
 

 

 

 

 

 お寄せいただいた意見及び意見に対する市の考え方を公表します。 

 

■ パブリックコメントの結果 

我孫子市集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案）につい

て、パブリックコメントを実施したところ、次の結果になりました。貴重なご意見を

お寄せいただきありがとうございました。 

 

１ 募集期間  令和元年１２月２２日から令和２年１月２０日 

２ 提出人数  ８３名 

３ 意見総数  ８７件 

４ 公表場所 

市民活動支援課、行政情報資料室（市役所本庁舎１階）、各行政サービスセンター、

生涯学習センターアビスタ、湖北地区公民館、市民プラザ、我孫子市民図書館湖北分

館及び布佐分館、各近隣センター、我孫子市ホームページ 

５ 意見公募した内容  我孫子市集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例（案）（別紙参照） 

６ 意見と意見に対する市の考え方  別紙参照 

７ 内容の修正について 

寄せられたご意見に基づき、改正案で値上げ幅の大きかった部屋については、改正案

の概要を別紙のとおり見直しました。 

８ 担当  我孫子市役所 市民活動支援課 地域振興担当 

TEL：04-7185-1111（内線 20-434） 

我孫子市集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案）

についての意見募集（パブリックコメント）結果の公表 



整理番号 提出された意見 意見に対する市の考え方

１
意見 消費税は10％ですが、それ以上の値上げはどうでしょうか。

理由

〇改正案の値上げ幅に反対の意見

市では「受益者負担のあり方に関する基本方針」を平成２１

年５月に策定し、受益者負担の適正化を図るうえでの基準と

しています。

それにより、平成２２年度に基本方針に沿って使用料・手数

料の見直しを行い、その後も概ね４年ごとに見直しを行うこ

ととしておりましたが、平成２６年４月に消費税率が５％か

ら８％に引き上げられ、その後、段階的に１０％になるとさ

れていたことから、消費税率が１０％になるまで受益者負担

の見直しを見送りました。その後、今日に至るまで消費税率

の引き上げが実施されなかったため、基本方針に基づく受益

者負担の見直しを、平成２２年度以降行っていない状況と

なっています。

このことから、市では令和元年１０月に実施された、消費税

率の１０％への引き上げを受けて、およそ１０年ぶりに受益

者負担の見直しを行うものです。

透明性を確保する必要があるため、「受益者負担のあり方に

関する基本方針」に基づき、まず受益（サービス）にかかる

費用（コスト）を原価計算方式により具体的に算出し、これ

を負担額算出の根拠としています。

２

意見 運営上下記のとおり

理由
従業員さんの人件費程度の値上げにとどめていただいたら良いの

ではないでしょうか。

３

意見 私は使用料改正案に反対です。

理由

私は音楽科高校に通う高校生です。学校ではトランペットを専攻

しており、プロの奏者を目指して日々努力しています。楽器の練

習をするとなると、家では家族や周りに住む方々に迷惑に

なってしまうため、基本は学校で練習していますが、土日や祝日

などは学校が使えないため、毎週「ふさの風」の防音室をお借り

して練習しています。時々、弟と一緒に使うこともありま

すが、基本的には練習に集中するため一人で使用しています。そ

のため、毎月4,000円弱を自分のお小遣いから払い、なんとかやり

くりしています。今、ただでさえ使用料に苦しんでいる私

にとっては、480円が680円になるというのはとても大きな問題で

す。勝手な事だというのは承知していますが、私のような学生が

少人数で使用しているというケースもあるということをどうか理

解していただきたいです。こんなことを市政に訴えても意味はな

いと思いますが、消費税はそもそも公平・平等ではないと思って

います。所得のない高校生が納税するというのはどう考えてもお

かしい。様々な事情があるのだとは思いますが、せめて600円くら

