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４．閉  会 



第７次行政改革大綱　実施計画

１　市民との協働によるまちづくりの推進
　（１）市民主体の共助活動の促進

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠 H27年度 取組実績と評価

自治基本条例に基づ
くまちづくりの推進

総務課
（全課）

1

　各種会議、集会等における説明や、社会情
勢への適合に向けた条例の見直しなどを通じ
て、市民及び職員への普及・啓発を図り、条
例の運用を推進する。

まちづくり市民意
識調査における
条例認知度：40％
以上

　条例の啓発などの取組みにより毎年度
の逓増を見込む。H25年度：33％
（認知度：内容を知っている、言葉は聞
いたことがある人の割合）

○町内会長会議(150部)及び成人式(300部)においてリーフレットを
　配布し、条例趣旨の周知を図った。
○リーフレット配布を行っただけとなり、周知・ＰＲを行う機会が
　少なく、条例の普及・啓発や認知度の向上を図ることができなか
　った。
○各課にイベント開催等の情報提供を依頼するなど、今後も各種会
　議や集会等において周知、ＰＲを行い認知度の向上を図っていく。

総務課 2
　地域の防災力、減災力の向上を図るため、
防災訓練の実施など自主防災組織の主体的な
活動を支援する。

実践的な訓練実施
率：100％

　全ての自主防災組織が避難訓練などの
実践に即した訓練を実施する。
　H25年度：58.5％

○防災士資格取得講習会（H27.9.12～13）を開催。新たに28名が資
　格取得し、防災士不在組織が10組織解消された。
○町内会長会議及び訓練未実施組織へ文書や電話で訓練実施を働き
　かけ、127組織中87組織で訓練が実施された。(訓練実施率:65.4%
　前年比+19.4%)
○防災リーダー研修会（H27.12.20　参加79名)を開催し、市内３組
　織の活動事例を紹介した。参加者アンケートで、訓練未実施組織
　の内、22組織が次年度訓練を実施したいとの回答を得たことから
　、訓練実施に向け支援をしていく。

環境生活課 3
　国立公園妙高の保全・保護活動を推進する
ため、管理運営団体が実施する特定外来植物
の駆除などの活動を支援する。

協議会主催による
保全・保護活動へ
の参加者数：300
人

　高山植物保護活動及びオオハンゴンソ
ウ駆除参加者数（H25年度計145人）に、
新たに実施予定のスイレン駆除、ライ
チョウ保護等を加え、２倍強の参加者数
を見込む。

○自然保護団体や観光事業者等の関係者の参画を得て、国立公園
　妙高管理運営推進協議会準備会を立ち上げ。
○生物多様性保全活動への市民参加延べ240人（※ｵｵﾊﾝｺﾞｳｿｳ駆除
　2回70人、いもり池ｽｲﾚﾝ駆除2日45人、いもり池ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ駆除2回
　125人）。目標値である市民参加数300人には及ばなかったが、
　新国立公園の誕生や自然環境保護に関する啓発やイベント事業
　実施の結果、一定の成果は出たものと考える。

総務課
福祉介護課

4

　安心・安全な地域づくりを推進するため、
高齢者のみ世帯などの要援護世帯に対する地
域での除雪や見守りなどの生活支援活動を支
援する。

新たに生活支援に
取組む地区数：15
地区

　新たに３地区／年の取組みを見込む。
（3地区×5年）
　H24～H26年度：10地区

【総務課】
○町内会長会議や地域づくりに関する研修会を開催し、地域コミ
　ュニティによる共助活動等の事例紹介や支援制度を周知し、公
　益活動の実施及び検討を始める地域が拡大している。
・菅沼地域（菅沼、西菅沼）で生活応援隊が発足
・平丸地域で生活支援活動の検討
・瑞穂地域でコミバス運行や地域活性化に取組む組織づくりの検討
・石塚町、長森、田口で「ひだまり」サロンに習った地域サロンの
　検討
○現在、検討中の地域に対しては、今後、地域のこし補助金等の支
　援を働きかけを行う。
【福祉介護課】
○新たに地域安心ネットワークに取り組んだ自治会数が28自治会
　となり、市内全域での構築が完了したが、この仕組みを維持、
　継続させ、地域での支え合い、助け合いによる見守りの推進に
　引き続き、取り組む必要がある。

健康保険課 5
　健康寿命の延伸を図るため、市民の日常的
な運動習慣の定着化など地域での健康づくり
を支援する。

健康づくりに取組
む自治会数：135
団体

　H26年度の健康づくりリーダー等選出
自治会数：135団体／197団体
　健康づくりリーダー、食生活改善推進
委員を選出している自治会数を堅持す
る。

＜健康づくりリーダー＞
○研修会の開催（4回）
・地域での健康づくりの必要性について文書や電話等で説明をし
　た結果、95地区96人の選出があり、H26と比べ3地区、３人の増
　となった。
・研修会で元気いきいき健康条例や市の健康に関する情報提供を
　行い、健康寿命延伸のため生活習慣病・介護予防の重要性と健
　康づくりリーダーの役割についての意識づけ行うとともに、ウ
　ォーキングやコロモ健診を体験した結果、地域で回覧板による
　健康実態の周知や健康教室の実施などに取組み、地域への波及
　効果がみられた。（回覧板95地区、教室11地区：1月末現在）
＜食生活改善推進委員＞
○研修会の開催（7回）
○食育委託事業（バランス食普及事業）の実施（69回（年度末ま
　でに100回見込））
○町内会長会議（6/27）や心の推進大会、健康フェア、有線での
　委員活動のＰＲ
・新たに133名の委員を養成するとともに、継続委員を含めた234
　名に対し育成研修会を実施し、自らの健康づくりをはじめ地域
　への波及につなげることができた。
・地域のバランス食普及事業等の食推活動には、約１万人の市民
　が参加しており、市民の健康づくりの重要な担い手であるが、
　委員推薦地区数は128地区であり、H26に比べ2地区減少（2地区
　増、4地区減）しており、会員数の維持は厳しい状況である。

◆地域への情報提供と相談支援
　（地域安心ネットワークや補助
　　金の活用）

◆各種研修会の実施
◆地域での健康づくり活動への支援
◆食育委託事業の実施
◆委員活動に関するPR

①自治組織や市民団
体等との公益活動に
おける協働

市民による公益活動
の促進

◆各種会議や集会等における条例
　趣旨の周知、ＰＲ

H27年度 取組内容（計画）

◆防災リーダー研修会の開催
◆防災士の派遣
◆防災士研修会の開催
◆訓練実施の働きかけ

◆管理運営組織の立ち上げと運営
◆環境保全、動植物保護活動にむ
　けた啓発活動やパトロール等の
　実施

 資料１ 



農林課 6

　荒廃地をなくし、美しい景観の魅力的な交
流の場をつくるため、地元組織グループが行
うハートランド妙高周辺畑の景観維持活動を
支援する。

活動参加者：200
人

　毎年度50人程度のサポーターズ会員の
増加を見込む。
　H26年度大洞原農地再生推進協議会メ
ンバー：15名

○サポーターズクラブの創設（会員数：ファン会員8名、サポー
　ト会員11名）
○花畑維持活動への参加（5回、31名）
○初年度の会員数は19名と目標より少なかったことから、運営
　方法や活動内容の改善を図り、会員数を増加させ、景観維持
　活動を継続する必要がある。

市民活動の支援の充
実

生涯学習課 7

　市民活動支援センターにおける、市民団体
等の情報収集、団体の掘り起こしや育成支
援、団体相互のネットワーク化などにより、
多様な団体による活動の活性化を推進する。

市民活動支援セン
ター利用件数：
1,500件／年間延
件数

　H25年度：1,323件／年
　年間延べ利用件数の10%増を見込む。

○市民活動支援センターによる市民活動等に対する相談対応と助言
○市民活動支援センターだよりの発行、ホームページの随時更新
○おしゃべりカフェ「ＧＯ！縁会」の開催（月２回）
○市民団体向け講座（暖談講座）の開催（３回）
○市民活動団体連携事業（「妙高夏色遠足」）の開催
　（7/18～8/31：30団体41プログラム）
○市民活動団体への理解を深めてらうため「妙高秋色縁足」事業を
　開催（10/1～12/1）
○市民活動ワークスペースの提供と市民団体情報掲示板の増設
○相談窓口に加え、情報や知識の提供を行い、市民活動団体に対す
　る支援センター機能の定着化が図れた。
○市民活動団体同士の交流を促進するための企画を行い、団体間の
　つながりを図れるきっかけを提供できた。

総務課
生涯学習課

8
　既存の助成制度を検証し、助成制度の統廃
合や拡充などの見直しを行い、効果的、効率
的に地域コミュニティ活動を支援する。

助成制度の見直し
完了

　助成制度の検証結果と市民ニーズ等を
踏まえて、効率的、効果的な制度とする
必要がある。

【総務課】
○先進事例等の情報収集及び研究
○地域のこし補助金については、共助活動支援１件、防災減災活動
　支援で10件の支援を実施。今後も「お助け隊」や「ひだまりサロ
　ン」の実施に向けて、検討を始めた地域があることから、引き続
　き、補助金による支援を継続し、コミュニティ活動の拡大を図っ
　ていく。
【生涯学習課】
○先進事例等の情報収集及び研究（総務課）
○地域づくり自主活動団体支援交付金に関するアンケートの実施
○アンケートを通じ、地域の問題や課題の情報収集を行うことが出来
　た。

総務課
生涯学習課

9

　地域コミュニティ活動を担う人材の育成や
活動への専門的、実務的な面からの人的支援
などのコミュニティ活動支援策を検討、実施
する。

新たな支援策の実
施

　人的支援など助成に拠らない手法を検
討、実施する必要がある。

【総務課】
○町内会等への市の依頼業務の見直しや会議開催日を全庁で情報共
　有しながら調整し、町内会長等の負担を軽減。
○地域在住の市職員の名簿を町内会等に提供し、地域の担い手とし
　ての活用の働きかけを実施。63人の職員が地域役員に従事。
【生涯学習課】
○まなびの杜　まちづくり講座（３回講座）を実施し、これからの地
　域のあり方や地域行事の見直し手法等を勉強。
○市民活動支援センターによるまちづくり講座（３回講座）の開催。
○地域づくり協議会によるリーダー研修会（２回）の開催。
○町内会長会議の開催（地域リーダーの意識啓発、地域コミュニティ
　活動の事例紹介、コミュニティ活動等支援制度周知）
○まちづくり講座に関しては、地域住民の参加は少なく、今後も引き
　続き、意識付けのための取り組みが必要。

地域コミュニティの
効率的な運営の促進

総務課
生涯学習課
関係課

10

　自治会間での事業の共同運営や、小規模自
治会の組織運営の統合など、地域コミュニ
ティの効率的な運営やその検討に対して、情
報提供や助言などの支援を行う。

運営方法改善に取
組む自治会数：20
団体

　市内197自治会の10％で取り組むこと
を見込む。

【総務課】・【生涯学習課】
○高齢化率の高い集落における自治会の組織体制や共助活動等の現状
　把握
○長沢地域で地域組織の再編、統合の実施
○平丸地域、白山町町内会で地域組織の見直し、統合に向けた検討
○小さな集落では自治会運営に限界があることから、引き続き近隣集
　落との連携やネットワーク化を働きかけていく。

◆高齢化率の高いコミュニティなどに
おける運営見直しの必要性や周辺との
連携可能性の把握

◆先進事例研究

◆助成制度の検証
◆先進事例研究

①自治組織や市民団
体等との公益活動に
おける協働

②地域コミュニティ
を維持するための仕
組みづくり

地域コミュニティ活
動への総合的な支援

市民による公益活動
の促進

◆サポーターズクラブの創設
◆クラブ運営方法の確立
◆PR、募集
◆花畑維持活動の実施

◆市民活動団体の相談対応、情報収
　集、情報発信、団体同士の交流促
　進、スキルアップ支援の実施



　（２）市民との相互理解の推進

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠 H27年度 取組実績と評価

ＩＣＴを活用した情
報の受発信

総務課 11

　インターネットを活用したアンケートの実
施やＳＮＳの活用など、ＩＣＴを活用して市
政情報を効率的、効果的に受発信する仕組み
を整備する。

ＳＮＳによる情報
受発信件数：700
件

　市ホームページの目標更新回数：2回
／日と同数とする。
　365日×2回≒700回

○平成27年4月1日からフェイスブックによる情報発信を開始し、
  即時性が向上したとともに、閲覧者（市内外の方々）との情報
　交換が可能となり、市民の声が容易に聞けるようになった。
　・フェイスブックによる情報発信数：462件（H28.1月末）
　・フェイスブック閲覧数：約445,000件（H28.1月末）
○インターネットを活用したアンケート調査については、国から
　情報セキュリティの強化策が示されており、新たなネットワー
　ク整備が終了した時点で、再度検討を進める。

