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使用料及び手数料改定案 

 

はじめに 

 

本市における使用料及び手数料等については、行政サービスの提供と社会経済情勢に応じ

た適切な受益者負担を図るため、平成２２年度に全面的な改正を行い、受益と負担の公平性

の確保に努めてきました。 

使用料及び手数料等の見直しについては、平成１９年度に定めた「財政再建計画」に基づ

く健全な財政運営の推進と並行して行ってきたところですが、時間の経過とともに施設の維

持管理コストや利用者数の変化などにより本来設定すべき金額とのかい離が生じてくる可

能性もあることから、「石狩市使用料、手数料等設定の基本方針（以下「基本方針」という。）」

を定め、平成２４年度において次期改定に向けた準備作業を進めてきたところであります。 

これらの経緯を踏まえ、今般、基本方針に基づき、使用料及び手数料等の改定について、

庁内検討委員会で論議を重ね、次のとおり改定案を作成しました。 

 

 

○ 使用料、手数料等改定案の骨子 

 

１ 改定の基本的考え方 

 

使用料及び手数料は、公の施設の維持管理費用や、証明書や許可証の発行、ごみ処理など

各種行政サービスに要する経費に対して、その一部もしくは全部を公平かつ適正に受益者に

負担していただく「公共料金」です。 

これらの料金改定にあたっては、現下の厳しい財政状況にあっては、歳入を確保するとい

う側面が強調されがちですが、本来は「受益と負担の公平性の確保」を図ることが目的であ

り、その結果として歳入確保に繋がるものであります。 

様々な行政サービスのうち、使用料や手数料として利用者（受益者）から徴収するものは、

サービスを利用する特定の人が利益を受けるものであるという前提に立って、その受益の範

囲内で行政サービスの対価として徴収するものです。 

したがって、使用料及び手数料等の設定については、利用する市民・しない市民の均衡を

考慮しながら、行政としての関与の必要性を明確にして「負担の公平性」を確保しなくては

なりません。しかし、その一方で、サービスを提供する行政においても、効率的な施設運営

や事務の効率化に努めながら、料金設定の適正化を図っていくことが必要です。 

また、利用者側からすると、当然安価であるほど喜ばしいものです。しかし、その場合、

経費の不足分は税金で賄われることとなり、市民全体で負担するということになります。す

なわち、使用料や手数料の適正化は、利用者個人の便益による負担と、公共性を考えた市民

全体による負担との割合を適正に定めることにほかなりません。 

  このようなことから、基本方針による次の事項をポイントとして、市内の全ての施設・手

数料を対象とした庁内検討を実施したところです。 
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使用料及び手数料改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設使用料及び手数料改定案の概要等 

 

（１）性質別負担割合の設定（使用料）について 

   市が提供する公の施設は、道路・公園等、市民の日常生活に必須となるサービスから、

プールやテニスコート等のように特定の市民のみが利益を享受し、民間においても類似の

サービスが存在するものまで多岐にわたっています。このため、受益者負担を一律に設定

することは困難であるとともに、かえって負担の公平感を損なう恐れがあります。 

   このことから、施設使用料の受益者負担割合の検討にあたっては、今回改定に合わせ、

行政サービスを性質別に分類した「性質別負担割合分類表」を用いて、その分類に応じた

「公費（税金）負担」と「受益者負担」の割合を明確化することとしました。 

 

 ・性質別分類ごとの負担割合 

  非市場的サービス   
 

選 
 

択 
 

的 
 

（第２分類） 

 

 公 費  ５０％  

 受益者  ５０％  

 

（第１分類）  

 

 公 費 １００％  

 受益者   ０％  

 

必 
 

需 
 

的 
 

 

 公 費   ０％  

 受益者 １００％  

 

（第３分類） 

 

 公 費  ５０％  

 受益者  ５０％  

 

（第４分類）  

  市場的サービス   

 

 

（２）施設使用料（利用料金、財産収入を含む）改定（案）について 

  改定施設の検討は、該当するすべての施設について使用料等実態調査を実施し、その調

査結果に基づき、負担の公平性と適正化を図るため改定が必要と思われる施設について抽

出したうえで、市内他施設との均衡や近隣他市の状況、さらには現下の社会的・経済的情

勢等を踏まえ、最終的な改定案として作成しました。 

① 原価計算方式によるコスト算定 

② 行政負担と受益者負担の負担割合の明確化 

 ・使用料 ～ 性質別負担割合の設定 

 ・手数料 ～ 原則としてコスト１００％負担 

③ 受益者負担の急激な上昇を防ぐための上限改定率の設定 

 ・原則として、現行料金の１．５～２倍（最大１００％アップ）まで 

④ 定期的な料金見直しサイクルの確立（概ね３年ごと） 
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使用料及び手数料改定案 