いにおさえていただけないでしょうか。よろしくお願いいたしま

す。



４

意見

改正案に含まれる利用料金の改定は消費税が８％から１０％にUP

対します。

の交流と活性化に寄与しており、この値上げは市制理念とは逆行

するものです。（他２７人同意見）

理由

消費税UPを踏まえてUPするのは已むを得ないとしても、消費税

UP率は（新消費税１０円＋品代１００円）÷（旧消費税８円＋品

代１００円）＝1.0185で約1.8％であり、施設利用料金のUPもその

範囲内であるべきです。

なお、財政が苦しいのは理解できますが、市議定員削減、市職員

削減、無駄な補助金の削減等行政改革によって対応ください。

（他２７人同理由）

５
意見 値上げは消費税増程度にする

理由 消費税が上がったので

６

意見 値上に意見あり（反対です）

理由

①消費税に伴う値上げにしては1.5倍は法外と考えます。

す。年金も下げられ、医療費も上げられている現状をお考え下さ

い。

③消費税分はよう認できてもそれ以上は絶対反対です。

７

意見

理由

貸室等一定区画を利用する場合の原価算定方式は、

まず、１㎡当たりの時間単価を算出します。

１㎡当たりの時間単価＝原価計算算入対象費用÷施設総面積

÷（年間利用可能時間×「稼働率」）

次に、実際の使用料原価を次のとおり算出します。

使用料原価＝１㎡当たりの時間単価×利用面積×利用時間

全近隣センターに係る経費（平成３０年度）

施設建設費 76,787,481円

維持管理費 187,290,445円

人件費 8,947,246円

合計 273,025,172円

※減価償却を考慮しています。

１㎡当たりの時間単価を算出

273,025,172円÷8,325㎡÷3,340時間÷0.7（稼働率）

＝14.027円

（稼働率については、「受益者負担のあり方に関する基本方

針」に基づき70％で計算）

使用料原価の算出

14.027円×163㎡（ホールの平均面積）×３時間

＝6,859円

値上げはやむをえずと思いますができれば少額で済むように配慮

していただければと。趣味の会も存続しやすい現状です。

趣味を持って続ける事は認知症予防にもなりますので続けられる

様値上げ幅を抑えて頂きたいと思います。



８

意見

理由

１０

９

意見

基本的に値上げの基準は２％ににしてほしいと思います。従って

値上げにしても100円以内にして下さい。600円の値上げは反対で

ある。

理由
消費税分だけの負担ならばわかるが600円上げると聞き、反対であ

る。

この使用料原価に受益者負担割合を掛け、基本方針負担額を

決定します。

我孫子市でのサービスの性質による分類と負担割合の設定に

あたっては、「公共（行政）関与の必要性と収益性の有無を

基本として分類」を採用しています。

具体的には、公共（行政）関与については、「法定義務」

「非競合性・非排除性」「セーフティネット」「努力義務」

「市場性」の５項目、収益性については「受益者の特定」

「セーフティネット」「収益性」の３項目を指標としていま

す。

集会施設については、公共関与の必要性が５点、収益性が３

点で、受益者負担割合は50％となります。

受益者負担額の決定

6,859円×50％（負担割合）＝3,429円

受益者負担額3,429円は現行使用料1,120円の3.06倍となって

とから、激変緩和措置の基準を設け、1.4倍の1,570円を改正

案としました。

なお、今回のみなさまからいただいたパブリックコメントを

受け、改正案で値上げ幅の大きかった部屋については、改正

案をさらに見直し、上限を1.3倍としました。

意見

理由

消費税が値上げされたので部屋代の値上げはやむをえないと思い

ます。

でも消費税は2％しか上がっていないので部屋代の値上げも2％に

して頂きたいと思います。金額が細かくなると支払が大変なの

で、例えば660円なら680円せめて700円くらいにして頂ければあ

りがたいです。

急に1.4倍になると支払いがきつくなります。

いつもお世話になっております。利用しやすい設定で大変助かっ

ております。消費税分の値上げであれば、いたしかたないとも思

