
平成２６年度第１回和光市行政改革推進市民委員会 会議要旨

１ 開会（１８時３０分）

２ 企画部長挨拶

本日はご多用のところ、和光市行政改革推進市民委員会にご参集いただきありがとう

ございます。

今年度から企画部長に着任しました山﨑と申します。

委員の皆様には、これまで第１期の委員会から約３年間にわたり、市の行政改革の取

組について貴重なご意見等を賜り、感謝申し上げます。

行政改革推進計画の計画期間も半分以上を経過し、計画で掲げている取組も一定の進

捗と成果を得ているところですが、厳しい財政状況の折、効率的かつ効果的な行財政運

営を行っていく上で、引き続き行政改革の取組が重要となってまいります。

昨年度においては、「業務委託ガイドライン」と「指定管理者制度運用ガイドライン」

の２つのガイドラインを主な議題としてご意見を頂戴しましたが、今年度においては、

昨年、その実施手法についてご意見をいただいた「業務分析」の実施と、その結果を踏

まえた「職員定員管理計画」の策定が主な議題となってまいります。

また、ファシリティ・マネジメントやアセット・マネジメントといった、市有資産の

有効活用の取組についても方針の策定に向けて積極的に推進していくことを予定してお

ります。
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これらの取組について、なにとぞ忌憚の無いご意見をいただき、市政の発展にご協力