 

  なお、原価計算にあたっては、当該施設の利用形態及び利用状況を勘案し、維持管理経

費（人件費、光熱水費等）や固定資産の減価償却費から、施設の１㎡・１時間当たりを基

本としています。また、個人利用（一般開放）をはじめ、１㎡・１時間当りによる原価設

定が相応しくないものについては、１人・１日当たり等、事案に応じ適当な原価を料金算

定のための指標としました。 

 

（３）道路占用料の改定について 

   道路占用料の額は、本市域内における国道・道道占用料との整合性を図るため、従前か

ら国及び北海道に準拠しているものでありますが、平成２３年４月の道路法施行令の改正

に伴い、管内はじめ多くの都市が平成２４年４月までに減額改定を行っている状況にあり、

本市においても今回の改定に合わせ、減額改定がやむを得ない状況となっています。 

 

・改定案の概要 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※詳細は、別表１「施設使用料改定（案）」参照 

 

① 職員住宅（厚田区・浜益区）使用料（財産収入） 

・厚田区と浜益区の使用料を統一し、北海道公宅基準に準拠し改定 

 

② 火葬場（火葬炉） 

・市民以外の利用について、維持管理コストや札幌市における市民以外使用料との

比較により、市外利用にかかる利用料金を改定 

 

③ 学校施設利用料 

・各小中学校体育館については、施設の状況や札幌市との比較により改定 

・各小中学校グラウンドについては、札幌市との比較により新設 

 

④ 花川南コミュニティセンター 

 ・トレーニングルームについて、一般開放による個人利用とみなす。 

 

⑤ スポーツセンター 

 ・Ｂ＆Ｇ海洋センタープール、厚田スポーツセンタープールについて、市民プール

との比較により改定 

 

⑥ 道路占用料の改定（減額） 

  国道・道道占用料との整合性を図るため、国及び北海道に準拠し改定 
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使用料及び手数料改定案 

 

（４）手数料改定（案）について 

  使用料と同様、すべての手数料について実態調査を実施し、人件費及び物件費を中心と

する業務経費の１件あたりのコストを基本に、近隣他市の状況等を考慮したうえで最終的

な改定案としました。 

 

 ・改定案の概要 

 

 

 

 

※詳細は、別表２「手数料改定（案）」参照 

 

 

３ 改定案による影響額 

 

  平成２３年度決算ベースで試算すると、今回改定案により概ね２０４万円程度の影響

額（減）を見込んでいます。 

 

【使用料影響額】    

項     目 Ｈ２３収入実績 主な改定内容等 影響額見込み 

職員住宅 約２７９万円 北海道公宅基準に準拠 １万円程度 

火葬場 約４３５万円 

市外 

満１３歳以上       35,000円 

満１３歳未満       25,000円 

埋葬された死体の一部 8,000円 

死胎1体、身体の一部  8,000円 

１２万円程度 

小中学校（体育館） 約１０８万円 
厚田区・浜益区       500円 

上記以外           600円 
２３万円程度 

小中学校（グラウンド） ０円 300円 ５万円程度 

花川南コミュニティセンター 

（トレーニングルーム） 
約６０３万円 100円 ８８万円程度 

Ｂ＆Ｇ海洋センター 

（プール） 
約７万円 200円 ５万円程度 

厚田スポーツセンター 

（プール） 
約１万円 200円 １万円程度 

道路占用料 約３，３４０万円 平均改定率１０％ △３４０万円程度 

 （使用料小計） △２０５万円程度 

 

 

① 低炭素建築物に係る審査手数料 

 ・都市の低炭素化の普及の促進に関する法律の施行に伴う新設 
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使用料及び手数料改定案 

 

【手数料影響額】    

項     目 Ｈ２３件数等 主な改定内容等 影響額見込み 

低炭素建築物に係る審

査手数料 
0件 

国交省から示されている面積、

用途ごとの審査時間による 
０万円 

 （手数料小計） ０万円 

 

