道（全種別）・ハンドボール

少年女子・クレー射撃（全種別）でございます。 

サッカーについては、四日市･鈴鹿市･伊勢市の４市と共催でございます。

軟式野球についても、四日市･鈴鹿市･亀山市･名張市の５市で行われる予定

でございます。 

先ほども申し上げましたとおり、平成３０年度の日体協の開催決定を受

けて、これからのスケジュールでございますが、決定を受けて、県の方で

実行委員会が設置されます。 

その後、伊賀市については、準備委員会までは設立しておるんですが、

その、伊賀市の準備委員会も伊賀市実行委員会へと移行する予定でござい



ます。ですから、平成３０年度以降に、本格的に準備に取り掛かるという

ことになって参ると思っています。 

現在、総会の方や常任委員会等が開催をしておりますが、今後について

は、毎年総会、常任委員会、あるいは各専門委員会を随時開催しながら、

本大会開催の前年、平成３２年度にリハーサル大会を開催して、平成３３

年度に本大会を迎えるという、そういったスケジュールになってまいりま

す。 

では、資料２の方の会議等でございます。会議等について、大きな会議

については、４つ行ってまいりました。 

１つ目、設立発起委員会ということで、こちらについては平成２９年３

月１０日にハイトピア、伊賀の方で開催をしております。この時には第７

６回国民体育大会伊賀市準備委員会設立趣意書（案）について承認を頂い

ております。第７６回国民体育大会伊賀市準備委員会設立総会の原案等に

ついてもご確認をいただきました。 

２つ目の第７６回国民体育大会伊賀市準備委員会及び、準備委員会の設

立総会でございます。こちらについては平成２９年４月２２日にフレック

スホテルの方で開催しております。内容については、第７６回国民体育大

会伊賀市準備委員会の会則・ならびに役員案についてご承認を頂いており

ます。 

３つ目でございます第７６回国民体育大会伊賀市準備委員会第１回総

会、設立総会と同日でございます。これについては、第７６回国民体育大

会開催基本方針、平成２９年度の事業計画･平成２９年度の収支予算案・常

任委員会への委任事項案について、ご承認を頂いております。 

４つ目についてですが、第７６回国民体育大会伊賀市準備委員会第１回

常任委員会を平成２９年１０月１７日に開催をしております。こちらにつ

きましては、第７６回国民体育大会伊賀市開催推進総合計画伊賀市準備委

員会専門委員会規程・専門委員会の構成案について、ご承認を頂いており

ます。 

会議等は以上でございます。２ページをご覧いただきたいと思います。 

２ページについては、大会等の視察でございます。左の方、スポーツ推

進課の方に国体推進係が出来まして、昨年度でございますが、希望郷いわ

て国体の視察を平成２８年１０月１日から１１日の間開催されている所に

視察に行ってまいりました。 

２番目です。福井しあわせ元気国体プレ大会の視察ということで、福井

国体の前年度にあたります、クレー射撃と剣道とハンドボールについて、

それぞれプレ大会の方の視察に行ってまいりました。 



３つ目です。これは本年度行われました、愛媛の国体について視察を行

っております。これにつきましては、すべての競技について視察を行って

まいりました。 

続いて PR 活動でございます。PR 活動については、伊賀市内で行われて

おります大きなイベントについて特にブースを設けたりしながら、国体の

PR を行ってまいりました。 

伊賀上野 NINJA フェスタ、つつじマラソン、学童軟式野球交流大会、

スポーツ少年大会、市民夏のにぎわいフェスタなどのイベントで PR 活動

を行ってまいりました。 

また、皆さんの方にもお勧めさせていただいている所ではございますが、

PR 用のポロシャツなどの購入も依頼しながら PR を行ったり、あるいは伊

賀市のホームページへの掲載を行っております。 

国体については以上でございます。続きまして、３ページをご覧いただ

きます。 

３ページ、２０１８ 彩る感動 東海総体に向けた取り組み、インター

ハイについての取り組みでございます。インターハイについては、大会の

概要でございますが、大会期間が、平成３０年７月２６日から８月２０日。

もう来年に迫ってきております。伊賀市での開催期間でございますが、伊

賀市では開催競技、サッカーの男子を平成３０年度の８月７日から８月９

日までの３日間、７試合を開催予定でございます。サッカー競技につきま

しては、これも国体と同じように、鈴鹿市・四日市市・伊勢市との共催で

ございます。 

サッカー競技については、芝生の大会でもございますが、芝生のグラウ

ンドで開催するには、試合数が多くございまして、人工芝も使いながらの

開催となりますので、１つの市で全ての試合をこなしていくのは難しいと

いうことで、共催になるのは致し方ないというところでございます。 

会議等でございます。１番、平成３０年度全国高等学校総合体育大会伊

賀市実行委員会の設立総会。こちらは、国体の総会と同じ日に合わせてや

っております。平成２９年４月２２日にフレックスホテルで開催しており

ます。平成３０年度全国高等学校総合体育大会伊賀市実行委員会の設立で

ご承認を頂きました。 

２つ目の平成３０年度全国高等学校総合体育大会伊賀市実行委員会第１

回総会、これも同日行っております。こちらについては、平成３０年度全

国高等学校総合体育大会伊賀市開催基本方針、ならびに２９年度の事業計

画、２９年度の収支予算、伊賀市実効委員会専門部会に委任する事項案な

どについてご承認を頂きました。 



３番目については、三重県実行委員会競技専門委員会、会場地市町担当

者会議等が行われております。 

大会等の視察でございますが、昨年度については、中国総体の方の視察

に行ってまいりました。期間については、７月２６日から８月２日の開催

で、広島県の県内の各地。サッカー競技については、広島県の方の各地で

視察を行っております。 

２番目の本年につきましては、南東北総体ということで、仙台市の方で

行っておりました、サッカー競技の視察を開始しております。 

PR 活動については、国体と同じブースを設けておりますので、国体と同

じことを記載しております。以上でございます。 

 

会長 

平成３３年の国体と、それから来年度、平成３０年の東海総体と伊賀市

はサッカーの男子ということでございます。その準備状況と説明をしても

らって。 

会長 何かご質問等はありますか？それではなさそうですので、次の議事の方

へいきたいと思います。 

 

