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総務常任委員会所管事項調査報告書 

 

1 実施年月日 平成 29年 8月 2日（水）～8月 3日（木） 

2 視察場所及び視察項目 

（1） 山形県山形市 視察項目：市民活動支援基金設立運営事業について 

（2） 岩手県盛岡市 視察項目：公共施設アセットマネジメントについて 

3 出席者 委 員 長 萩原鉄也 

    副委員長 田中志摩子 

    委 員 川添康大 米谷政久 安藤玄一 国島正富 小沼富夫 

    同行職員 桐生尚直（公共施設マネジメント課・参事兼課長） 

         土方哲也（市民協働課・課長） 

4 視察の概要 

【山形県山形市】 

(1) 市の概要 

①人口、面積 

人口 252,070人、面積 381.58㎢ 

②平成 27年度主な財政指数等 

財政力指数 0.74 

実質公債費比率 8.6％ 

経常収支比率 87.8％ 

③特徴 

山形市は、山形県の中部東にある人口約 25万 2千人、県内人口 1位の市で、同

県の県庁所在地でもある。明治 22年に市制を施行、昭和 29年には近接 12カ村を、

続く31年には6カ村を合併して広域行政の端をひらき、現在の規模となっている。

平成元年には市制施行 100周年を迎え、平成 4年には、べにばな国体の開催、山形

新幹線の開業、東北芸術工科大学の開学、さらに市民病院済生館の改築、また平成

6年には、山形ビッグウイングのオープンと大きなプロジェクトが相次いで花開い

た。平成 8 年には「いきいき躍動山形プラン（山形市新総合計画）」がスタート。

平成 13 年には特例市に移行し、同プランの重点プロジェクトを再構築して「新重

点プロジェクト～環境先進都市をめざして～」を策定し、各般の施策を推進してき

た。平成 19年には「新総合計画」（第 7次総合計画）がスタート。平成 27年度に

は、村山地方の中枢都市として地方創生を牽引する役割を果たし、圏域の人口減少

を食いとめるため、山形市第 2期経営計画を見直し「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」の策定にあわせ『世界に誇る健康・安心のまち「健康医療先進都市」の実現』

に向け、山形市発展計画を策定した。 

現在は、めざす将来都市像を『みんなで創る「山形らしさ」が輝くまち』とし、

その実現に市民、事業者、行政の共創により取り組んでいる。 
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(2) 視察の目的 

総務常任委員会の今期のまちづくり検討会議のテーマは、「市民協働を活かしたま

ちづくり」とした。NPO など市民活動団体は専門性や柔軟性を備え、新しい社会的

課題を掘り出し、多様なニーズに合ったサービスを生み出し、今後のまちづくりに必

要な力となる。市民活動団体には、地域の理解、市民の参加、組織間のネットワーク

が広がることで創造的なまちづくり活動に発展していくことが期待される。しかし、

多くの市民活動団体が慢性的な財源不足に陥っている。市民活動の活性化を通して、

本市のまちづくりに役立てるため、山形市の市民活動支援基金設立運営事業について、

その内容や実施に至るまでの経緯を調査することとなった。 

 