 

４ 改定の実施時期 

 

  平成２６年４月１日施行とする。 
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施設使用料改定（案）

5年未満 月額 208 月額 278

5年以上10年未満 月額 166 月額 194

10年以上15年未満 月額 137 月額 145

15年以上20年未満 月額 109 月額 116

20年以上25年未満 月額 85 月額 77

25年以上 月額 63 月額 54

5年未満 月額 205 月額 278

5年以上10年未満 月額 174 月額 194

10年以上15年未満 月額 142 月額 145

15年以上20年未満 月額 111 月額 116

20年以上 月額 79 月額 77

5年未満 月額 318 月額 431

5年以上10年未満 月額 270 月額 301

10年以上15年未満 月額 220 月額 225

15年以上20年未満 月額 172 月額 180

20年以上 月額 123 月額 119

満13歳以上の死体1体 30,000 35,000

満13歳未満の死体1体 20,000 25,000

埋葬された死体1体 7,200 8,000

死胎1体、身体の一部 7,200 8,000

厚田区内の屋内体育館 １時間 400 １時間 500

浜益区内の屋内体育館 １時間 300 １時間 500

上記以外の屋内体育館 １時間 500 １時間 600

グラウンド 新設 １時間 300

○札幌市において350円の使用料となってい
ることから、石狩市内統一で300円（現行浜益
区の体育館使用料と同額）の使用料を新設す
る。

円 円

花川南コミュニティセンター トレーニングルーム 新設 １回 100
○コミュニティセンター条例に規定する一般開
放による利用とみなし、100円とする。

Ｂ＆Ｇ海洋センター プール 1回 100 １回 200

厚田スポーツセンター プール 1回 100 １回 200

H26.4

H26.4

○施設の状況や札幌市の使用料との比較等
により、100円から200円の改定とする。
○浜益区については、H25に浜益中学校体育
館を新たに建設予定。

○市民プール使用料と比較して相当安価に
なっていることから、200円（改定上限2.0倍）と
する。

②　個人利用（一般開放）に係るもの

各小中学校

改定

火葬炉（市外）

施　　　　設　　　　名

①　専用利用に係るもの

設定なし

改定

厚田区の区域にある職員住宅

浜益区の区域にある職員住宅
（職員又は教職員）

現行料金改定区分種　　　　別

種　　　　別 改定区分 現行料金

設定なし

施　　　　設　　　　名

浜益区の区域にある職員住宅
（上記の者以外）

実施時期改定案

財政課
改定案

実施時期考え方

○札幌市の市民以外使用料（49,000円）と比
較すると安価となっており、現使用料では施
設維持管理コストに対する受益者負担が低い
状態であることから、市外に係る使用料につ
いて1.1倍から1.3倍に改定する。

○北海道の公宅基準を準用して、厚田・浜益
両区料金の統一を図る。

考え方

【別表１】
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施設使用料改定（案）
③　道路占用料

改定前 改定案 備考

円 円

630 560

970 860

1,300 1,200

560 500

900 800

1,200 1,100

56 50

6 5

3 3

550 490

340 300

1,100 1,000

470 420

2,000 2,000

1,100 1,000

24 21

34 30

51 45

67 60

100 90

130 120

240 210

340 300

670 600

1,100 1,000

地下街及び地下室 階数が１
のもの

Ａに
0.004を
乗じて
得た額

Ａに
0.004を
乗じて
得た額

階数が２
のもの

Ａに
0.006を
乗じて
得た額

Ａに
0.007を
乗じて
得た額

階数が３
以上のも
の

Ａに
0.008を
乗じて
得た額

Ａに
0.008を
乗じて
得た額

1,000 1,000

600 610

1,100 1,000

20 20

200 200

一時的に
設けるもの 200 200

その他のも
の 2,000 2,000

900 800

祭礼、縁日
その他の
催しに際

20 20

その他のも
の 200 200

祭礼、縁日
その他の
催しに際

20 20

その他のも
の 200 200

車道を横
断するもの 2,000 2,000

その他のも
の 1,000 1,000

200 200

110 100

占用物件

法第32条第１項第１号に掲げ
る工作物

第１種電柱

１本につき１年

北海道に準拠。
北海道が３年に一回の占用料見直しをしたこ
とによるもの。
管内他市はすでに改定済み。

郵便差出箱及び信書便差出箱

広告塔 表示面積１平方
メートルにつき１年

その他のもの 占用面積１平方
メートルにつき１年

法第32条第１項第２号に掲げ
る物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ１メートルに
つき１年