市民に分かりやすい
市政情報の発信

総務課
全課

12

　市が抱える政策的課題等の市政情報につい
て、広報紙やホームページ等を通じて、常に
最新の情報を積極的に分かりやすく発信し、
市民との共通認識を図る。

市ホームページア
クセス数：
420,000件

　H26年度市ホームページアクセス数見
込み：400,000件から年１％の増加を見
込む。

○ホームページや妙高チャンネル、ＦＭみょうこう、フェイスブ
　ック等を連動させ情報を発信したことにより、市民の情報への
　アクセス数が増加している。
○各情報発信媒体をより連動させ、全ての市民が必要な時に必要
　な情報を受け取ることができるよう情報発信に取り組む。
※ホームページ閲覧数：400,074件（H28.1月末）
　フェイスブック閲覧数：約445,000件（H28.1月末）
　妙高チャンネル加入者世帯：6,358世帯（53.0％：H27.12月末）

市民が意見を出しや
すい仕組みづくり

総務課 13
　パブリックコメント制度や市民が参加する
会議などの在り方について検証し、市民が意
見を出しやすい制度の運用を図る。

パブリックコメン
トのホームページ
閲覧数：100件／
案件

　H26年度実績：76件／件を基準とし、
年5％程度の増加を見込む。

○市報８月号で「市長への手紙」を掲載し、周知拡大を図った。
○様々な媒体で周知を図ったことにより、市ホームページ内の
　パブリックコメントページの閲覧数が大幅に増加した。
○今後も継続的に周知を図り市民の市政への関心を高めていく。
≪実績（H28.１月末）≫
　・市長への手紙：31件
　・パブリックコメント実施数：4件
   （ホームページ閲覧数：807件、201件/1案件）
　・パブリックコメントへの意見数：11件

行政評価への市民参
画の推進

企画政策課 14

　市民と有識者による第三者評価を実施し、
行政評価の客観性、透明性の確保と、市民意
見を踏まえた効果的・効率的な事業への見直
しを推進する。

第三者評価での意
見の反映割合：
80％

　市民の意見を積極的に取り入れなが
ら、事業の見直しを進める必要がある。
※直近3年間（H23～H25）の意見の反映
割合の平均：75.2％

○行政改革市民検討会において、１２事業の第三者評価を実施。
　評価結果は所管課へ通知するとともに、市民へ公表した。
○第三者評価結果を受けた所管課の対応状況を、３月に開催を予
　定している行政改革市民検討会で報告を行う。

２　経営的視点による持続可能な行財政運営の推進
　（１）健全な財政運営の推進

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠 H27年度 取組実績と評価

[市税]
現年度分収納率：
97.0％

[市税]
　H25年度実績から毎年度0.3%の改善
　を見込む
　　H25現年度分収納率：95.1％

○現年徴収率（見込） ： 97.0％　  前年比＋1.8％
○過年収納額（見込） ： 17.6億円   前年比＋16.6億円
○懸案の大口公売が成立し、18億円を収納。現年、過年分ともに大
　幅に徴収率が改善。合計の徴収率も県下最悪を脱却（見込み）。

[市営住宅使用料]
現年度分収納率：
99.8%以上

[市営住宅使用料]
　H25現年度分収納率：99.5％からの
　更なる改善を目指す。

○現年度の滞納分については、12月、1月を滞納整理強化月間とし
　て、電話催促及び個別面談を行っている。滞納者のうち、生活困
　窮度が高く、福祉的支援が必要な世帯に対しては、福祉部局と連
　携し支援している。現年度滞納額の完全徴収については、特殊な
　生活困窮ケースを除き達成できる見込み。

[介護保険料]
現年度分収納率：
99.7％

[介護保険料]
　直近3年間（H23～H25)の収納率の平
　均値から目標を設定。

○介護保険料についての電話催告を実施し（4月：29件、12月：10
　件）、納税意識の喚起と滞納の解消につなげた。

[国民健康保険税]
現年度分収納率：
96.0％

[国民健康保険税]
　直近3年間(H23～H25)の収納率の平
　均値から目標を設定。

※数値はH27年12月末現在
○現年度分
　・収納率 ：73.30％（前年比 ＋0.10ﾎﾟｲﾝﾄ）
　・収納額：453,105,900円
○過年度分
　・収納率：12.91％（前年比 ＋1.07ﾎﾟｲﾝﾄ）
　・収納額 ： 19,854,778円
○口振、コンビニ収納等利用促進、早期催告、処分強化で現年度
　分及び過年度分双方の収納率を改善し、保険税収入の確保が図
　られた。

［後期高齢者医療
保険料］
現年度分収納率：
99.8％

［後期高齢者医療保険料］
　直近3年間（H23～H25）の収納率の
　平均値から目標を設定

○口座振替の推進通知発送者（367名⇒205名が振替手続済）
○督促前未納通知発送者・・・364名
○電話等による納付勧奨対象者・・・17名
○戸別訪問実施世帯・・・4世帯
○被保険者（年齢到達による新規者等）に口座振替の推進勧奨、
　督促前通知等の実施により収納率99.8％以上を確保できる見通
　しである。県内20市の中でも上位の収納率状況となっている。

◆口座振替の推進、コンビニ収納等の
利用促進PR
◆早期催告、納税相談の実施

◆電話催告の実施

◆電話催告、戸別訪問の実施
◆計画的な未収金の徴収

①市民と行政との情
報共有の充実

②行政への市民参画
の拡大

①自主財源の確保

市税等の収納率向上
に向けた取組みの推
進

◆ＳＮＳの導入
◆インターネットを活用したアン
　ケート調査等の検討

H27年度 取組内容（計画）

◆庁内における行政情報の共有
◆時期を逃さない情報の発信
◆情報更新管理の徹底

◆第三者評価における市民意見のとり
まとめ
◆事前評価（事中評価）ヒアリングに
おける対応状況の確認

◆市報や市ホームページのほか、
　様々な情報発信媒体を活用して
　の周知拡大

H27年度 取組内容（計画）

　積極的に早期の催告(訪問や電話、文書)に
努め、滞納額の縮減を図り、収納率を高め
る。また、滞納状況を踏まえ、法的整理等の
強化により、累積滞納額の削減を図る。

15

市民税務課
建設課

福祉介護課
健康保険課
ガス上下
水道局

こども教育課

◆口座振替の推進、コンビニ収納等の
利用促進PR
◆関係課と連携した電話催告及び夜間
訪問を含む徹底した早期催告
◆納税相談の充実と履行監視、約束不
履行者等に対する滞納処分の強化

◆口座振替の推進、督促前通知、電話
による納付勧奨、戸別訪問、市民税務
課との情報共有



[ガス･水道･下水
道の使用料]
現年度分収納率
率：99％
過年度分収納率：
50％

[ガス･水道･下水道の使用料]
　現年度分は現状で98％台を確保して
　おり、さらに収納率向上を目指す。
　過年度分は大口滞納者から毎年度10
　％相当の収納を目標とする。

○滞納者については、毎月、催告書等の発送時に情報を把握し、
　特に新規滞納者には面会等により、早期に解決するよう心掛け
　た。今後も取り組みを継続したい。
○口座振替日について年金支給日に変更してはどうかとの問題提
　起があったが、局内で現段階では現実的ではないとの評価から
　当面現行通りとする。
○平成28年１月末現年分徴収率：98.2％（前年同期98.1％）、過
　年度分徴収率：25.7％（前年同期25.7％）である。また、高額
　滞納者について平成27年12月に局内で係長以上による特別チー
　ムを編成し、これまで以上に納入督促の強化を図っている。
○目標値には達していないが前年同期を上回っており、取組みを
　継続する。

[保育料]
現年度分収納率：
99.8％

[保育料]
　H25現年度分収納率：99.6%からの更な
る改善を目指す。

○１月末の徴収率：99.0％
○口座振替不能者に対する早期催告の実施、高額未納者等への戸
　別訪問や納入誓約書の徴取の実施
○口座振替不能者は翌月末までに徴収が図られており、高額未納
　者等は納入誓約等に沿って計画的な徴収を図っている。

未利用公有地の活用
の推進

財務課
建設課

観光商工課
16

　未利用公有地の売却・貸付を促進する制度
の導入や積極的な情報提供など資産の有効活
用を推進し、歳入確保を図る。

[財務課]
財産処分又は貸付
件数：5件

[建設課]
市有地売払収入
（都市計画代替用
地・法定外）
　4件/年
（未分譲地）
　2件/期間内

[観光商工課]
財産処分又は貸付
件数：3件

[財務課]
　財産売払い1件/年

[建設課]
　都市計画代替用地・法定外公共物につ
いては、これまでの実績を基に設定。
　未分譲地は、これまでの実績を踏まえ
て計画期間内で2件を目標として設定。

[観光商工課]
　新井東部工場団地の残区画

【財務課】
○宅建協会へ市有地売却依頼（通年）し、現在、１宅地について
　引き合いがあり対応中。
○ヤフー官庁オークションへの申込み（4,5,7,9,10,1月）、市報
　、ホームページによるPRを実施したが、売却に至っていない。
　１宅地について、隣接者に購入を依頼したところ、短期貸付で
　成約した。
【建設課】（住宅未分譲地）
○販売価格の見直しを行い、オークション販売等も継続している
　が、売却には至っていない。
○今後、価格の見直しのほか、貸付等も含めて検討していく。
【観光商工課】
○産業政策監を中心とした市外企業訪問及び、職員による市内企
　業訪問により工場団地をPRしている。現在、空き区画３区画の
　内、１区画の約半分を使った企業進出が予定されている。また
　、市内で工場の拡大や建替えに伴う移転を計画している企業に
　ついて、工場団地への進出交渉を継続している。このような取
　り組みにより未利用地の活用が図られていることから継続して
　実施していく。

広告収入や寄付金等
による歳入確保の推
進

総務課
財務課
関係課

17
　市ホームページなどへの広告掲載や、妙高
山麓ゆめ基金の募集ＰＲ強化など各種媒体を
活用し、歳入確保を図る。

[総務課]
広告料収入：
3,000千円／年

[財務課]
広告料収入：300
千円／年
寄付金：50,000千
円／計画期間

[総務課]
　H26年度見込額1,500千円の倍増を見込
む。

[財務課]
・広告料収入
　封筒広告料収入の最大額（300千円／
年）を確保する。
・寄付金
　H25年度実績：10,575千円を踏まえて
目標を設定。

【財務課】
【広告料】封筒広告料収入300千円を確保。予定する全ての枠に
　　　　　広告を掲載することができ、自主財源の確保ができた。
【寄附金】妙高山麓ゆめ基金寄附金30,610千円（H27.12月末現在）
　　　　　H27.10.1から民間のふるさと納税サイト「さとふる」
　　　　　の利用開始。寄附件数、寄附額は大幅に増加した
  （H26年度末145件・8,470千円→H27.12末1,034件・30,610千円）
【総務課】
○市報や妙高チャンネルで広告掲載の募集を行ったほか、市内企
　業や市とかかわりのある企業等に広告掲載を依頼し、自主財源
　を確保した。
○今後も継続的に企業訪問などを行い、掲載依頼を行っていく。
≪広告掲載実績（H28.1月末）≫
　・市報広告掲載：124件（992千円）
　・市ホームページ広告掲載：12件（120千円）

行政評価に基づく事
務事業の徹底した見
直し

総務課
企画政策課

全課
18

　定期的な事業評価を実施し、限られた経営
資源を適切に配分するために事業の見直しや
廃止を進める。

財政計画に基づく
予算規模への事業
費の縮小

　財政計画に掲げる各年度の歳出額に見
合う規模の事業計画としていく必要があ
る。

○H28年度行政経営方針において、事業の抜本的見直しを各課に
　指示。
○効率的な行政評価の仕組みを研究するため、行政評価と財務会
　計システムを連動して一体的に管理している須坂市を視察した。
　行政評価の効果的な実施に向け、予算と連動した評価、施策評
　価の実施などの見直しの検討を継続するとともに、様式の簡素
　化など、実効性のある行政評価制度とするための改善を行う。

政策形成と予算編成
プロセスの抜本的な
見直し

企画政策課
財務課

19
　行政評価や各種ヒアリングのあり方の見直
しなど、政策形成から予算編成までの一連の
プロセスの見直しを行う。

見直し完了
　行政評価と予算編成の連携強化など継
続的に見直しを行う必要がある。

○効率的な行政評価の仕組みを研究するため、行政評価と財務会
　計システムを連動して一体的に管理している須坂市を視察した。
○Ｈ28年度主要事業に係るヒアリングでは、当初から３課長によ
　るヒアリングを実施し、早期に政策判断を行うやり方とした。
○重要な課題や政策的判断が必要な事業は、庁内評価ヒアリング
　を行うとともに、マニフェストを活用した市長ヒアリングを実
　施し、方向性を確認した。
○行政評価の効果的な実施に向け、予算と連動した評価、施策評
　価の実施などの見直しの検討を継続するとともに、様式の簡素
　化など、実効性のある行政評価制度とするための改善を行う。