(3) 視察概要「市民活動支援基金設立運営事業」 

①設立に至る背景、経緯、目的 

複雑・多様化する市民ニーズに対応するため、市民活動には行政や企業と共に市

民生活を支える役割が期待されている。しかし、多くの市民活動団体は本来の活動

目的が必ずしも収益事業に結び付くとは限らず、慢性的な財源不足や人材不足など

の問題を抱えている。また、企業や市民は、寄附をすることで社会貢献をしたいと

いう意向はあるが、市民活動団体への寄附は各種控除が受けられないため、寄附が

進まない状況であった。そこで、行政が寄附の受け皿となり、寄附者が各種控除を

受けることで寄附を促進し、その寄附をもとに市民活動団体への資金的支援を行う

ことにより市民活動の推進を図るため、山形市コミュニティファンド（市民活動支

援基金）が創設された。 

②運用方法 

「分野希望寄附」「団体希望寄附」「一般寄附」の 3種類の形でファンド寄附が寄

せられる。「分野希望寄附」とは「山形市発展計画」の重点政策の 8 分野から選ん

で寄附、「団体希望寄附」とは登録団体の中から希望する団体を選んで寄附、「一般

寄附」とは特定の分野・支援先を希望しない寄附（市民活動全般への寄附）であり、

それぞれの寄附は、「分野補助」「団体補助」「公開プレゼンテーション補助」として、

評議委員会または公開プレゼンテーションによる審査を経て、市民活動団体の支援

に活用している。 

③設立時に苦労した点・課題 

寄附者の意思を反映するための仕組みづくりについて、関係各課や税務署との調

整が必要であった。 

④審査基準、審査方法、事業の効果検証 

分野補助と団体補助は、評議員会による書類審査で審査基準の 5項目を点数化し、

総合計により補助事業を選定する。公開プレゼンテーション補助は、評議委員会に

よる審査を経て、公開プレゼンによる市民審査員の投票結果をもとに、補助事業を
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選定する。市民審査員は審査基準をもとに、支援したい団体を 1人 5つ選び投票す

る。 

⑤ファンド設立による効果 

例年、補助件数の半数ほどが新規の補助団体であり、新規団体の発掘による市民

活動の促進が図られているものと考える。 

⑥公民館・自治会等の活動内容とコミュニティファンドとの関わり 

〔行政と市民活動団体との連携についてコミュニティファンドの果たす役割〕 

山形市コミュニティファンドの補助対象事業は、市民が地域課題の解決に向けて

自発的に取り組む活動のうち、その利益の範囲が不特定多数に及ぶものである。そ

のため、町内会が町内のために行う活動は対象外だが、町内の枠を越えて広く市民

の公益のために行う活動は対象となる。また、コミュニティファンドで補助を受け

たことをきっかけとして団体の基盤強化が図られるのはもちろんだが、団体の知名

度・信用度の向上や他団体・行政との連携にもつながるものと考える。 

⑦課題とその解決方法 

ふるさと納税やクラウドファンディングなど、寄附制度も多様化しているため、

コミュニティファンドへの寄附は減少している。更なる寄附を受け入れるため、商

工会議所等の経済団体と連携し、事業者に周知を図るなどの広報に努めるとともに、

寄附者と市民活動団体の活動が持続的に循環するよう、効果的な補助や支援のあり

方について、関係部署とも連携しながら今後も検討していくとしている。 

 

(4) 質疑応答 

Q．当該事業の開始によって、NPO等の市民活動がいかに活性化されたか。 

A．山形市発展計画の取り組みとしてこの事業を始め、財源の確保で“市民がお手伝い

をしてくれる”とマスコミが公開プレゼンテーションを取り上げたことで認知度があが

り、市民に知ってもらうことができた。市民にも応援したい団体がわかりやすくなって

きている。公開プレゼンテーションやコミュニティファンド全般に関する「事業相談サ

ポートデスク」が市民活動支援センターに設置されており、NPO の立ち上げやプレゼ

ンのレクチャー等を支援する。 

 

Q．当該事業開始後の各団体からの意見や、現在の課題等について。 

A．ふるさと納税も行っているので、そのすみわけを今後やっていく必要が出てくるの

ではないかと考えているが、税制優遇もあるため、寄附する側も受ける側も winwinの

関係となっており、今のところ問題にはなっていない。 

 

Q．NPO活動により、市が期待する地域課題などの解決はできているのか。 

A．「やまがた de愛ファンド」では、商店街青年部、商工会青年部などで実施している

若い男女をつなぐ婚活事業への支援を行い、当該事業により 128 組が成立。人口減少
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対策になっている。また、「MINTO 住民参加型まちづくり支援ファンド」では、住民

参加によるまちづくりを支援し、地域の建物、バリアフリー、観光等のハード面や、歴

史的なところに光をあてた整備をすることができている。 

 

Q．NPO などの市民活動はあくまでも自主的な活動であると考えるが、市民活動と行

政や既存の活動主体との係わり方や連携はどのように行っているか。 

A．子ども食堂や地域ネコ等の社会的な問題は、新たな市民活動の立ち上げから始まり、

行政が支援するような方向となっている。 

 

Q．補助する側の団体の希望については。 

A．企業の記念などで、まとまったお金を寄附してもらうなどしている。補助したい希

望があればやり、寄附金がなくなれば事業は終了。食育活動など毎年寄附してもらって

いる団体もある。 

 

Q．公開プレゼンテーションの方法は。 

A．１団体の持ち時間は 5 分間。市民活動サポートセンターで事前レクチャーを行う。

審査員は、各団体の細かい事業の内容・寄附希望額等が入った冊子を見ながら審査。 

 

