
「稼ぐ改革」のヒント 2021

～歳入を増やして未来を切り拓く力を～

参考資料



確保した財源は、将来への投資や
市民の暮らしを支える予算へ

【施設の有効活用】
空いたスペース等の有効活用
空き部屋・開館の稼働率向上

【公民連携】
民間とお互いの知恵とノウハウを
集結することで新たな価値を創出

【寄付による応援】
寄付を通じて、桑名市を応援して
くれる人たちと一緒に

【新しい取り組み】
従来のやりかたにとらわれない
新たな歳入確保策を検討してみる

眠ったままでは勿体ない…

寄付による社会貢献を…

民間と一緒に、できることがある…

新たな財源を見つけてみよう…

みんなのアイデアで「稼ぐ改革」を進めよう
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「稼ぐ改革」のヒント ２０２１

・桑名市においても一定の利活用が図られており、その取り組み事例をご紹
介します。歳入確保を検討するためのきっかけとして、ご活用ください。

スライド
番号

Ⅰ 公有財産利活用（グリーン資産創造課） ４

Ⅲ 空きスペースの有効活用（グリーン資産創造課） ８

Ⅳ ネーミングライツ（政策創造課） 15

Ⅴ 広告事業（政策創造課） 17

Ⅵ サウンディング型市場調査（政策創造課） 19

Ⅶ 民設民営による事業の実現（政策創造課） 22

Ⅷ 寄付・クラウドファウンディング（財政課など） 23
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「稼ぐ改革」のヒント ２０２１

スライド
番号

Ⅸ その他の歳入確保（各種補助金・交付金の獲得など） 29

Ⅹ これまでにない歳入確保を目指して・・・・ 31

Ⅺ 新たな歳入確保の提案・相談は・・・ 32

【参考】がんばり“見える化”予算 33
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 公有財産利活用とは、市が保有する土地や建物といった財産
を経営的な視点で利活用を進めることです。未利用の市有地
は積極的に売却や貸付を行い、維持管理経費削減に努めてい
ます。

 公共施設は毎年「公共施設マネジメントを進めるにあたっての
ルール」に沿って施設の在り方を見直し、売却・解体、または新
たな施設運営の手法のひとつとして、民間活力を導入した事業
継続について検討しています。

Ⅰ.公有財産利活用（グリーン資産創造課）

公有財産利活用の現状・・・
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建物付きで購入の提案

入札実施
（民間事業者で解体条件）

5,005万円で落札

(事例１)旧大山田終末処理場の売却

《歳出削減効果額》
約4.7億円の解体費用と年間120万円の維持管理費削減！

《歳入確保効果額》
売却費用5,005万円＋今後建設予定の分譲住宅からの
税収（見込）の増！

・汚水処理施設
・敷地面積約14,000㎡
・昭和53年～平成12年まで稼働
・土壌汚染あり（汚染土壌撤去済）
・毎年120万円の維持管理費用
・解体費用：約4.7億円（市概算）
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・行政財産（敷地面積：5,858㎡）
・除草の維持管理費用発生
・年数回の駐車場用地として利用

■普通財産に所管換えし、2,280㎡をコンビニ(セブン-
イレブン・ジャパン)用地として30年間貸付。
■マルチコピー機による行政サービス、大規模災害時支
援物資の提供等、市民サービス向上も期待できる。

《歳出削減効果額》
除草の維持管理経費（年間15万円）の大幅削減が期待できる

《歳入確保効果額》
賃料月額32万円×12か月⇒年間384万円
（※R3.5から30年間（契約期間）で、なんと約1億円！）

活
用
前

活
用
後
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(事例２)市有地をコンビニ用地として貸付



《歳入確保効果額》
賃料による収入は年間860,640円
契約期間（5年間）で、約430万円の収入！

活
用
前

活
用
後

(事例３) 未利用地を民間事業者に貸付
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特に使用せず放置されていました。
草も生えています。