◆滞納者の情報把握
◆口座振替日等の変更調整
◆納入管理の徹底

①自主財源の確保

②「選択と集中」に
よる事務事業の抜本
的な見直し

市税等の収納率向上
に向けた取組みの推
進

　積極的に早期の催告(訪問や電話、文書)に
努め、滞納額の縮減を図り、収納率を高め
る。また、滞納状況を踏まえ、法的整理等の
強化により、累積滞納額の削減を図る。

15

市民税務課
建設課

福祉介護課
健康保険課
ガス上下
水道局

こども教育課

【広告料】
◆ホームページ、広報紙への広告掲載
の募集
◆市内企業等への積極的な広告掲載の
依頼
◆庁用封筒への広告掲載の募集

【寄付金】
◆謝礼内容の検証と必要に応じた変更
◆民間会社のＷebサイトでのＰＲ等

◆定期的な電話催告、納付書の郵送、
戸別訪問の実施
◆早期催告の実施

◆企画・総務・財務の各課による見直
し内容の検討
◆各種ヒアリングの内容・手法の検討
◆予算査定の内容・手法の検討

◆財政計画に基づく事業費の縮小
◆施策評価など、効果的な行政評価の
実施に向けた検討（事務事業の施策へ
の貢献度による事業の選択と集中）

◆市報、ホームページにおける土地情
報と各種支援制度の周知、ＰＲ
◆不動産事業者等を通じた住宅取得制
度の紹介
◆企業誘致活動におけるＰＲ
◆販売価格の見直し方針の検討



使用料、手数料等の
見直し

総務課
財務課
関係課

20

　サービス提供に必要なコストを削減しつ
つ、実際の費用（原価）を基本とした算定方
法により、使用料、手数料や各種事業等にお
ける自己負担額（受診料、入場料、出展料、
販売物の販売価格等）の見直しを行う。

見直し完了
　サービス提供に係るコストや社会情勢
の変化などを踏まえた料金とするため、
全庁的な見直しが必要である。

○使用料について、「使用料の見直しに関する報告書」をまとめ
　、48施設301種類を対象に見直しを実施し、23施設119種類の使
　用料等について改定予定。（H28.4.1施行、H28.6.1適用）
○料金額ベースで11.14％の増加、年間4,385千円の増収見込み
○使用料見直しにより、施設利用にかかる受益と負担の公平性が
　 図られる。

ガス上下水道料金等
の見直し

ガス上下
水道局

21

　公営企業の健全な経営を維持するため、経
営コスト削減と水洗化率向上など収入確保を
図りつつ、需要予測などを見据えて、ガス上
下水道料金等の見直しを行う。

・ガス上下水道料
金の見直し完了

・下水道水洗化
率：96.2％

　人口減少等による需要減少に伴い安定
経営ができる料金への見直しが必要であ
る。
　新たに供用開始した杉野沢地区等の水
洗化率向上を目指す。
　H25年度下水道水洗化率：94.6％

○下水道使用料見直し実施済　（H27.6月分から改定）
　改定時の試算通りの料金収入が確保され、経営の安定に資する
　ものになっている。
○杉野沢地区の水洗化について、対象家屋（面整備の進捗により
　80戸⇒144戸）に対して戸別訪問を2回実施、Ｈ27年度接続戸数
　16戸、累計戸数36戸、水洗化率36/144＝25％と目標を下まわっ
　たが、本年度新たに供用開始できた64戸については、11月末で
　あったことから、時期的に接続困難な状況であったことも要因
　と考えられる。来年度については、年度当初から水洗化促進の
　ための戸別訪問などを実施し、接続を促す予定である。

各種サービスにおけ
る対象要件の見直し

環境生活課
福祉介護課
健康保険課
こども教育課

22
　市の独自制度におけるサービス受給者の収
入要件について、受益と負担の公平性確保の
観点から見直しの検討を行う。

検討完了
　公平性を確保するため、慎重な検討を
行う中で、必要な市民に対し、適切な支
援を行っていく必要がある。

【環境生活課】
（地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ波難視聴者等補助金交付）
○対象世帯の要件に収入要件を設けることを検討。平成28年度か
　らの新規対象世帯の決定にあたっては市民税課税要件に加え、
　収入を反映することとする。
（指定ごみ袋交付）
○平成26年度に1歳未満の乳児の属する世帯を対象に、紙おむつ用
　指定ごみ袋の無償交付を実施（実績：26年度200世帯、27年度1
　月末173世帯）
【福祉介護課】
○真に支援が必要な世帯への支援制度とするため、課税要件、子
　ども要件等に、収入要件（当該年度の前年中の年間収入が、単
　身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した
　額以下である世帯）を新たに設けた。
　・除雪支援・・・・・・・・・・・74世帯
　・雪踏み支援・・・・・・・・・・21世帯
【こども教育課】
○認定こども園の１号認定子ども給食費の無償化を検討
○国の保育料負担軽減政策を見据えた保育料額の設定を検討
○国の制度が変わるとともに、幼稚園から認定こども園へ幼児教
　育・保育の形態が変わる中、状況をみながら適正な保育料の設
　定に努めている。

④堅実で効率的な財
政運営

財政健全化判断比率
などの改善

財務課 23
　優良債の有効活用や市債発行の抑制など、
適切な財政運営により、実質公債費比率、将
来負担比率、経常収支比率の改善を図る。

・実質公債比率：
13％以下
・将来負担比率：
71％以下
・経常収支比率：
81％以下

　第2次妙高市総合計画の目標値

○予算執行通達・通知
○契約等状況調査の実施
○執行伺等の合議の中で効率的な予算執行等のチェック
○適切な執行管理を行ったことで、H28年度への繰越金の確保や基
　金への積立てが可能となり、3月の繰上償還の実施（見込み）に
　より市債残高の増加を抑制するなど、効率的な財政運営を進める
　ことができた。

（２）質の高い行政体制の確立

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠 H27年度 取組実績と評価

人事考課制度の適切
な運用

総務課 24
　人材育成や組織の士気高揚を図るため、評
価項目に業務目標管理の視点を加えるなど人
事考課の見直しを行う。

見直し完了
　H28年4月の地方公務員法の改正に伴い
人事考課制度の見直しが必要である。

○考課のレベルを統一し公正公平な人事考課とするため、平成27
　年9月29、30日に人事考課者研修を実施。47／51人受講。
○業務目標に対する評価や業務実績を考課に反映するため、考課
　票を見直し、平成28年3月実施の人事考課で試行を行い、平成28
　年度の人事評価制度化に向けた準備ができた。

職員の能力開発の促
進

総務課
全課

25
　職員が主体的、自発的に能力開発を行うた
め、選択制や公募制の職員研修を拡大する。

選択制、公募制の
職員研修の拡大

　研修機会を拡大し、職員自身の意欲を
高め、研修効果の向上を図る必要があ
る。

○総合事務組合や自治研修所研修は公募で実施。新分野開拓研修、
　専門研修の周知を行った。
○総合事務組合等研修：50名、新分野開拓研修7名：専門研修10
　件(11名）
○公募による研修の実施、研修後3ヵ月経過時の研修効果の検証、
　研修報告会の実施依頼など、研修効果を高めることに努めた。
○職員が主体的に能力開発や知識習得に取り組むよう研修内容を
　検討する。

総務課
全課

26
　ISOの取組みにより、業務目標や業務課題等
を職場内で共有し、組織全体として業務改善
への意識を高める。

はねうま運動推進
リーダーによる課
内チェックの平均
評点：4以上

　H26年7月の課内チェック平均評点：
3.39から毎年度逓増を見込む。

○業務改善計画書の課内共有により進捗管理等への活用を図った。
○一人一改革運動として、はねうま運動行動指針項目より業務改
　善計画書に１項目以上設定、整理することで実施状況管理を行
　った。
○はねうま運動自己チェック及びリーダーチェックについては現
　在、集計中であるため、今後、検証を行う。

H27年度 取組内容（計画）

職員意識改革の促進

③受益者負担の適正
化

①職員能力を最大限
に活かす人材育成

◆業務改善計画書を活用した業務目標
の共有
◆定期的な取組み状況の評価

◆見直し基準の作成
◆関係課による見直し
◆関係条例等の改正

◆自主財源の確保と歳出削減
◆公債費の削減（繰上償還の実施、新
発債の抑制や優良債の効果的活用）

◆制度見直しの検討

◆下水道使用料の見直し
◆杉野沢地区等での水洗化啓発

◆人事考課票の見直し
◆人事考課者研修の実施

◆年度別研修計画の策定
◆職員への研修内容の周知
◆研修効果の検証



総務課
全課

27
　職員の行動規範である「はねうま運動」の
取り組み手法を見直し、運動の実践を徹底す
る。

市役所利用者アン
ケート平均評点：
4.6以上

　H26年度市役所利用者アンケート平均
評点：4.54から毎年度の逓増を見込む。

○「推進リーダー」及び「係長」を中心として各職場において行
　動規範の主体的な取組みを推進
○市役所利用者アンケートを実施（平均評点4.61点：前年比0.07
　点の増加）
○全ての項目において前年度より良い評点となったが、「接遇」
　に関して職員間に温度差が感じられる。

総務課
全課

28
　業務手順書や行政手続条例の審査基準等の
定期的な見直しにより、迅速で適切な業務執
行を徹底する。

不適合サービス発
生件数：8件以下

　H26年度発生件数：17件からの半減を
目指す。

○実行部門長会議において業務手順書及び行政手続制度に係る見
　直しを促進した。
○ＩＳＯ規格の改正に伴い、統合マニュアルの見直しに併せて業
　務の効率化を図るよう検討中。
○前年と比較し、不適合サービス発生件数が大幅に増加（H26:13
　件→Ｈ27：25件）しており、業務管理や業務執行が徹底されて
　いない。

組織機構の継続的な
見直し

総務課 29

　多様化する市民ニーズや新たな行政課題に
迅速かつ柔軟に対応し、効率的な組織体制を
構築するため、継続的に組織機構を見直しす
る。

見直し完了
　毎年度、組織機構を検証し、行政課題
に対応した組織機構を構築する必要があ
る。

○総合健康都市妙高の実現を目指し、健康保険課に総合健康都市
　推進室及び健康保養地係を新設した。
○総務課に地域コミュニティ振興係、企画政策課に地域創生グル
　ープを新設した。
○新年度に向けて組織体制の課題等を検討中。

定員適正化計画に基
づく職員定員管理の
推進

総務課 30

　職員の総人件費を抑制しながら、サービス
の質の維持、向上を図るため、業務量や業務
内容を踏まえた人員配置を行い、職員数の適
正化を図る。

職員数：324名
　第5次定員適正化計画（H27～31年度）
の目標値

○定員適正化計画に基づいた職員数の管理を行った。平成27年度
　職員数352人（前年度比▲6人）
○公務員の雇用と年金の接続についての国の方針に基づき、平成
　28年度から再任用職員の雇用を行うにあたり、条例や要綱の整
　備を行い、職員定数を合わせて適正に管理していくこととした。

弾力的な勤務体制へ
の見直し

総務課 31
　長時間勤務の軽減や業務効率化の向上等を
図るため、職員の勤務時間の柔軟な運用など
弾力的な勤務体制の検討を行う。

検討完了
　時差出勤制度の導入を検討し、時間の
有効活用や長時間勤務の軽減を図る必要
がある。

○時差出勤はH27.4～6月に試行実施したが、利用者が少なく制度
　化しない方針とした。
○今後、時間外勤務の削減や業務効率化の向上を図るため、勤務
　体制の検証を続けていく。

（３）効率的な行政活動の推進

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠 H27年度 取組実績と評価

マイナンバー制度活
用による業務の効率
化

総務課
関係課

32
　各種行政手続きの簡素化を図るため、市独
自業務におけるマイナンバー制度の利用を検
討する。

検討完了
　国の動向に合わせて検討を進める必要
がある。

○国や県、他自治体、システムベンダーから積極的に情報を収集
　し、国のスケジュールどおり整備を進めることができた。
○制度が始まったばかりであり、現状は、法律で定められた法定
　利用事務のみの利用となっているが、市民の利便性向上及び行
　政の効率化を図るため、継続的に情報収集を行うとともに制度
　利用の検討を進めたい。

総務課
関係課

33
　業務やシステム機能の見直しによるシステ
ムの最適化を図るため、庁内の電算システム
の連携、統合を検討する。

検討完了
　システム構築における費用対効果を見
極める必要がある。

○システムの導入や更新にあたり、システムの適性や連携などを
　検討し、業務の効率化を図った。
○今後も継続的にベンダーとの協議、他自治体の状況の確認を行
　い対費用効果の高いシステム整備を進めていく。