いますが、200円近くの値上げはいかがなものでしょう。もっと低

い設定で利用しやすい施設であってほしいと思います。

また、以前、アンケートで午後は2時間にしてもいいのではないか

と書かせていただきました。その分利用者が増えると思います。

どうぞご検討ください。

使用料改正について消費税が上がっていることから、多少の値上

げはしかたがないと思いますが、以上に上げ幅が大きい所がある

と聞いています。

意見

理由

１１

少人数で使用している団体は個人負担が大きくなるので困りま

す。



集会施設は、今後も皆様が安全・安心に利用していただける

よう、今後も改修を行ってまいりますのでご理解くださいま

すよう、お願いいたします。

意見

理由

前回630円から1120円の時も倍近い値上げでした。安い使用料で

したので1000円くらいは仕方ないと思いました。今回また1120円

らいにして下さい。

１２

使用料値上げの大幅な倍率は反対です。



１６
意見

負担額が多くなると近隣センターに気軽に来れなくなります。ど

うぞ値上げしないでお考え下さい。

理由 気軽に利用出来なくなる。

整理番号 提出された意見 意見に対する市の考え方

〇使用料の値上げに反対の意見

１３

意見 反対です

理由

使用後、自分達で掃除をしてキレイにお返ししているのに次々値

上げするのは納得できません。

参加人数も年々減少しているので予算が足りません。
我孫子市では平成２１年５月に「受益者負担のあり方に関す

る基本方針」を決定し、受益者（サービスを利用する人）と

非受益者（サービスを利用しない人）間の公費（税）負担の

公平性、公正性を確保するために、サービスにかかるコスト

の一部負担を受益者に求めることにしました。

近隣センターの使用料はこの考え方に基づき計算しました

して、平均1.3倍の改正案としました。

なお、今回みなさまからいただいたパブリックコメントを受

け、改正案で値上げ幅の大きかった部屋については、改正案

をさらに見直し、上限を1.3倍としました。

近隣市と比較しても、著しく高い金額とは考えておりませ

ん。

１５

意見 値上げは反対です。

理由

ば、年金生活者である私たちがサークル活動で老後の生き生きし

た生活を送っていることはおわかりいただけていると思います！

その活動にこの値上げは水をさすことになります。再考をお願い

します。

１４

意見

消費税率の引き上げとのこと。税率が高すぎる。

ネットでの場所を取る事反対です。センターをもっと増やすべき

です。

理由

私達は高齢者のグループで皆様年金を頂きながらおけいこに来て

おります。声を出すことによって楽しく健康でいられる事です。

医療費に貢献しているのです、使用料上げないでくださいお願い

致します



１９
意見 とんでもないです！消費税も上げた所に負担が大きいです。

理由 上に同じ

１８

意見 使用料の値上げに反対します。

理由

生きくらすための学習体制の充実」の重点施策Ⅰ「生涯学習環境

ます。と、述べています。

我孫子市を築き上げていくための底力にするには、この施策は今

後ますます重要です。「知は力なり」です。

我孫子市がリードして行う各種の学習機会は、これからも大いに

可欠なことです。そのためには「学びと交流の場」となる会場が

利用しやすい使用料であることが必要です。使用料の値上げが自

主的な学習活動を抑制することになれば、目標の実現から遠ざか

ることになります。

「受益者と非受益者間の公費（税）負担の公平性を確保する。特

らゆる場面にあてはまることです。「学びと交流の場となる会

場」を使用した人々にだけ言えることではありません。

１７

意見 使用料の値上げは反対です。

理由

使用料が値上げされてしまうと、利用することを考えてしまいま

す。しかし、近隣でサークル活動を行えるような場所もないの

で、どこで続けていけばいいのか困ってしまいます。



２１

意見

集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

（案）に反対です。施設使用料値上げに反対です。再考をお願い

します。

理由
使用しています。卓球、貯筋体操、踊り、囲碁、役員会、毎月の