駐車場事業用地として民間に貸付
し、収入が入るようになりました。
借主により良好な状態で管理され
ています。



 ●公共施設の余剰スペースの活用として「市役所庁舎駐車
場・ＮＴＮシティホール駐車場の貸付」や「自動販売機の設置」
により事業者から収入を得るなどして、歳入確保につなげて
います。

空きスペースの有効活用の現状・・・
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Ⅱ.空きスペースの有効活用（グリーン資産創造課）



《導入のながれ》

提案
（公民連携）

ＮＴＮシティホール 駐
車場の 空きスペースを
有効活用するための提案
を受け付け

審 査

公民連携審査会
にて優良な提案
と認められる

導入
Ｒ３．４～

民間事業者によ
る管理運営開始

条例改正

条例を改正し、
制度上の運営方
法を確立
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NTNシティホール駐車場を貸付に変更

ＮＴＮシティホール駐車場の余剰スペース利活用・
パーキングシステムの耐用年数を過ぎていたことから、検討開始



・事業形態：一括賃借（駐車場の一括管理）
※２４時間営業に

・契約期間：５年間（令和３年４月から）

・導入効果額（歳入確保額）：
月額：２００，０００円（消費税等別途）
年額：２，４００，０００円（消費税等別途）

・屋上には定期利用を開始し、利用者満足度も
向上しました。

導入による効果
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NTNシティホール駐車場を貸付に変更



食品自販機
（桑名市役所２Ｆ・消防本部２Ｆ）

Ｂｅｆｏｒｅ

Ａｆｔｅｒ

空きスペースを有効活用するための
手法を民間事業者にお聞きした結果
民間事業者ならではのユニークな提
案を頂くことができました。

月額： ０円
（空きスペース）

月額： ５,２３５円×２台（固定費）
＋各自販機の売上の５％～１５％

（行政財産の貸付）
※売れれば売れるほど、市にお金が入ります

市民だけでなく、職員の職場環境の
向上と、有事への備えが可能となり
ました。

空きスペースを活用し、収益を増加（屋内）
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売上歩合制に切り替えて、収益を増加（屋内）

月額： ４,７５９円×２台（固定費）
＋各自販機の売上の２０％

（行政財産の貸付）
※売れれば売れるほど、市にお金が入ります

ＮＴＮシティホール
自動販売機（屋内）

月額： ４,７５９円×２台（固定費）
（目的外使用料のみ）

Ｂｅｆｏｒｅ

Ａｆｔｅｒ

「行政財産の貸付」に変更し、売
上に応じた歩合制で契約すること
ができました。
（※なんと、１台あたりの売上見込は
100万円/年だそうです・・・）
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月額： ３,０９０円×３台（固定費）
＋各自販機の売上の３％～２０％

（行政財産の貸付）
※売れれば売れるほど、市にお金が入ります

駅北駐輪場
自動販売機（屋外）

月額： ３,０９０円×１台のみ（固定費）
（目的外使用料）

Ｂｅｆｏｒｅ

Ａｆｔｅｒ

「行政財産の貸付」に変更し、売
上に応じた歩合制で契約すること
ができました。
（※１台あたりの売上見込は７０万円～
100万円/年だそうです・・・）

※事業者への聞き取りを活か
し、飲料と飲料以外（アイス
クリーム）の相乗効果による
売上増を期待

増設・売上歩合制に切り替えて、収益を増加（屋外）
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グリーン資産創造課へお気軽にご相談を
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収入増、支出減、サービス向上につながる方法
があるかもしれません。

◆ 見直し方針が定まらず先延ばしに…
◆ 解体費用が捻出できない。
◆ 民間活用したいが、手法がわからない。

こんな施設、ありませんか。

●ポイント
「未利用・低利用の土地」 、「施設跡地」
「施設の空きスペース」 をそのままにしない。

グリーン資産創造課まで、お気軽にご相談ください



 市の持つ施設等の愛称を決める権利を民間企業等に売却し、
企業名や商品名の使用を認めることで維持管理費等に充当
するものです。平成２７年に初めて総合運動公園にネーミン
グライツを導入した後、市民会館や体育館、公園や歩道橋に
至るまで導入をしています。