総務課
関係課

34
　災害時の事業継続の確保やコスト削減を図
るため、他自治体とのシステム共有やクラウ
ド化などの手法について検討する。

検討完了
　近隣自治体と情報を共有しながら検討
を進める必要がある。

○マイナンバーに関係するシステム改修やシステムセキュリティ
　の強靱化など上越三市で情報共有を行うことで、効率的なシス
　テム導入を検討することができた。
○業務の効率化やコストの削減を図るため、情報の共有化を図る
　とともにシステムの共同化等について協議を重ねていく。

総務課
こども教育課

35
　効率的で安全な運転業務を行うため、ス
クールバス等の運転業務について、民間委託
の導入を検討する。

検討完了
　安全性と効率性の両立や、受け皿とな
る団体等の状況を踏まえた検討が必要で
ある。

【こども教育課】
○Ｈ28年度の民間委託導入に向けた準備を進め、導入が決定した。

ガス上下
水道局

36
　ガス事業法改正の方向性を見極めながら、
ガス事業の譲渡や民間委託の拡大等に向けて
検討する。

検討完了

　H27年にガス事業法が改正され、H29年
に都市ガスの小売り販売が全面自由化と
なる見込みであり、今後の事業のあり方
について、検討が必要である。

○法改正の詳細については国で検討中であるが、関連する説明会
　への参加等情報収集に努め、会計分離や新料金体系に対応した
　システム改修費用を平成28年度予算に計上した。現時点で準備
　できる対応は、最大限取り組んでいるが、国の方針が確定しな
　いため本格的な準備作業に着手できない状況である。
○ガス事業の広域化等について上越市との情報交換会を実施し、
　今後も継続していく。ガス事業は平成２９年４月から、法改正
　により小売自由化が始まり、ガス事業を取り巻く状況が変化す
　ることから、その変化を見極めると共に、民間業者への事業を
　委託・譲渡を含めたアセットマネージメントに基づくガス事業
　の在り方について検討を進める。

総務課
関係課

37
　他自治体の民間委託導入実績などを参考に
民間へ委託する業務の検討を行う。

検討完了
　全ての事務事業において、民間委託導
入の可能性を洗い出す必要がある。

○民間委託の導入が可能な業務等についての情報収集を実施。
○当市に適した委託可能な業務を選択することはできていない
　ため、引き続き情報収集を行っていく。

こども教育課 38
　安心・安全で効率的な給食を提供するた
め、給食調理業務の民間委託を拡大する。

民間委託導入校
数：7校

　各給食施設に適正な人員を配置するた
め、食数や施設等の状況を踏まえて民間
委託を拡大する。
　H26年度現在1校で導入

○Ｈ28年度の民間委託導入（新井中学校）に向けた準備を進め、
　導入が決定した。

H27年度 取組内容（計画）

◆事務事業における民間委託等の導入
の検討

◆Ｈ28年度以降の民間委託導入計画の
策定
◆民間委託新規導入…1校

◆近隣自治体との情報共有と導入の検
討

◆ガス事業法改正に伴う影響の見極め
◆今後の民間委託など事業のあり方の
検討

◆情報収集と制度利用の検討

◆電算システムの連携、統合の検討

◆業務課題と組織体制の検証
◆組織体制見直しの検討

◆「はねうま運動」の実践
◆取組み手法の見直し
◆課内チェックの実施

職員意識改革の促進

②機能的な組織づく
りと適正な職員管理

①業務の効率化によ
る行政サービスの向
上

①職員能力を最大限
に活かす人材育成

全庁的な電算システ
ムの再構築

②民間活力の積極的
な活用

民間委託・民営化の
推進

◆業務手順書及び行政手続条例審査基
準の見直し

◆定員適正化計画に基づく職員数の管
理
◆庁内における業務等の把握

◆民間委託に向けた検討

◆時差出勤制度の試行
◆制度導入に係る課題の洗い出し
◆制度導入の検討



公共施設等総合管理
計画の策定

財務課
関係課

39

　長期的視野に立った適切な施設の維持管理
と将来的な財政負担の軽減や平準化のため
に、全ての公共施設（インフラ施設含む）を
対象とした総合管理計画を策定する。

計画策定
　総務省からのH28年度までの策定要請
に対し、前倒しして取組む。

○データ収集及び計画策定作業を行ったが、総務省から新たに「
　新公共施設等更新費用計算ソフト」が提供され、再度最新の施
　設,人口動向、財政やインフラ等のデータを収集し、入力したた
　め更新費用の推計に時間を要した。また、最近策定された他市
　の計画書を調査したところ、補足等が必要なことから、見直し
　修正をしている。
○平成28年度中のできるだけ早い時期に策定できるよう作業を進
　めたい。

公共施設有効活用再
配置計画の着実な実
施

総務課
関係課

40
　公共施設有効活用・再配置計画に基づき、
空き施設の活用や施設の複合的な利用と廃止
施設の計画的な除却を進める。

有効活用や廃止等
の実施施設数：10
施設

　5年間に有効活用や廃止等を見込む施
設減

○「新井克雪管理センター」整備方針についての庁内協議の実施。
○「妙高市総合センター」利用者団体（配食ボランティア）協議
　の実施
○各種協議の実施により、機能移転や廃止に向けた課題等を確認
　 することができた。
○「公共施設有効活用・再配置計画」の「実施計画」の見直しを
　行い計画的に有効活用や廃止を進めていく。

上下水道施設の効率
的な運用

ガス上下
水道局

41
　人口減少への対応や施設の効率的な運用を
図るため、計画的に上下水道施設の統廃合を
行う。

統合完了

　妙高簡水の施設接続等により、瑞穂浄
水場を廃止する。
　新井浄化センターの更新に合せて、斐
太クリーンセンターを廃止する。

○旧大鹿簡水の水道水を自然流下で配水（給水区域変更）するこ
　とで、大沢ポンプ場と猿橋配水池を廃止した。また、瑞穂浄水
　場の浄水量が120m3/日から20m3/日に低減となった。事業は計画
　通りに進捗しており、来年度に整備工事は全て完了予定である。
○新井浄化センター更新と集落排水財産処分承認申請の許可及び
　事業計画の変更許可
　・新井浄化センター更新事業の実施
　・集排斐太、矢代西部地区の財産処分承認申請の承認及び事業
　　計画の変更許可について、許可が年度末となる見込み。
　・新年度からの事業着手に支障はない。

指定管理者制度の効
果的な運用

総務課
関係課

42
　施設の管理運営状況の検証を行い、指定管
理料の算定基準や制度の効果的な運用等につ
いて見直しを行う。

見直し完了
　安定的且つ効率的なサービス提供を行
うため、社会情勢や利用状況を踏まえた
見直しが必要である。

○指定管理施設の運営管理状況について、情報収集を継続して実
　施している。
○平成２８年度から施設使用料等の改定が行われるため、平成２
　７年度モニタリング（Ｈ２８実施）にあわせ、現在の指定管理
　運営状況について改善点などを明確にし、検討する。

◆妙高簡水配水管布設工事
◆新井浄化センター更新と集落排水接
続協議及び事業計画の変更申請

◆指定管理施設における課題の洗い出
しと対応策の検討

◆計画の策定

◆施設の有効活用や廃止に向けた内部
調整
◆機能移転、譲渡などに向けた関係機
関との協議

③公共施設の適切な
配置と管理運営



              資料２ 

 

 

 

使用料の見直しに関する報告書 

 

 

 

 

平成２７年１１月 

妙高市行政改革検討委員会 
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１．報告書の趣旨 

   現在の使用料は、平成２４年度に見直しを行い、平成２５年度から適用している。 

   第７次行政改革大綱実施計画では、受益と負担の公平性の確保を目的として、平成 

２４年度に引き続き、平成２７年度に使用料の見直しを行い、平成２８年度から適用 

することとしている。 

これを踏まえ、改定使用料額（案）を含む具体的な見直し内容について、検討を行

ったものが本報告書である。 

 

 

２．使用料の現状 

   使用料は、行政財産の目的外使用又は公の施設の使用に対し、その反対給付として 

都道府県知事又は市町村長などが徴収するものである。当市の平成２７年度一般会計

当初予算では、総務・民生・衛生・労働・農林水産業・商工・土木・教育の８つの分

野で１９種類の使用料がある。 

 また、水道やガス事業など公営企業が徴収する料金も使用料の一つであり、水道料

金・ガス料金・集落排水施設使用料・下水道使用料の４種類がある。 

   収入状況として平成２６年度の一般会計決算では、市の歳入決算額の０．６％にあ 

たる１億２千１百万円余りとなっており、市の貴重な収入源の一つである。 

 

 

３．負担の原則 

 １）使用料の意義 

地方自治法第２２５条では「普通地方公共団体は、第２３８条の４第７項の規定

による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収す

ることができる。」と規定しており、地方自治法第２３８条の４第７項では「行政財

産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができ

る」としている。 

使用料は、行政財産の目的外使用又は公の施設の使用に対しその反対給付として

徴収されるという性質を有するものであって、単なる役務の提供に対する反対給付

である手数料とは異なる。 

また、公の施設には、地方公営企業法の適用を受ける水道事業、ガス事業等の公

営企業も含まれる。しかし、住民の福祉を直接に増進する目的を持たない競輪場、

競馬場などの施設及び住民の利用に供することを目的としない純然たる試験研究機

関や観光客用の宿泊施設等は除かれる。 

 ２）負担の基本原則 

    公営企業を除く一般の公共用財産の使用料は、その行政財産や公の施設の維持管

理費又は減価償却費に当てられるものであり、手数料と同様に当該財産又は公の施

設の維持管理等に要した経費全額を負担することが原則であると考える。 
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    また、公営企業の料金については、地方公営企業法で独立採算制を前提として、

公共性とともに経済性の発揮を運営の基本原則であると規定し、さらに、営利目的

ではなく、実コストを賄うために充分な収入を上げる事ができるよう料金を定める

ものとしている事から、その考えにより定められた料金を利用者負担額と考える。 

 

 

４．見直し対象とする使用料 

    市で徴収する使用料の種類は多岐に渡っているが、本報告書で見直し対象とする 

   使用料は、平成２４年度の見直しにおける考え方と同様に、統一的な基準により使

用料の徴収が必要な公共施設（社会教育及び社会体育施設、健康増進施設及び福祉

施設、商工施設、産業振興施設、教育施設、市役所本庁及び支所）とする。 

    また、「妙高高原保健センター」と「妙高保健センター」は、国の補助金を受ける

際の条件として使用料を徴収することができないため、光熱水費等の実費分を使用

料と見なして利用者負担を求める。 

    ただし、次の施設は見直しによる使用料への反映が見込めないため、対象としな 

い。 

①特定の利用者（地域住民）に供することから使用料の徴収を条例で規定してい

ない集落センター、コミュニティセンター、農村公園など  

②県の委託により県条例に準じて管理を行っている「新潟県妙高高原博物展示施

設（ビジターセンター）」  

③貸出しを行う部屋がなく使用料の徴収ができない四季彩館「ひだなん」や生産

物直売施設「直売センターとまと」  

 

    なお、行政財産目的外使用料や公営企業関係料金等のように、所管課において徴

収基準を定めるものは、所管課において対応することとする。 

 

 

５．使用料額の改定基準 

 

 １）適正なコスト負担率 

    前述の「３．２）負担の基本原則」を踏まえ、見直し対象とした使用料の適正な

コストは、当該財産又は公の施設の維持管理及び運営上で必要となる経費を基本と

して算定すべきと考える。 

    したがって、使用料額とコスト計算額を比較したコスト負担率は、１００％か１

００％にできる限り近づける必要があるが、今回の検討では、適正なコスト負担率

に一定の幅を持たせることとし、現行の使用料額とコスト計算額を比較して±１

０％の範囲に入っていれば見直さないこととする。 
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 ２）経費の範囲 

    具体的な経費については、平成２４年度の見直しとの整合性を図りながら、「人件

費」「消耗品費」「光熱水費」「役務費」「委託費（指定管理者委託料）」「修繕費」等、

施設の維持管理に必要となる経費（ランニングコスト）として、「施設建設費」「土

地購入費」「借地料」「大規模修繕費」「備品購入費」等、施設整備に必要となる経費

（イニシャルコスト）は含まないこととする。 

    また、それぞれ年度ごとの増減も考えられることから、平成２４年度から平成２

６年度実績額の３カ年平均により、それぞれの範囲や基準を次のとおり定める。 

    なお、指定管理施設については指定管理者委託料を主な経費とする。 

   ※ 消費税の扱いについては、コスト算出に使用する３カ年分の経費は現消費税率で

ある８％の税込金額において計算を行うこととする。 

 

 （１）人件費 

    人件費は、使用料の対象となる事務に従事した正職員に関する経費とする。 

    したがって、職員の時間あたりの給与額を基本として、人事異動による職員構成

や従事職員による給与額の大幅な変動を避けるため、一般職の給与費及び共済費を

合算した１人当たりの平均によるものとする。 

   

時間単価＝６，５８５千円（１人当たりの平均額）÷１８９１時間（年間勤務時間） 

＝３，４８２円（１分当たり５８円） 

 