３．議事 

（１）伊賀市スポーツ大会出場者に対する奨励金交付要綱の改正について 

会長 では、３の記事。まず１つ目が伊賀市スポーツ大会出場者に対する奨励

金交付要綱の改正についてお願いしたいと思います。 

事務局 資料３の２ページからご覧いただきたいと思います。伊賀市スポーツ大

会出場者に対する奨励金交付要綱の一部改正を…少し間違っていました。

新旧対照表でございます。 

 右側が改正前で左側が改正後です。 

事務局 まず始めに、この要綱というのは、どういうものかということを、改正

前の要綱で説明させていただきます。 

この、主旨でございますが、第１条にもございますように、スポーツ活

動の一層の振興を図ることを目的とし、全国大会及び国際大会に出場する

市民の栄誉を讃え、奨励金を交付するという、そういう目的で要綱が設置

されております。 

それから、どういう人が対象になるのかということで、第２条で交付対

象者を定めておりまして、第１号で市内に住所を有する個人、いわゆる市

民ですね。 

第２項では団体について謳っておりまして、市内の学校または、事業所

に所属する団体及び、市内に主たる活動拠点を有する団体ということで、

団体の規定をしております。 



それから、どういった大会に出場すれば交付されるのかということで、

第３条に定めてございまして、県大会もしくは、東海大会等の予選会など

を経て開催される大会。いわゆる予選を勝ち抜いて、それが全国大会まで

繋がるというものでございます。それから、２号には、県もしくは東海地

区等選抜チームにより開催される大会ということになっております。こち

らについては、わかりやすく言えば、国体なんかですと選抜チームがあっ

て出場しますので、そういうところに選抜をされて、出場した市民に対し

て交付、奨励金を交付すると、そういうことでございます。それから、第

４条にはその奨励金の額を別表にて定めています。 

第５条以降につきましては、事務手続きの方法についてを記載しており

ます。 

１番最後のページ、４ページをご覧下さい。奨励金の別表です。奨励金

の額でございますが、個人と団体で区分をしております。団体につきまし

ては、１０人未満と１０人以上という事を区分しております。個人につき

ましては、全国大会が１万円、国際大会が２万円と。１０人未満の団体は、

全国大会が３万円、国際大会が５万円。１０人以上の団体につきましては、

全国大会は５万円、国際大会は７万円という風な規定が現在ございます。 

それで、現在、ここ数年のこの奨励金の交付状況でございますが、ちょ

っと記載しておりませんが、平成２６年度が６５万円。それから、平成２

７年度が８９万円。平成２８年度が１１２万円と年々増加しておるという

状況でございます。この要因の１つとして思われるのが、全国大会に多く

見られますが、カテゴリーやレベルといいますか、そういうものによりま

して、全国大会の数が増えてきているということで、全国大会に出やすく

なっているというのが１つの大きな要因だろうという風に思っておりま

す。 

そこで、伊賀市もこれから予算の方が、との相談もございますので、少

しこの奨励金の方を見直しをしたいということで今回ご意見を賜りたいと

いうことでございます。 

それでは２ページに戻っていただきまして、改正後左側をご覧いただき

たいと思います。変更しておりますのは、交付対象者、奨励金の額、交付

の回数というところを変更しようと思っております。 

まず、交付対象者です。第２条のところに、今はございませんけれども、

今後あるかもわかりませんので、第２条の１項で、但し書きで、プロフェ

ッショナルは除く。いわゆるアマチュアの選手に限定をするということで

ございます。 

それから（２）、第２号のところでは団体を規定しておったんですけれど



も、その団体に加盟する選手を少し限定をさせていただきました。市内の

学校に通われている選手は除いておりますけど、実業団など、会社に所属

している方で、その選手の中にいる市民に対して交付をするということで

す。 

例えば、１２人で編成されるチームがございまして、その中に伊賀市民

が６人いるという場合には、１人当たりいくらということで、６人分に対

して支給をする。今までは、そうではなくて、伊賀市内の事業所の市民が

いなくても交付をしていたというのがございますので、市民に限定をした

ということでございます。 

３ページへ移ってもらいまして、交付決定の第６条でございます。ここ

では、国際大会･全国大会それぞれ同一年度に１回を限度とするという回数

を設けさせていただきました。現在１人で年度内に２回･３回全国大会に出

場される方、それから団体もございますので、そこは１回という風に限定

をさせていただきました。 

それから最終ページの４ページをご覧下さい。奨励金の額でございます。

ここは、まず個人のところで全国国際大会というのは、一律どんな大会で

も国際大会であれば、一律の額を支給しておりましたけれど、世界の最高

峰の大会というものと、それ以外というものに、わけさせていただいたと

いうことでございます。オリンピック、パラリンピック、世界選手権、ワ

ールドカップに出場される方につきましては５万円。その他の国際大会に

ついては１万円ということでございます。 

それから、全国大会については５０００円とさせていただいております。

団体については、今まで１０人未満の団体･以上の団体でそれぞれ奨励金を

交付しておりましたけれども、先ほども説明しましたように、その団体の

人数、そこに市内に住所を有するものが何人いるか、ということで、その

人数に個人の奨励金の額を乗じた額とさせていただきました。上限を１０

人で換算した金額という風に限度額を設けさせていただきました。 

それから、１ページへお戻りください。三重県下の各市の状況を全国大

会ですけれども、載せさせていただいております。個人につきましては、

津市さんは少し違いますけれども、そのほかは１万円か５０００円と。ど

ちらも半々ぐらいの割合になっております。全国大会につきましても人数

割のところ、人数によって１人いくらという区分のところと、うちのよう

に１０人以上とか未満で分けたというところも様々でございます。 

これらを参考にいたしまして、何かご意見を賜りたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

会長 今の説明で、ちょっとわかりにくいので、というところがありましたら



もう１回説明してもらいますが、よろしいでしょうか？ 

それでは、まず条例の方ですけど、第２条の『ただしプロフェッショナ

ルは除く』はいいと思いますが、『各号』についてはどうですか？このよう

な変更ですが。具体的には伊賀市内の事業所のチームが出ても、そこに伊

賀市内に現住所を有する選手がいなければ交付しないと。いれば、その人

数に合わせて、１０人までの上限です、ということですが。今まで一律チ

ームに出していたのを、チームの構成員×伊賀市内の住所を有する人の人

数ということですね。 

最近ではこんなチームはありましたか？ 

事務局 あるんです。練習拠点が伊賀市･名張市で半々ぐらいのチームが１つござ

いまして、その中には伊賀市民･名張市民が半々という風なチームから全国

大会に行くという申請がございました。今年につきましては、伊賀市民の

人数が何人かに対して、それを支給した。個人に、という扱いで支給した