定例会と使用しています。1.5倍近い値上げは運営上、大変困りま

す。現状のままでお願いします。老人には大変な負担です。

２０

意見

各集会施設の使用料の値上げについて反対します。現在でも決し

て安くはありません。しかし、値上げ幅も大きく、納得できるも

のではありません。少なくとも現状維持でお願いします。

理由

あるボランティア活動をしています。会議やイベントで施設を使

用させていただいていますが、もともと、資金もあまりない弱小

団体です。市の助成金をいただいた事もありますが、実際足カセ

になる部分もありました。今後の円滑な運営の為にも施設料は高

いので、値上げをしないで頂きたいです。

２３

意見
ちょっと高すぎます。是非今の金額を継続して下さい。

理由
まります。気軽に利用できなくなります。

２２

意見 大幅な値上げに大反対です。

理由
す。



２５

意見
の行政のさいたるものだと思いますので反対です。

理由

地域活性化を進めて行かないとこれから少子化老齢化が進んでい

く中で我孫子市から人口が流失していくと思います。近隣の魅力

ある市町村に若い子育て世代が集まり我孫子は活気のない町に

なってしまうと思う。

２４

意見

理由

日頃大変便利に楽しい集まり、学習会等利用させてもらっていま

て下さい。

意見

理由

近隣センターの利用料をこんなに上げるのはやめて下さい。

近隣センターを利用してサークルや相談ごとやいろいろ助かって

います。とてもいろいろな活動ができなくなります。近くの安い

使いやすい会場こそ高齢者にとって生きる支えです。会場が使え

なければ何もできません。

２７

意見

理由

天王台北近隣センターで毎週火曜日楽しくヨガをやっています。

使用料が値上がりすると会員の負担がふえると思います。わたし

たちは年金生活者が多いです。困ります。元気の素がなくなりま

す。

２６



意見

理由
消費税も上がり支出が増えています。施設の利用ができなくなり

ます。

２９

月に何回か近隣センターを利用していますが、今回の使用料値上

げでとても困っています。グループ数名で使用料を負担している

ので負担料が多くなると会の存続にもひびいてきます。値上げ案

に反対します。

意見

理由
会員がシニア（70才以上）の人が多いので使用料が高くなると負

担が大きくなります。少ない年金から皆払っているので…

２８

湖北台近隣センターなどの使用料の値上げをしないで下さい。意見

理由

定期的に利用している側としては毎月の会費の値上げなどしなく

てはいけません。シニアが出掛けることが健康につながっている

のでとても大変です。

３１

意見

理由

近隣センターの使用料値上げに反対します。

私達は年金生活者が多い仲間です。健康体操の為ホールを使用し

ています。40%もの値上げは私達の運動の機会が奪われます。

３０

意見

理由

すでに値上げ決定の様な印刷紙、目にしたのが6日です。（他の

サークル参加していますので）

小人数でのサークルです。少額をみんなで負担すればとお思いで

しょうが様々な値上の昨今、できましたら反対します。

３２



３４

意見
使用料の値上げに反対です。むしろ値下げをして利用しやすくし

て下さい。また無料で使える施設を増やしてほしいと思います。

理由

味でも大切。そのための施設は必要です。又、高齢者の自主的な

ます。

３５

意見
す。

会議室は660円→930円

ホール2620円→3670円

理由
です。むしろ値下げしても良いくらいです。

３６

意見

理由
か、半日、一日等、1時間200円、半日500円等検討して下さい。

近隣センターの使用料を改正するのに反対します。現状のままに
意見

理由

３３

使用料の改正に反対です。現状でもぎりぎりです。



３７

意見
反対です。だんだん活動しずらくなります。利用料を逆に引き下

理由

サークルの経費でまかなっています。

団員の減少で会計は赤字続きです。この上会場費の値上がりでは

活動ができなくなります。



〇使用料改正に賛成の意見

ご理解をいただきありがとうございます。

お寄せいただいた意見を参考にさせていただきます。

