
「使用料・手数料の見直し内容（案）」についての意見募集結果

（１）パブリックコメントの概要
・意見募集期間　　令和元年9月27日（金）から10月23日（水）まで
・意見提出者数　　7人（17件）

（２）市民説明会の概要
・日時及び場所　　①令和元年10月10日（木）19時～＠南市民プラザ多目的ホール
  　　　　　　　　  ②令和元年10月11日（金）19時～＠北市民プラザ第１・２会議室
  　　　　　　　　  ③令和元年10月12日（土）10時～＠市役所第１・２会議室（※台風19号接近に伴う対応と来場者の安全確保のため中止）
・参加者数　　　　①0人、②5人

（３）いただいた意見・質問の内容及び市の考え方（個人情報を含むご意見等は意見の趣旨を損なわない範囲で一部を変更させていただいています。）

番号 意見・質問の内容 市の考え方 意見をいた
だいた場所

1

各種 申請書類の発行手数料の値上げに絶対反対です！生計状態に関わらず、あ
らゆる立場の市民が最低限生きる上で必要な申請書の発行手数料などの一斉値
上げは、経済格差をより深刻にし、一層人口減少に繋がります。このような無
差別一斉負担に反対します。

特定の方が利益を受ける行政サービスについては、これまでもその対価として
使用料・手数料を徴収してまいりましたが、一部の使用料・手数料について
は、長年にわたり据え置きとなっておりました。また、いただいたご意見にあ
るような一斉値上げではなく一部の改定であり、改定額も小幅に抑えているた
め、人口減少につながるとは考えておりません。今回の見直しは市民全体の負
担の公平性の観点や近隣自治体との均衡の観点から受益者負担の適正化に向け
た見直しを行うものとなりますので、ご理解をお願いいたします。

パブコメ

全般に関すること

1



番号 意見・質問の内容 市の考え方 意見をいた
だいた場所

2

台風のため説明会を中止し、パブリックコメントの期間を延長したのは賢明な
判断です。証明書発行手数料は不特定多数の市民が各種手続き時に役所等から
提出を義務化されているから請求するものです(選択肢なし)。野球場使用料は
特定少数の市民が遊興のために使用するものです(選択肢あり)。前者を値上げ
して後者を値下げしては公平性を保てません。
諸般の事情から、前者を値上げするなら後者は最低でも据え置きにすべきで
す。裏に何かがあると勘ぐられないためにも。

今回の見直しにあたっては、行政サービスに要しているコストを把握し、その
一定割合を料金という形でご負担いただくことにより料金の適正化を図ること
を目的としています。手数料に関しましては、例えば「住民票」にしましても
「し尿雑排水処理手数料」にしましても、特定の方が利益を受けることが明ら
かなことから、受益者負担割合１００％で設定しております。しかしながら、
受益者負担１００％と申しましても、原価そのままの料金としているものはほ
とんどありません。改定をしてもなお、原価との乖離が生じております。つま
りその部分につきましては、税金で補っているということになります。また、
使用料に関しましては、選択性だけではなく、市場性についても考慮し、受益
者負担割合を設定しております。また、各使用料・手数料において、上記によ
り算出した理論上の適正価格を基に他市との均衡等についても考慮し料金改定
案を作成していることから、いただいたご意見のような相関関係がなく、公平
性は保たれていると考えております。ご理解をお願いいたします。

パブコメ

3
マイナンバーやさくら通りの自転車道や樹医に法外な料金を支払ったり必要以
上のムダが多すぎます。暮しを守る事にきちんとお金をかけて下さい。

市の予算は毎年度市議会で議決を受け、その翌年度には決算の認定をいただい
ており、ご指摘のような法外なものではございませんが、市民のみなさまに無
駄な予算執行と思われることのないよう、今後も効果的・効率的な行財政運営
を行ってまいります。

パブコメ

4 今回の見直しにおいて、どの程度の財政効果を見込んでいるのでしょうか。 精査は必要となりますが、全体で3,000万円程度の増収を見込んでいます。 説明会
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番号 意見・質問の内容 市の考え方 意見をいた
だいた場所

5
知らない間に値上げになっていたということがないよう、利用者には丁寧に説
明してほしい。

市報、市ホームページで広報しているほか、「使用料・手数料の見直しに関す
る基本方針」を策定するにあたり、市民説明会・パブリックコメント手続きを
実施いたしました。この基本方針に基づく「使用料・手数料の見直し内容
（案）」についても、市民説明会・パブリックコメント手続きを実施しており
ます。また、全体の説明会とは別に、必要に応じて、各使用料・手数料ごとに
施設への掲示や対象者への説明などを行っております。