のが、今年度でございます。 

会長 この形で支出する場合は、チームに対するものではなくて、個人に渡す

ということですか？ 

事務局 今後は個人に渡していきたいということです。 

会長 例えば事業所におめでとうと言うのではなくて、個人１人１人に渡すと

いうことで、チームに渡すということではないということですね？ 

事務局 今後はそういう形を考えています。 

会長 ただ、ほとんど全員が伊賀市の選手であれば、チームに渡すことも可能

ということですね。上限まで行くとね。 

委員 例えば、今後の高校駅伝の場合なんかは、高校生を対象になるわけです

か？ 

事務局 高校生の場合は、今ちょっと外させてもらいました。ご存知のように伊

賀白鳳高校は今年も都大路を走らせてもらいますけれども、選手を見てい

ますと、伊賀市に住所を有する選手というのが非常に少ない。１０人の登

録の中に１人いるか、２人いるかというところです。伊賀白鳳高校につき

ましては、伊賀白鳳という名前で、伊賀市を PR、十分していただいている

という風に思っておりますので、この 2 項のところで、市内の学校のとこ

ろには、それは入れないということで、その人数分で支給をすると。伊賀

市民がいなくても支給をするという風に考えを持っております。 

宮崎部長 入れないというのは、支給するということです。支給団体に含めるとい

うことですね、市内の学校は、住所にかかわらず。 

会長 細かく現住所を問うのは、事業所の場合ですね。学校の場合ではないとい



 うことですね。 

事務局 そうですね。 

会長 小･中･高は関係…小学校・中学校はわからないですけど、高校生もチー

ムの所在地ということで。実業団になった場合は、現住所を問うというこ

とですね。 

部長 わかりにくい表現で、もうちょっとわかりやすい表現に変えて。 

会長 例えば最初は、小学生･中学生ですけど、学校ではなくて色んなチームが

ありますよね？民間のチームじゃないんですけど。それは学校とは含まな

い？  

事務局 すみません、もう１回… 

会長 例えば来年、小学校や中学校の代表として出るんじゃなくて、何とかい

うチームを作って、チームで出ますというのは事業所扱い？ 

その中には、もちろん伊賀市内の選手もいれば、市外の選手もいるチー

ムが。ただ、その拠点は、そのチームの現住所は？ 

事務局 それは今、この 1 番最後の部分にあると思うんですけど、伊賀市に拠点

を有する、活動を有する団体ってどこにあるのかなぁ、ということで今の

ところは、人数分で支給するとるという、現住所を有するもの、というこ

とはかけてあります今のところは。 

会長 だからここにある学校というのは、学校単位で出るということで、小学

生･中学生･高校生が出る、というものではないということですね。 

事務局 あくまでこれは単位を言っております。 

会長 学校単位で出るということですね。 

委員 スポーツ少年団はどうなるのか？ 

委員 スポ少の場合… 

委員 スポ少へ登録している者が登録するのと、クラブとして出るのとがあり

ますやん？同じ大会でも。その時に、スポーツ少年団の団員であれば、伊

賀市のところで登録して、活動しているのでやってほしいけど、クラブの

場合は、伊賀市に登録してあっても、選手が三重県にいるとか向こうから

集めているとかがありますので。 

事務局 その場合は市民の数になりますよね。スポ少はほとんど今伊賀市の学校

単位ぐらいであるので。ほとんど全員が市民じゃないですか。だから全て

対象。クラブチームの場合は、例えば、甲賀市の住民も他の市の住民もお

りますので、その方々は対象外として。 

委員 全国大会という名前がついたもの全て対象になる？ 

事務局 そこが１番難しいんですけれども、今のところは福祉的な大会は外して

おります。年輪ピックは入れていない、外していると思います。 



委員 色んな○○杯とか、剣道なんかでも色んな、細かい試合というか、大会

というか、全国を対象とした大会とか。それは一応全国大会ですか？ 

事務局 今のところは全国大会として、対象にしています。 

会長 県大会とか東海大会の予選がない場合はならない？ 

委員 ならない。予選を通過していかなくてはいけない？ 

会長 

 

この辺がやっぱり１番難しいところですね。 

予選でも、県内の予選でたくさんのチームが集まる予選もあれば、３チ

ームぐらいで終わってしまうというものもあるので。一応それは、予選が

あるかないかということで作っていかないとね。 

事務局 県下でそこの予選に参加するチーム数を限定しているのは、確かに一つ

だけあったと思います。それ以外のところは、そこは限定をしていない。 

委員 これでかなり下がりそうですか？ 

事務局 一応試算では２０万ほど。２８年度と比べれば、２８年度と同じぐらい

くれば、２０～３０万ぐらいは減るのかな。 

団体というのも今多いのは、やっぱり個人の出場が１番多いですので。 

委員 これ、補欠の方は対象にならない？ 

事務局 いや、なります。大会に登録したメンバーということで。 

事務局 市町によりましたら、監督やコーチを含めるところもあるし、含めない

ところもあります。 

宮崎部長 例えば、名張のチームでもですよ、そのチームから出るのであっても、

市内に住所を有している子だったら、１号の市内に住所を有する個人とし

てお支払いするという。 

事務局 今もうそういうのはあります。 

宮崎部長 １号で拾える？ 

事務局 １号で拾えますね。例えば、高校が津市とか四日市とかにあるじゃない

ですか。やっぱり行くじゃないですか、伊賀市からでもね。全国大会にも

やはりチームとして出ますよね？そうしたら、伊賀市の市民ですので、申

請があれば個人に対して、奨励金を交付する。 

委員 高校野球なんかでもそうですよね。選手が三重県伊賀市に住所があれば。 

会長 ６条の２にある、同一年度に１回の限度というのは、個人で出て、次に

また団体で出るというのも、その１回に数えるわけ？ 

事務局 そこまでちょっと考えていませんでした。今までのケースだと、ないか

なぁ…。今まであるのは、団体出場かどちらかですね。 

会長 同じチームが全国大会に２回出る場合だと、もう１回にして下さいは出

来ますよね？でも、個人となってくると市民も変わったりするから。 



事務局 そこはちょっと違うのかなぁ、とは思いますけれども。 

会長 まぁ、あんまり削る方向じゃなくて、出してあげる方向で考えていただ

けたらと思いますので。 

会長 この変更について、よろしいでしょうか？ 

宮崎部長 もうちょっと文章を精査しないと、わかりにくい部分があるかなと思う

ので、また表現を精査させていただきます。 

会長 表現の中身が理解しにくいというのも、また精査してください。 

委員 とりようによっては誤解されてしまう可能性があるのでよろしくお願い

します。 

宮崎部長 精査させていただいて、例えば『プロフェッショナルは除く』と書いて

あるんですけれども、逆に『アマチュア競技者に限る』とした方がいいか

もわからない。除くよりも、限るとした方がいいかも。そういうところの

見直しはさせていただきたいと思います。主旨は、こういう主旨だという

ことで。 

会長 また、表現は変わるかもわかりませんが、内容的には今のままの内容と

いうことでよろしいですか？ 

では（１）の方はこれで終わらせていただきます。 

 