くださいますようお願い申し上げます。

本日はよろしくお願いいたします。

３ 議題

議事１ 行政改革推進計画における平成２５年度の取組状況について

事務局

それでは、行政改革推進計画に掲げている取組の実施状況についてご報告いたしま

す。報告の件数が多いため、まずは、職員定員管理に関する取組、テーマ型行政改革

に関する取組について説明し、ご意見を伺ったのち、一課一提案の取組について説明

し、再度ご意見等を頂戴できればと思います。

ア 職員定員管理計画の策定に向けた取組、テーマ型行政改革の取組の報告について

●職員定員管理計画策定に向けた取組

職員定員管理計画策定に向けた取組としましては、計画の中で「業務分析の実施」、

「新たな行政需要の想定」、「適正な人員配置と組織の機能強化」の３点の取組を掲げ

ています。平成２４年度に組織の再編を行い、簡素で効率的な事務執行体制を構築し、

組織の機能強化を図ったことは前年の会議においてご報告しましたが、平成２５年度

においては、「業務分析の実施」に向けて実施手法の検討を行いました。まずは、政策

課において実施要領案の作成を行い、庁内委員会と市民委員会に案を示し内容の検討、

改善を重ね、最終的に平成２６年２月に行革本部の承認を受け、庁内に公表して実施

に向けた準備をしてまいりました。

なお、作成した実施要領では、平成２５年度の実績を基に業務分析を行うこととし

ていますが、平成２６年度以降に新たに実施が予定されている業務等についても、そ

の業務量を想定して記載することとし、「新たな行政需要の想定」を考慮したものとし

ています。

業務分析は、今年度の４月に各課に調査票の作成を依頼し、現在作業を進めており

ます。

●テーマ型行政改革「指定管理者制度運用ガイドラインの見直し」

テーマ型行政改革の取組のひとつである「指定管理者制度運用ガイドラインの見直

し」につきましては、平成２４年度に庁内検討委員会において抽出したガイドライン

の課題等を基に改訂作業を進め、指定管理導入施設の所管課や各委員会の意見を踏ま



えて、平成２５年１２月にガイドラインを改訂し、庁内に周知しました。平成２６年

度の年度協定、あるいは、今年度で指定期間の終了する施設の次期指定管理者の選定

から新たな基準で運用が行われるようにしております。

なお、昨年の市民委員会でモニタリングの基準の視点が足りないとのご意見をいた

だきましたので、モニタリングのチェック項目、評価の基準等を具体的に定める形で

ガイドラインの改訂を行いました。

●テーマ型行政改革「業務委託の見直し」

「業務委託の見直し」につきましては、平成２６年度の予算編成に間に合うように

ガイドラインの策定作業を進め、平成２５年１０月にガイドラインの決定、庁内公表

を行い、平成２６年度の予算編成に際して行った事務説明会において各課の職員に対

してガイドラインの説明を行いました。今年度の予算編成においては、ガイドライン

に基づき、各課での委託内容の見直し、予算査定でのチェック等を行ったことにより、

業務委託料が対前年比で約３千万円の削減効果が出ています。

今年度においては、予算編成に先立って行われる実施計画の策定時からガイドライ

ンに基づく業務委託の見直しを実施することで更なる改善を図ってまいります。

●テーマ型行政改革「市有資産の有効活用」

「市有資産の有効活用」に関する取組としましては、埼玉県のアセットマネジメン

ト推進会議に参加して情報収集を行うとともに、公共施設白書の作成に向けた調査、

研究等を行っております。

また、ファシリティマネジメントの推進として、庁舎駐車場に電気自動車の充電ス

タンドの設置、公共施設の屋根貸しによる太陽光パネルの設置に向けた協議、ネーミ

ングライツの導入に向けた方針の策定等を行いました。

今年度は、ネーミングライツの募集、太陽光パネルの設置など、実際に運用を開始

するとともに、公共施設の現状、管理コスト、将来推計等をまとめた公共施設白書の

作成を行ってまいります。

職員定員管理に関する取組、テーマ型行政改革に関する取組についての報告は以上

になります。

これらの実施した取組に対する評価、今後取組を進める上で必要な視点や取り組む

べき事項などがあれば、ご意見をいただければと存じます。

事務局からの説明は、以上になります。



長谷川清委員長

それでは、ただいまの報告について、各委員からご意見等を伺いたいと思います。

●職員定員管理計画策定に向けた取組に関する意見等

○ 職員定員管理計画の策定について、業務分析はこれからという話であった。分

析した結果を踏まえて、定員管理計画では何年先を見据えて計画しようと考えて

いるのか。（長谷川一樹委員）