  【一般職の人件費内訳】                    （単位：千円） 

区  分 職員数 
給   与   費 

共済費 合  計 
給  料 職員手当等 計 

Ｈ24決算 334 1,188,642 600,216 1,788,858 391,697 2,180,555 

Ｈ25決算 328 1,171,010 582,090 1,753,100 375,123 2,128,223 

Ｈ26予算 324 1,167,750 624,878 1,792,628 391,492 2,184,120 

3ヵ年平均 329 1,175,801 602,395 1,778,195 386,104 2,164,299 

1 人当たりの平均額 3,577 1,833 5,410 1,175 6,585 

  ※職員手当等には、職員が長期間継続勤務して退職する場合の勤続報償である退職手当は含まない。 

 

 （２）賃 金 

    賃金は、使用料の対象となる事務に従事した正職員以外のパート職員等が施設や

備品の貸出し等の維持管理業務を行った場合に必要な経費とする。 

 

 

 （３）需用費、役務費、委託費（指定管理者委託料）、修繕費、その他 

    需用費、役務費、委託費（指定管理者委託料）及びその他経費については、施設
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の維持管理業務を行った場合に必要な経費とする。 

    また、定期に行う修繕等はコストに含むこととし、それ以外の大規模修繕等は、

臨時的な費用としてコストに含まないものとする。 

 

 ３）施設稼働率 

    稼働率の低い施設の使用料では、一般的には少ない利用者で施設維持経費を負担 

することとなり、使用料算定にも影響を及ぼす。 

    前回見直し（H24年度）では、見直し対象施設全体の平均稼働率を３０％に設定 

したが、現在の稼働状況を把握するため、市街地にあり会議など利用者の多い「新 

井ふれあい会館」「新井総合コミュニティセンター」「妙高市文化ホール」について、 

稼働率の調査を実施した。 

    その結果、稼働率３０％を超える施設（会議室等）は、大勢の参加者の利用可能 

で１回当たりの使用時間が長くなることが多い広い部屋や、学校の使用が多い部屋 

など特殊なケースが多く、一般的な会議室等については、いずれも３０％に満たな 

い状況である。 

    利用者の多いこれらの施設においても、稼働率３０％以上の部屋は、一部に限定 

されており、見直し対象施設全体に置き換えても稼働率が３０％を超える施設（会 

議室等）は僅かであると見込まれることから、今回見直し対象施設の稼働率は、前 

回同様、一律３０％として設定する。 

 

 ４）使用料額の設定 

   ①使用料額を改定する場合は、現行使用料の２５％以内を限度とする。 

・利用者負担を考慮して、前回と今回の見直しを合せて、見直し後の使用料額が

５０％以内となるよう２５％を限度とするもの。 

   ②使用料の端数処理は、使用料が１，０００円未満は１０円単位、１，０００円以

上は５０円及び１００円単位とする。 

・端数処理については利用者ニーズを考慮し、１０円単位で切捨てるものとする。 

 

 

６．改定についての考え方と改定額  （別紙１参照） 

 

 １）統一的な積算基準による算定 

    前述した「５．使用料額の改定基準」の考え方を踏まえ、施設ごとにコスト計算

を行った結果、「平成２８年度 公共施設使用料の改定額（案）」（別紙２参照）のコ

スト計算額となった。 

このコスト計算額を基本として、さらに、以下に記述するさまざまな要因を考慮

したうえで、改定使用料額を定めるものとする。 
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 ２）利用者負担の軽減対策 

    前回見直しでは、利用者負担を考慮し、コスト負担率が６０％未満となっている

使用料のみを対象として見直しを行った。 

    今回の見直しでは、前回見直し時よりコスト負担率を１０％引上げ、７０％未満

となっている使用料のみを対象とすることも考慮したが、受益者負担として適正な

原価費用の負担を求めることを基本とし、コスト負担率をできるだけ１００％に近

づけるべきであること、また、現行使用料金額の２５％以内を限度に改定すること

により激変緩和措置が図られることから、更なる軽減対策は行わず、使用料額がコ

スト計算額の１００％程度となるよう見直しを行う。 

   

 ３）コスト計算によらない使用料の考え方 

    基本的には、施設ごとのコスト計算の結果を踏まえ使用料額を見直すが、それに

よりがたい場合は、以下の考え方により使用料額を定める。 

    ①「いきいきプラザ」の商店街活性化支援スペースは、商業及びサービス業等の

新規開業者を支援するための施設であることを基本として、店舗の賃貸借料算

定の基礎となる地価の動向を勘案した中で、改定使用料額を定める。 

    ②「長沢茶屋」「深山の里」「友楽里館」「大滝荘」「苗名の湯」「関川関所 道の歴 

史館」「妙高高原ふれあい会館」については、競合する近隣施設との使用料額の 

比較も重要なため、近隣自治体の類似施設の使用料額を参考とするとともに、 

指定管理団体の運営面に配慮し改定使用料額を定める。 

    ③「高床山森林公園」については、公園管理全体経費と貸出し部分経費の按分が 

困難である（敷地面積に対して、貸出し部分が少なすぎる）ことや、競合する 

近隣施設との使用料額の比較も重要であることから、近隣自治体の類似施設の 

使用料額を参考とし、改定使用料額を定める。 

    ④「笹ヶ峰グリーンハウス」「高谷池ヒュッテ」は、競合する近隣施設との使用料 

額を参考とし、改定使用料額を定める。 

    ⑤「くびき野情報館」「新井総合コミュニティセンター」「妙高市文化ホール」の

屋外イベント広場・前庭広場・屋外ステージは、面積も大きく、会議室などの

ように面積按分による算定方法は馴染まず、また、現在、利用実態がほとんど

無い状況であることから、使用料額を据え置くこととする。 

    ⑥「小学校、中学校、特別支援学校」の体育施設等は、平成２１年度の見直しと

同様に社会体育施設の改定使用料額を学校施設に当てはめ、使用料額を定める。 

    ⑦「社会体育施設」「クラインガルテン妙高」等の使用料額の単位が１回、１１回、

１月、１シーズン、１年間など特殊なものは、近隣自治体や類似施設の使用料

額を参考に改定使用料額を定める。 

    ⑧「妙高高原保健センター」と「妙高保健センター」は、国の補助金を受ける際

の条件として使用料を徴収することができないため、光熱水費等の実費相当分

について利益者負担を求めることとする。 
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 ４）改定後の使用料額 

    「５．使用料額の改定基準」の考え方によるコスト計算及び「６．３）コスト計

算によらない使用料の考え方」を踏まえ、現行の使用料額を「平成２８年度 公共施

設使用料の改定額（案）」（別紙２参照）の「改定使用料額」とおり見直し、平成２

８年度から適用する。 

    なお、コスト負担率が１１０％を超えるものについては、引き下げるべきである

が、施設使用料（または利用料）収入により施設運営費を賄い切れていない状況で

あり、また施設稼働率を３０％と設定しているものの、実質的には３０％に満たな

い中で使用料を引下げることは本来負担すべき水準からかい離することとなるため、

使用料引下げを行わず、据置くものとする。 

 

 

７．今後の使用料の見直し 

   受益と負担の公平性の確保という観点から、今回、見直しを行った公共施設を基本

として、今後も使用料を定期的に見直し、公平で公正な財政運営の実現につなげる。 

   なお、平成２９年４月には消費税率の引き上げが決定しており、使用料の見直しな

どの対応が課題となるが、短期間での使用料見直しは施設利用者への負担に繋がる。 

このため、消費税率の引き上げの影響は次回の使用料の見直しの際に反映させる

こととする。 



 

  ■経費の範囲…「人件費」「消耗品費」「光熱水費」「役務費」「修繕費」「委託料」とし、「減価償却費」は含まない。 

  ■施設稼働率…一律３０％とする。 

  ■端数処理 …１，０００円未満は１０円単位、１，０００円以上は５０円又は１００円単位とする。 

 

                   見直し対象  （301種類）                     見直し対象外 

 

       コスト計算に基づく見直し（136種類）        コスト計算によらない 

                                 見直し（165種類） 

            コスト負担率              

   110％以上     110％～90％    90％未満 

     

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統一的な基準により使用料徴収が必要な公共施設 

使用料収入に

より施設運営費

を賄い切れてい

ない状況を鑑み

据置きとする。 

（45種類） 

 

 利用者負担軽減

としてコスト負担

率 90％未満を対

象に見直し 

   ↓ 

100％に近づく

ように引上げ 

（+25％限度） 

（87種類） 

 

適正なコスト

負担率に一定の

幅を持たせ±

10％以内は適正

として据置き。 

（4種類） 

 

 

①友楽里館など市内の民

間事業者と管理団体の運

営面に配慮が必要な施設 

②社会体育施設など近隣

自治体の同種類同規模の

施設使用料とのバランス

考慮や、市内同種施設で

使用料額を統一する必要

のある施設 

③学校など管理経費と利

用者の負担区分が明確で

ない施設 

④社会体育施設など使用

単位（1回、1年など）が

特殊な施設 

※他施設との整合による 

 引下げ（1種類）                

          他 

①特定の利用者（地域住民）に供すること

から使用料の徴収を条例で規定していな

い集落センター、コミュニティセンター、

農村公園など  

 

②県の委託により県条例に準じて管理を行

っている「新潟県妙高高原博物展示施設

（ビジターセンター）」  

 

③貸出しを行う部屋がなく使用料の徴収が

できない四季彩館「ひだなん」や生産物

直売施設「直売センターとまと」  

 

 

別紙１ 

 利用者ニーズの反映と減免適用など事務負担軽減を図るため、端数処１理を実施。 
 なお、端数は使用料収入により施設運営費を賄い切れていない状況を鑑み、切上げるものとす
る。 （端数処理による見直し：44種類、その他：1種類） 



平成２８年度　公共施設使用料の改定額（案） 別紙２

使用料額
コスト

負担率

高齢者学習室 110 212.1 51.9% 130 61.3% 25%限度適用

高齢者活動室 80 131.7 60.7% 100 75.9% 25%限度適用

ボランティア研修・子育て学習室 110 227.9 48.3% 130 57.0% 25%限度適用

老人憩の家（大集会室） 180 245.2 73.4% 220 89.7% 25%限度適用

老人憩の家（小集会室） 90 145.7 61.8% 110 75.5% 25%限度適用

相談室 40 24.5 163.3% 40 163.3%

保健・福祉ボランティア活動室 110 311.5 35.3% 130 41.7% 25%限度適用

介護実習・介護実技室 90 90 －

多世代交流広場 300 537.6 55.8% 370 68.8% 25%限度適用

いきいきふれあいサロン 350 617.7 56.7% 430 69.6% 25%限度適用

商店街活性化支援スペース １月１㎡ 650 650 －

第３民芸室 230 230 －

第４民芸室 100 100 －

研修室 100 100 －

生産活動室 300 300 －

ふれあいホール 1,400 2,449.6 57.2% 1,750 71.4% 25%限度適用

控室Ａ 50 68.6 72.9% 60 87.5% 25%限度適用

控室Ｂ 60 98.9 60.7% 70 70.8% 25%限度適用

休憩室 60 101.4 59.2% 70 69.0% 25%限度適用

調理実習室 310 504.0 61.5% 380 75.4% 25%限度適用

集会室Ａ 110 240.1 45.8% 130 54.1% 25%限度適用

集会室Ｂ 110 240.1 45.8% 130 54.1% 25%限度適用

会議室Ａ 110 240.1 45.8% 130 54.1% 25%限度適用

会議室Ｂ 110 240.1 45.8% 130 54.1% 25%限度適用

会議室Ｃ 90 169.0 53.3% 110 65.1% 25%限度適用

ふれあい工房Ａ 250 250 －

ふれあい工房Ｂ 90 90 －

ふれあい工房Ｃ 210 210 －

ボランティア室 140 140 －

研修室 180 180 －

小会議室 60 60 －

2
妙高市高齢者
生産活動センター

30分

平成２９年度に施設機能
移転が決定しているた
め、料金改定は行わな
い。

5
妙高市
新井ふれあい会館

30分

使用料規定はある
が、福祉等団体が占
用しているため一般
使用はできない。
※専用解除の見込無
し

コスト
負担率

改定使用料額
（25％限度）コスト

計算額
（30％稼動）

施　設　名　称 室　　名　　等
使用料
単 位

使　用
料　額

1
妙高市
いきいきプラザ

30分

使用料規定はあるが、
福祉等団体が占用して
いるため一般使用はで
きない。
※専用解除の見込無し

報告書コスト計算によら
ない考え方①により検討
の結果、店舗の賃貸借
料算定の基礎となる地
価が下落し、賃貸借料
の変動が見込まれない
ことから据え置くもの。

番号 備    考



平成２８年度　公共施設使用料の改定額（案） 別紙２

使用料額
コスト

負担率

集会室 200 200 －

小会議室 200 200 －

和室 200 200 －

農産物加工室 200 200 －

集会室 200 200 －

休憩室 200 200 －

宿泊 １人 6,500 6,500 －

宿泊室（休憩） 3,500 3,500 －

集会室（個人使用） 350 350 －

集会室（専用使用） 24,000 24,000 －

入浴 １人 400 400 －

宿泊料 1人１泊 5,000 5,000 －

施設利用（入浴） １人１回 500 500 －

交流活動室 1,000 1,000 －

談話室 800 800 －

体験作業室 1,000 1,000 －

宿泊Ａ（休憩） 500 500 －

宿泊Ｂ（休憩） 500 500 －

体育館 600 600 －

老人室 100 100 －

調理室 190 190 －

会議室 380 380 －

集荷室 100 100 －

加工室 80 80 －

煮沸室 80 80 －

和室 80 80 －

ホール 200 200 －

12
妙高市自然資源活
用型交流促進施設
苗名の湯

入浴 １人１日 450 450 －

・ひばり荘（上越市）
　入浴 ： 620円/人（大人）
　　　　   420円/人（小学生）
　休憩室：無料
・スカイトピア遊ランド（上越市）
　入浴 ： 420円/人（大人）
　　　　   210円/人（小学生）
　大広間：1,000円/時間
・希望館（上越市）
　入浴：400円/人（大人）
　　　　　200円/人（中学生以下）