説明会

6
今回の見直しにおいて、高齢者への配慮がきちんとなされていることや、集会
所などは多くの方が減免利用であることはしっかり説明・周知された方が良い
と思います。

今回の見直しにおいては、市民生活への影響等を考慮し、値上げ幅を理論上の
適正価格よりもかなり小幅に抑えています。また、高齢者の方への配慮から体
育館についてはグリーンパス料金を据え置くこととしております。また、コ
ミュニティ施設については約７割、福祉会館では約８割の方が減免利用（無
料）で利用されているのが実態ですが、今回はこの減免の取扱いにつきまして
も従前通り改定しないこととしています。
ご意見いただきました通り、今回の見直しにおいて値下げとなるものもあるこ
と、値上げとなるものについても上記にような配慮を行っていることを十分説
明し、ご理解をいただけるよう努めてまいります。

説明会

7

手数料見直しについては、他市町と同様、市内、市外料金で分ける事に異存は
無いが、駐車料が2時間以上で料金が変わるため、トレーニングが実質、1時間
半程度しかできず、質と量ともに下がり、支障を来たしている。最低でも2時
間半無料の設定にしていただくことを切に希望いたします。

パブコメ

8

駐車場の無料利用2時間が短いため長くして欲しい（2時間30分～3時間程
度）。毎週トレーニングルームを利用するが2時間の利用時間をフルに使えな
い。市外からの利用は今度値上げの情報も出ているため、他の施設の利用を検
討しています。

パブコメ

総合体育館使用料

庁舎駐車場は、長時間駐車等による満車の軽減、行政財産の有効活用等の観点
から、市役所を目的に来庁される方が優先的に駐車できるよう、平成29年1月
より有料駐車場としました。そのような中、市民総合体育館利用者について
は、スポーツ振興の観点から施設利用の妨げにならない範囲として、利用状況
や公共交通機関利用者との公平性の観点、有料施設利用者への負担感の緩和等
を総合的に勘案し2時間無料としました。そのため、市民総合体育館利用者の
利用料金の見直しに伴い、庁舎駐車場の無料時間の拡大は、現段階では考えて
おりません。
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番号 意見・質問の内容 市の考え方 意見をいた
だいた場所

9

【意見】
（p.3）市外在住者の利用が多すぎて、市内在住在勤者が利用できないような
事態でなければ、体育館個人利用の市外料金設定はすべきではない。
【理由】
市外在住者の利用が多すぎて、市内在住在勤者が利用できないような事態が生
じているとは聞かない。そもそも交通の便が良くないので、市外在住者には利
用しづらい。
国分寺市、日野市は市内外で同料金。府中市は料金格差をつけているが、市内
料金が極めて安い。立川市は市外は２倍。
たかだか50円、100円を（市外在住者から）取るのに市内在住在勤かどうかを
確かめなくてはならなくなり、煩雑である。
市内外料金を維持しつつ、高い立川市に市外利用者の値下げを迫るべきであ
る。
福祉会館や各集会所は市内外に格差をつけていないのに、（現在でも）体育館
会議室だけ市外料金を設定しているのも、アンバランスな印象を受ける。

体育館の個人利用については、利用者の大半は市内在住者であると考えており
ます。しかし、夜間等の時間においては、車にて体育館を利用する方もおり、
一定の利用はあるものと考えております。また、市内・市外の確認について
は、利用者や指定管理者の事務負担のないように運用してまいります。料金の
改定につきましても、「理論上の適正価格」以内において市内在住者を優遇す
るとともに、子どもやグリーンパス等の改定は行わないようにし、市民の健康
増進に配慮をいたしました。

パブコメ

10
体育館やプールは市民の健康増進のために設置されており、医療費の削減にも
つながるものです。値上げはしないでいただきたい。

体育館やプール等で行われている活動が市民の方の生きがい作りや健康作りに
寄与していることなどは認識しておりますが、受益者負担の原則や施設を利用
する方と利用しない方との税負担の公平性の観点から見直しを行うものです。
しかしながら、値上げ幅を理論上の適正価格よりもかなり小幅に抑えているこ
と、グリーンパス料金については据え置きとしていることなどから、ご理解を
お願いします。

説明会

11
利用者が増えれば一人あたりのコストは下げられるはずなので、水をきれいに
するなど、サービスの向上に努め、利用者を増やす努力をするべきです。ま
た、料金が安ければもっと利用者が増えるのではないでしょうか。