→ 職員定員管理計画の業務分析については、今年の４月から調査を行い、現在、

提出があった５１３件の調査票について内容を確認している。業務分析を踏ま

えて今年度中に職員定員管理計画を策定することを目標に進めている。計画期

間は平成２７年度からの５か年とすることを想定している。

○ 下水道事業が公営企業化したが、職員の位置づけが変わるのか。今回計画して

いる職員定数に含まれるという考え方でいいのか。（関口委員）

→ 職員定数に含まれる。

○ 和光市は他の自治体に比べて非常に少ない人員で事務を行っていると聞いてい

る。その部分では和光市職員の働きぶりは評価したいところだが、今後、基礎自

治体として公共サービスを行う上で、仕事の量に見合った人員が確保できるのか。

今後の定員管理の考え方を伺いたい。（長谷川清委員長）

→ 職員定員管理計画の考え方としては、業務の外部化を進めることで職員数を

削減するという視点と、今年度実施している業務分析を継続して実施すること

で新たな行政需要に対応するために職員数を増やすという視点の両方を取り入

れた計画とすることを考えている。

●テーマ型行政改革「指定管理者制度運用ガイドラインの見直し」に関する意見等

○ 指定管理者制度運用ガイドラインの見直しについては、制度を運用していく上

でモニタリングが重要となるため、そのチェック項目の充実、見直しについて昨

年の会議で意見させていただいたが、チェック項目を修正等する上で庁内で意見

はあったか。（多田委員）

→ 事務局で作成した案を庁内委員会と行革本部に提示したが、特に修正内容に

ついての意見はなく、事務局案で修正を行うことができた。

〇 指定管理者導入施設について、財政白書や市の予算関係の説明会等で支出が多

いという報告を度々受けている。先ほどの報告で修正後のガイドラインに沿った

運用がされるのは来年度以降という話であったので、今後改善されていくことを

期待する。（関口委員）



●テーマ型行政改革「業務委託の見直し」に関する意見等

○ 業務委託ガイドラインに基づく見直しにより３,４００万円の委託料削減があ

ったとのことだったが、行革部門から見て、当初想定していた額より高かったの

か低かったのか。目標がないと取組の成果が見えてこない。（長谷川一樹委員）

→ 業務委託ガイドラインについては、平成２５年度途中でリリースしたことも

あり、昨年度は試行的に取組として実施したため目標は立てていなかったが、そ

の中でも委託料の削減ができたという部分では一定の効果があったと考えている。

今後継続して実施していく中で、一定の目標は立てるべきだと思うので、今後検

討していきたい。

〇 委託料３,４００万円の削減の内容が、ガイドラインに基づく見直しによるもの

なのか、自然体で減少したものなのか、その分析をしてもらいたい。（長谷川清

委員長）

●テーマ型行政改革「市有資産の有効活用」に関する意見等

○ ネーミングライツについて、具体的にどのような施設を対象に導入を進めてい

るのか。大体の予算額等が分かれば差し支えない範囲で伺いたい。（多田委員）

→ 今年度、駅南口トイレと市庁舎トイレについてネーミングライツの募集を行

い、２件の応募があった。駅南口トイレについてはネーミングライツを導入す

ることでトイレの清掃等の業務が無料になる。市庁舎トイレについては現在の

予算の範囲内で業務の改善をお願いするという取組になっている。

○ 市庁舎の電気自動車の充電スタンドが一般開放されているが、実際に利用者は

いるのか。また、市の考え方としては、今後電気自動車の普及を推進していくと

いうことでよいか。（関口委員）

→ 詳細な件数は把握していないが、数件の利用があることを確認している。

○ 公共施設の屋根貸しによる太陽光パネルの設置については、どの程度進んでい

るのか。また、設置された場合の費用対効果はどうなるか。（関口委員）

→ 現在、総合体育館は設置に向けた協議が整い、事業を進めている。その他の

施設については交渉中である。

市有地を貸し出して対価を得ようという取組なので、設置面積に応じて設置

者から市に使用料が支払われる。太陽光パネルにより発電した電気を売電して

市の歳入にするという取組ではない。

○ 市庁舎１階の自動証明写真機の収益はどうなっているか。（関口委員）

→ 平成２５年１０月からパスポート事務の権限移譲に伴い自動証明写真機を設

置したが、設置している土地の貸付料の他に写真機の売上げの３割を市に収め

るという契約になっている。設置後半年間の売上収入は約１４万円になってい



る。

○ 市庁舎内に設置している飲料水の自動販売機はどうなっているか。（関口委員）