大滝荘

10
妙高市
杉野沢総合
センター

30分

11
妙高市
婦人・若者等活動
促進施設二俣会館

30分

地域集会施設として地
元自治会が管理運営を
行っていることから、コス
ト負担率による改定は行
わない。

8
矢代ふれあいの里
友楽里館

・やすらぎ荘（上越市）
　宿泊：9,500円/人（1泊2食）
　入浴：520円/人（大人）
　　　　 310円/人（小学生）
　休憩室8畳：2,160円/室
　休憩室15畳：4,320円/室
　休憩室30畳：8,640円/室
・くわどり湯ったり村（上越市）
　宿泊：8,000円/人（1泊2食）
　入浴：500円/人（大人）
　　　　 300円/人（小学生）

3時間/人

・山荘京ヶ岳（上越市）
　宿泊：6,850円/人（1泊2食）
　入浴：400円/人（大人）
　　　　 200円/人（小学生）
　休憩室10畳：600円/h
・大島庄屋の家（上越市）
　宿泊：6,300円/人（1泊2食）
　温泉なし

１時間

9

6 長沢茶屋 1時間/人

報告書コスト計算に
よらない考え方②に
より検討の結果、近
隣自治体の類似施設
との均衡も保たれ、
指定管理団体の運営
にも支障がないこと
から、据置くもの。
※今後、消費税増税
のタイミングにおいて
別途見直しを行う予
定。

・いたくら亭（上越市）
　無料（料金設定なし）
・山姥の里（糸魚川市）
　50㎡未満部屋：150円/h
　50㎡以上100㎡未満部屋：200円/h

番号

7 深山の里 1時間/人

・大島庄屋の家（上越市）
　宿泊：6,300円/人（1泊2食）
　温泉なし
・焼山の里（糸魚川市）

　多目的ホール：200円/時間

　加工室：200円/時間、会議室1：100円/時
間
　会議室2：200円/時間、研修室：200円/時
間

コスト
負担率

施　設　名　称 室　　名　　等
使用料
単 位

コスト
計算額

（30％稼動）

報告書コスト計算によら
ない考え方②により検討
の結果、近隣自治体の
類似施設との均衡も保
たれ、指定管理団体の
運営にも支障がないこと
から据置くもの。
※今後、消費税増税の
タイミングにおいて別途
見直しを検討する予定。

改定使用料額
（25％限度）

地域集会施設として地
元自治会が管理運営を
行っていることから、コス
ト負担率による改定は行
わない。

使　用
料　額

備    考



平成２８年度　公共施設使用料の改定額（案） 別紙２

使用料額
コスト

負担率

バンガロー
（環境整備費含む）

1棟1泊2日 4,000 4,000 －

キャンプ用テント
（環境整備費含む）

1張1泊2日 2,000 2,000 －

持込テントの場合
（環境整備費含む）

1張1泊2日 1,500 1,500 －

オートキャンプ区画サイト
　ＡＣ電源付500円加算

1区画1泊2日 4,000 4,000 －

オートキャンプフリーサイト
（環境整備費含む）

1台1張1泊2日 2,500 2,500 －

テニスコート（１面） 30分 300 300 －

シャワー室 1回 200 200 －

炊事施設（かまど） 1箇所 600 600 －

毛布 1枚1泊2日 300 300 －

宿泊 １人１泊 6,170 6,170 －

１室4時間 6,170 6,170 －

１室8時間 11,300 11,300 －

ヒュッテ（宿泊） 1人１泊 4,620 4,620 －
黒沢池ヒュッテ
・宿泊／1泊2食付き8,500円
・素泊まり4,500円

野営場 1人１泊 410 410 －

南葉高原キャンプ場
・貸テント　1,200円/泊
・持込テント　700円/泊

・光ヶ原高原キャンプ場
・持込テント　1,000円/泊

16
池の平温泉
イベント広場

休憩舎 30分 190 190 －

イベントギャラリー 230 1954.6 11.8% 280 14.3% 25%限度適用

研修室 70 552.1 12.7% 80 14.5% 25%限度適用

15
妙高市営高谷池
ヒュッテ

平成２８年度に施設建替
予定のため据置く。料金
改定は建替え後の実施
する予定。

平成２８年度に拡張整備
実施のため据置く。料金
改定は整備後に実施す
る予定

17 くびき野情報館 30分

南葉高原キャンプ場
バンガロー　3,500円/泊
貸テント　1,200円/泊
持込テント　700円/泊

光ヶ原高原キャンプ場
バンガロー　3,000円/泊
持込テント　1,000円/泊

上越総合運動公園シャワー
・100円/回
上越市総合体育館シャワー
・100円/回

高田公園庭球場
・250円/時間（1面）

14
笹ヶ峰グリーンハウ
ス

報告書コスト計算によら
ない考え方④により検討
の結果、立地等の関係
から近隣自治体の類似
施設に比べ高いが、料
金引き下げは管理費な
ど運営資金の減少とな
るため、据置くもの。
※今後、消費税増税の
タイミングにおいて別途
見直しを検討する予定。

・ゑしんの里　やすらぎ荘（上越市）
　素泊まり：4,930円/泊
　休憩：2,100円　個室8畳(4ｈ)
　休憩：4,200円　個室15畳(4ｈ)

日帰り休憩

番号 施　設　名　称 室　　名　　等

13 高床山森林公園

報告書コスト計算によら
ない考え方③により検討
の結果、近隣自治体の
類似施設との均衡も保
たれ、指定管理団体の
運営にも支障がないこと
から据置くもの。
※今後、消費税増税の
タイミングにおいて別途
見直しを検討する予定。

