
第８回益城町使用料等審議会 

議事要旨（案） 

 

 日時 令和元年 5月 16日（木） 9：00～12：05 

 場所 益城町役場仮設庁舎議会棟 2階 大会議室 

 出席委員 5名 

事務局 事務局３名 担当課 6名 

 議事次第 

１．開会 

２．前回議論の振り返り 

３．4施設の使用料について 

４．事務連絡 

５．閉会 

 議事要旨 

前回議論の振り返り（議事次第 2） 

 企画財政課より、資料 2 に沿って説明。 

 

4施設の使用料について（議事次第 3） 

（学校体育施設使用料） 

 学校教育課より、資料 3 に沿って説明。 

（主な意見） 

 消費税が 10％になるが、使用料は大幅な変更にはならないため、実質的には今回の料金改

定は値下げになるのではないか。 

 体育館の照明については、例えば 5 時からの利用については必ず取るようにするなどの運用が

必要。 

 企業は需要と供給について数値を出して料金を設定する。町民グラウンドはグラウンド毎に設

定した。都市に近いところと遠いところでは学校体育施設の需要は異なるはず。本来儲かるは

ずのところが儲からないというのは良くない。そこをきちんとするために、学校ごと、時間帯ごとの使

用状況と平日・休日の使用状況を把握するべき。今回の料金改定は 1 時間毎の料金設定

を行うことを主題としているが、町民グラウンドとの価格設定と整合性がとれているか、同じ団体

が使っているのに算定根拠が異なることに対しては議論の余地が残るところ。 

 各課においては、方針に則った原価計算はこのとおりだが、需要についてもしっかりと情報を収

集して推計して欲しい。そのような情報を持っている自治体と持っていない自治体とでは、今後

20 年、30 年と見た時に違ってくる。公の施設の需要についてしっかりとした情報を持っていると、

何かあったときにすぐに対応ができる。益城町は熊本市の隣接地域なので、大津・菊陽・合志

と同等に見られる。市場ベースで供給することを念頭に置いて欲しい。熊本市に隣接している

ので町外利用者の情報もしっかりと把握しておいてほしい。 

 バレーボールコート 1 面あたりの設定が正しいのかということも今後議論していくべき。使用者の

ニーズに応じた料金区分を検討すること。 

 

 

 

資料 2 



（討議の結論） 

 学校体育施設使用料については、以下の料金案及び料金区分案を適当と判断する。 

施設名 使用料 照明料 備考 

体育館 100円 100円 
・1時間あたり 

・バレーボールコート1面あたり 

校庭 100円  ・1時間あたり 

 