Q．コミュニティファンドから町内会で行っている体操の会や地域の公園整備などの団

体について補助はあるのか。 

A．コミュニティファンドからではなく、自治会の事業などに対する補助はあるが、他

には基本的にはない。 

 

Q．ふるさと納税について先細りの懸念があるが、その点については。クラウドファン

ディングとの兼ね合いは。 

A．クラウドファンディングとの兼ね合いについては、今後検討することとしている。 

 

Q．補助団体の数は決まっているのか。 

A．条件などがあり、予算の範囲内で決めていく。団体希望額で余った補助金について

は、投票で次点になった団体に必要かどうかを問い合わせ、必要であれば支給する。 

 

Q．開始当初の資金については。 

A．市から 1,200万円の拠出金があった。 

 

Q．各分野のファンドの管理は。 

A．１つの通帳で管理している。 
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Q．NPOなどの登録団体は。 

A．NPOは、市が認定しているものが 108法人。センター登録が 344団体。 

 

Q．投票対象者はどうなっているか。 

A．事前公募。プレゼン団体から 5 人まで参加を認めているが、投票は自分の団体は 1

人だけしか入れられない。新規事業などについては、関連団体などに声をかけている。 

 

Q．当選できなかった団体は、毎年応募できるのか。 

A．3 回まで可能。中身は少し変え、事業の拡大などで対応している。同じ内容で 3 回

落選すると、次年度は休んでもらうなどしている。 

 

Q．事業を行政が支援するような考えはあるのか。 

A．特にはないが、地域猫のように行政として必要なものはしていく。 

 

Q．市民団体に対して行政から働きかけたりすることはあるのか。 

A．ない。行政がするまでもないところのすき間の部分を担ってもらっている。 

 

Q．啓発やアピールについては。 

A．13回もやってきており、定着していると考えているので、特にやっていない。 

 

(5) 視察の考察（所感） 

複雑・多様化する市民ニーズに対応するため、市民活動には行政や企業と共に市民

生活を支える仕組みや役割が求められている。しかしながら、市民活動をするには、

財源確保や人材確保など、大変ハードルが高い状況にある。行政が寄附の受け皿とな

り、寄附者が各種税控除を受けることにより寄附を促進し、その寄附をもって市民活

動団体への資金的支援を行う仕組みは、とても有効な手段であると考える。本市にお

いても、商工会などと積極的に連携し、取り組んでいくことを提唱したい。 

山形市で行っている「山形市コミュニティファンド」は、寄附者が支援したい分野

を指定でき、また、10万円以上の寄附者は、愛称を付け支援したい分野の個別ファン

ドとすることも可能で、これらの分野ごとのファンドを原資に、市民活動団体を補助

支援する仕組みである。これは、山形市発展計画の策定に伴い、寄附者の山形市に対

する貢献度を明確にするために、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と合わせた重点

施策ということで、平成 21年より開始。平成 28年度現在の寄附件数は 139件（総額

1億 8,118万 8,623円）、支援実績は 165件（1億 7,067万 9,983円）になった。もと

もと山形市で活動していた団体を、特定非営利活動促進法に定める 19 の市民活動の

分野から、関連する分野を整理し、重点政策の 8 分野に振り分けた。「産業振興・雇

用創出」「まちの賑わいづくり」「子育て環境整備」「都市・社会基盤整備」「いきいき
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と年齢を重ねられるまちづくり」「安心・安全のまちづくり」「自然・環境」「重点政策