 （２）体育施設の適正化について 

会長 それでは（２）の体育施設の適正化について、資料が４･５･６･７とあり

ますので、随時説明の方をお願いしたいと思います。公共施設最適化計画

の概要についてお願いします。 

事務局 それでは、私の方から、公共施設最適化計画の概要についてご説明させ

ていただきます。資料４の１ページをご覧下さい。 

まず、本計画の位置付けと計画期間ですけれども、伊賀市では、平成２

５年６月に公共施設白書というもので課題が見えてきたということで。そ

の課題というのが、他市と比較して施設の保有量が多く、老朽化が進んで

いる。また、人口減少や少子高齢化が一層進行していく中、施設の更新費

が不足してくる、という課題が明らかになりました。 

この課題について、解決に向けて、平成２６年の３月の公共施設最適化

方針、ここで言ったらステップ２ですね。最適化方針で、いつまでに、ど

の程度まで取り組むかの全市的な目標を設定いたしました。 

方針の考え方に基づき、より具体的な取り組みに繋げていくため、市全

体の総量目標を施設の用途別に展開するとともに、地区別の機能移転や複

合化の検討結果を取りまとめ、公共施設最適化計画を策定しています。 

その中で、三原則というのがございまして、それは２ページの方に記載



してあるんですけれども、まず三原則。３Ｒと言われているものですけれ

ども、Reduce、総量の縮減。全体の量の縮減。それと、Remix。機能の複

合化。機能が同じものであったら統合するであるとか、そういった Remix。

Run、これは運営の適正化。例えば利用料金を値上げるとか、今市がして

いるものを民間団体にするとか、運営の適正化のことでございます。 

それと、計画期間につきましては、目標年度を公共施設の建替えがピー

クを迎える平成４２年度から平成５７年度までとし、平成２７年度から平

成３１年を第１期。現在は第１期中ということでございます。以降５年ご

とに第２期･第３期に分けて、期ごとの実行計画を立案し、実行していくと

いうことでございます。 

また、本計画策定までのプロセスについては、１ページの下の方に記載

してございますけれども、下図のとおり、外部に有識者などによる外部委

員から構成される「伊賀市公共施設最適化計画検討委員会」と庁内組織と

して発足した「伊賀市公共施設最適化計画検討会議」が連携を図り、住民

説明会や意見交換会などの市民の皆さんの意見を参考にしつつ策定してい

るということが１ページの下の方に書かれてございます。 

それと、用途別の総量縮減により最適化ということで、２ページをご覧

下さい。 

最適化方針の三原則、３R の Reduce の総量の削減に基づき、建替えの

ピークが始まる、平成４２年度までに３４％減、全体の３４％減を目指す

ということです。建替えのピークが終わる平成５７年度までに４３％減と

いう総量の縮減目標を設定しています。 

２ページから６ページに用途別の目標及び基本方針を掲載しておりま

す。この表になっているのが、全ハコモノの用途別目標と基本方針でござ

います。それで、当委員会に関係のあるスポーツレクリエーション施設を

抜粋して計画時期を追記したものが、この資料４の１１ページが抜粋でご

ざいます。 

これの１１ページ。ちょっと差し替えてくださいと言って渡した表です

ね。１１ページがそれを抜粋したものになっています。スポーツレクリエ

ーション屋内スポーツ施設・屋外スポーツ施設ということで、書いてござ

います。 

１１ページをご覧下さい。この見方ですが、この表に記載してございま

す総量目標は、施設（ハコモノ）の縮減目標を示したものではなくて、機

能のサービスなどの廃止を意味しているものではないということでござい

ます。 

また、施設ごとの方向性は、例えば縮小であるとか、書いてございます



けれど、この方向性については、これは庁内の協議結果を踏まえた内容を

記載しておりまして、今後、地域住民の皆さんの意見を踏まえて決定して

いくものでございます。 

施設を民間に譲渡し、民間にてサービスを継続する場合も縮減と書いて

ございます。それと、本表に記載しております内容は、平成２７年３月時

点の方向性を記載してあります。ですので、すでに屋内スポーツ施設の上

野運動公園体育館については、平成２９年３月３１日で体育施設条例から

廃止しており、これにつきましては、土地を建物つきで売却に出している

ところでございます。 

青山上津体育館・青山博要体育館については、平成２９年６月３０日で

体育施設から除外しており、色がちょっと変わっているんですけど、ちょ

っとわかりにくいんですけど、青と書いてある青山上津体育館と青山博要

体育館についても、平成２９年、６月３０日付けで体育施設から除外した

ものでございます。 

青山上津体育館につきましては、教育委員会に所管換えをいたしまして、

今、学校法人神村学園に貸付をしているところでございます。青山博要体

育館につきましては、一応除外いたしまして、体育施設条例から外しまし

て、今後の方針については、一部地域については、取り壊してほしいとい

う要望を聞いておりまして、今後対応していかなければならないという風

なところでございます。 

それと、スポーツレクリエーション施設の屋外スポーツ施設でございま

すけれども、大山田のせせらぎ運動公園につきましては、平成２６年の３

月３１日で体育施設条例から除外し、大山田支所に所管換えをしています。 

また、青山上津グラウンドと青山博要グラウンドについては、平成２９

年度６月３０日付で体育施設条例から除外しておりまして、青山上津グラ

ウンドについては、先ほど体育館のところで言いましたけれども、教育委

員会に所管換えをいたしまして、体育館と同じく、学校法人神村学園に貸

し付けているところでございます。 

また、青山博要グラウンドにつきましては、博要地区、住民自治協議会

に無償で土地使用貸借契約を市と交わしているところでございます。 

それと、総量目標３４％達成によるコスト削減の効果について、資料の

７ページをご覧いただきたいと思います。７ページのところに、伊賀市が

掲げている総量目標の３４％削減するとどうなるか、ということが書いて

ございます。延べ床面積を縮減することによって、施設更新費の削減。そ

れと、施設維持管理費が削減できるということです。それぞれの金額につ

いては記載しておりますので、また、ご確認いただけたらなと思いますの



で、この７ページの上段の部分に３４％削減すると、これだけ減りますよ。

ということが書いてございます。 

それと、三原則。この８ページですけれども、８ページには、運営の適

正化 Run に対する考え方として、三原則、Run の運営の適正化の考え方に

ついては、受益者負担見直し。例えば、利用料の変更とか。そういうこと

が、利用料の見直しなどによる受益者負担の適正化に関する考え方を提示

しております。 

８ページ上段の１番から５番が、この受益者負担の適正化に向けた取り

組みということでございます。 

また、三原則 Remix 地区別の機能複合化による最適化については、建物

の保有と実施している機能サービスを分けて考える必要性の高い機能につ

いては、周辺施設への移転を行うということなどが記載されていますので、

８ページの下段の部分をご覧いただきたいと思います。 

まだ私も勉強不足なので、わかりにくかったかと思いますけれども、公

共施設最適化計画の概要版の説明については以上でございます。 

会長 伊賀市全体の最適化計画と、それから体育施設の最適化計画と２つの説

明をしてもらったんですが、質問意見等はございませんか？ 

委員 市民体育館１時間ずつの単位でしていると思うんですけど、１時間の時