（保健福祉センター使用料） 

 健康づくり推進課より、資料 4 に沿って説明。 

（主な意見） 

 町の財政状況のことを考慮するならば、少しでも料金を上げた方が良いのではないか。何か機

会がなければ料金は上げにくい。本施設は非常に人気が高く、また今後の補修も想定される。 

 現在はPCで予約申請した後に3日以内に料金を支払わなければ本予約とならない。現行シ

ステムの趣旨としては料金未納を防ぐためだとは思うが、例えば料金支払いについては貸出当

日にしておいて、支払いがなかった、そもそも利用がなかった団体については、次回の予約シス

テムへのログイン時にアクセス拒否されるようにするなど料金支払いに関する簡素化を図ること

は出来ないか。 

 この値段だから町民の健康増進につながる、ということを言えた方が良い。経費は 3000 万円

かかっているが、収入は 100 万円程度。町の使用がこの施設のポテンシャルを潰していないか。

スーパーなどが周囲にあり、賑わいもあるということで周辺環境も考慮して値上げを検討する、と

いうこともあってよかったと思う。 

 減免団体が補助金をもらっている場合、二重補助になっている。減免団体は減免団体に指

定された段階で補助をもらっているといえる。施設利用は全員負担が大原則。そのうえで補助

金が発生すると考えるべき。一番の稼ぎ頭が減免で使われている。全体経費の何％を使用料

で回収するかということを考えて欲しい。3000 万円の経費に 100 万円の収入が合理的な行

政運営といえるのか。 

 現在の算定方法はコストしか見ていない。100％を超える使用料を取れるよう使用料方針に

示しているところもある。保健福祉センターは資料上は問題ない。 

 これまでは公共施設は利用させておけば問題なかった。今後は各担当課が各事業に関して

KPIiをしっかり付けていくべき。もっと稼げるのにもったいない、という意見が出ている。経年劣化

している施設と本施設の価格差は適当なのかなど、利用者視点での料金設定を心がけて欲

しい。また、例えば町内の公共施設における貸出可能な会議室について、横断的に整合性が

とれているのかなどの視点も必要。 

 町も町の施設だからということで全館ごっそり借りることがあった。貸し出せるところは貸し出す、

行政が借りる分は最低限にするなど、公の施設の運営について無駄のない、経営的視点を持

って欲しい。 

 この施設の負担区分をどのくらいにするかで変わってくる。会議室として使うならば、他の民間会

議室と何ら変わらない。施設の趣旨に合致した使用であれば問題ない。貸出時の利用団体

の性格・利用形態の確認など、運用面において情報をしっかり収集するようにして欲しい。 

 

 

 



（討議の結論） 

 保健福祉センター使用料については、以下の料金案及び料金区分案を適当と判断する。 

施設名 料金 備考 

多目的室 1 300円 

・1時間あたり 

・町外 2倍 

多目的室 2 300円 

会議室 1 150円 

会議室 2 150円 

保健指導室（和室） 300円 

託児室・創作活動室 200円 

調理室 500円 

研修室 1 150円 

研修室 2 150円 

工作室 300円 

 

（公民館分館使用料） 

 生涯学習課より、資料 5 に沿って説明。 

（主な意見） 

 50円を 100円にそろえてしまっても良いのではないか。 

 公民館分館の地区への運営権の移譲については、公の施設のあり方検討委員会で審

議すべき事項。公の施設のあり方検討委員会も定期的に開催すべき。その際、町が直

接運営しないでもよいと判断されたものについては、運営形態を変更することを検討すべ

き。 

 現行料金と改定料金を比較すると、飯野分館講堂と調理室、そして 50 円単位の料金

設定がどうなのか、ということがすぐ気づく点。大幅な使用料増加は定期利用団体の負担

につながるというが、仮に現行料金を100円とした場合、激変緩和で150円が限度とな

る。しかし、50 円の値上げは「激変」なのか。需要関数を推計していないので、価格が上

がると利用者数は下がると書いてあるが、もしギッフェン財iiだったら上がる。通常の消費財

だったら右下がりだが、弾力性が小さければ、100円が150円になったからといって負担が

増大して定期利用団体が激減するとは限らない。 

 複数時間帯あたりの価格設定と 1 時間あたりの価格設定。一番収入に貢献している最

大の利用者は使用料金が値下げになることになる。昼の利用団体は現状維持だが、夜

は値下げになる。保健福祉センターのように、現行の利用体系での収入一覧など、仮に

利用状況が一緒として、H30 年度ベースの現行使用料での収入と改定使用料での収

入を表す表があれば、今回の料金改定で収入が増えるのか・減るのかがわかる。また、前

回も出た 100 円から 150 円の値上げが禁止されたものであるのか、そこがクリアになるの

かというのが感じたところ。 

 これまでがアバウトな時間区分のうえ、どこを使っても 300 円だった。今回の改定で分かり

やすくなったことはよかった。 

 資料の数字から計算した結果、全体的に収入は下がることになる。利用者にとっては良

いが、町にとっては減収となる。 



 飯野分館講堂使用料100円の料金設定は暫定措置であり、資料上は複合施設が建

てば暫定措置は解除されると読み取れる。次期見直しの際は200円にするという方向で

検討願う。 

 単価を出した後にウェイト付けを行っていくことが大事。財の特性と利便性や築年数といっ

たウェイト付けが必要。 

 今回は料金体系を変更し、かつ利用データを収集していくこと、適正な原価設定をするこ

と、財政状況を考慮することがテーマ。料金区分を変更しているので、これをもとにしっかり

データを収集し、次の見直しの際に需要データを含めて料金に反映させていくべき。 

（討議の結論） 

 公民館分館使用料については、以下の料金案及び料金区分案を適当と判断する。 

 講堂 研修室 和室 調理室 備考 

飯野分館 100円 100円 50円 150円 

町外 2倍 福田分館 100円 50円 50円 - 

津森分館 100円 - 50円 50円 

 