整理番号 提出された意見 意見に対する市の考え方

３8

意見 公共施設として妥当な判断と思う。

理由
ない。

３9
意見 妥当な値上げと考えます。

理由 特になし。



使用料の改正については、１３から３７の回答をご覧くださ

い。

改正案の値上げ幅については、１から１２の回答をご覧くだ

さい。

経費削減については、ＬＥＤ化による節電の取組、また夜間

の利用がない場合に１７時閉館にするなど、光熱水費や人件

費などの経費の削減を行っています。今後も経費の削減に取

り組んでまいります。

「受益者負担のあり方に関する基本方針」に基づいた原価計

算方式による費用（コスト）は、施設の整備に係る費用と施

設の管理・運営に関する費用から算出し、パブリックコメン

ト資料の「改正案の概要」にて原価としてお知らせしたとこ

ろです。今後は原価に算入した内容を説明した算出根拠を示

すなど、わかりやすい資料の作成方法を検討していきます。

経費削減については、４１の回答をご覧ください。

４０

意見 受益者負担で値上げは仕方がないと思うが、何故1.4倍なのか

理由

整理番号 提出された意見 意見に対する市の考え方

使用料改正について、ご理解をいただきありがとうございま

す。お寄せいただいた意見を参考にさせていただきます。

改正使用料の根拠につきましては、１から１２の回答をご覧

ください。

４１

意見 我孫子市集会施設の使用料値上げに反対です。

理由

消費税の引き上げを踏まえ…とありますが、40％も上がるのは納

得できない。

ていただきたいと思います。

４２

意見 使用料の額を精査すべきである。

理由

「受益者負担のあり方に関する基本指針」の２）（１）にある原

価計算方式に基づく費用（コスト）の明確化、または（５）にあ

る経費削減の取り組みがなされていないため。



４３

意見
施設の利用料金の見直しについては広く利用者の目にとまるよう

な方法でＰＲしてほしい。

今回の、利用料の改定につきましては、今後も、広報あびこ

や市のホームページ、また、施設の窓口にポスターを掲示す

るなど、利用者の皆様から理解を得られるようＰＲを行って

まいります。
理由

値上げになるらしいと話にきいても、いつからいくらになるかと

いう掲示を施設毎に大きく目立つ方法でＰＲしてほしい。値上げ

に理解を求めるなら市の財政の中で利用料がどのような位置にあ

るのか、受益者に求める負担はどのような根拠によるのか広く理

解を求める姿勢が必要と思う。当市は他の市、特に都内と較べて

る大きな施策であると思うので今後もがんばってほしい。

４５

意見 告知が急すぎる。告知期間が短い。使用料の上げ幅が大きい。

改正案の値上げ幅については、１から１２の回答をご覧くだ

さい。

周知については、４３の回答をご覧ください。
理由

４４

意見 反対
使用料の改正については、１３から３７の回答をご覧くださ

い。

改正案の値上げ幅については、１から１２の回答をご覧くだ

さい。理由

・消費税の上がりは2％なのに、30％もいきなり値上げするのはお

かしい。

・元の値段の高いところほど、割高に上がるのはおかしい。

・1.3割上げの数字の根拠が不明。



４７

意見

改正案の値上げ幅については、１から１２の回答をご覧くだ

さい。

経費削減については、４１の回答をご覧ください。理由

才以上の医療費も２割負担を考えているとか。市の財政が厳しい

という話も聞きますが、他に削減できるところがないかを更に検

討してください。上げざるを得ないとしても、上げ幅をもっとお

手です。

４６

意見
我孫子市集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例（案）に反対します。

改正案の値上げ幅については、１から１２の回答をご覧くだ

さい。

のアンケートを実施しました。その結果、現行の３区分が利

用しやすいとの回答が８５％を超えていたため、今回の改正

で時間区分の変更は予定しておりません。

理由

消費税増税分以上の値上げとなるため。

もっと柔軟な運用を希望します。利用希望者が多いため予約もな

かなか取れません。