→ 今までは行政財産の目的外使用許可ということで、設置場所の使用面積に応

じて使用料が決まっていたが、現在は、行政財産の貸付けにより業者を公募し、

競争させて設置されているものが多い。

○ 電気自動車の充電スタンドを設置することは確かに資産の活用ということには

なるのだが、設置する上で、それが和光市が提供するべきサービスなのかを議論

されたのか伺いたい。（長谷川清委員長）

→ 電気自動車の普及のために設置したもので、その設置費用は補助金から出て

おり、市の経費はかかっていない。しかしながら、無料で開放しているため、

充電に係る電気代は市が負担している。

○ 充電スタンドを無料で開放するということは、電気代は税金で負担することに

なるため、サービスの受益者と負担との不公平が生じる。現在は、利用がそれほ

ど多くないとのことだが、今後需要が増えてくることを考えると、市も方針の転

換を考えるべきではないか。（長谷川清委員長）

→ 充電スタンド設置に係る補助金の交付条件として、無料で一般開放すること

があったため無料としている。今後、使用状況等に応じて方針は検討していく。

イ 一課一提案の報告について

平成２５年度の一課一提案の取組は、各課で３８の取組が実施され、実施した取組

とその効果について報告書の提出を求めました。

なお、各課に依頼した報告書は、昨年の市民委員会でいただいた意見を踏まえて、

「取組の実施時期を具体的にする」、「検討等を行ったことにより生じた課題とその課

題の解決策」、「提案事項以外で実施した効果的な取組」を記載するようフォーマット

の一部を修正しております。しかしながら、いまだ記載内容は課によってバラつきが

あり、また、提案事項以外で実施した効果的な取組は、任意記載としたため、記載し

たところはありませんでした。この点については、今後も改善を検討してまいります。

また、「市民委員会から得られた意見等への対応」につきましては、昨年の会議でご

意見をいただいた取組のみ記載されており、記載がない提案は、意見に対応しなかっ

たというわけではありませんのでご承知おきください。

各課で実施した平成２５年度の取組に対する評価、実施に当たって不足している視

点や予定している取組と併せて実施することで効果的な事項がないかなど、ご意見を

いただければと存じます。

なお、一課一提案の取組として各課で実施したもののうち、その内容が全庁的に実



施でき、かつ、改革効果が高いものについては、全庁的な取組として採り上げて推進

することとしていますが、昨年の会議で実施に向けて手法等を検討するとご報告した

「課を超えて職員をやりとりする助け合いハローワーク」の取組などは、平成２５年

度に取組手順書を作成し、全庁的な取組として推進していますので併せてご報告いた

します。

長谷川清委員長

それでは、ただいまの報告について、各委員からご意見等を伺いたいと思います。

（長谷川一樹委員）

○ 以前にも話をしたが、数値目標が掲げられていないので、成果を評価しようがな

い。例えば駅北口区画整理事務所の取組で、取組の効果として区画整理事業に対す

る理解が深まると記載されているものがあるが、数値目標が無いとどれだけ理解さ

れたのかが見えてこない。

数値目標を立てることで、その目標を達成することだけが目的ではなく、数値目

標を達成できなかった場合であっても目標にどれだけ近づけたのか、達成できなか

った理由は何だったのかを検証し、その結果を踏まえてどういった取組に繋げてい

くのかを所管課が考えることが目的である。

→ 数値目標については、これまでの会議で度々ご指摘いただいているところでも

ありますので、昨年度に新たな取組事項を提案した課所等については、数値目標

を立てた取組としている。昨年度提案した取組は、今年度から実施しているため、

次の報告では数値による検証がされると考えている。

（関口委員）

〇 一課一提案では、各課で実施している事務事業について、市民へのサービスの向

上、事務の効率化、経費節減などに取り組んでいるが、取り組み方にバラつきがあ

るように見える。取組を進める中で改善効果が得られないものや実施が難しいもの

などは、中止や変更を速やかにすることも考えてよいと思う。

取組の内容については、第四次総合振興計画に関係する取組もあるので、そちら

で数値的な検証ができればいいと理解している。

〇 ペーパーレスとして印刷物の削減の取組が何件か見られるが、実際に効果が出て

いるのか、コスト面で効果があるのか疑問である。インク削減ソフトや両面印刷設

定など基本が紙ベースであることは変わっていない。

→ 用紙削減の取組は行われているが、業務量の増加に伴い紙を使用する用途も増