備    考
使用料
単 位

使　用
料　額

コスト
計算額

（30％稼動）

コスト
負担率

改定使用料額
（25％限度）



平成２８年度　公共施設使用料の改定額（案） 別紙２

使用料額
コスト

負担率

娯楽集会室 230 215.3 106.8% 230 106.8%

婦人研修室 100 71.7 139.5% 100 139.5%

老人研修室 100 71.7 139.5% 100 139.5%

その他の各室 50 41.1 121.7% 50 121.7%

屋内体育館（半面） 300 300 － 体育館アリーナ半面使用料額を準用

屋内体育館（全面） 600 600 － 半面の２倍

グラウンド 500 500 －

教室等（一室につき） 200 200 －

屋内体育館 300 300 － 体育館アリーナ半面使用料額を準用

グラウンド 500 500 －

教室等（一室につき） 200 200 －

屋内体育館（半面） 300 300 － 体育館アリーナ半面使用料額を準用

屋内体育館（全面） 600 600 － 半面の２倍

あらいホール 350 350 －

グラウンド 500 500 －

教室等（一室につき） 200 200 －

屋内体育館（１面） 300 300 － 体育館アリーナ半面使用料額を準用

屋内体育館（２面） 600 600 － １面の２倍

屋内体育館（全面） 900 900 － １面の３倍

柔剣道場 300 300 －

音楽堂 350 350 －

グラウンド 500 500 －

教室等（一室につき） 200 200 －

屋内体育館（半面） 300 300 － 体育館アリーナ半面使用料額を準用

屋内体育館（全面） 600 600 － 半面の２倍

柔剣道場 300 300 －

グラウンド 500 500 －

教室等（一室につき） 200 200 －

集会室 170 56.2 302.5% 170 302.5%

第一作業室 300 84.4 355.5% 300 355.5%

第二作業室 150 28.1 533.8% 150 533.8%

保管室 150 30.9 485.4% 150 485.4%

集会室 150 141.1 106.3% 150 106.3%

健康相談室 80 52.5 152.4% 80 152.4%

調理室 60 17.7 339.0% 60 339.0%

宿泊室 60 36.1 166.2% 60 166.2%

20
新井克雪管理
センター

30分

21
大鹿克雪管理
センター

屋内体育館使用料額が据え置きのた
め同額

新井中学校 30分

屋内体育館使用料額が据え置きのた
め同額

妙高高原中学校

屋内体育館使用料額が据え置きのた
め同額

19

新井北小学校・新井中
央小学校・妙高高原北
小学校・妙高中学校

30分

報告書コスト計算によら
ない考え方⑥により検討
の結果、社会体育施設
の使用料が据置きのた
め、同様に据置くもの。

屋内体育館使用料額が据え置きのた
め同額

斐太南小学校･斐太北
小学校・姫川原小学
校・新井南小学校・妙
高高原南小学校・妙高
小学校･にしき特別支
援学校

30分
屋内体育館使用料額が据え置きのた
め同額

新井小学校

備    考

18
妙高市
総合センター

30分

番号 施　設　名　称
使用料
単 位

使　用
料　額

コスト
負担率

室　　名　　等
コスト

計算額
（30％稼動）

改定使用料額
（25％限度）

30分

30分

30分



平成２８年度　公共施設使用料の改定額（案） 別紙２

使用料額
コスト

負担率

会議室 360 457.1 78.8% 450 98.4% 25%限度適用

栄養指導室 160 196.4 81.5% 190 96.7% コスト計算額適用

休養室 150 221.0 67.9% 180 81.4% 25%限度適用

リハビリ室 60 294.5 20.4% 70 23.8% 25%限度適用

子どもの部屋 550 1,595.1 34.5% 680 42.6% 25%限度適用

和室 110 138.1 79.7% 130 94.1% 25%限度適用

大会議室 1,000 1,186.2 84.3% 1,150 96.9% コスト計算額適用

大広間 330 406.1 81.3% 400 98.5% コスト計算額適用

研修室Ａ 160 203.1 78.8% 200 98.5% コスト計算額適用

研修室Ｂ 160 203.1 78.8% 200 98.5% コスト計算額適用

和室Ａ 80 110.9 72.1% 100 90.2% 25%限度適用

和室Ｂ 80 110.9 72.1% 100 90.2% 25%限度適用

和室Ｃ 50 49.0 102.0% 50 102.0%

応接室 50 64.6 77.4% 60 92.9% 25%限度適用

前庭広場 250 250 － 専用の場合徴収

大ホール 4,300 3,257.4 132.0% 4,300 132.0%

楽屋Ａ 80 98.3 81.4% 90 91.6% コスト計算額適用

楽屋Ｂ 80 98.3 81.4% 90 91.6% コスト計算額適用

楽屋Ｃ 80 91.7 87.2% 90 98.1% コスト計算額適用

楽屋事務室 50 79.2 63.1% 60 75.8% 25%限度適用

主催者事務室 50 57.4 87.1% 50 87.1%

練習室Ａ 190 203.4 93.4% 200 98.3% コスト計算額適用

練習室Ｂ 470 487.3 96.4% 480 98.5% コスト計算額適用

練習室Ｃ 180 202.5 88.9% 200 98.8% コスト計算額適用

舞台のみ 850 933.3 91.1% 930 99.6% コスト計算額適用

楽屋浴室 200 200 －
上越市総合体育館シャワー
・100円/回

ホワイエＢ 620 2,454.5 25.3% 770 31.4% 25%限度適用

屋外ステージ 150 150 － 専用の場合徴収 

23
妙高市
文化ホール

30分

近隣類似施設と比較し
た結果、妥当な水準の
範囲とし、据置くもの。

報告書コスト計算によら
ない考え方⑤により検討
した結果、同施設内の
他貸出施設では据置き
となるものが多いため、
同様に据置くもの。

改定使用料額
（25％限度）使　用

料　額

コスト
計算額

（30％稼動）

コスト
負担率

備    考

22
新井総合
コミュニティセンター

30分

報告書コスト計算によら
ない考え方⑤により検討
した結果、同施設内の
他貸出施設も据置きとな
るため、同様に据置くも
の。

番号 施　設　名　称 室　　名　　等
使用料
単 位



平成２８年度　公共施設使用料の改定額（案） 別紙２

使用料額
コスト

負担率

キッズキッチン 110 917.0 12.0% 130 14.2% 25%限度適用

ワークショップ 230 1,861.7 12.4% 280 15.0% 25%限度適用

多目的ホール 230 1,853.9 12.4% 280 15.1% 25%限度適用

サークルルーム 230 739.5 31.1% 280 37.9% 25%限度適用

手作りミュージアム 460 3,906.6 11.8% 570 14.6% 25%限度適用

会議室 110 1,214.9 9.1% 130 10.7% 25%限度適用

大研修室 950 634.8 149.7% 950 149.7%

研修室A 480 328.2 146.3% 480 146.3%

研修室B 400 283.4 141.1% 400 141.1%

研修室Ｃ 230 173.1 132.9% 230 132.9%

講師控室 80 52.3 153.0% 80 153.0%

多目的ホール（全面） 1,150 2,610.6 44.1% 1,400 53.6% 25%限度適用

多目的ホール（半面） 580 1,305.3 44.4% 700 53.6% 25%限度適用

研修室 230 286.9 80.2% 280 97.6% 25%限度適用

和室 230 286.9 80.2% 280 97.6% 25%限度適用

親子ルーム 230 286.9 80.2% 280 97.6% 25%限度適用

クラフトルーム 230 286.9 80.2% 280 97.6% 25%限度適用

ロビー等 350 486.5 71.9% 430 88.4% 25%限度適用

集会室 180 123.7 145.5% 180 145.5%

老人教室 100 61.8 161.8% 100 161.8%

青年研究室 90 61.8 145.6% 90 145.6%

婦人室 80 52.1 153.6% 80 153.6%

調理実習室 90 60.5 148.8% 90 148.8%

遊戯室 80 30.9 258.9% 80 258.9%

アリーナ（半面） 300 300 －

アリーナ（全面） 600 600 －

アリーナ（半面） 300 300 －

アリーナ（全面） 600 600 －

ロビー 90 115.0 78.3% 110 95.7% 25%限度適用

ステージ 90 110 －

上越市中郷総合体育館ステージ
・200円／時間
上越市浦川原体育館ステージ
・200円／時間

アリーナ（半面） 300 300 －

アリーナ（全面） 600 600 －

ロビー 90 123.0 73.2% 110 89.4% 25%限度適用

ステージ 90 145.1 62.0% 110 75.8% 26%限度適用

柔道室 80 109.9 72.8% 100 91.0% 25%限度適用

大会議室 110 170.6 64.5% 130 76.2% 25%限度適用

和室 60 74.6 80.4% 70 93.8% 25%限度適用

上越市牧体育館
・830円／時間（全面）
上越勤労身体障害者体育館
・500円／時間（全面）

上越市牧体育館
・830円／時間（全面）
上越勤労身体障害者体育館
・500円／時間（全面）

近隣市同種施設及び市
内同種同規模施設との
使用料額の統一を図る
ため据置くもの。

30 赤倉体育センター 30分

近隣市同種施設及び市
内同種同規模施設との
使用料額の統一を図る
ため据置くもの。

上越市牧体育館
・830円／時間（全面）
上越勤労身体障害者体育館
・500円／時間（全面）

27
原通
コミュニティセンター

30分

28 新井南体育館 30分

29 妙高高原体育館 30分

25
妙高市
勤労者研修
センター

30分

26
妙高市
妙高高原メッセ

30分

備    考

24
妙高市
青少年学習施設
（わくわくランド）

30分

番号 施　設　名　称 室　　名　　等
使用料
単 位

コスト
負担率

近隣市同種施設及び市
内同種同規模施設との
使用料額の統一を図る
ため据置くもの。

改定使用料額
（25％限度）使　用

料　額

コスト
計算額

（30％稼動）

同種の施設に合わせる
ものとする（赤倉体育セ
ンターステージ）



平成２８年度　公共施設使用料の改定額（案） 別紙２

使用料額
コスト

負担率

アリーナ（半面） 350 917.8 38.1% 430 46.9% 25%限度適用

アリーナ（全面） 700 1,835.5 38.1% 860 46.9% 25%限度適用

32 新井ペタンクコート － 30分 150 10.7 1401.9% 150 1401.9%

プール（個人：中学生以下） 1回 200 200 －

プール（個人：中学生以下） 11回 2,000 2,000 －

プール（個人：中学生以下） 半年 4,400 4,400 －

プール（個人：中学生以下） 1年間 8,000 8,000 －

プール（個人：高校生以上） 1回 400 400 －

プール（個人：高校生以上） 11回 4,000 4,000 －

プール（個人：高校生以上） 半年 8,800 8,800 －

プール（個人：高校生以上） 1年間 16,000 16,000 －

プール（専用使用） 1ｺｰｽ30分 500 500 －

プール（専用使用） 全ｺｰｽ30分 2,500 2,500 －

トレーニングルーム（専用） 30分 250 822.9 30.4% 310 37.7% 25%限度適用

ミーティングルーム（専用） 30分 250 620.0 40.3% 310 50.0% 25%限度適用

35 新井テニスコート テニスコート（１面） 30分 150 150 －

上越市総合運動公園テニスコート
・500円/時間（1面）
上越市ゆーとぴあくびきテニスコート
・250円/時間（1面）

36 東赤倉テニスコート テニスコート（１面） 30分 300 400 －
（人工クレ―コート）
長野県御代田町テニスコート
・500円/時間（1面）

野球場 30分 500 500 －

高田公園野球場
・900円/時間
上越市ゆーとぴあくびき野球場
・700円/時間

テニスコート（１面） 30分 300 300 －

上越市総合運動公園テニスコート
・500円/時間（1面）
上越市ゆーとぴあくびきテニスコート
・250円/時間（1面）

陸上競技場（個人：高校生以上） 1回 200 200 －

陸上競技場（個人：高校生以上） 1月 1,000 1,000 －

陸上競技場（個人：高校生以上） 1シーズン 6,000 6,000 －

陸上競技場（個人：中学生以下） 1回 新規設定 100 －

陸上競技場（個人：中学生以下） 1月 新規設定 500 －

陸上競技場（個人：中学生以下） 1シーズン 新規設定 3,000 －

陸上競技場（団体使用） 30分 1,000 1,000 －

陸上競技場（専用使用） 30分 2,250 2,250 －

屋外球技場（個人：高校生以上） 1回 200 200 －

屋外球技場（個人：中学性以下） 1回 100 100 －

屋外球技場（団体使用） 30分 1,000 1,000 －

屋外球技場（専用使用） 30分 2,250 2,250 －

シャワー（管理棟） 1回 100 100 －

上越市総合体育館シャワー
・100円/回
上越総合運動公園クラブハウスシャ
ワー
・100円/回

37 新井総合公園

コスト計算は時間単
位での計算であり、
回数使用等には適さ
ない。また、年間通じ
て開館しているオー
ルシーズンプールは
多額の管理費のかか
る施設であり、料金
見直し毎に使用者に
維持費を負担させる
には限度がある。さら
には近隣市の同様施
設使用料を考慮し、
料金改定は行わな
い。

34 水夢ランドあらい

近隣市の同様施設の使用料
や夏季期間の合宿利用等を
考慮し、料金改定は行わな
い。

近隣類似施設と比較し
た結果、妥当な水準の
範囲とし、据置くもの。

近隣市の同様施設使用料に
合わせ、見直しを行わない。

上越市立オールシーズンプール
・中学生以下220円/回
・一般450円/回
上越市リージョンプラザ市民プール
・一般600円/回
・一般回数券(11回)6,000円
・小中学生300円/回
・小中学生回数券(11回)3,000円
柏崎アクアパーク
・一般420円/回
・一般6カ月券8,390円
・小中学生210円/回
・小中学生6カ月券4,200円

コスト計算では25％限度での
見直しとなるが、人口クレイ
コートへの改修、クラブハウ
スの改修が終わり、H28年度
より年間を通して施設全体の
利用が可能となることから、
全国の他市町村の料金を考
慮し、見直しする。

コスト計算は時間単
位での計算であり、
回数使用等には適さ
ない。また、近隣市の
同様施設の使用料や
夏季期間の合宿利用
等を考慮し、料金改
定は行わない。

近隣市の同様施設使用料に
合わせ、見直しを行わない。

室　　名　　等
使用料
単 位

使　用
料　額

コスト
負担率

コスト
計算額

（30％稼動）
備    考

31
新井グリーン
スポーツセンター

30分

番号 施　設　名　称

改定使用料額
（25％限度）

上越市柿崎総合運動公園人口芝グラ
ウンド
・800円/1時間
上越市ゆーとぴあくびきふれあいグラ
ウンド
・1,200円/時間

上越市高田公園陸上競技場
・中学生以下150円/2時間
・一般300円/2時間
・団体750円/時間



平成２８年度　公共施設使用料の改定額（案） 別紙２

使用料額
コスト

負担率

野球場 30分 500 500 －

高田公園野球場
・900円/時間
上越市ゆーとぴあくびき野球場
・700円/時間

グラウンド（個人使用：中学生以下） 1回 新規設定 70 －

グラウンド（個人使用：高校生以上） 1回 150 150 －

グラウンド（団体使用） 30分 750 750 －

グラウンド（専用使用） 30分 1,750 1,750 －

アリーナ（半面） 30分 300 499.4 60.1% 370 74.1% 25%限度適用

アリーナ（全面） 30分 600 998.8 60.1% 740 74.1% 25%限度適用

ステージ 30分 90 110 －

上越市中郷総合体育館ステージ
・200円／時間
上越市浦川原体育館ステージ
・200円／時間

柔剣道場（半面） 30分 80 100 －

柔剣道場（全面） 30分 160 200 －

土間運動場 30分 250 340.8 73.4% 310 91.0% 25%限度適用

テニスコート（１面） 30分 300 300 －

上越市総合運動公園テニスコート
・500円/時間（1面）
上越市ゆーとぴあくびきテニスコート
・250円/時間（1面）

野球場 30分 500 500 －

高田公園野球場
・900円/時間
上越市ゆーとぴあくびき野球場
・700円/時間

シャワー 1回 100 100 －

上越市総合体育館シャワー
・100円/回
上越総合運動公園クラブハウスシャ
ワー
・100円/回

グラウンド（個人使用：中学生以下） 1回 新規設定 50 －

グラウンド（個人使用：高校生以上） 1回 100 100 －

グラウンド（団体使用） 500 500 －

グラウンド（専用使用） 1,250 1,250 －

多目的広場 250 2,643.7 9.5% 310 11.7% 25%限度適用

一般（高校生以上） 1人1日 1,000 1,200 －

一般（高校生以上） 1人半日 新規設定 600 －

中学生以下 1人1日 500 600 －

中学生以下 1人半日 新規設定 300 －

一般（高校生以上） 1人1日 1,260 1,500 －

一般（高校生以上） 1人半日 630 750 －

中学生以下 1人1日 630 750 －

中学生以下 1人半日 315 380 －

中学生・小学生（個人） 1人１回 310 310 －

中学生・小学生（15人以上団体） 1人1回 280 280 －

一般・高校生（個人） 1人1回 520 520 －

一般・高校生（15人以上団体） 1人1回 460 460 －

大集会室 190 333.8 56.9% 230 68.9% 25%限度適用

中集会室 90 90.8 99.1% 90 99.1%

小集会室 80 80.8 99.0% 80 99.0%

調理室 50 65.2 76.7% 60 92.0% 25%限度適用

コラボホール（半面） 250 628.8 39.8% 310 49.3% 25%限度適用

コラボホール（全面） 500 1,257.7 39.8% 620 49.3% 25%限度適用

控室 50 104.3 47.9% 60 57.5% 25%限度適用

２０１会議室 150 348.8 43.0% 180 51.6% 25%限度適用

３０１会議室 150 348.8 43.0% 180 51.6% 25%限度適用

４０１会議室 150 348.8 43.0% 180 51.6% 25%限度適用

上越市総合体育館柔剣道場
・450円/時間
上越市中郷総合体育館柔剣道場
・400円／時間

新潟県石打丸山シャンツェ
・中学生以下640円/日
・一般1,300円/日

・一茶記念館（信濃町）
　大人1人1回500円（450円）
　小人1人1回300円（260円）

上越市高田公園陸上競技場
・中学生以下150円/2時間
・一般300円/2時間
・団体750円/時間

関山コミュニティセ
ンター

30分

44 妙高市役所 30分

41
妙高市
妙高高原赤倉
シャンツェ

H24～H26の維持管理費
を利用面積で按分し、利
用者数で割り、一人当た
りの維持管理費を算出
(12,750円/人)。
→上限25%が該当。
また、半日区分を追加
し、１日の金額の半額と
する。