（お隣の取手市では1時間ごとに200円で利用できると聞いていま

す。）料金については消費税増税分のみの値上げ、もしくは据え

置きを希望します。

当方30名近いシニアが参加するフィットネスサークルです。皆様

の心身の健康の維持に役立っていると自負しております。

サークル参加者一同からもお願いします。



４９

意見
ないか。市が直接に処理してほしい。値上げに反対である。 近隣センターは地域で活動する自治会、各種団体、

す。

使用料の改正については、１３から３７のをご覧ください。

経費削減については、４１の回答をご覧ください。理由

と思う。センターに集い皆で交流する楽しみを奪わないで！

ようとするのがそもそも無理。まず自らが倹約してから提案され

ない。

４８

意見

近隣センターの使用料を値上げしないで下さい。

年金者の団体が集まる施設としては傷手です。

値上げが300円からホールは1000円の値上がりであまりにも

高い。どういうことからこれだけの値上げかお聞かせ下さい。
使用料の改正については、１３から３７の回答をご覧くださ

い。

改正案の値上げ幅については、１から１２の回答をご覧くだ

さい。
理由

利用団体は月１回から月４回から５回利用しています。会場費が

これだけ高くなっては団体の会費の見直しをしなくてはいけませ

の目線に立って検討して下さい。



意見
以前アンケートの提出がありましたが、時間の分割はどうなりま

したか？

時間区分については、４６の回答をご覧ください。

理由
例えば、午前中を２分割できれば、利用できる団体が増えると思

う。

５０

意見
集会施設の料金が値上がりすること、利用料の値上げに反対しま

す。

使用料の改正については、１３から３７の回答をご覧くださ

い。

改正案の値上げ幅については、１から１２の回答をご覧くだ

さい。

経費削減については、４１の回答をご覧ください。
理由

私たちは月4回合唱サークルで近隣センターを利用しています。会

議、ボランティア活動準備等で、更に増えることもあります。活

動費をやりくりしておりますので、値上げはとても苦しいです。

値上げの理由は納得できておりません。どうしても値上がりしな

ければならないのでしょうか。他の節約はないのでしょうか。

意見 利用料の値上げについて納得がいかない

改正案の値上げ幅については、１から１２の回答をご覧くだ

さい。理由
値上げに至る経緯が、又、値上げ幅が大きくその根拠の説明が不

親切と考える。

意見 値上りは困ります。

使用料の改正については、１３から３７の回答をご覧くださ

い。理由

利用者はほとんどが年金生活者です。健康維持のためで現在利用

していますが、値上りとなると利用者の減少になる恐れがありま

す。



意見 近隣センター等の利用料金値上げについて

改正案の値上げ幅については、１から１２の回答をご覧くだ

さい。
理由

利用料金の値上げ率がとても高いと耳にした。我孫子には多くの

文化活動団体があり、その練習や発表の場として利用している。

現在の案で改正されれば、利用回数の減少や停止につながる団体

も多く出てくると思う。値上げ率の再考をお願いしたい。

意見

意見 公共集会所利用料金値上げに関して

受益者負担の考え方に基づき、集会施設について、今回の改

正による休日料金の設定は予定していません。理由

ふるさと納税等により我孫子の税収がひどく減少していることは

承知している。市の財政を考えると値上げも致し方ないと思う。

土日の大きなイベントにやコンサート等の場合は改正通りにして

も、平日に各団体の練習等で利用する場合は現状通りの料金にす

るとか、再考を願う。

我孫子は文化都市としての方向性を大事にしていると思う。値上

げに反対することで財政的な問題から公共施設の廃止まで追い込

まれたら、利用者の一員として慚愧に耐えない。なるべく両立す

る方向を捜していただきたくお願いします。

値上げは設備の改善につながるものか、又、未定であれば年代の

古いセンターの改善につなげて欲しい。

設備の更新につきましては、優先順位をつけ、今後も順次対

応できるよう検討していきます。
理由

古い近隣センター（例えば湖北台、布佐南等）のトイレは和式が

があると感じます。



意見