間丁度で入れ替えはとても難しいんだけど、単位を１時間３０分とか、そ

ういう場合にして貸し出すといったことは出来ませんか？ 

１時間でやっていたら、実質４０分ぐらいしか中身が出来ないんですよ。

そうすると、高校生やら中学校の高学年の子が他に流れるかもわからんけ

れど、小学生がそこを借りるとどうしても入れ替えの時間に時間がかかっ

てしまう。時間を１時間じゃなくて、１時間２０分でもいいし、そう時間

をちょっととって、貸し出すという形にしてもらえたら、スムーズに活動

できると思う。 

事務局 この１時間区分で利用できるように定めておりまして、それは、今のと

ころは準備も片付けも含めて１時間という風にさせてもらっているので、

今言われているようなことになっているだろうと思うんですけど、それを、

準備とは別に、活動時間だけで１時間という風な設定をするということで

すか。 

委員 小学生の場合はその時間を認めさせてほしいという気が少しするんです

が。 

委員 それは１時間じゃなく２時間借りることは出来ないですか？ 

事務局 それは２時間で借りていただくということになりますよ。 

委員 それやったら十分時間あるんじゃないの？ 



事務局 だけど２時間分払わないといけない。 

委員 お金を沢山持っているところだったら、そのお金が払えるかもわからん

けど、小学生からそんなにお金を取れないようなところがやっているとこ

ろは難しい。 

委員 ３０分単位にすることは無理なんですか？ 

委員 計算が難しい？ 

委員 時間を１時間３０分にするといった形でしてやるともっと活動しやすい

と思うし。 

委員 それは出来そうな感じがしますね。出来ないですか？ 

宮崎部長 今ではですね、実は中学生以下は半額にしています。料金は。一般の利

用は、例えば市民体育館ですと、前面１時間で一般は１０００円。中学生

以下は５００円というような、中学生以下は半額にはしてあるんです。た

だ時間は１時間単位ということですので、その、準備片づけを含めての時

間になってくるので、例えば２時間借りていただいて、その中で片づけま

でしてもらわんなん、ということですね。準備と。半額にはしてあるんで

すけど。 

委員 小学校の子はあんまり、低学年の子は１から１０までしていると時間が

ない。我々、例えば大人がついていたらこの時間に終わりですよと、全部

してくれているんですけど。だけど、小学生にそれをさせると、その時間

は大人が関与しないといけなくなるので。だからその３０分というのは大

事な時間ちがうかなと思う。 

１時間３０分という形をとってもらえたら。 

宮崎部長 あの、これ現状的に１回どういう単位で使用団体が利用しているかを調

査させてもらいます、申請で。どんな単位で１時間単位で中々とらんと、

やっぱり１回体育館を使ってもらうんだったら、２時間単位とか３時間と

か、普通の申し込みだったら多分２時間単位ぐらいで申し込んでもらって

るんじゃないかなと思うんですけど。 

委員 でも、大会だったらそういう形をとっていけるかもわからんけど、みん

な集めてトレーニングとか短時間もあるもんで、 

宮崎部長 いや、みんなの使って、実際に申し込み単位は大概多いのはやっぱり２

時間ぐらいで申し込んでいただくんちゃうんかな、団体によっては。１時

間の練習時間で、もし、現実はわかりませんよ。ちょっと、実際どうなん

でしょうか？ 

委員 実質その１時間というのは、低学年がやっている１時間で終わらすとい

う感じでやってるわけです。 



宮崎部長 １時間しか申し込んでないんでしょうか？２時間申し込んであるわけで

はないと。そこらが一体どういう風になっているのか調べさせてもらいま

す。 

会長 ２時間申し込んだら利用料金が倍になっちゃうから。１時間しか申し込

んでないということですね。 

委員 １時間３０分というのを作ってもらえれば。 

宮崎部長 確かに１時間で申し込むなら、３０分しか実際には競技が出来ないとい

うことですね。 

委員 まぁ３０分～４０分ぐらいやなぁ。 

それも大人が関与して、初めてその時間になるんで。 

宮崎部長 よくわかります。 

委員 運用面を考えると３０分単位は難しいかわからないな。 

委員 ３０分余裕があったらね、いいと思いますけど。２５０円プラスしても

らわないといけないけど。 

会長 使用時間については、今後検討してみていただいて 

事務局 そういうね、３０分とか１時間３０分にしてくれとか、そういう声はや

っぱりありますわ、大人でも。あります。それもこの中で説明しましたけ

れど、今後、利用料金の見直しは避けられないものですので、その中で時

間についても検討していきたい。 

宮崎部長 利用団体の方の声も聞かせてもらうのが１番。１時間３０分という単位

が１番望ましいのか。 

委員 １時間使用するのに１時間３０分借りたいというか、話を持っていって、

また、借りる方もそういう感じで借りるという感じで、そこらの検討をよ

ろしくお願いします。 

会長 それから、もう１つ質問なんですけれど、施設ごとの方向性で継続とい

うのはわかるんですけど、縮小とか一部縮小という、この縮小というのは

どんな中身の縮小なのか。具体的にも色々施設によっては違うかもしれま

せん。例えば上野運動公園スポーツセンターの縮小というもの、これはど

ういう縮小か、ちょっとこれを１つ例に挙げて、どこまで決まっているの

か、方向としては、例えば建物全部をなくしてしまうのが縮小じゃないで

すよね？それを縮小と呼ぶんですか？ 

事務局 いや、違います。 

委員 縮小とえらい抽象的に書いてあるけど、 

事務局 縮小の中にも色々ありまして、そのまま廃止する場合もありますし、統

合する場合もありますし、中身というのは色々ありまして。 



宮崎部長 例えば、この上野運動公園スポーツセンターの中ですと、プールなんか

だけは、今も５０メートルのプールを閉鎖させてもらってますけれど。 

会長 いや、プールは下に縮小と書いてあるので、センターの建物じゃないで

すかね。縮小と書いてある 

宮崎部長 ここに書かせてもらってあるのは、建物の面積だけなんですよ。現在の

用途別面積というのは。 

委員 面積を縮小するということ？ 

宮崎部長 そういう形ですよね、この 

会長 伊賀上野武道場の縮小になっているんですよね？単に弓道場をなくすだ

けの縮小なら、わかるんですけど。施設全体を縮小するということなのか、

ちょっとその辺も。 

宮崎部長 これは建物だけではないのかな？この縮小は。 

会長 運動公園のテニスコートも縮小となっているので、こんな縮小…縮小の

内容もちょっとわかりにくいので 

事務局 例えば、縮小の中でも１部を移転する、今上野の公園は６面テニスコー

トがございますけれど、それを３面を違うところに移転させることもまた、

縮小です。 

会長 それはいいんですけど、何で縮小･移転してその残った場所は売却です

か？ 

事務局 例えば譲渡ですね。縮小して残った土地は更地にして譲渡していくとか

です。 

事務局 大体、先ほども言いましたけれども、総量として全体の３４％を縮小し

ないといけない。そうすると、１１に書いてある、この屋内スポーツ施設

については、体育施設のパーセンテージだったら、５２％の縮小をしない

といけないのが、今１１ページのところに書いてございますのが、スポー

ツ施設の、屋内施設の目標ですね。 

委員 体育館の縮小というのは、どうするわけ？体育館を半分に切るの？ 

事務局 そのまま残して、民間に譲渡するのも、これも縮小です。機能はそのま

ま残しておいて、市がもう持たない。民間に運営を任せて、市の負担を軽

くする。これも縮小です。 

会長 縮小の中身は、まだ具体的には… 

事務局 それについては、地元説明会を経て、検討。先ほども言いましたけど、