えているため、財政的な効果は直接的にいえない。従来からペーパーレスの時代

が来るとは言われていたが、いまだ紙ベースが基本になっている。今後、タブレ

ット型端末の普及などで変わってくる面もあると思う。

（多田委員）

○ 資源リサイクル課のツイッターを利用した取組が面白いと思ったが、今検索して

みたところその内容が実際に見られなかったのが残念である。市の情報発信のツー

ルとしてツイッターは非常に有効だと思うので、可能な範囲で各課が取組内容を広

報していくといい。その際には、それぞれがバラバラにやるのではなく一つの柱を

作ってそこに情報を集約していくやり方が良い。

○ 資源リサイクル課の取組を見ると来場者数もかなり増加して効果が出ている。効

果が上がっている（市民が関心を持っている）ものについては、提案している取組

以外のことで関連する取組や発展させられる取組があれば意識的に推進していくと

より効果が高まると思う。

○ ペーパーレスの取組として、会議を対象として実施してはどうか。会議は、何か

を進展させるために開催されることが多いため、議論とともに資料が修正されてい

く。当初の資料は大概捨てられてしまうことが多く、資料の内容を修正する度に印

刷することも多い。会議資料を印刷しないということをルール化してペーパーレス

を実現できればコストは下がると考える。

○ 一課一提案の取組の中には、実現できなかったり、取組が進展しないものも見ら

れる。取組を考える際に、各課が困っていないことに取り組んでいるのではないか。

困っていないことであれば、それに取り組まなくてもその課では何も影響がないた

め、スピード感が無くなってしまう。

取組を考える際に、各課が業務を行う上で困っていることや人手を割いているこ

と、手がかかっていることを洗い出し、その改善に取り組むようにしたらいいので

はないか。そうすれば、もっといい提案が出てくると思う。

（長谷川清委員長）

〇 一課一提案で取り組まれている内容が、行政サービスにどのようにリンクしてい

るのかを議論していかなければ取組に発展性がないように感じる。住民を意識した

取組が増えてきていることは評価できるが、その取組によりサービスやコストにど

のような影響が出たのかを考えて欲しい。



議事２ 公共施設の使用料等の見直しについて

事務局

はじめに、「使用料等」についてご説明します。使用料等には、使用料と利用料金と

があります。使用料も利用料金も、公共施設を利用したときの対価として徴収するも

のです。使用料は、地方自治法２２５条に定められており、市が施設使用の対価を収

入とするときが使用料になっています。公の施設につきましては、指定管理者制度が

ございまして、指定管理者制度導入施設が業務を行う際の経費の一部として指定管理

者自ら施設使用の対価を収入とするときが利用料金になっておりまして、ともに公共

施設の使用の対価という性質のものでございます。

それでは、公共施設等の使用料の見直しについて、まずは、見直しを実施する経緯、

平成２０年度に実施した使用料の見直しの内容についてご説明します。

平成２０年度において使用料の見直しを実施した経緯としましては、それまで、和

光市の公共施設で徴収していた使用料は、施設ごとの考え方で設定され、開設当初に

設定した金額のまま改正を行っていませんでした。

施設開設から相当期間が経過し、徴収している使用料の額と実際の施設の維持管理

経費等との間に乖離が生じており、使用料収入で賄えない経費は、市民全体が負担す

る税金で負担することとなるため、施設を利用してる者と利用していない市民との間

で負担の不公平が生じないようにする必要がありました。そのため、統一的な基準に

よりすべての公共施設の使用料を算定しなおし、利用者負担の適正化を図ることとし、

統一的な基準として「使用料見直しに関する基本方針」を定め見直しを実施しました。

基本方針では、見直しの視点として、「施設の維持管理経費は原則としてその利用者

が負担する利用者負担の徹底」、「利用者負担に対する市民の理解が得られるようにす

るための行政コストの明確化」、「施設を必要性や市場性から分類し、その分類に応じ

て利用者の負担割合を定める施設の性質的分類と利用者負担割合の設定」、「使用料の

減免対象を整備し、統一的に運用するための減免対象の整備」、「施設管理者として行

政コストを抑えるための経費節減等」の５つを定め見直しを実施しました。

また、平成２０年度の見直しのおける使用料の算定方法は、行政コスト、利用者負

担割合等の考え方に基づき、施設を「貸館施設」と「個人利用施設」の２種類に分類

して使用料の算定方法を統一して、使用料の額を算出しました。