外径が0.07メートル以上0.1メートル
未満のもの
外径が0.1メートル以上0.15メートル
未満のもの
外径が0.15メートル以上0.2メートル
未満のもの

H26.4

第２種電柱

第３種電柱

第１種電話柱

第２種電話柱

第３種電話柱

その他の柱類

共架電線その他上空に設ける線類
長さ１メートルに
つき１年地下電線その他地下に設ける線類

路上に設ける変圧器 １個につき１年

地下に設ける変圧器 占用面積１平方
メートルにつき１年

変圧塔その他これに類するもの及
び公衆電話所

１個につき１年

外径が0.2メートル以上0.3メートル未
満のもの
外径が0.3メートル以上0.4メートル未
満のもの
外径が0.4メートル以上0.7メートル未
満のもの
外径が0.7メートル以上１メートル未
満のもの
外径が１メートル以上のもの

法第32条第１項第３号及び第４号に掲げる施設 占用面積１平方
メートルにつき１年

法第32条第１項第５号に掲げ
る施設

占用面積１平方
メートルにつき１
年

上空に設ける通路

地下に設ける通路

その他のもの

１基につき１月

法第32条第１項第６号に掲げ
る施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一
時的に設けるもの

占用面積１平方
メートルにつき１日

その他のもの 占用面積１平方
メートルにつき１月

令第７条第２号に掲げる工事用施設及び同条第３号に掲げる工事
用材料

占用面積１平方
メートルにつき１
月令第７条第４号に掲げる仮設建築物及び同条第５号に掲げる施設

道路法施行令（昭和27年政令
第479号。以下「令」という。）第
７条第１号に掲げる物件

看板（アーチであるもの
を除く。）

表示面積１平方
メートルにつき１月

表示面積１平方
メートルにつき１年

標識 １本につき１年

旗ざお
１本につき１日

１本につき１月

幕（令第７条第２号に掲
げる工事用施設であるも
のを除く。）

その面積１平方
メートルにつき１日

その面積１平方
メートルにつき１月

アーチ

【別表１】
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１．窓口証明等（証明等手数料条例）

（ｱ)床面積の合計150平方
メートル以下のもの

36,000円

登録住宅性能評価機関又は
登録建築物調査機関による
審査を受けた場合

5,000円

（ｲ)床面積の合計150平方
メートルを超え400平方メー
トル以下のもの

72,000円

登録住宅性能評価機関又は
登録建築物調査機関による
審査を受けた場合

10,000円

（ｳ)床面積の合計400平方
メートルを超え500平方メー
トル以下のもの

101,000円

登録住宅性能評価機関又は
登録建築物調査機関による
審査を受けた場合

17,000円

（ｱ)共用部分の床面積の合
計300平方メートル以下のも
の

114,000円

登録住宅性能評価機関又は
登録建築物調査機関による
審査を受けた場合

10,000円

（ｱ)建築物の床面積の合計
300平方メートル以下のもの

251,000円

登録建築物調査機関による
審査を受けた場合

10,000円

（ｲ)建築物の床面積の合計
300平方メートルを超え500
平方メートル以下のもの

400,000円

登録建築物調査機関による
審査を受けた場合

28,000円

１件につき イ 法第54条第２項の
規定による申出をする
場合

（ｱ)床面積の合計150平方
メートル以下のもの

18,000円

登録住宅性能評価機関又は
登録建築物調査機関による
審査を受けた場合

2,500円

（ｲ)床面積の合計150平方
メートルを超え400平方メー
トル以下のもの

36,000円

登録住宅性能評価機関又は
登録建築物調査機関による
審査を受けた場合

5,000円

（ｳ)床面積の合計400平方
メートルを超え500平方メー
トル以下のもの

50,500円

登録住宅性能評価機関又は
登録建築物調査機関による
審査を受けた場合

8,500円

（ｱ)共用部分の床面積の合
計300平方メートル以下のも
の

57,000円

登録住宅性能評価機関又は
登録建築物調査機関による
審査を受けた場合

5,000円

実施時期

ア 法第55条第1項にお
いて準用する法第54条
第2項の規定による申
し出をしない場合