 単なる企業広告ではなく、地域に貢献するという姿勢を明ら
かにすることにより企業のイメージの向上が図れる取組とし
て、愛称を付けたい施設を自ら選び、ネーミングライツ料とと
もに提案してもらう提案型ネーミングライツ制度として募集し
ています。

 本市ウェブ上で随時募集をしているため、通年で応募が可能
となっています。

Ⅲ.ネーミングライツ（政策創造課）

ネーミングライツの現状・・・
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ノザキ製菓アイリスパーク
（多度アイリスパークみぞの）

ノザキ製菓アイリスパーク球場
（多度アイリスパーク球場）
ノザキ製菓アイリスパークグラウンド

（多度アイリスパークグラウンド）

歳入確保額
400,000円 / 年

NTN総合運動公園
（総合運動公園）

歳入確保額
2,000,000円 / 年

ヤマモリ体育
（桑名市体育館）

歳入確保額
1,000,000円 / 年

●ポイント
まだ導入していない施設等は、ネーミングライツの導入が可能で
はないか、広告的な価値や他市事例も参考に検討してください。

Ⅲ.ネーミングライツ（政策創造課）
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 市の持つ資産（または実施する事業）を広告媒体として活用
し、財源確保を図るものです。民間事業者等からの提案によ
る広告事業の他に、「桑名市広告掲載要綱」、「桑名市広告
掲載基準」、その他事業担当課が個別に策定した要項に基
づき、広告主の募集から選定など、一連の手続きを行ってい
ます。広告代理店からのアドバイスも新たな広告事業を進め
る上では、有効な手段となっています。

 募集時期は、広告媒体により異なります。

広告事業の現状・・・

Ⅳ.広告事業（政策創造課）
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「広告付き公示
情報パネル」
（本庁舎）

歳入確保額
４４０，０００円 / 年

「広告付き番号案内

表示システム」
戸籍・住民登録課、保険年金室、

税務課、介護高齢福祉課 窓口

歳入確保額
１３２，０００円 / 年

「広告付き案内地
図板」
（本庁舎・大山田/長島/
多度地区市民センター）

歳入確保額
９２４，０００円 / 年

番号案内モニター

行政情報・ＣＭモニター

●ポイント
多くの人が利用する施設や、特定の年齢層や目的をもって集ま
るイベント等があれば、広告導入可能性を模索してください。 18

イメージ図

Ⅳ.広告事業（政策創造課）



Ⅴ.サウンディング型市場調査（政策創造課）

実施準備：庁内調整など

実施公表：実施要項の公表

事前説明：事前説明会、現地説明会

対話：民間事業者等と個別に実施

結果公表：ホームページに掲載

事業検討・事業者公募 新たな事業化へ

・市有地や施設などの有効活用に向けた検討にあたり、民間事業
者等から広く意見、提案を求め、市場性を把握する調査です。
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南駐車場（有料） 北駐車場（無料） 東駐車場（無料）

