
 

 

「使用料・手数料の見直し案」について 

 

 

                    旭川市科学館 

 

 

 令和元年５月３日付け旭科第８１号で依頼した，旭川市科学館使用料・手数料の見直し案

に係る意見の募集については，期間中に科学館協議会委員の皆様から２件の御意見が寄せ

られました。 

 これらの御意見についての科学館の考え方は，別紙１のとおりです。 

  

併せて，全庁的な使用料・手数料の見直しに係るパブリックコメントが実施され，市民の

皆様から御意見が寄せられました。 

 これらの御意見についての市の考え方は，別紙２のとおりです。 

 

また，５月２９日に実施した個別説明会において，市民の皆様からの意見等はございませ

んでした。 

 

 科学館では，これらの御意見を踏まえ，使用料・手数料改定の最終案を別紙３のとおりと

りまとめました。 なお，この内容は，これまでお示ししてきた科学館使用料・手数料の見

直し案と変更がありません。 

 

 



別紙１ 

 

 

旭川市科学館使用料・手数料の見直し案に対する旭川市科学館協議会委員からの意見及び科学館としての考え方 

 

（２件，提出順） 

 

番号 意  見 科学館の考え方 

１ 

 料金改定に反対するものでは，ありません。が，「受益と負担～」

とある以上，値上げをすれば，当然「しばらくお待ち下さい※」の

貼り紙がなくなるものと考えます。 

 お客様目線で見ますと，どの設備も稼働していて当然の「観覧料」

ではないでしょうか？ 

※ 本当に「しばらく～」で直る物はいいのですが，何年も稼働し

ていないものが，多数ある旨指摘しておきたいと思います。 

利用者にご負担をいただいている使用料・手数料は，施設の維

持・運営やサービスの提供に係る経費（コスト）を基に算定して

おり，今回改定する予定の料金につきましても，こうした経費に

充てることが基本となります。 

施設の改修経費などはコストの算定上含まれているものでは

ありませんが，常設展示の設備についても，以前からご指摘のあ

るとおり，今後も優先度を見極めながら計画的な更新及びリニュ

ーアルを検討していきたいと考えております。 

２ 

 「受益と負担の適正化」取り組み指針は理解でき，財政状況を考

えるとやむなしと感じます。 

 観覧料，使用料の見直しについても基本的に理解します。 

 算出方法については，明確ではあるが，専用使用料に関しては適

正な料金か疑問が残ります。利用者減少にならないか気になりま

す。 

 料金の算定に当たりましては，コスト計算を原則としつつも他

の類似施設との比較を踏まえて料金設定を行う必要があること

も理解しております。しかしながら他類似施設（民間）の使用料

と大きな隔たりはなく，改訂後の料金が適正であると考え今回の

案とさせていただきました。 

また，利用者数についての懸念はご指摘のとおりではあります

が，今後ともより広く市民へ広報することにより利用者を増やす

よう努めたいと思っております。 

 



　○　意見提出手続の期間　　　平成３１年４月２４日（水）から令和元年６月１４日（金）まで

　○　意  見  の  件  数  等　　　５名・１団体から８件

　　　※　ご意見につきましては，原文どおりを基本としていますが，一部読みやすくするため，修正等を行っています。
　　　※　原文には個別の団体名など，意見提出者を特定できる情報等が記載されているケースがありますが，そうした部分は公表になじまないため，【　　】で表記しています。

№ ご意見 旭川市の考え方
1 　パークゴルフ有料化について、旭川現市長は立民系だと思っているが、使用料を取るとは不思

議な感じがする（という話を聞いたので）。だが、使用料を取るとしたら、１回200円程度。また、年
間使用券を発行するとしたら、旭川市内のパークゴルフ場全てで利用できる券を発行して欲し
い。年間使用券は10,000円程度だろう。

　公共施設を維持するためには，様々な経費（コスト）がか
かります。そうした経費を全て市税で賄うのではなく，サービ
スや施設を利用する方に一定程度ご負担をいただくことで，
サービスを利用されない方との負担の公平を図る観点か
ら，今回，新たに５つのパークゴルフ場で有料化を行うことと
しましたので，ご理解を賜りたく存じます。
　なお，これらの施設の有料化を検討するに際しましては，
他の同種同規模の施設の水準に合わせることで，大人１日
の料金を300円と設定したところです。
　また，これまでも施設間の相互利用が可能な１年券（券の
種類によって差額料金が必要な場合もあります。）を発行し
ており，今回，料金の改定はありますが，新たに有料化する
施設もこの中に加える予定であり，利用者の利便性の向上
に努めたいと考えます。