統一的な方法により使用料を算定した結果、アクシス、運動場などの「個人利用施

設」においては、使用料が増額となる施設が多くなる傾向が見られた一方、市民文化

センターなどの「貸館施設」においては、使用料が減額となる施設も多く見られ、利

用者負担の公平性の観点で一定の効果をあげたものと言えます。

平成２０年度に策定した基本方針では、５年を目処に方針の見直しを実施すること

としており、また、昨年度から施行した「健全な財政運営に関する条例」においても



定期的な使用料の見直しを実施することが規定されていることから、前回の見直しに

よる使用料の額の徴収を開始した平成２１年度から５年を経過した今年度において、

改めて使用料の見直しを行うこととしました。

続きまして、今年度に実施を予定している見直しの内容についてご説明します。

今回予定している使用料等の見直しの内容は、「行政コストの変動への対応」、「使用

料等の算定額の端数計算の見直し」、「市外利用者割増率の変更」、「朝霞地区３市在住

者等への市外料金の適用」の４点になります。

１点目の行政コストの変動への対応としましては、管理運営体制の変更や設備の経

年劣化、物価の変動など、前回の見直しから行政コストに一定の変動が生じているこ

とが見込まれることから、直近の３年の数値を基に行政コストを算定しなおします。

２点目の端数計算の見直しは、前回の見直しでは、算定額の１００円未満の端数を

切り捨て、１００円単位で使用料を設定していましたが、平成２６年度の消費税率引

上げへの対応として、使用料を１０円単位で設定したことから、今回の見直しでは、

算定額の１０円未満の端数を切り捨て、１０円単位で使用料等を設定することとしま

す。

３点目の市外利用者割増率の変更は、現在、施設運営に係る経費のすべてを使用料

収入で賄えず、市民の税金による負担が生じているため、使用料と税金の両方を負担

する市内利用者と、使用料のみを負担する市外利用者に不公平が生じることから、市

外利用者割増率を設定しています。行政コストに対する使用料の負担割合が低いこと

から、さらなる負担の公平性を徹底するため現在の５０％から１００％に変更します。

４点目の朝霞地区３市在住者等への市外料金の適用については、これまで広域行政

の観点から朝霞市、志木市、新座市に在住、在勤、在学する者に対しては、市外割増

率を適用せず、市民と同じ金額で利用させていましたが、現在、和光市以外の３市の

公共施設を和光市民が利用する場合は、市外料金が適用されていることから、和光市

でも市外料金を適用することとするものです。

なお、今回の使用料等の見直しにおいては、施設の老朽化にともなう大規模修繕や

建替え費用などの施設保全経費を、行政コストに含まずに使用料を算定することとし

ています。利用者負担を徹底するためには、施設保全経費も含めて利用者に負担を求

めるのが本来の考え方ですが、それには、施設の存廃等の方向性を決定する施設再編

の取組を先に行い、施設を存続することが決定した上で負担を求める必要があり、こ

れから公共施設の再編の取組を行っている現状において、この負担を求めることは、

施設がこの先も存続するとの誤解を与え、あるいは、施設を廃止することとなった場

合には過度の負担が生じる可能性があります。これは、減免対象の見直しにも同様の

ことが言えます。

そのため、施設保全経費と減免対象については、公共施設の再編の取組により施設



の方向性が決定した後において、改めて取り組むこととしています。

今後の使用料の見直しに関する手続は、「使用料等見直しに関する基本方針（案）」

を作成し、利用者への説明会とパブリック・コメントを実施し、市民との合意形成を

図りながら見直しを進め、平成２７年４月１日から新たな金額を適用してまいります。

今回お示しした平成２６年度の見直しの内容や、今後見直しを進めていく上で必要

な視点や取組など、ご意見をいただければと存じます。

長谷川清委員長

それでは、この報告の内容について、ご意見等を各委員に伺いたいと思います。

平成２０年度の見直しの考え方が示されており、これが議論の出発点となると思い

ますので、まずこちらについて皆様から意見をいただきたいと思います。

（長谷川一樹委員）

○ 使用料の算定方法が示されており、行政コストに基づき算出するとしているが、

そもそもその基礎となっている行政コストがどれだけ削減できる余地があるのかを

分析した上で使用料を見直さないと、もともとの使用料が高いか安いかがわからな

い。その点は検討されているのか。

→ 行政コストには人件費以外に、施設の維持管理費として業務委託料や指定管理