対象施設：庁舎駐車場

課 題

課題解決手法

維持管理コスト（約280万円の赤字/年）、低稼働率（約32％）、
不公平な料金設定

市場性の把握・民間事業者のアイデアやノウハウを活用
するためサウンディング型市場調査を実施 課題解決

手法の提案！
（１者）

維持管理コストの改善、２４時間制の有料化
※ただし、市役所の利用者は無料

Ⅴ.サウンディング型市場調査（政策創造課）

20



施設内外 観

対象施設：桑名市情報交流施設「又木茶屋」

課 題

維持管理コスト（450～500万円の赤字/年）
減少する来場者（Ｈ28実績：約15,000人）

課題解決手法

サウンディング型市場調査を実施
【条件】 周辺環境との調和、地域のにぎわい、維持補修費の負担

具体的な検討方法 （施設の有効活用に向けて）

課題解決手法の
提案！（２者）

サウンディング型市場調査と同条件でプロポーザル実施
※介護サービス事業者を選定

●ポイント
民間事業者等の意向確認を行いたい場合や市場性の確認、ア
イデア・提案を頂きたい場合は、調査の実施を検討してください。

（維持管理コスト：ゼロ、想定来場者数：約24,000人）

Ⅴ.サウンディング型市場調査（政策創造課）
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Ⅵ.民設民営による事業の実現（政策創造課）

健康増進施設「神馬の湯」

事業計画 整備開始

公設公営
温浴施設

造成工事等

延期、保留

公共施設
優先順位による 提案

３月２２日
オープン

民設民営

Ｈ１５ Ｒ３

プロポーザル

Ｈ３０

基本協定締結

事業実現 + 地代
405,600円/月
歳入確保

～地代による歳入確保～



・令和元年度より財政課では、寄付の「見える化」を積極的に行ってお
り、寄付の受入メニューを作成し、寄付者の意向に沿った予算化に取
り組んでいます。
・現金の寄付は財政課が窓口となり予算化し、物品は寄付目的に応じ
て所管課が窓口となっています。

寄付の使い道を１９
のメニューにし、寄付
したお金がどのように
使われるか選択しや
すくしました。
メニューは随時募集
しており、社会情勢の
変化に合わせて期
間限定のメニューの
提案も受け付けてい
ます。 寄付したいと思えるメニューを各課で考えていただいています。

寄付のメニュー化
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Ⅶ.寄付・クラウドファウンディング（財政課など）



・寄付の見える化
いただいた寄付は随時ホームページで公開しています。
寄付者の方々は寄付の使い道が見えることで、自分の想いが活
用されたことを知ることができます。

寄付で購入した遊具です。

ホームページに掲載したほか、承諾を得た

寄付者の方にお礼とともに送付いたしました。

〇財政課では、寄付を見え
る化するため、寄付の用途
に応じた予算化の実現を各
課にお願いしています。
将来必要になるため基金に
積み立てるというような場
合は、最終的にどういった
使途として使う予定なのか、
寄付者の思いを出来る限り
反映できるようにお願いし
ています。
寄付者の皆様が納得できる、
有効な活用方法を見せてい
けるよう取り組んでいます。
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寄付型自動販売機（総務課・グリーン資産創造課）

桑名市役所南玄関前に㈱伊藤園の寄付型自動販売機を設置し、
売上の一部をグリーンＩｏＴラボ・桑名に寄付していただいて
います。自動販売機を通じて社会貢献を行うことも可能です。

㈱伊藤園がラボの活動内容に賛同し、実現しました
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「桑名水郷花火大会を盛り上
げよう」

目標金額：500,000円
調達金額：307,000円

不幸な猫を増やさない為に
「桑名市TNR活動プロジェクト」
※TNR活動とは

地域猫を捕獲して避妊手術を施し、元の場所に戻
す活動。不要な繁殖を防ぐために行われる。

目標金額：1,000,000円
調達金額：1,300,000円

桑名市では、クラウドファンディングによる地域活性化の民間提
案をいただき、百五銀行、中日新聞社とともに、市内団体のクラウ
ドファンディングを応援してきました。

・クラウドファンディングとは、不特定多数の方からプロジェクトに
共感・賛同を得て資金を調達する仕組みです。

クラウドファウンディング
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クラウドファンディングを活用する事業について予算要求

・当初予算・補正予算を予算要求する際に、多くの人々から共感・
賛同を得られやすい事業等は、クラウドファンディングを積極的に
活用すること等を「予算とリンクしたクラウドファンディング活用方
針」でまとめています。