2 　「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針（改訂版）の対象である使用料・手数料の他、一部、
対象外の使用料・手数料も之に準じて料金算定を行い、合わせて見直しする。①農村地域セン
ター（5施設）、公民館（14施設）、②住民センター、地区センター、地区体育センター、③地域活動
センター、ときわ市民ホール、勤労者福祉会館、建設労働者福祉センター、市民活動交流セン
ター、地区会館、市民文化会館、公会堂、大雪クリスタルホール、博物館、科学館、中原悌二郎
記念彫刻美術館、井上靖記念館、旭山動物園、体育館、陸上競技場、野球場、球技場、テニス
コート、プール、パークゴルフ、スキー場、スケート場、和弓場、洋弓場、馬場、相撲場、ガーデン
センター、庭園、キャンプ場、２１世紀の森施設、工業技術センター、工芸センター、若者の郷、市
営牧場、農業センター、生活館、いきいきセンター、近文市民ふれあいセンター、障害者福祉セン
ター、北彩都子ども活動センター、児童館、子ども総合相談センター。
（その他）旭川市の予算案は、一般会計約1兆円・特別会計約6,000億円・総額約1兆6,000億円を
増やしたい。【政治家名】、その理由どうして電話に出られないの？忙しくて電話に出られないか
ら。

　ご意見につきましては，概ね見直し案と同様のものであり
ますので，参考意見として受け止めさせていただきます。

3 社協がらみのボランティア活動のための練習で公民館を利用しています。真夏は近所のこともあ
り、閉め切り35℃位の中でやっております。なので、使用料上げていただいても、冷房、暖房の設
置を望みます。

　皆様にご負担をいただいている使用料・手数料は，施設の
維持・運営やサービスの提供に係る経費（コスト）を基に算
定しており，今回改定する予定の料金につきましても，こうし
た経費に充てることが基本となります。
　施設の改修経費などは，コストの算定上，含まれているも
のではありませんが，皆様がより利用しやすい施設となるよ
う，市民サービスの向上に努めてまいりたいと考えます。

4 富沢テニスコートの有償化について
現状のままでの有償化については、（花咲コートと同一料金には）論外（問題）があると考えま
す。
１．富沢コートは、常に風が強く、コート利用条件が劣悪であること。（防風ネットが要）
２．既存事務所での有償化を検討しているとすれば、不便すぎる。
３．従って、有償化の場合（花咲コートと同一料金）、利用されなくなることが目にみえています。
（コートが荒れて維持できなくなり、逆に費用をかけて維持する必要が出てくる。）
一方、富沢コートは、現在無料であることから、一人で行っても気軽にテニスができる場所とし
て、また、テニス愛好者の集まりの場所（交流）として広く利用されていることから、有償化につい
ては慎重（賢明）に良識あるご検討をお願いします。
花咲コート等の料金値上げについては、異論ないことを申し添えます。

　公共施設を維持するためには，様々な経費（コスト）がか
かります。そうした経費を全て市税で賄うのではなく，サービ
スや施設を利用する方に一定程度ご負担をいただくことで，
サービスを利用されない方との負担の公平を図る観点か
ら，今回，有料化を行うこととしましたので，ご理解を賜りたく
存じます。

5 暖房料も見直しするのか。
お願い事項
①多目的ホール
・Ａ、Ｂ、Ｃ仕切りのコートのネットを10ｃｍ上げてもらいたい。足に引っ掛けやすい。（今まで結構
引っ掛けているが、けがが心配）
・窓の暗幕が幅と下が短く、日照でまぶしい。

　冷暖房料につきましては，基本となる使用料に割り増しし
てご負担をいただく形となっておりますことから，今回の見直
しで，使用料が増額となれば冷暖房料も増額，逆に，使用料
が減額となれば冷暖房料も減額となります。
　なお，現在の冷暖房料の割増率は5割（地区会館のみ3
割）ですが，今回の見直しでは，これらを据置きとしていま
す。
　また，多目的ホールのネットや暗幕につきましては，施設
を所管する担当課にお伝えさせていただきます。

6 １．同種の施設であっても、立地場所や時期によって内容が大きく異なります。
　（１）駐車場は広さや形態が施設によって異なるため、利用頻度に差がでます。
　（２）トイレは設置数や様式も施設によって差があり、利用料金の平準化を図るなら、これらのバ
ラツキを改善することを前提にすべきです。
２．利用時間の区分（午前、午後、夜間）を厳密にすれば、会議等の準備のために、開会時間を
遅らせることも必要となります。利用の際、30分でもいいので、準備（または整理）時間を3～4時
間の利用時間の範囲で前後にスライドさせて利用することを認めてほしい。

　料金の算定に当たりましては，施設ごとのコスト計算を原
則としつつも，同種同規模の施設で極端な差が生じてしまう
と，市内地域間の格差が生じてしまうことや，料金の安い施
設に利用が集中して施設の利用が停滞するおそれがあるこ
とから，他の市有類似施設との比較等を踏まえて，料金設
定を行う場合があります。
　また，時間区分の前後へのスライドにつきましては，前後
の利用者間で時間調整や，清掃や備品の整理などの管理
時間との調整が必要になる場合があるなど，課題も多くござ
います。
　今後とも，皆様がより利用しやすい施設となるよう，市民
サービスの向上に努めてまいりたいと考えますので，ご理解
を賜りたく存じます。