42
関川関所
道の歴史館

報告書コスト計算によら
ない考え方②により類似
施設と比較した結果、類
似施設との均衡も保た
れているため、据置くも
の。

43

備    考

38
妙高高原
スポーツ公園

番号

40
妙高市
オールシーズン
シャンツェ

H24～H26の維持管理費
を利用面積で按分し、利
用者数で割り、一人当た
りの維持管理費を算出
(12,750円/人)。
→上限25%が該当。
また、半日区分を追加
し、１日の金額の半額と
する。

新潟県石打丸山シャンツェ
・中学生以下640円/日
・一般1,300円/日

近隣市の同様施設使用料に
合わせ、見直しを行わない。

30分

コスト計算は時間単位での
計算であり、回数使用等には
適さない。また、近隣市の同
様施設の使用料や夏季期間
の合宿利用等を考慮し、料
金改定は行わない。

コスト
負担率

施　設　名　称 室　　名　　等
使用料
単 位

コスト計算は時間単位での
計算であり、回数使用等には
適さない。また、近隣市の同
様施設の使用料や夏季期間
の合宿利用等を考慮し、料
金改定は行わない。

県内他市の同様施設の使用
料や、夏期の合宿利用等を
参考とし、見直しを行わな
い。

同種の施設に合わせるもの
とする（赤倉体育センタ－柔
道室）

39
妙高ふれあい
パーク体育館

使　用
料　額

コスト
計算額

（30％稼動）

改定使用料額
（25％限度）

上越市高田公園陸上競技場
・中学生以下150円/2時間
・一般300円/2時間
・団体750円/時間

同種の施設に併せるも
のとする（赤倉体育セン
ターステージ）



平成２８年度　公共施設使用料の改定額（案） 別紙２

使用料額
コスト

負担率

第１会議室 200 159.9 125.1% 200 125.1%

第２会議室 100 79.9 125.2% 100 125.2%

第３会議室 100 79.7 125.5% 100 125.5%

研修室 130 95.9 135.6% 130 135.6%

46 クラインガルテン妙高 ラウベ 年１区画 421,700 421,700 －
・おぢやクラインガルテン（小千谷市）
　396,000円/区画・年

休憩室（小：１１室） 60 237.0 25.3% 70 29.5% 25%限度適用

休憩室（大：１室） 90 403.0 22.3% 110 27.3% 25%限度適用

第１会議室 60 225.8 26.6% 70 31.0% 25%限度適用

第２会議室 90 789.2 11.4% 110 13.9% 25%限度適用

浴室 １回 250 250 －

大研修室 200 76.3 262.1% 200 262.1%

研修室Ａ 60 14.7 408.2% 60 408.2%

研修室Ｂ 60 14.7 408.2% 60 408.2%

研修室Ｃ 60 14.7 408.2% 60 408.2%

調理室 80 15.7 509.6% 80 509.6%

アリーナ（半面） 400 1,457.2 27.4% 500 34.3% 25%限度適用

アリーナ（全面） 800 2,914.3 27.5% 1,000 34.3% 25%限度適用

アリーナ 個人１回 100 120 －

上越市牧体育館
・一般…270円／2時間
上越勤労身体障害者体育館
・一般…200円／2時間

ランニングコース 個人１回 100 120 －

上越市総合体育館ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ
上越市柿崎総合体育館ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ
上越市中郷総合体育館ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ
・一般150円/2時間

１回 150 200 －

回数券 1,500 2,000 －

半年会員権 3,500 5,500 －

年会員権 6,000 10,000 －

１回 70 100 －

回数券 700 1,000 －

半年会員権 1,800 2,800 －

年会員権 3,000 5,000 －

武道場（全面） 300 1,001.2 30.0% 360 36.0% 25%限度適用

武道場（半面） 150 500.6 30.0% 180 36.0% 25%限度適用

健康・体力測定室 250 310 －

上越市総合体育館ミーティングルーム
・400円/時間
上越市中郷総合体育館ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ
・400円/時間
清里スポーツセンター会議室
・200円/時間

研修室 100 265.1 37.7% 120 45.3% 25%限度適用

会議室 200 737.0 27.1% 250 33.9% 25%限度適用

シャワー １回 100 100 －

上越市総合体育館シャワー
・100円/回
上越総合運動公園クラブハウスシャ
ワー
・100円/回

同種の施設に合わせるもの
とする（水夢ランドあらいト
レーニングルーム・ミーティン
グルーム）

備    考
コスト

計算額
（30％稼動）

コスト
負担率

新 大鹿交流館 30分

トレーニングルーム
(一般：高校生以上）

30分

新 妙高市総合体育館

利用面積及び利用者数
により一人当り維持管理
費を算出したが、一人当
りの費用が高額となった
ため、上限25%を適用。

○新潟市 北区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、横越総
合体育館
　・一般(高校生以上) ：1回…250円、
1ヶ月…2500円、3ヶ月…6000円、6ヶ
月…9000円、1年…13000円
○長岡市 南部体育館、中之島体育館
　・一般 ： 1回…400円、1ヶ月…4800
円、6ヶ月…8000円、1年…13000円
○三条市 栄体育館
　・一般(高校生以上) ：1回…300円、
1ヶ月…2000円、3ヶ月…5000円、6ヶ
月…9000円、1年…15000円
○魚沼市 堀之内体育館
 ・一般(高校生以上) ：1回…300円、
1ヶ月…1500円、3ヶ月…4000円、6ヶ
月…6000円、1年…10000円
○刈羽村 生涯学習センターラビカ
 ・一般(高校生以上) ：1回…200円

近隣市の同様施設使用料に
合わせ、見直しを行わない。

新

施　設　名　称 室　　名　　等
使用料
単 位

妙高高原ふれあい
会館

30分

45

トレーニングルーム
(中学生以下)

30分

妙高高原支所 30分

報告書コスト計算によら
ない考え方⑦により類似
施設と比較した結果、類
似施設との均衡も保た
れているため、据置くも
の。

番号
使　用
料　額

改定使用料額
（25％限度）

報告書コスト計算によら
ない考え方②により類似
施設と比較した結果、据
置くもの。

民間施設のようにトレー
ナーが付いたり、個々に
応じたメニュー提供も無
いことから、県内他市の
使用料を参考とし、１回
200円に見直す。（中学
生以下は半額とする）
※回数券（11回）は、1回
分サービスとして10回分
の料金とする。
※年会員は、年間50回
を想定し、算定。
※半年会員は、年会員
の半額の一割増しの金
額とする。



平成２８年度　公共施設使用料の改定額（案） 別紙２

アリーナ（半面） 150 300 －

アリーナ（全面） 300 600 －

グラウンド（個人使用：高校生以上） 1回 100 100 －

グラウンド（個人使用：中学生以下） 1回 新規設定 50 －

グラウンド（専用使用） 30分 500 500 －

アリーナ（半面） 30分 300 300 －

アリーナ（全面） 30分 600 600 －

トレーニングルーム 30分 250 51.7 483.6% 250 483.6%

会議室 30分 250 20.3 1231.5% 250 1231.5%

集会室１～３ 30分 250 85.1 293.8% 250 293.8%

集会室４ 30分 400 66.8 598.8% 400 598.8%

音楽室１ 30分 500 88.0 568.2% 500 568.2%

音楽室２～５ 30分 280 113.5 246.7% 280 246.7%

多目的広場（個人使用：高校生以上） 1回 100 100 －

多目的広場（個人使用：中学生以下） 1回 新規設定 50 －

多目的広場（団体使用） 30分 500 500 －

多目的広場（専用使用） 30分 1,250 500 －

シャワールーム １回 100 100 －

上越市総合体育館シャワー
・100円/回
上越総合運動公園クラブハウスシャ
ワー
・100円/回

上越市牧体育館
・830円／時間（全面）
上越勤労身体障害者体育館
・500円／時間（全面）

近隣市同種施設及び市
内同種同規模施設との
使用料額の統一を図る
ため据置くもの。

杉野沢トレーニング
センター

新
矢代コミュニティス
ポーツセンター

30分

上越市牧体育館
・830円／時間（全面）
上越勤労身体障害者体育館
・500円／時間（全面）

上越市高田公園陸上競技場
・中学生以下150円/2時間
・一般300円/2時間
・団体750円/時間

新

近隣市の同様施設使用料に
合わせ、見直しを行わない。

近隣市の同様施設の使
用料や夏季期間の合宿
利用等を考慮し、料金改
定は行わない。

市内の同規模同様施設の使
用料額を統一するため、料
金改定を行う。

近隣市の同様施設の使用料
や夏季期間の合宿利用等を
考慮し、料金改定は行わな
い。

上越市高田公園陸上競技場
・中学生以下150円/2時間
・一般300円/2時間
・団体750円/時間

市内の同規模同様施設の使
用料額を統一するため、料
金改定を行う。



妙高市公共施設有効活用・再配置計画（実施計画）：具体化した取組み

※撤去費用：ＲC造、Ｓ造：20,000円×延床面積　　木造：15,000円×延床面積

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

1 旧姫川原小学校

生涯学習課
福祉介護課

総務課
(こども教育課)

－ － －

◆利用見直し
　校舎は、「姫川原コミュニティセンター」及び「高
　齢者生産活動センター」の機能を移転。体育館は、
　グラウンドと併せて、コミュニティスポーツセンタ
　ーとして指定管理委託により維持管理を実施。

○Ｈ２８年度
 ・大規模改修（屋上防水・外壁改修）
 ・用途変更、機能移転に伴う改修
 ・「姫川原コミュニティセンター」及び「高
 　齢者生産活動センター」施設引越し
　 ※「集落活性化推進事業費補助金（国土交
　　 　通省）」を活用
○Ｈ２９年度
 ・「姫川原コミュニティセンター」及び「高
 　齢者生産活動センター」供用開始
○Ｈ３０年度
 ・旧姫川原小学校プール解体撤去

改修 供用
開始

2
高齢者生産活動セ
ンター

福祉介護課
総務課

RC造/2階
916㎡

（築36年）
18,320 3,600

◆改修等[機能移転]
　建物は老朽化が著しく、また耐震基準に適合してい
　ないことから撤去し、旧姫川原小学校を改修して代
　替施設とする。

○Ｈ２８年度
 ・「旧姫川原小学校」に施設引越し
○Ｈ２９年度
 ・「旧姫川原小学校」にて供用開始
 ・「旧高齢者生産活動センター」解体撤去
 　※「集落活性化推進事業費補助金（国土交
 　　通省）」を活用

機能
移転

撤去

3
姫川原コミュニ
ティセンター[B]

生涯学習課
総務課

RC造/2階
295㎡

（築35年）
5,900 0

◆改修等[機能移転]
　建物は老朽化が著しく、また耐震基準に適合してい
　ないことから撤去し、旧姫川原小学校を改修して代
　替施設とする。

○Ｈ２８年度
 ・「旧姫川原小学校」に施設引越し
○Ｈ２９年度
 ・「旧姫川原小学校」にて供用開始
 ・「旧姫川原コミュニティセンター」解体撤去
 　※「集落活性化推進事業費補助金（国土交
 　　通省）」を活用

機能
移転

撤去

校舎
◆

32,000

体育館
（プール含む）

25,000

5 総合センター[A]
妙高支所

健康保険課
総務課

RC造/2階
731㎡

（築41年）
14,620 630

◆改修等[機能移転]
　妙高地域の市民を対象とした施設であり、広域的な
　使用が少ないことや、建物は老朽化が著しく、また
　耐震基準に適合していないことから撤去する。今後
　、集会施設機能については妙高保健センターへ、調
　理室機能については関山コミュニティセンターに機
　能を移転する。

○Ｈ２８年度
 ・機能移転先「関山コミュニティセンター
　（調理室）」改修
○Ｈ２９年度
 ・「総合センター」解体撤去

施設
改修
移転

撤去

●
校舎
解体
撤去

●
体育
館解
体撤
去●

見直し方向性及び方針 実施予定
取組みスケジュール

4 旧吉木小学校
こども教育課
(生涯学習課)

校舎
RC造/3階
1,402㎡

（築39年）
体育館
S造/1階
656㎡

（築39年）

1,600

◆校舎：廃止　体育館：廃止
　校舎及び体育館は老朽化が著しく、また耐震基準に
　適合していないことから、現在、生涯学習課におい
　て地域と協議を進めている、地区集会施設の機能を
　持った多目的施設の建設に合わせ、撤去する方向で
　地元と調整する。

○Ｈ２８年度
 ・「旧吉木小学校校舎」解体撤去
○Ｈ２９年度
 ・「水上コミュニティセンター」建設工事
 　※「民生安定補助金（防衛省）」を活用
○Ｈ３０年度
 ・「水上コミュニティセンター」供用開始
 ・「旧吉木小学校体育館」解体撤去
○Ｈ３１年度
 ・「旧吉木小学校プール」解体撤去

№ 施設名
所管課

（関係課）

構造
延床面積

（築年数）

解体撤去
費概算

（千円）

年間維持
管理経費
（千円）

「水上コミュニティセ 

 ンター」供用開始 


