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石 狩 市 
 
 



 
使用料及び減免規定改定案 

１ 

 

はじめに 

 

本市では、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、それま

で施設間の格差や不均衡を是正し、利用者にもわかりやすい使用料体系の統一化を図る観点か

ら、平成１５年度に、公の施設使用料全般の見直しを行い、これまで適切なサービスの提供に努め

てきております。しかし、その後、合併に伴い旧３市村の施設間における料金体系の格差が生じて

いるなど、一部施設使用料等の見直しが必要となっていました。 

そのため、庁内で組織する「行政改革推進本部会議」において決定した「改定方針」に基づき、使

用料及び減免規定の改定について、庁内検討委員会において論議を重ね、原案を取りまとめ、過

日（平成 18 年 11 月 2 日）、その改定案を「石狩市使用料、手数料等審議会」に諮問したところです。 

 

Ⅰ 施設使用料改定案の骨子 

 

１ 改定の基本的考え方 

 

使用料は、公共施設などの利用者が、その利用の便益に対して、その対価として負担する公共

料金です。利用者からみれば、当然安価であればあるほど喜ばしいものです。しかし、その場合、

公共施設を運営する経費の不足分を税金で賄うことになり、市民全体で負担するということになり

ます。すなわち、使用料の料金体系や減免規定の適正化は、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、今回の改定は市内全施設を対象とした全面改定ではありませんが、改定する

使用料の設定にあたっては、前回改定時の基本的な考え方を踏まえ、次の事項に沿って取り進め

ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 統一的なルールに基づく明確な使用料の算定 

  使用料の改定にあたっては、これまでの統一的なルールに従い、施設等の減価償却費を含め

た維持管理経費を基本とします。 

② 市民にわかりやすい料金体系 

  今回の見直しでは、利用者にとってわかりやすく、利便性の高い１００円単位を基本とします。

（算出料金が 100 円未満の場合は 100 円とし、100 円を超える場合は、50 円単位を基本に追加

します。） 

③ 使用料の有料化と費用対効果（有効性） 

  新たに使用料を設定する場合においては、使用料の収入見込額以上に、新たに管理運営経費

が必要となる場合など、費用対効果の面からも有料化は回避します。 



 
使用料及び減免規定改定案 

２ 

 

２ 使用料改定案の概要 

  今回の改定において、「使用料、手数料等審議会」へ諮問する使用料の設定は次のとおりです。 

 

（１）新設使用料 

  今回の改定では、現在、無料となっている施設の利用について、有料施設の利用者との公平

性を図る上で必要な施設の有料化を進めます。 

  また、料金の設定については、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使用料１時間１㎡当たり又は 1 人

1 日に当たりの原価を料金算定のための指標としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）既設使用料の改定 

既に設定されている使用料の改定は、新設使用料の設定と同様に、当該施設の１時間１㎡当

たり又は 1 人 1 日に当たりの原価を改定料金算出のための指標としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜詳細は別表１「施設使用料改定（案）」参照＞ 

■花川南コミュニティセンター（浴室・談話室）、花川北コミュニティセンター（１階和室）、八幡コミ

ュニティセンター（小会議室）の料金設定にあたっては、貸室的な施設使用と利用形態が違う

ため、施設の維持管理経費の算出を基本とせずに「一般開放使用料」と同じ 100 円に設定し

ました。 

■厚田スポーツセンター（アリーナ）は、利用頻度は極めて低い現況にありますが、維持管理経

費を基本に、アリーナ（1,000 円/1 時間）、一般開放（100 円）及びプール（100 円）使用料を新

設しました。 

■厚田区及び浜益区における学校開放料金は、それぞれ維持管理経費を基本に設定しまし

た。（厚田区 400 円/1 時間・浜益区 300 円/1 時間） 

■厚田郷土資料館は、施設の維持管理経費を基本に設定しました。（200 円/入館料） 

■浜益保養センターは、市内・市外料金の設定を撤廃し、施設 1 人当たり経費を基本に算出しまし

た。（350 円 → 500 円/入館料） 

■石狩浜駐車場は、新たに海浜環境整備費を維持管理経費に加え、1台当たりの経費を基本に算

出しました。（普通乗用車 600 円 → 1,000 円/1 日） 

■いしかり砂丘の風資料館は、旧長野商店の移築開設による施設の維持管理経費の増加に伴う

入館者１人当たりの経費を基本に算出しました。（200 円 → 300 円/入館料） 



 
使用料及び減免規定改定案 

３ 

 

Ⅱ 減免規定改定案の骨子 

 

１ 改定の目的 

 

使用料の設定は、その施設利用に応じて、誰もが公平に一律の負担を行なうことを目的としてい

ます。しかし、一方で、行政は公益・公共性の観点から、各種団体に対する補助金の交付やその他

料金を軽減する財政的支援措置を行なっています。 

使用料の減免規定は、市の収入における財政支援措置であり、公益・公共性の尺度に応じて、

使用料の軽減を図っているものです。 

本市では、平成１５年度に、それまで施設の行政目的（用途）に主眼を置いた、それぞれの施設

ごとに設定していた減免規定を、効率的な公共施設の活用を図るため、本市の行政目的を総合的

に捉えた共通の減免規定を設けて、これまで適切な運用を図ってきています。    

しかし、現下の極めて厳しい財政状況にあって、財源の確保は喫緊の課題であり、これまでの減

免措置による減収の縮減を図る必要から、あらためて「受益者負担の原則」に基づき、減免規定を

改定するものです。 

 