推進」の各分野がある。 

寄附がある程度集まった分野から補助を行う。年度初めに事業提案を募集し、１次

審査（書類審査）、その後、２次審査で公開プレゼンテーション（市民投票）を行い、

上位得票数の団体から補助が受けられる。投票ということで市民団体もその活動に真

剣になり、補助を受けることで一層幅を広げることにつながる。こうしたＮＰＯの立

ち上げからプレゼンテーションのやり方まで、山形市市民活動支援センターがサポー

トする。 

このような制度があることで、市民活動を活発に行うことができ、地域課題の解決

につながっていくことは、市民もやりがいがあり、また、行政にとっても嬉しいこと

であり、寄附する側も受ける側も自分たちの手でまちづくりが進むことに誇りが持て

るのではないかと思う。市民ボランティアは、資金繰りに苦しく続かない現状がある

ため、山形市のコミュニティファンドのような取り組みができれば、本市にも新たな

市民活動団体の増加が期待できる。 

平成 20年から始まった山形市コミュニティファンドは、方式として、8分野の支援

したい分野へ寄附をしていただき、その寄附は分野希望寄附として管理されている。

分野別ファンドは寄附がある程度集まった段階で事業募集し補助を行う。分野ごとの

事業は資金がなくなれば終了となる。個別ファンドについては、寄附者が希望のファ

ンドを作り、それに即した事業団体を募集している。また、公開プレゼンテーション

による団体の採択などの方式を取り入れており、投票をしてもらい、票数の多い順に

事業化されていく仕組みで、年 300万円と決まっている。あくまでも市民の自主活動

に委ねられている部分はあるものの、行政がやるほどでもないが、必要のある事業な

ど、実際に市民が実践することで、市民は可視化され、声となり、社会情勢も鑑みて、

行政の支援が入る可能性もあるため、取り組みとしては良いと感じたが、最初の資金

のハードルもあると感じる。 

平成 28年度実績は、20件の補助支援数、支援総額 19,029,798 円、分野補助 7 件・

1,600,000円、団体補助 3件・14,607,000円、公開プレゼンテーション 10件・2,822,798

円とされている。 

本市の団体補助金は、年々、補助団体数や補助額を担当部で決定することに多大な

負担が掛かっている。山形市コミュニティファンドも寄附者数や金額が年度毎の推移

が見えず、この事業による成果も判断しにくいところがあった。補助も分野、団体、

一般と細分化されているため、寄附者にもう一つインパクトが薄くなっているのでは

ないかと推察される。個別ファンドの対象事業も、中長期の継続支援により効果が生

まれる団体が少なくはないと考える。担当職員も支援後の活動成果をチェックするこ

とが重要と感じる。 
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      山形市役所前にて         山形市役所での聞き取り調査 

 

 

               山形市議会議場にて 

 

 

【岩手県盛岡市】 

(1) 市の概要 

①人口、面積 

人口 295,554人、面積 886.47㎢ 

②平成 27年度主な財政指数等 

財政力指数 0.72 

実質公債費比率 10.4％ 

経常収支比率 94.6％ 

③特徴 

1889年、明治 22年に市制が敷かれ、盛岡市が誕生した。以来、岩手県の県庁所

在地として、政治、経済、教育、文化の中心として発展した。1992 年 4 月に都南

村と、2006 年 1 月には玉山村と合併し、2008 年 4 月に中核市となり、2009 年に

市制施行 120周年を迎えている。また、県内においては 2011年 3月の東日本大震

災に加え、2016 年 8 月には台風 10 号により甚大な被害を受けた。2016 年「希望
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郷いわて国体」が開催された。国体を成功へと導いた「市民の力」と行政の力を一