料がある。行政コストの適正化については昨年度策定した指定管理者制度ガイド

ラインや業務委託ガイドラインによって適正化を図っていきたいと考えている。

（長谷川清委員長）

○ 行政コストはそのものの具体的な算定方法はどうしているか。

→ 施設に直接職員を置いている施設に係る直接人件費、直接職員を置かず市庁舎

の職員で管理する施設に係る間接人件費に加え、施設の維持管理費として消耗品

費等の需用費、修繕料、通信運搬費、保険料、施設を管理するための委託料等を、

平成２３年度から平成２５年度までの３か年の決算ベースで経費を算出している。

○ 民間の事業者であれば減価償却費という考え方があるが、行政にはその概念がな

い。普通であれば施設が古くなれば相当安くなるはずだが、それが安くならないと

いう現実がある。

長谷川清委員長

それでは、平成２０年度の使用料等の見直しを踏まえて、平成２６年度の使用料の

見直しについての議論に移りたいと思います。



（多田委員）

〇 市外利用者の割増率について、平成２６年度の使用料の見直しによって４市の扱

いが公平になるという理解でよいか。

→ 現在では和光市だけが朝霞、志木、新座市の在住・在勤者の利用者に和光市民

と同じ料金の使用料等を設定している。他の３市の施設を和光市民が利用する場

合、市外利用料金が適用されるため、この見直しで同じ取扱いになる。

○ 使用料の設定を１０円単位にした点は良いことだと思う。歳入の増加が見込まれ

るし、昨今の価格上昇の傾向にも合理的で柔軟に対応していけると考える。

（関口委員）

○ 見直し対象施設について、市民文化センターは赤坂のサントリーホールを作った

会社が作ったとても立派なものである。このクラスのコンサートホールは朝霞、志

木、新座市にはない施設である。現在の利用状況を見ても、市内の団体が多く利用

しているとは限らず、他市の団体の利用者も多いので、市民文化センターも一律に

市外料金を適用するのはどうかと思う。

○ 見直しによる値上げについては方法も含めて賛成する。

（長谷川一樹委員）

○ どの自治体でも現在の使用料が何を根拠に決まっているのか明確でないのが現状

ではないか。今回の見直しでは行政コストを根拠としているが、利用者からすれば

その行政コスト自体が適正なのかが分からない。

受益者に負担を求めるのであれば、例えば、施設利用に係る光熱水費の○％を使

用料として負担してもらうなど、利用実態に即した使用料の設定にしたほうが負担

する側も納得できるのではないか。

（長谷川清委員長）

○ 料金を設定する際には必ず販売努力や販売目標という言葉がついて回る。使用料

の見直しは、利用者を増加させる取組と併せて行わなければ不十分だと思う。利用

者を増やすためにはサービスの充実が必要であり、使用料は上がるがその分サービ

スも向上するといった提案がなければ、消費税が上がったばかりで使用料をさらに

上げるのは反発が予想されるので心配である。

○ 市民文化センターはその運営に赤字を計上してしまっているようである。経営の

抜本的改革も併せて行わなければ、行政コストの削減は見込めず利用者の負担ばか

りが増えてしまう。



○ 施設によって利用状況に差があるように感じる。総合体育館のように活発に利用

されている施設もあれば、市民文化センターはそれほど利用されていないように思

う。施設の利用状況も考慮に入れて使用料を算定してもよいのではないか。

（多田委員）

〇 施設の稼働率も同時に報告してもらえば、より実態を把握できる。総合体育館の

稼働率が良いと感覚的に言われているが、実際に数字で比較てみるとそうでもない

かもしれない。実態を把握し、そこで差ができる原因が何かを考えていかないと正

しい対策が立てられるない。これらを経て、初めて金額の見直しの話になるのでは

ないか。

４ その他（事務連絡）

事務局

本日いただいた意見等につきましては、取組内容の報告に関するものはついては、各

所管課にフィードバックし、対応を図るよう周知します。使用料等の見直しに関するも

のについては、ご意見を踏まえて見直しの方針を作成し、市民との合意形成を図りなが

ら手続を進めてまいります。

次回の会議についてですが、１１月頃の開催を予定しております。日程は、後日調整

させていただきますのでよろしくお願いします。

長谷川清委員長

それでは、会議全体を通じまして、質問・ご意見はありますか。

（関口委員）

○ 市民文化センターのホールとホール手前のホワイエを分けて貸し出すことで施設

を有効活用することはできないか。サロンコンサートなどはホールを使わなくても

市民広場と連結したホワイエの部分だけでもできると考えている。

５ 閉会（１９時５０分）