（交流情報センター使用料） 

 生涯学習課より、資料 6 に沿って説明。 

（主な意見） 

 IT学習室や展示スペースをもっと利用してもらうために、町外利用の料金設定を減額しても良

いのではないか。例えば使用料を無料とし、町外からもっと来てもらうということも考えられる。折

角サンジ像も来る。これまでの上げたいのか下げたいのかわからない使用料の中で、交流情報

センターについてはもっとメッセージを出して良いのではないか。町内と町外の料金をフラットにし

つつ、もっと違う形でお金を落としてもらうことも考えられる。 

 文化会館は町外料金を設定していなかった。設定しても利用されなければ意味が無い。その

結果、文化会館の稼働率は高かった。交流情報センターは特殊な位置づけの施設なので、ひ

とつの売りにはなるのではないか。ただ、交流情報センターは展示スペースが狭いため、展示に

よる効果が少ないと思われる。かえって銀行はたくさんの人が来るので、何か置いているとよく見

られていると思う。 

 文化会館と交流情報センターでは考え方が異なると思う。文化会館は他市町村からも集客し、

収益化できる施設であるが、交流情報センターは職員人件費や維持費等が発生しているため、

施設使用料を無料にするというのは難しいのではないか。町外の方の利用を増やしたいのであ

れば同額料金とする方が良い。過渡期においては急激に無料とはせず、まずは同額料金とし、

利用が少なければ無料とする、という段階的な対応が望ましいのではないか。 

 図書館があるからぐっと単価が下がる。図書館を外し、有料部分だけで算定すればもっと上が

る。図書館を無視して算定した場合にどうなるのか、などパターン分けが必要。また、この施設

だけ町内の他の施設の話が出てきている。原価と改定料金案を比較すると、会議室だけ 50

円単位の切り上げとなっている。視聴覚室とＩＴ学習室に倣うならば100円単位の値上げに

なるはず。原価を算定したが裁量でこの金額にしたというのでは原価計算の意味がない。 

 算定価格を上限としておいて、そこに係数をかければよい話。公共性や利便性といった係数を

各課統一しておいて、原価に対してウェイト付けを行うべき。保健福祉センターは 150 円で、

交流情報センターが 100 円だとアンバランスだと感じるのは行政だから。周りは料金しか見ない。

平日だったら車も置ける、施設もきれいなので利便性もそこまで変わらない。しかし、原価計算



すると差ができた。それは、本来含めなくてもよい図書館を含んだことで原価が下がったから。原

価計算したらこの金額になったが、5 つほどの係数をかけたら会議室のこの価格は妥当、という

ことであれば客観的な算定基準になる。国はずっと、裁量をやめましょうと言っている。算定価

格を基に価格設定すべき。また、展示スペースでいくらの収入を設定する、展示スペースを無

料としつつ他のところで収入を増やすなど、KPI を設定し、それを超える金額を設定すべき。実

際の収入がその設定を越えるかどうかは別の話。しかし、他の町内施設との整合性を取ること

は理解できる。 

 本来、本施設は住民に使用してもらって、使用料をもらう施設。役場が使用する際にも使用

料を取るようにする、というような発想も必要。IT 学習施設や展示施設の料金を下げて、もっ

と町外利用を呼び込むことも検討すべき。 

 平日・土日ともにしっかりデータを取っていただき、次期見直しにおいては需要に応じた設定を

求める。また、図書館分を除いた算出も行うなどパターンを複数設定すべき。 

 視聴覚室というネーミングがわかりにくいので、このような用途に使えるといった利用事例を利用

者にわかりやすく提示すべき。 

（討議の結論） 

 交流情報センター使用料については、以下の料金案及び料金区分案を適当と判断する。 

施設名 料金 備考 

視聴覚室 700円 

・1時間あたり 

・町外 2倍 

IT学習室 300円 

会議室１ 150円 

会議室２ 150円 

展示スペース 1,000円 ・1日あたり 

 

事務連絡（議事次第 4） 

事務局より、今後の日程について、下記の内容を案内。 

 今回審議いただいた内容については、第7回審議会で審議いただいた案件と合わせて事務局

で答申案を作成し、5月 23日（木）の第 9回審議会で審議いただく。第 9回審議会は、

5月 23日（木）の 9時から議会棟 2階大会議室にて開催。 

閉会 

以上 

 

                                                   
i ＫＰＩ 

《key performance indicator》企業などの組織において、個人や部門の業績評価を定量的

に評価するための指標。達成すべき目標に対し、どれだけの進捗がみられたかを明確にで

きる指標が選択される。これをもとに、日々の進捗把握や業務の改善などが行われる。重

要業績評価指標。重要業績指標。成果指標 

 
ii ギッフェン財 

安くなるほど消費が減る財。具体例はなく理論上の財ではあるものの、対象料金を値下げ

しても効果がなく、むしろ悪化する場合は料金見直しの必要あり。 