市事業のクラウドファウンディング活用

予算査定⇒予算化⇒市議会での審議・可決

クラウドファンディングの実施（募集）

寄付者に対して寄付採納証明書やお礼状、返礼品を送付
確定した寄付金額に合わせて補正予算を計上

事業の成果について、市ホームページに実績報告を掲載
27



令和３年度は、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」内の「ガ
バメントクラウドファンディング」にて、市事業のクラウドファン
ディングを実施します。

28

市事業のクラウドファウンディング活用

「ふるさとチョイス・ガバメントクラウドファンディング」ＨＰ



・年度ごとに更新される国・県の推進する施策により、国・

県の補助金・交付金を適切に獲得し事業を進めていくことも、

自治体の歳入確保の大事な要素です。

Ⅷ.その他の歳入確保（各種補助金等の獲得）

 各課が進める既存事業の施策や目的は変えずに、事業の進め方

や内容を変更することにより、国・県の補助金要件に合致させ

られないか、柔軟な発想で見直しましょう。

確認のポイント
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従来、住民基本台帳閲覧手数料を、用紙１枚につき300
円徴収（１枚最大２０件申請可能）していたところ、1件に
つき300円の徴収へ変更し、適正価格(  )による受益者負担
により歳入確保を図っている。

《歳入確保効果額》

住民基本台帳閲覧手数料の見直し（戸籍・住民登録課の取組）

台帳閲覧
手数料

Ｒ元年度決算額 ４５

条例改正後想定歳入額 ４３５

歳入増加額（予定） ３９０

※

※県下の状況を考慮した価格

閲覧申請（有料）の大多数は
県外の統計会社によるもので
あるため、市民への影響は少
ないと考えられる。
また、私立幼稚園・保育所・
学校等については、現行どお
り１枚300円の徴収とする
（減免措置）。

単位（千円）
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Ⅷ.その他の歳入確保（手数料の見直し）



Ⅸ.これまでにない歳入確保をめざして

企業立地を呼び込んだり、総合計画に掲げられたまちづくりを推進するこ
とで、地域経済活性化や資産価値の向上につながり、結果として、新たな
歳入の創出に結び付くような取り組みも極めて大切です。

ご紹介した取り組みは、ほんの一例です。
身近なところにも、まだまだ歳入確保に繋がる可能性があります。

・市税収入の増加や企業立地を呼び込むことにより、
間接的に歳入が増加 ⇒ 新たな歳入の創出

総合計画の推進
まちづくりの充実

市税収入の
増加など

直接お金をい
ただくことだけ
が、歳入確保
ではありません

新たな収入
の増加など
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Ⅹ.新たな歳入確保の提案・相談は・・・

それぞれの担当部署にお気軽に連絡ください。

「新たに歳入確保を提案したい」、「取組を進めたい」場合は・・・

ユニークな取り組みやアイデアをこれからの市政に
活かしていくためのご相談も、随時受け付けます！

32



【参考】がんばり“見える化”予算とは・・・・

市職員による創意工夫、新たな手法やアイデアによる取組
によって得られた歳入の増入や、歳出削減の成果を評価し
増収額または節減額の全部または一部をインセンティブと
して、翌年度当初予算に還元するものです。

《目的》
①社会環境が急速に変化する中、職員
一人ひとりが、“変わる”“変える”
意識をさらに持ち、ボトムアップ型の
行政改革の取組を行うことを促進する。
②歳入確保や歳出削減の取組や成果を
「見える化」し、全庁的な横展開を図る。
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がんばり“見える化”予算を通じて、
頑張った部署の予算に還元します‼

【参考】がんばり“見える化”予算をご検討ください

《取り組み例》
・公民連携手法による歳入確保・歳出削減

・使用料・手数料等をはじめ、新たな収入の確保

・印刷物の数量や仕様、郵便料の見直し

・委託業務の仕様や契約方法の見直し など

※ 令和４年度当初予算反映分より、
歳入の増収の取組みについては評価点を加算し、
「稼ぐ改革」を推進します。
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