ご指摘の通りコスト節減に取り組み、利用満足度を高めることにより利用者を
増加させることができるよう努めてまいります。使用料の見直しにより利用者
数の減少を招くことがないよう、指定管理者とも連携して、サービスの向上を
図るとともに、効果的・効率的な施設運営に努めていきます。

説明会
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番号 意見・質問の内容 市の考え方 意見をいた
だいた場所

12

【意見】
（p.3-5）市外在住者の利用が多すぎて、市内在住在勤者が利用できないよう
な事態でなければ、芸術小ホールに市外料金設定はすべきではない。
【理由】
市外在住者が芸小ホールを使うよりも、国立市民が市外のホールを利用する
ケースの方がはるかに多いと思われる。芸小ホールに市外料金を設定せず、他
市のホールの市外料金値下げや相互利用協定（市内団体が協定市の団体料金で
利用できる）を進める方が、国立市民にとってメリットが大きい。また、交流
人口を増やし、街を活性化するために、公共ホールのような施設はむしろ積極
的に市外からの利用者を呼び込む視点を持った方がよいのではないか。立川市
（リスルホール、アイムホールなど）、八王子市（いちょうホールなど）は市
内外で同料金。日野市（煉瓦ホールなど）は1.1倍、武蔵野市（市民文化会館
など）は1.2倍。府中市（府中の森芸術劇場など）、国分寺市（いずみホール
など）は市外は２倍。市外在住者だからといって、ホールは受益者負担率が
100％を超えているのに値上げするのは、道義的にいかがなものか。

ご意見いただきました他市ホールとの相互利用協定につきましては、検討を
行ってまいりたいと考えております。また、交流人口を増やすためにホール等
を積極的に利用していただくのもそのとおりであると考えております。しか
し、市外料金において、受益者負担率が100％を超えている部分については、
市民と市外在住者において、受益者負担割合(公費投入割合)が同じではないと
考えておりますので、「理論上の適正価格」との乖離率がマイナスであっても
料金改定を行います。

パブコメ

13
理論上の適正価格よりも現行料金の方が高い場合は値下げするべきではないで
しょうか。

今回の見直しにおいては、理論上の適正価格と現行の料金を比較し概ね20％以
上の乖離が生じているものを改定の対象としています。また、改定の対象とな
る場合であっても、実際に料金改定を行うかどうかは個別事情も加味したうえ
で判断することとしています。
理論上の適正価格よりも現行料金の方が高い場合でも、上記に該当する場合は
料金の改定を行っておりません。

説明会

14

【意見】
（p.6-11）利用状況に応じた金額設定を導入してはどうか。
【理由】
面積に応じた料金設定は公平ではあるが、極端に利用者の少ない施設や時間帯
がある。そのような施設は大胆に値下げ広報し、利用を誘導してはどうか。

利用料金制を導入すれば、市が設定する使用料の範囲内で柔軟な利用料の設定
ができますので、すでに利用料金制を取っているコミュニティ施設について
は、利用状況に応じた価格設定とすることを、また未導入の施設については利
用料金制の導入を働きかけていきたいと考えております。

パブコメ

芸術小ホール使用料

地域集会所使用料、地域福祉館使用料、地域防災センター使用料、市民プラザ使用料
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番号 意見・質問の内容 市の考え方 意見をいた
だいた場所

15
市民には負担増による生活苦で生活保護以下のような暮らしで耐えている人も
います。道路占用料は企業から取るのであれば、値下げするのではなく、もっ
とたくさん支払ってもらえば良いのではないでしょうか。

道路占用料は大企業に支払っていただくものが大部分を占めています。本来は
地価の下落に伴い減額すべきところ、見直しを行ってこなかったことにより、
国立市の地下埋設物の道路占用料は都内区市町村で一番高い水準となっており
ます。占用企業に過度の負担を強いる状態となっておりますので、今回の見直
しを行うことといたしました。

説明会

16

【質問】
（p.16）河川敷の野球場・サッカー場は今秋豪雨災害の復旧のため、次年度以
降の減価償却費が跳ね上がることが予想されるが、当初方針どおり値下げする
か？
【意見】
施設利用者が原因ではない臨時的経費なので、コストの対象外にしてよいとも
考えるが、今後頻繁に水害・復旧工事が必要になるのであれば、利用者にコス
ト負担を求めることを考えてもよいかもしれない。

河川敷公園の野球場、サッカー場を含めた屋外のスポーツ施設の使用料を設定
する場合の考え方ですが、風水害等の自然災害による臨時的経費は減価償却費
の対象にすべき経費ではないものと考えています。よって、当初の案のとお
り、野球場、サッカー場については値下げをしていきます。