(5) 複合建築物の全体
に係る計画認定のみの
申請においては、次に
掲げる額を合算した額

ア 都市の低炭素化の
促進に関する法律第54
条第2項の規定による
申し出をしない場合

(1) 当該申請に係る計
画変更認定のみの申請
においては、当該申請
に係る住戸等の床面積
の合計の区分に応じ、
次に掲げる額

(2) 住棟変更認定のみ
の申請においては、当
該申請に係る共同住宅
の共用部分の床面積の
合計の区分に応じ、次
に掲げる額に、当該共

(3) 共同住宅の住戸認定及び当該共同住宅に係る住棟認定の申
請（これらの計画認定を併せて受けようとする場合に限る。）
においては、当該住棟認定について前号の規定により算定した
額

（ｳ)当該複合建築物に共用部分がある場
合においては、当該共用部分の床面積の
合計について第２号（共用部分に係る部
分に限る。）の規定により算定した額

（ｲ)当該複合建築物の住宅以外の部分の
床面積の合計を住宅以外の建築物の床面
積の合計とみなして前号の規定により算
定した額

（ｱ)当該複合建築物の全住戸部分の床面
積の合計について第１号の規定により算
定した額

改定案手数料名 単位

(1) 当該申請に係る建
築物の住戸部分又は戸
建住宅若しくは長屋の
全体に係る計画認定に
おいては、当該申請に
係る住戸等の床面積の
合計の区分に応じ、次
に掲げる額

(3) 共同住宅の住戸変更認定及び当該共同住宅に係る住棟変更
認定の申請（これらの計画変更認定を併せて受けようとする場
合に限る。）においては、当該住棟変更認定について前号の規
定により算定した額

(新)低炭素建築物新築等計画の認定
の申請に対する審査

(新)低炭素建築物新築等計画の変更
の認定の申請に対する審査

１件につき

１件につき

Ｈ26.4

(2) 住棟認定のみの申
請においては、当該申
請に係る共同住宅の共
用部分の床面積の合計
の区分に応じ、次に掲
げる額に、当該共同住

(4) 住宅以外の建築物
の全体に係る計画認定
の申請においては、当
該申請に係る住宅以外
の建築物の床面積の合
計の区分に応じ、次に
掲げる額

(6) 複合建築物の住戸認定及び当該複合建築物に係る複合建築
物認定の申請（これらの計画認定を併せて受けようとする場合
に限る。）においては、当該複合建築物認定について前号の規
定により算定した額
アの規定に準じて算定した額に、石狩市建築確認申請等手数料
条例（平成12年条例第36号）第２条及び第３条の規定に準じて
算定した額を加算した額

手数料改定（案） 【別表２】
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実施時期改定案手数料名 単位

（ｱ)建築物の床面積の合計
300平方メートル以下のもの

125,500円

登録建築物調査機関による
審査を受けた場合

5,000円

（ｲ)建築物の床面積の合計
300平方メートルを超え500
平方メートル以下のもの

200,000円

登録建築物調査機関による
審査を受けた場合

14,000円

１件につき イ 法第55条第1項にお
いて準用する法第54条
第2項の規定による申
出をする場合

 

(4) 住宅以外の建築物
の全体に係る計画変更
認定の申請において
は、当該申請に係る住
宅以外の建築物の床面
積の合計の区分に応
じ、次に掲げる額

(5) 複合建築物の全体
に係る計画変更認定の
みの申請においては、
次に掲げる額を合算し
た額

(6) 複合建築物の住戸変更認定及び当該複合建築物に係る複合
建築物変更認定の申請（これらの計画変更認定を併せて受けよ
うとする場合に限る。）においては、当該複合建築物変更認定
について前号の規定により算定した額
アの規定に準じて算定した額に、石狩市建築確認申請等手数料
条例（平成12年条例第36号）第2条及び第3条の規定に準じて算
定した額を加算した額

（ｳ)当該複合建築物に共用部分がある場
合においては、当該共用部分の床面積の
合計について第2号（共用部分に係る部
分に限る。）の規定により算定した額

（ｲ)当該複合建築物の住宅以外の部分の
床面積の合計を住宅以外の建築物の床面
積の合計とみなして前号の規定により算
定した額

（ｱ)当該複合建築物の全住戸部分の床面
積の合計について第1号の規定により算
定した額

手数料改定（案） 【別表２】
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