内容については、検討会議で出た内容を書いてございますので、これから

の方針については、住民説明会等で相談させていただいて、決定していく

ということになります。 



会長 具体的な決定を進める時期はいつですか？ 

事務局 今、下の項目で第１期の説明が、次、第２項目であるんですけれども、

これが第１期で検討しやんなん施設が今この８つが、今この平成２７年か

ら３１年度にやる、検討していく施設。今この資料５に付けてあるのが施

設でございます。 

第２期というのは、先ほども言いましたけども、３２年から後５年で３

期中は３８年から５年で、ということになっています。 

会長 その間に、例えば利用団体から色々意見を聞いてもらうとか、という時

期があるわけですよね、当然。 

事務局 利用団体からのアンケート調査であるとか、利用率をもっと詳しく調べ

るとか、というのをさせていただいて、この適正配置の計画を、出来たや

つを審議会の方で、検討いただくことになります。 

会長 第２期はいつでした？ 

事務局 第２期は、平成３２年から５年間。 

会長 １期はもう始まっている？ 

事務局 はい、１期は平成２７年から始まっていまして、今のご質問のついでに、

この第１期自主計画の状況を言わせていただいた方がよろしいですかね？

わかりやすいですかね？ 

今、体育施設の中で第１期自主計画の状況ということで、今この資料５

の８施設が第１期で検討しなさいよという風な施設でございます。１番目

の上野運動公園体育館につきましては、先ほども言いましたけれども、平

成２８年の３月３１日付で体育施設条例から廃止になっておりまして、こ

れにつきましては、機能については新しく伊賀市民体育館の方に移したと

ころでございます。この、残っている上野運動公園体育館につきましては、

１１月１日で売却及び貸付に出来る状態になったことから、管財課の方に

所管換えをさせていただきまして、今、一般競争入札で入札をしていると

いうところでございます。 

２番目の青山高尾体育館については、まだ今後地元説明会などを開催し

て、調整中ということでございます。それと、青山児童屋内体育館につき

ましても、これも地元説明会を今後して、今後の方針を決めるという状況

です。 

４番目の青山博要体育館につきましては、平成２９年６月３０日で体育

施設条例から除外いたしまして、今、体育館としての地元利用はないこと

を確認させていただきまして、今後の、取り壊してどこかへ売却に出すの

か、地元へ更地について貸出するのか、まだ決定していないところです。 

それと、大山田東グラウンドにつきましては、一応、自治協の役員と話



しをいたしまして、平成３０年度に地元説明会をさせていただくと、いう

ことになってございます。 

青山高尾グラウンドについても、地元説明会開催に向けて、支所･自治協

議会と調整をして、検討していくということです。 

それと、先ほど言いました、青山博要グラウンドにつきましては、これ

についても平成２９年の６月３０で体育施設条例から除外いたしまして、

同年の７月１日付で博要住民自治協議会と・土地使用貸借契約を締結して

ございます。 

青山矢持グラウンドについては、今後地元説明会を開催して、方向性を

決めるというところでございます。これが第１期に検討をしなければいけ

ない８施設でございます。 

会長 この、今施設を見ると、旧の小学校の体育館グラウンドが多くないです

か？ 

事務局 青山の方が多いです。 

会長 大山田もそうですか？ 

事務局 そうです。 

会長 校舎はどうなっていますか？グラウンド体育館は一体のものとして、捉

えてないですか？ 

事務局 校舎は今、住民自治協会の事務所になっていたり、校舎についてはまだ

普通財産としてのこっています。 

青山は普通財産で住民自治協会に貸付けています。 

会長 建物と体育館とグラウンドは一体ではなくて、別々の、地元の方も別々

の考え方ですか？例えば、駐車場にグラウンドがあると便利だとか。そう

いう考え方はない？ 

事務局 それはないとは言えません。 

会長 自治協と話をすると、体育館は維持管理が大変なので、ちょっと地元で

持つのは大変かもしれませんけど、グラウンドぐらいやとね。 

事務局 支所さんの話を聞くと、青山のグラウンドについては、概ね体育施設条

例から外すことについては、やぶさかではないというような答えは聞いて

おります。それを博要グラウンドと同じように、地域に無償譲渡か、使用

貸借契約をしていきたい。 

会長 地域と関連の強い施設ということで、運動公園の体育館だけは移転をし

たので、今のものは売却ですか？ 

事務局 売却で１１月１５日号の広報にも載っていると思うんですけど、競争入

札で募集しているところです。 



委員 建物ごとですか？壊さずに？ 

事務局 建物付きでです。 

委員 小田住民ね、結構あそこから、国道からすごい世帯があるのに、もし、

この武道館だけで避難所でいけるのかな？と。 

自治会で把握しているだけでも３２０所帯があって、後もうマンション

とかすごい数ですよね。だから、もし何かあったとき 

会長 学校もないしね。 

委員 そうなんです、学校がないんです。 

委員 当然そのことは考えてくれていますよね、市は？ 

委員 一番大事なこと。危機管理は、なんせすごい数ですもの。 

事務局 どこも避難所というのは、そこの地区全員を受け入れられるかというと

そうではない。ずっと避難していなくてはいけないような時は、別の方法

を考えなければいけませんよね、仮設住宅とか。 

ですので、中々住民全てを受け入れられる避難所を用意というのは 

それは無理だと思いますけどね 

会長 とりあえず、屋根がないところとか、運動公園のグラウンドが避難所に

なりますよね。バックスペースとしてね、屋根がないので、避難所になる

かどうかは、ちょっとあれですけど。 

宮崎部長 危機管理の方が、色々検討してくれていると思うんですけど、必ずしも

公共施設を避難所に指定しなくても、民間の企業さんに、連携して協定を

結んで、使っていただけるという方法も考えていますし、避難所のためだ

けにその施設を残していかんなんとなれば、それがいつあるかわからんや

つのために、毎年毎年経費を負担していかんなんということの中では、現

在違う目的で利用されているところを避難所にしていくとした方が本来の

考え方と思う。 

会長 以前ちょっと話題にも出たことあるんですけど、運動公園は大変駐車場

が狭いので、あそこを壊して駐車場にという話もいいなという話はしてい

たんですが、そういうのを今は検討材料には残ってますか。 

宮崎部長 ないですね。 

宮崎部長 この『縮小』という言葉なんですけど、やはり譲渡、取り壊して売って

しまうという考え方、それから、用途を転用しますよと違う目的のために

使いますよと。それから移転という、他のレクリエーション施設とかと考

えますと、例えばテニスコートなんかでも伊賀市にたくさんありますけれ

ども、全体で３６面あったら、これを必要な数の２０面にしましょう、じ

ゃあどことどことどこを残して２０面にしていきますか？という、数の全

体を縮減していくというのも縮小と言います。 



会長 そういう場合は、例えば面数を減らす場合は、集中するという方向です

よね？分散ではない？ 

分散ではなくて基本的には集中ですよね？ 

宮崎部長 ここでそれも議論いただく必要があると思いますけれどもね。 

会長 例えば、このスポーツセンターの入り口の建物ですけど、あれはかなり

古いと思うので、 

宮崎部長 それが縮小にあたっているんだと思います。 

会長 古い建物がなくてもいいかというと、あの野球場と競技場の２つを管理