パブコメ

17

【質問】
（p.16）体育館や芸小ホールには市外利用者の料金設定をするのに、野球場・
サッカー場、テニスコートはなぜ市外料金を設定しないのか？
【意見】
「市外料金を設定せよ」という意見ではなく、むしろ逆に体育館や芸小ホール
を市内外同一料金とし、近隣市にも呼びかけた方がよいと考える。

野球場、サッカー場、テニスコートの市外の方が使用される料金については、
「国立市都市公園条例」第11条の2中、別表3において規定しています。（市外
の方の使用料の額は、本表（別表3）において100分の150としています。）

パブコメ

道路占用料

有料公園施設使用料

6



番号 意見・質問の内容 市の考え方 意見をいた
だいた場所

18

P18・19改定を行う手数料①、②について、サービス提供1件あたりの費用が
可視化され、改定される根拠もよくわかりました。しかし、生活保護世帯にお
いては、手数料は据え置きでいいのではないでしょうか。生活保護世帯は100
円単位で切り詰めて生活しています。また、例えば就職活動をしている時など
は、多く住民票等を発行せねばなりません。その時の負担感が重く感じます。
手数料の改定は、実質、保護費の削減と同じような意味合いを持つと私は思い
ます。慎重な議論をお願いします。

住民票・印鑑証明等交付手数料は、今回の見直し案で200円を300円（郵送は
300円を400円）とさせていただきましたが、生活保護受給者の方への交付に
つきましては、平成28年11月より、市民課窓口で受給証明書をご提示いだだけ
れば、発行手数料を免除させていただいております。
今後は手数料の免除について国立市公式ホームページに掲載するほか、生活保
護受給者の方へ年に数回送付しているお便りに記載する等周知に努めます。

パブコメ

19

【意見】
（p.18-19）窓口での証明書交付を1.5倍に値上げする一方で、１枚１万円以上
の高コスト体質のコンビニ交付を据え置きとするのは、納得できない。市民全
体の公平性の観点から、コンビニ交付は撤退するか、窓口交付と同じ受益者負
担割合85％に程度の料金設定（９千円弱）とすべきである。
【理由】
コンビニ交付は、他に代替手段のない、福祉的事業ではない。
コンビニ交付の受益者が市民全体の負担で特別な利益を得る一方で、その以外
の市民は費用のみを負担して利益を享受できないという不公平が生じている。
乖離率５千％という、とんでもない赤字事業は撤退すべきだ。利用が増えてい
るというが、微々たるもの（年間７万５千枚のうち、想定している伸びは毎年
１千枚）であり、全てコンビニ交付されるほどでない（2018年の30倍！）
と、窓口交付なみの適正価格にはならない。

パブコメ

20

市民課関係手数料で証明書のコンビニ交付の原価が1万円を超えているのに受
益者負担100％であるなら、コンビニ交付の手数料は1通5000円～1万円にすべ
きです。市税証明書交付手数料も同様にコンビニ交付は1通1万円にして下さ
い。コンビニ交付は利用率が低くムダなので廃止すべきだと思います。

パブコメ

市民課関係手数料・課税課関係手数料

国立市事務事業評価委員会で評価対象事業となった「コンビニ交付事業」は、
交付率向上のために周知活動をより積極的に実施すべきというご意見が多数で
した。コンビニ交付の費用対効果が現時点で芳しくないのは事実ですが、全体
の１割以上が遠隔地や都心での取得であること、土日祝日、夜間・早朝時の窓
口時間外での取得が全体の約半分を占めていること、市民よりコンビニ交付は
便利であるといったご意見をいただくこともあること等を考慮すると、市民
サービスの一環として意義はあると考えます。
今後は、期間限定の顔写真無料撮影サービス、庁舎内の幟(のぼり)・ポスター
掲示、窓口でのチラシ配布、番号案内表示機画面のPR表示、内閣府からくる
グッズ(カンバッジ・シール・ふせん・不織布バッグ等)の配布、市報・HPでの
PR等の周知活動を重ね、より積極的にマイナンバーカード取得率向上に努
め、もってコンビニ交付率の向上を目指して参りたいと考えます。

7



番号 意見・質問の内容 市の考え方 意見をいた
だいた場所

21

【意見】
（p.19）そもそも家庭ゴミは全ての家庭・市民が必ず排出するものであり、
「特定の人のために提供した役務」とは言えず、手数料の考えを「受益者負担
100％」とするのはおかしい。最低限の排出部分（26市中、最も少ない排出量
まで）は受益者負担０％（無料袋配布）とすべきである。