つに合わせ、「ひと・まち・未来がかがやき 世界につながるまち盛岡」の実現に

向けて各施策に取り組んでいる。 

(2) 視察の目的 

本市には、昭和 40年代から 50年代に建設された小・中学校などの建物や、下水道

施設等のインフラが多く、今後、それらの施設の老朽化に伴い更新時期が集中する。 

一方、人口減少、少子高齢化の進展により、厳しい財政状況が続くことが予想される。

すべての施設を現状のまま維持すると、その維持費は市の財政に大きな影響を及ぼし、

将来的に行政サービスへの影響や市民ニーズへの的確な対応が困難になると考える。 

このような状況を回避し、今後の財政状況と公共施設などの改修・更新に係る経費

とのバランスをとるため、公共施設等のあり方を見直す方向性を示す必要がある。そ

のヒントを得るため、公共施設マネジメントについて積極的に取り組む盛岡市を調査

することとなった。 

(3) 視察概要「公共施設アセットマネジメント」 

①アセットマネジメントに係る取り組みの背景 

盛岡市では、高度経済成長期から現在まで、多くの施設が建設された。このう

ち 4 割が築 30 年を超え、建て替えなどが必要となっている。さらに 20 年後の盛

岡市は、14 歳以下の年少人口が 6 割、15 歳から 64 歳の生産年齢人口が 3 割減少

し、一方で 65歳以上の人口は増加が見込まれ、少子高齢化に拍車がかかる。現状

の公共施設すべての維持更新費用は、40 年間で 4,345 億円、しかも、人口構造の

変化や経済状況の低迷などから老人福祉費や生活保護費が著しく増加し、財政の硬

直化が進んでいる。 

②取組み経緯 

平成 21年度、自治体経営の指針及び実施計画の策定により公共施設の配置のあ

り方の検討、維持管理手法の具体化を行うことを定める。平成 22、23年度、岩手

県立大学まちづくり研究所で調査研究を進め、具体化手法を研究した結果、長寿

命化と総量縮小が有効であると提言。平成 24年度、資産活用事務局すなわち専任

組織の設置により、公共施設の利用状況や経営状況、建物状況の収集・分析を行

った。平成25年度、公共施設保有の最適化と長寿命化のための基本方針を策定し、

目指すべき施設保有の姿などの基本方針を定める。「考えよう、みんなの建物の未

来」をテーマに、幅広い市民意見を聴取するため、3,000人の無作為抽出による市

民討議会を開催した。平成 24年度に収集した情報を分析して、公共施設運営状況

（施設カルテ）を公表した。平成 26年度、有識者らの意見を聴く公共施設等マネ

ジメント推進会議を全 5 回開催。施設用途別の方向性を定める公共施設保有最適

化・長寿命化長期計画を策定した。平成 27年度、公共施設のあり方を考える講演

やパネル討論会、市民フォーラムを開催。市内 30地区で意見交換会を実施。施設

ごとに見直しの方向性や工事の実施を定めた 10年間の計画案、公共施設保有最適
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化・長寿命化中期計画を公表。平成 28年から、公共施設保有最適化・長寿命化中

期計画の実施、官民の情報共有及び対話の促進や公共施設マネジメントを着実に

推進するため、もりおか PPPプラットフォームを設置し、計画的にアセットマネ

ジメントを進めている。 

 

(4) 質疑応答 

Q．公共施設の大きな割合を占めている「学校施設」の取り組みについて。 

A．基本的には文科省の指針に従って行っている。複式学級、単学級などとともに検

討している。大規模改修などは 40年で行い、60年修繕で、他と考え方は同じ。 

 

Q．公共施設アセットマネジメント事業の予算の仕組みについて。また、又中長期の

更新費用の財源確保策について。 

A．4割をアセットマネジメントに向けていこうと、アセットマネジメント枠を確保。

総合計画との兼ね合いなども考えて、財政課に依頼している。長寿命化修繕について

は、年 3億円確保。各課からの要望も出してもらい、優先順位をつけて行っている。 

 

Q．受益者負担の適正化（公共施設の有料化）についての考え方は。 

A．使用料の見直しを進めているところ。課題整理中で、無料を有料化へ検討段階。

地区によって地域拠点施設も違うため、その点も踏まえて進めている。 

 

Q．議会についてはどうなっているのか。 

A．研究期間も 2年あったので、議会から質問もあり、市としてやらないといけない

という感じにもなった。議員へは報告もしている。総量の縮小は共通認識となってい

る。議会の承認を得て、地区への説明に行っている。議員と一緒に説明会に出てもら

うなどしている。 

 

Q．アセットマネジメントについて、データなどはどう検討したのか。 

A．まちづくり研究会で先進地区なども参考に、利用度やサービス低下させないよう

にするためにどうするか検討した。 

 

Q．市長の政治姿勢については。 

A．この間同じ市長で、最初は「まちづくり研究所設置」を公約に掲げていた。平成

23 年の市長選でもアセットマネジメントが公約で、総量縮小については悩んでいた

が、財政的に厳しいことも説明して決まったが、住民との議論がないといけないと考

えた。平成 27 年の市長選には、ここまでに市民討議が進んでいた。岩手大学と連携

し、地域課題の取り組みを若者にもわかってもらえるよう、教育学部美術学科の学生

に、計画の説明を漫画で紹介してもらうなど協働を進めた。 
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地区説明会で納得されていても、時間が経つとまた理解が得られないなどの問題も

出てきたりするため、半年に一度ぐらいは説明会など発信しておかなければならない。 

 

Q．条例などの変更はあるのか。 

A．条例の変更も必要なので、各担当課へは、統合縮小についての進捗状況など毎年

確認して調整をしていく。 

 

Q．計画について住民の意見の反映はされているのか。 

A．地区説明において把握し、共有している。 

 