するためには、やっぱり少なくとも小さくてもいいですから、管理塔は要

りますよね。だから、あれを１回壊して、２階建てになっても左の管理塔

を建てるという、それでも縮小ですか。 

宮崎部長 それも縮小のうちだと思います。 

会長 その辺の意見をまた、聞いて…聞く機会はあるのかな？ 

宮崎部長 それらもあると思いますし、そのままの大きさの建物を建てるというこ

とは無理だということで。あれほど金のかかる建物は出来ないなぁと。 

委員 貸し出すということはできないのか？例えば体育協会の事務局にすると

か。あれ、倉庫になってるんやんな？使わんと。あれとかは、倉庫周りの

やつを出してもらって、事務局を希望するところもあると思うので。 

宮崎部長 そうです、その譲渡というところは、それに該当してくるかなと。例え

ば、民間の方が使っていただくといったようなケースもありえると。 

委員 借り手はあると思うな、ああいうところは。 

宮崎部長 今ですと、指定管理者が両方指定管理をしてくれていますので。指定管

理をする方が入っていただく施設といえば、どうしても必要になってきま

す。でも、あれだけ大きいものは、要らないと。 

会長 他にどうですか？ご意見。この、最適化計画について。 

会長 基本的には、集約をしていこうという。希望としては、方向としては、

面積は集約の方向で、市の方針だと思いますが、集約したところの施設と

いうのは、ちょっと価値のある施設になってくると、ただ、８つあるのを

４つにして、はい終わりではちょっと。４つにしたなら、４つの１つ１つ

が結構、前よりも少し充実している、使いやすくなっているというような、

そういう風な方向でしていってもらえたら。 

宮崎部長 おっしゃる通りだと思います。 

委員 今会長さんがおっしゃったように、住民が減ってきて縮小されるのは当

然のことだと思うんですけど、その分、高齢者社会になってきますよね？

そうした時の高齢者の集いをするような場所にも縮小した分のとこへ何か



考えていただいて。やっぱりそういう声ってすごく多いんですよ。今、民

生委員をさせていただいていまして。何か私達が運動できるようなところ

はないだろうかとか、寄っておしゃべりをするところって中々公民館では

限られてきます。市民センター行くまでは遠いし、ということで、そうい

うのも言われていますので、もしまた、こういうスポーツセンターの再利

用などがありましたら、ぜひ、ここらに入れておいていただいて。そうい

う高齢者が何か集えるような場所が１つでもあればなと思います。 

宮崎部長 建物施設ということやね。ハコモノの施設。 

会長 今、公園のプールはほぼ縮小ということで、だから、あそこの跡地利用

を高齢者の人が集いやすいような、公園的なものにしてもらうということ

も。運動公園ですから、散歩できるとかね。ちょっとした軽い運動が出来

る、そんな施設に、プールがなくなるのならそんな風なこともまた、ある

かもわからないですけど。 

宮崎部長 これの計画の根本なところは、そういう、市が地域なんかにものすごく

縮小した施設・廃止した施設を譲渡しています、無償で。無償譲渡してい

ます。地域で使って下さいという事をどんどん今やっております。 

集議所なんかでもそうなんですけど、その中で、将来継続してそこを管

理して、やっていただける、受けていただける団体があれば、例えばそう

いう施設を残した時に、市は直接そこは守りしませんよと。電気代も水代

も点検しませんよと。しかし、違う団体さんが、あるいは企業さんでもい

いんですけど、受けていただけるのであれば、そこでお渡ししますよとい

うようなスタンスなんです。 

だから、地域の方が集えるような場所、そういうところでも、地域の中

でも、今まで市が管理していた集議所とか、色々、それで私は色々と地域

をお渡ししているわけですけども、管理をしていただくというような形が

１番望ましい。 

委員 望ましいんですけど、やっぱり地域に色々な事情がありますので、 

宮崎部長 経済的な部分が、それを地域でになえるか。の問題もたしかにあります。 

委員 地元の説明会というのが十分やっていただけたら、その中で色んな意見

が出ていいんじゃないですか。 

委員 体育館をいただいてもその後の維持管理費がむずかしいようです 

宮崎部長 特に１番困ったのが学校の廃校です。施設が大きすぎて、地元では、こ

んなものもらってもどうにもできない。年間何もしなくても２００万･３０

０万かかる施設になってしまいますので。それで、解体するしかないとい



うようなことになって。 

会長 近いうちに長田が空きますよね？ 

宮崎部長 そうですね。 

会長 長田と新居が一緒になって。 

会長 （２）の１つ目と２つ目、この２つはよろしいですか？ 

では次に施設の利用状況等について、お願いします。 

事務局 施設の利用状況については、説明というか、資料６をご覧下さい。これ

については、平成１７年度の利用日数･利用者数と２６年度・２７年度・２

８年度の利用実績の方を記載してございます。今後検討していただくにつ

いては、もっと詳しい利用状況をご提示させていただかなあかんのかなぁ

と思っておりますが、今現在わかる範囲で記載してございます。 

この２ページ目なんですけど、１ページ目は利用人数と利用日数なんで

すが、２ページ目については利用日数、その施設の稼働日数、利用料収入

と支出。そして、最後に書いてあるのが指定管理料と書いてございます。

これについては、これだけ維持費がかかるけれども、利用料収入はこれだ

けですよという風なことが、読み取れるかなと思います。 

３ページ目についてですが、これにつきましては、再編検討対象施設と

いうことで、今伊賀市の体育施設条例に載っている３３施設を、検討時期

を盛り込んで記載してございます。 

簡単ですけれど、施設利用等については、以上でございます。 

会長 ３ページに先ほどの施設の中に、もうちょっと詳しくわかるようなもの

はありませんか？ 

委員 この７番目の上野の武道館の縮小･移転というのは、弓道場の移転のこと

ですか？ 

委員 弓道場は、もう移転されていますよね。まだなにかありますか 

事務局 あとは、その施設、今の計画の中では、伊賀市民体育館のところにこの

武道館も移転していくような、そういう計画になっております。 

委員 跡地をまた何か考えたらいいけど。 

事務局 計画はですね。実際今後どうするかは、またちょっと。私らの思いの中

ではまた違う部分もありますけれど。 

委員 ２ページの支出と指定管理料なんですけれども、支出のうちの、例えば

この初歩的な諸々の支出が実質１９０万のところで、指定管理料が８５０

０万円というのは、支出の内の指定管理料が８５００万円ということ 

事務局 そういう意味です。 

事務局 これを見ていきますと、支出と利用料収入の割合が、２０％ぐらいにな

っています。全てにかかる費用のうち利用料収入が２０％。これが適当で



あるのか適当でないのか。適正であるのかというところも今後の課題だと

いう風に思います。 

これからその計画を策定するにあたって、色んなアンケートも当然必要

になってくると思っていますので、そんな中に市民の声として、スポーツ

をする人･しない人、それぞれどういう風な思いを持っているのか。 

恐らくスポーツをする人にとっては安いに越したことはないけれども、

スポーツをしない人の中には、私はしないから、ここはもうちょっと利用

者に負担してもらって、その残った分は福祉の方に回してもらうとか、そ

ういう風にお考えの方もいるかもわかりませんので、その辺も検討してい

ただく部分かなと思いますので、皆さんにご覧いただきたいと思います。 

会長 この表を見ていただいて、どうですか？ 

会長 どんな施設でも、収入と支出が拮抗するとは考えにくい。 