手数料は、自治体の特定の行政サービスの対価として徴収するものとされてい
ます。行政が行う事務について税で行うか手数料を設定するかは、その事業が
実施するサービスの内容や対象等を総合的に勘案して各自治体が決めていま
す。ごみの処理については、国立市における廃棄物等の発生の抑制、循環的な
利用の促進及び適正な処分の確保に関する条例第8条第4項において、受益者負
担の原則が適用されるべき行政サービスである旨記述されています。
家庭ごみの有料化は、ごみの処理による環境負荷を低減し、将来世代に良好な
住環境を引き継いでいくためです。ごみの量は排出する方により異なりますの
で、その量に応じてごみ処理に係る経費の一部をご負担いただくことで､ごみ
の減量･分別意識の向上、さらにはごみの処理による環境負荷の低減につな
がってくることを期待しています。
そのうえで、市民の受容性を考慮すると、手数料水準は低く抑えた方がよいと
言える一方で、減量目標を達成するためには、十分なごみの排出抑制と分別徹
底効果が得られる料金水準を設定することが求められ、現状では近隣市とも均
衡がとれた料金水準となっており、市民に適正にご負担いただいているものと
考えております。

パブコメ

22 ゴミ処理は生活の格差が広がっているので、非課税世帯は安くして下さい。

家庭ごみ有料化に伴う減免制度は、従来の福祉施策との整合性や公平性などを
総合的に判断し実施方針に定め、経済的負担の軽減をする必要がある市民を対
象として、減免措置を行ってきています。
制度については、低所得者や社会的弱者に対しての経済的負担の軽減や公平負
担の観点から、市全体の均衡を図るために関係部署と調整し定めており、今後
も市民の皆様からのご意見や社会情勢等を踏まえながら、制度を運用してまい
ります。

パブコメ

ごみ処理等手数料
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番号 意見・質問の内容 市の考え方 意見をいた
だいた場所

23

【意見】
（p.23）高コストの割に利用者が極端に少ない高架下駐輪場、矢川駅北第２・
第３駐輪場は、無料化して物件費コストを下げるべきである。
【理由】
高架下駐輪場は一時値下げしても駐輪ラック上段は使われず、収容台数の半分
しか利用されていない。駅からも遠く、いっそのこと無料化して管理システム
を返上した方が、１千万円近くのコストを削減でき、市にとっても利用者に
とっても都合が良い。
同じく駅からやや距離のある矢川駅北第２・第３駐輪場は、無料化して料金収
入が減っても、赤字額は今と同程度で収まる。
国立駅南第一駐輪場は、個別で見ても黒字を上げ過ぎている（一時利用分が大
きい）が、定期利用の３階のラック上段は、あまり利用されていない。ラック
上段は大幅値下げをした方が利用率も収入も上がり、市にとっても利用者に
とっても都合が良い。

市営駐輪場の管理は市が一元化して行っており、1、2か所の管理システムの返
上ですと大きなコストの削減が見込めない状況がございます。
また市営駐輪場の定期利用は個別料金ラックではなく、ゲート入場式での利用
であるため、ラックごとの料金設定が難しい現状がございます。
なお、中央線高架下自転車駐車場ついては一時利用、定期利用併用で、平成26
年4月稼働開始以降、利用率の低い状況が続いておりました。そのため平成30
年４月に利用料金の条例改正を行い、定期利用料金の値下げ、一時利用料金は
最初の2時間無料と変更させていただきました。
加えて、令和元年度から自転車ラックのリース代がなくなるため、中央線高架
下自転車駐車場単体の収支は昨年度より改善される見込みです。

パブコメ

24

【意見】
（p.23）駐輪場一時利用は、乖離率が大きく儲け過ぎている状態なので、一定
時間無料・低額料金システムを導入すべきである。
【理由】
立川市では「３時間無料、その後２時間まで50円、５時間以上は24時間ごと
70円」としている駐輪場がある。
国立駅南第一駐輪場も高架下駐輪場も、駐輪ラック上段はほとんど使われてお
らず、民間より安くお得であることをアピールして利用を増やした方がよい。

駐輪場の利用料金については、無料の利用可能時間がなかった中央線高架下自
転車駐車場を平成30年4月より「最初の2時間無料」へ料金改定させていただ
いた経過がございます。立川駅周辺の駐輪場については料金設定が様々あり、
最初の3時間は無料であっても、12時間利用すると250円となる駐輪場もあ
り、また民営の駐輪場もある中で、過度な値下げは民間の営業の圧迫につなが
ることにもなることから料金の値下げ等の検討については今後も、自転車対策
審議会等での意見を踏まえながら慎重に行っていきたいと考えています。

パブコメ

自転車駐車場使用料
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