「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針（改訂版）（素案）に対して寄せられたご意見と旭川市の考え方

1
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使用料・手数料の見直し案 

この冊子の内容 別添資料 



1 

 

 

 

１ これまでの取組 

 

行政サービスを利用し利益を受ける方に，そ

の利益に見合った応分の負担を求めることで

利益を受けない肩との負担の公平性を確保す

るという「受益と負担の適正化」の考え方に

基づきながら，使用料・手数料の適正な料金

設定を行うため，『「受益と負担の適正化」

へ向けた取組指針』を策定。 

平成１７年２月 

「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針の策定 

 
平成２２年４月、平成２６年４月 

改訂見送り 

 

取組指針の策定から１２年が経過していたこ

とから見直しを行い、平成２９年１０月に

『「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針

（改訂版）』を策定。 

 

平成２９年１０月 

「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針（改訂

版）の策定。 

 

「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針

（改訂版）に係る使用料・手数料の見直しに

ついて説明。 

平成３０年７月 

平成３０年度第１回科学館協議会 
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２ 今後の取組 

科学館協議会委員からの意見募集 

～令和元年５月２１日（火） 

 

市民からの意見募集（個別説明会実施） 

令和元年５月２９日（水） 

 

～６月下旬 修正案の取りまとめ 

 

７月 科学館協議会での審議 

 

～８月中旬 改定料金最終案の取りまとめ 

 

９月 議会へ関連議案の提出 

 

令和２年４月  

使用料・手数料の新料金適用 
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３ 使用料の見直し ～コスト算定による負担割合に基づいた料金改

定～ 

物件費 

＋ 

人件費 

対象コスト 

 

・過去４年間（H26～H29）の実績 

・光熱水費や業務委託料等の施設維持管理費と 

人件費等の運営費との合計額 

 

負担割合
（50％)

使用目的等に応じて定める割合 

（「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針（改訂版）による） 

科学館は”広く市民に及ぶが選択的なサービス“に該当 

→ 市費負担５０％受益者負担５０％ 

受益者

負担コスト

個人使用料（科学館観覧料）

専用使用料（貸室使用料）

１時間・１㎡あたりの単価 × 面積 × 時間 

１日あたりのコスト ÷ １日平均利用者数（目標値） 

新料金の設定 

使用料の算出方法 
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４ 減免の見直しについて ～減免取り扱いの適正化～ 

以下の２点について，減免の見直しを実施します。 

① ７０歳以上の高齢者の観覧料： 

 全額免除→５割負担 

 

② 若者団体（過半数が３０歳未満）が公益的・公共的な活動で利用する場合の

学習・研修室，特別展示室の使用料： 

 

減免なし→減額（５割） 

 



現行料金 改定後料金 改定率

250 280 112.00%
300 350 116.67%
200 220 110.00%
250 310 124.00%
300 350 116.67%
450 510 113.33%
600 660 110.00%
900 1,040 115.56%
400 410 102.50%
500 530 106.00%
300 330 110.00%
400 470 117.50%
500 520 104.00%
700 760 108.57%
1,000 1,040 104.00%
1,400 1,560 111.43%
1,820 2,230 122.53%
200 210 105.00%
240 280 116.67%
160 170 106.25%
200 240 120.00%
240 280 116.67%
360 400 111.11%
320 320 100.00%
400 430 107.50%
240 260 108.33%
320 370 115.63%
400 410 102.50%
560 620 110.71%

午前 9時30分～13時 4,500 6,110 135.78%
午後 13時30分～17時 4,500 6,110 135.78%
全日 9時30分～17時 9,000 12,220 135.78%
午前 9時30分～13時 4,000 4,860 121.50%
午後 13時30分～17時 4,000 4,860 121.50%
全日 9時30分～17時 8,000 9,720 121.50%

常設展示室

常設展示室及びプラネタリウム

１日（プラネタリウムは
１回）につき

貸室
使用料

特別展示室

学習・研修室

常設展示室及びプラネタリウム
１人１日（プラネタリウムは
１回）につき

博物館共通

単独
博物館共通

プラネタリウム １人１回につき
単独
博物館共通

単独
博物館共通

団体

高校生

常設展示室 １人１日につき
単独
博物館共通

常設展示室及びプラネタリウム
１人１日（プラネタリウムは
１回）につき

単独
博物館共通

一般

常設展示室 １人１日につき
単独

動物園共通

１日（プラネタリウムは
１回）につき

博物館共通

１日につき
単独
博物館共通

１回につき

１年につき
常設展示室及びプラネタリウム

単独
博物館共通

単独
博物館共通

単独
博物館共通

１年につき
単独

高校生

単独
博物館共通

科学館使用料改定案

科学館

単独
博物館共通

プラネタリウム １回につき
単独
博物館共通

常設展示室 １日につき

観覧料

プラネタリウム １人１回につき

プラネタリウム

個人

一般