宮崎部長 まず無理ですね。したがって公共施設としてなっているわけです。 

会長 市が負担してもらえるかということですよね。 

宮崎部長 スポーツの振興とかね、皆さんの健康作りとかそういう方面で市がどこ

まで持つかというのはおっしゃる通りです。 

会長 これを見ると、しらさぎの多目的グラウンドが１番最近出来た施設です

けれど、全体を見てもかなり指定管理料は高くなってますけれど、でも、

あの施設は本当に使っている人は、ものすごく喜んでもらっているんで、

ああいうのはやっぱり、経費だけを言うとちょっと大変ですけど、他の目

的もあって作られるわけですから、あれは本当に県内でもあれぐらい広い

屋根つきのグラウンドはないと思うので。 

委員 建てたばっかりですからね。建てたばっかりだから中々難しい。 

宮崎部長 福祉的な観点、健康寿命の増進というのが非常に 

会長 高齢者の方の利用がかなり高い。 

委員 あそこの入り口を閉めてある。そのまま公園の方へ入れるようになって

いたのに、今は閉まっている。 

事務局 車が行かんようになっているということですか？ 

委員 車。全部しらさぎ公園のここの前を通って中に入らんと公園に入られな

い。 

事務局 前の公園の駐車場は、道から入れるようになってませんのかな？ 

委員 あれが閉められてある。 

事務局 公園は停めてある？それは…なんでなんでしょうかね。 

委員 その施設を使うときには、これでずっと行けるけれども、なぜ止めたの

だろうか？ 

事務局 都市計画課が管理しているところが全体の管理をしているので、その辺



事務局 の理由は聞いてないですけれど、停めるとも伺ってないので、その辺はま

た確認したいと思いますが、 

委員 まぁ、この場には関係のないことやから。せやけど、あれ、通っとった

ら便利でいいから。この辺でようけ使っているかは知らないけど。 

委員 利用料の収入の中で、剣道場とか柔道場とか会議室、これは収入の価格

とかは書いてないですけど。 

事務局 区分けが出来なかったので、合わせてです。 

委員 そういう意味ですか。合わせて武道場の中に、そういうことですね。 

会長 どうですか？よろしいですか？ 

現状がこんな状態ということで、知っておいてください。それでは次に、

今後の進め方について、資料７ですね。 

事務局 本日、平成２９年度の第１回の審議会ということで、今後のスケジュー

ル等について説明をさせていただきます。予定といたしまして、本年度の

３月の第２回審議会で、審議会の諮問を市長からいただきまして、再配置

の適正化計画について、この審議会の方で検討を開始いたしたいと思って

います。それで、平成３０年度末には、この審議会から適正化について、

こうですよといったような答申が出来ればという風に考えております。こ

こで検討していただけるのかということを、お図りいただきたい。 

会長 例えばどんな風にまとめられるんですか？例えば色んな施設は、地域と

の関係が深ければ、地域との聞き取りもしてもらい、市町との関係があれ

ば市町との話し合いもしてもらえる、そういう場には私いませんよね。 

事務局 ですから、公共施設最適化計画で総量の縮減については、方針について

は、予め決まっているんですけれど、どっちかといったら、考えていただ

けるのは、複合とか、ここから移動するとか、ご計画いただくのは、再配

置ですので、３R の Remix の部分なのかなと。 

会長 伊賀市の体育施設をどうしていったらいいかという方法だけでよいです

ね。地域とのつながりがどうとか、そういうことは 

事務局 地域のつながり等のない施設については、例えばテニスコートはあんま

り地域とはつながりがない。 

会長 ただ、テニスコートもテニスコートを使っている人との接触しかないの

で、使っている人の意見を聞ける機会がないわけですよね。それなのに、

いらんぞっていう風な結論を私達は出せるかというのがちょっと心配なん

ですけど。 

事務局 その辺は、これから色んなアンケートもしますし、色んな団体と会議も

重ねていかないといけないと思っています。その中で我々事務局が、それ

は当然させていただくべきことなので、それをした後、その報告、こうい



う意見がありましたという 

会長 資料はいっぱい貰えるんですよね？ 

事務局 そういうのをお出しさせていただいて、その中で検討をいただくという

ことになろうかと思います。 

会長 それが３０年度、来年度の末 

事務局 そうですね、そのぐらいには。 

会長 約１年ですね。 

事務局 今の委員さんの任期が、この間で１回切れますので、その辺がちょっと、

どうなのかなという思いはあります。 

宮崎部長 これ、具体的にこのスケジュールに乗っかっていきますと、１回中間答

申というものが必要になってくるかと思います。中間答申を持って、市民

の皆さんにこの案だけど、皆さんどう思いますかというようなパブリック

コメントというか、意見を募集するようなことも必要になってくるのかな

という風には思います。 

松嵜会長 皆さん方も出来たら色んな方と聞いてもらう機会があったら、話をして

もらって、なるべく情報をたくさん仕入れてきていただければありがたい

と思うんですけれど、基本的には事務局の方で用意してもらった資料を基

にその内容を見ながら検討をしていくという風なことですので、大変重い

なと思いますが、 

委員 体育協会の関係だけでもそちらで意見集約出来ないんですか？ 

会長 それは今でもやっていますよ。種目協会から色んな施設についての意見

を。でも、希望が多いので。例えば縮小の方向なんだけど、体協の方はど

っちかと言うと、もっと充実してほしいという意見が多いから、ちょっと

難しいなとは思うんですけど、 

会長 体育協会の種目協会も、活発に活動されている協会とあまり活発でない

協会もありますので、色んな協会の中身が違いますけど、できるだけ、体

育協会も直接施設を使ってもらう人の意見は大事だと思いますので、尊重

していきたいと思います。 

会長 では、この日程ということで。 

宮崎部長 これから本当に色んな資料、それぞれの施設の状況、何年に作られて耐

震力がないとかあるとか、細かい資料をどっさりと出さしてもらいますけ

ど、1 つよろしくお願いします。 

会長 この審議会は体育施設の適正化の答申を出しますけど、また違うところ

で市の色んな文化施設が、そういうのがまた色んな所で審議をやっている

んですね？ 

宮崎部長 そうです。基本は先ほど示された全体像は適正化計画です。一応方法に



宮崎部長 まとめてあります。しかし、まとめて縮小だとか書いてありますけれども、

実際にスポーツをする人の立場に立って、こっちの施設を残しましょうと

いう事を考えたのではなくて、施設の老朽化度や利用者の人数の少ない施

設はもうやめ！とかですね、単純にそういう形で作られておりますので、

もう 1 度やっぱりスポーツを推進する皆様方の視点でも見ていただくとい

うことが大事かなと。 

だからそこらで計画が変わってきたら、変わってきたで。 

会長 生涯スポーツ宣言都市ですので、できるだけたくさんの方がスポーツに

親しめることになるように。 

宮崎部長 そうですね、余分なところにかけるお金が少なくなれば、集約できれば、

そこの施設の維持管理費用にお金をかけていくことが出来るということ

で、というところを考えていただけたら。 

会長 また色んな資料が送られてきましたら、どうぞ、また見ていただいて色

んな意見をお聞かせください。 

では、４のその他についてはどうですか？ 

次の会議というのは、大体どのへんで？ 

事務局 次回は２月ないし３月でと考えております。 

本日は長時間ありがとうございました。 

 