理由

５５ー１

値上げは理解しますが、布佐ステーションホール維持を含め、

予算調整して欲しい。

使用料改正について、ご理解をいただき、ありがとうござい

ます。

「受益者負担のあり方に関する基本方針」に基づいた原価計

算方式による費用（コスト）は、施設の整備に係る費用と施

設の管理・運営に関する費用から算出しています。

施設の改修や設備の更新につきましては、優先順位をつけ、

今後も順次対応できるよう検討していきます。

５５ー２
意見

理由

１割程度なら解るが、３割というのはかなり急なＵＰと思いま

す。３割ＵＰの理由が知りたいです。

物価が３割上がったら驚きます。

改正案の値上げ幅については、１から１２の回答をご覧くだ

さい。

数字だけでは測れない意義価値を評価すべきと考えるから。

５４

意見 高齢者支援で貯筋体操や脳トレのサポートを行っています。
市では「受益者負担のあり方に関する基本方針」を平成２１

年５月に策定し、受益者負担の適正化を図るうえでの基準と

しています。

今回の使用料改正は、消費税率の引き上げに伴い、施設設備

の管理に必要な経費も増加しますが、平成26年4月に消費税が

５％から８％へ引き上げられた時に受益者負担の見直しを

行っておらず、平成22年度の改正から10年ぶりの見直しを行

いました。

理由
才（15名）、80才以上が（19名）と楽しく過ごしています。年金

いる者として残念に思います。



今般提出されている上記に改正案について、全く正当性・合理性

「一方的な引き上げ」であり、全く納得できるものではありませ

ん。この案の修正をぜひお願い致します。理由は次の通りです。

             記

1.市は行政機関であり、売上（収入）や利益を積極的に求める私企

業ではありません。

・私企業は、消費税の引き上げにより、例えば販売業であれば仕

入れる商品の値上げにより、止む無く売値の引き上げを余儀なく

されることになりますが、頑張って値上げしない会社もあり、そ

の上げ幅を極力抑えるように努力している会社もあります。

それは利益も大事ですが、お客様が一番大事だからです。お客様

が来なければ店・会社はつぶれます。

しょうか？この案はこれに全く逆行するものです。

意見

・

理由

整理番号 提出された意見 意見に対する市の考え方

５６

使用料の改正については、１３から３７の回答をご覧くださ

い。

改正案の値上げ幅については、１から１２の回答のご覧くだ

さい。



・サークルの中で使用料を出し合い、さらに練習を重ねているグ

ループがいくつもあることを絶対に忘れないで頂きたいのです。

財源不足補完のための大幅使用料値上げは筋違いです。

して住みにくくなり、人口も減少し、それが続いてやがて消滅す

るでしょう。

・いかにして「住みやすい街にするか、そして人口減を食い止め

の現状ではないでしょうか。

２．消費税は２％の引き上げなのに、何故使用料は最大41％の引

き上げですか？

・今回郵便料金は消費税の値上げに応じて2％上がりました。これ

は理解できます。

・近隣センターなどの使用料も、言わば郵便料金や電気・ガス料

金などに準ずる公共料金であり、消費税引き上げに合わせて今回

のような大幅な値上げをすることは全く理解できません。

（参考）［湖北台近隣センターの使用料改正案］

多目的ホール（午後） 現在1,500円 改定後2,100円

値上げ600円 値上げ率40％

工作室（午後） 現在660円 改定後930円 値上げ270円

値上げ率40.9％

会議室（1.2）（午後） 現在580円 改定後700円

値上げ120円 値上げ率20.7％



３．今回の使用料値上げの理由「大義名分」は何でしょうか、教

えていただきたいのです。

４．ご参考［当サークルの現状］

 利用施設：湖北台近隣センター

・開設後：19年、会員数：43名、会員の住所：我孫子市40名、柏

・会費：月1,000円（施設使用料、音響機材から楽譜・コピー代、

イベント経費などすべて含む）

・活動：4サークル各月2回の練習、湖北台近セや市のイベントに

参加、独自のイベント実施、幾つものグループが多くのボラン

ティア活動（老人福祉施設訪問等）実施中