Q．長寿命化についての優先順位については。 

A．施設を見て評価し、建設でも評価し、点数をつけて参考指標にしている。築年数

と大体一致するので、それに合わせている。学校はまた性質が違うため、部ごとに古

いものから進めている。 

 

(5) 視察の考察（所感）  

市長の選挙公約の 1 つとして掲げた「公共施設のアセットマネジメント」に係る

取り組みに対する政治姿勢は、有能な若手職員の登用からスタート、岩手県立大学

へ職員を 2 年間派遣、大学との連携により長寿命化と総量縮減に向けた具体的手法

を研究。平成 24 年度には資産管理事務局を設置、派遣職員を中心に事務職員 3 名

と民間の事業者 2名の 5名体制でスタート。その後今日に至るまで、若手職員に学

校での研究者として業務 8 年間にわたりそのポストを継続させる。計画スタートか

ら今日まで詳細な事業の必要性を次々に整理、統合がされ、検討案の策定まですべ

てにスピード感をもって計画的に進められている。特に学校や庁舎等、公共施設す

べてを資産管理事務局の責任において議論を誘導している点は、本市も早急に見習

うべきと考える。 

少子高齢化・人口減少社会の到来は避けられず、その観点からも、市民との情報

共有をしっかりと図っていると考える。それには、市民討議会のようなチャンネル

を作ることも必要である。また、地域への説明会の丁寧な開催、また、意見交換会

の開催も実施しており、この点についても感心したところである。そして、官民連

携の必要性も感じ、本市においても、その準備をしたほうがよいとも感じた。地元

企業の育成も併せて行うことにより、経済効果も見込めるものと考える。 

盛岡市では、平成 21年度から自治体経営の指針及び実施計画の策定から始め、平

成 22 年～23 年度には、岩手県立大学と盛岡市まちづくり研究所で調査研究を開始

した。平成 24年度には、資産管理活用事務局を設置し、公共施設の利用状況や経営

状況、建物状況の収集・分析を行い、施設ごとの老朽化状況を見て優先順位を決め

ている。その後、平成 25年度には、公共施設保有の最適化と長寿命化のための基本
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方針を策定、施設ごと・地域ごとに市民討議会を開催し、利用運営状況を平成 24

年度に収集した情報を分析して公表することによって合意を得た。そして、平成 26

年度に公共施設等マネジメント推進会議を全 5 回開催し、有識者らの意見を聴き、

公共施設保有最適化・長寿命化長期計画を策定した（20 年間の計画）。そして、平

成 27年度からアセットマネジメントの取組みが開始されている。 

盛岡市のこの取り組みは、「まちづくり研究所」で調査研究を始めたことで、総量

の縮小も行わなければならない現実が浮き彫りとなり、有識者や大学の指導のもと、

施設ごとに施設の状況を徹底して細かく調査し、地域ごとに市民の意見を聴き、段

階を踏んで取り組んできたことから、市民討議により合意がもたらされてきた。 

 そして、これからの課題は、公共施設マネジメントを着実に推進するために、民

間事業者のＰＰＰ／ＰＦＩに関するノウハウを習得し、事業参画に向けた競争力を

強化すること。案件形成に向けた官民の情報共有及び対話の促進を目的に“もりお

かＰＰＰプラットフォーム”を設置し、市と民間事業者が対話を通して、民間のア

イデアを吸収しつつ、民間の資金を活用し、事業実施しやすい案件を形成していく。 

 盛岡市は平成 21年度、政府が通達を出す前から、公共施設について研究や市民と

の合意形成のための説明会などに取り組んでおり、行政が地域に出向き丁寧に説明

会を行ってきたことがわかった。施設は 80 年使うことを前提に、40 年で大規模改

修、60 年で修繕するということを位置づけ、機能統合や総量の縮減も同時に行う。

しかし、「利用量やサービスの低下が起こらないようにどうするかを考え、住民との

共通認識のもと機能統合を進めている」という言葉のとおり、「住民にとってどうな

のか」という視点ができており、「利用量やサービスの低下が起こらないように」と

いう言葉が印象的だった。 

本市においても、施設の有料化について現在検討中である。職員の姿勢、市民へ

の丁寧な説明など、本市でも活かせる点が多く、学ぶべきことが多くあった。 

 

     

盛岡市役所前にて          盛岡市での聞き取り調査 