 

２ 減免規定改定案の概要 

 

（１）減免対象団体等 

   減免対象団体等の区分は、前回の見直しの考え方を踏まえて、次の８区分とします。 

 

１ 市又は国、若しくは他の地方公共団体が主催する場合 

２ 市内の社会教育関係団体が本来の活動のために使用する場合 

３ 市内の小学校、中学校及び幼稚園並びに保育所が教育又は保育活動のために使用する場

合 

４ 市内の社会福祉関係団体が本来の活動のために使用する場合 

５ 市内の自治会又は町内会が本来の活動に使用する場合 

６ 一般開放個人使用で中学生以下が使用する場合 

７ 一般開放個人使用で身体障害者等（介護者を含む。）が使用する場合 

８ その他公益性が認められる場合で、市長又は教育委員会が認める場合 

 

 【改正点】 

  1.上記 1 は、「市」に限定した現行規定を、「国、他の地方公共団体」が主催して使用する場合を新

たに加えます。 

 

（２）減 免 率 

  減免率の設定については、公益・公共性の尺度から現行規定と同じく１０割、５割とします。 

 



 
使用料及び減免規定改定案 

４ 

 

ア）１０割減免 

公益・公共性が極めて高いと判断されるもので、次の区分により設定します。（現行規定に同

じ。） 

 

主  な  項  目 設 定 理 由 

①市又は国、若しくは他の地方公共団体が使

用する場合 

市のほか、国、道、他市町村の行政活動は公

益・公共性が非常に高い。 

②市内のスポーツ少年団、こども会その他

中学生以下の教育を目的とする団体が使

用する場合 

青少年の健全育成上、公共施設を利用した

活動を助長する必要があること。 

③市内小・中学校、幼稚園及び保育所が教

育及び保育活動に使用する場合 

学校及び幼稚園等の教育活動等は公益・公

共性が非常に高い 

④身体障害者（介助者を含む）の使用【一般

開放】 

障害者の社会参加促進を図るため、公共施

設を利用した活動を助長する必要があるこ

と。 

⑤中学生以下の利用【一般開放】 基本的に所得がないことと合わせて、青少

年の健全育成上、公共施設を利用した活動

を助長する必要があること。 

 

イ）５割減免 

公益・公共性が高いと判断されるもので、次の区分により設定します。 

 

①市長（教育委員会）が別に定める市内の

社会教育団体が本来の活動の目的で使

用する場合 

市内の文化活動・体育活動において公益・

公共性が高い。 

②市長が別に定める社会福祉関係団体が

本来の活動の目的で使用する場合 

 

市内の社会福祉活動において比較的公益・

公共性が高い。 

③市内の自治会又は町内会が本来の活動

の目的で使用する場合 

 

市内のコミュニティ活動において、公益・公共

性が高い。 

④その他公益性が認められる場合で、市長

又は教育委員会が認める場合 

 

 

 

 【改正点】 

◎現行の「１０割減免」から「５割減免」に縮減するもの 

 

①文化協会、体育協会その他市長（教育委員会）が別に定める全市的な団体が主催する場

合 

②市長が別に定める福祉関係団体が本来の活動の目的で使用する場合 

③連合町内会連絡協議会が使用する場合 

④公益性が認められる場合で市長（教育委員会）が別に定めるもの 



 
使用料及び減免規定改定案 

５ 

  

≪理由≫ 

〇「市文化協会」、「市体育協会」、「市連合町内会連絡協議会」の各組織・団体などが主催し

て使用する場合については、現行の減免率１０割から、その傘下団体との公益性の尺度に

よる差異を撤廃し、一律５割に改めるとともに、「社会福祉関係団体」も現行の減免率一律１

０割から５割に縮減します。 

 

（３）減免適用共通施設（改正点） 

   現在、石狩市総合保健福祉センター“りんくる”及び“サンビレッジいしかり”については、独

自の減免規定を設定して適用してきましたが、今回の減免規定の見直しに併せて、「共通施

設」として位置づけました。 

 

３ 本改定案による影響額 

  平成１６年度決算ベースで試算しますと、今回改定案により概ね３００万円の増収が見込まれ

ます。 

 

 

※詳細は別表２「減免規定改定（案）」参照 

 

 

 

 



施　　　　設　　　　名 種　　　　別 改定区分 備　　　　　　　　　考 実施時期

円 円

花川北コミュニティセンター １階和室 1回 100

花川南コミュニティセンター 浴室・談話室 1回 100

八幡コミュニティセンター 小会議室等 1回 100

1時間 1,000 1㎡当たり単価を基本

1日 6,400 1時間単価×8H×0.8

一般開放 1回 100

プール 1回 100

厚田区 1時間 400 1時間当たりの単価を基本

浜益区 1時間 300 　　　　　　　〃

厚田郷土資料室 入館料 新設 1人1日 200 1日・入館者1人当たりの単価を基本 Ｈ19.10

市外料金設定の撤廃

大　人
（市外）

350
(500)

大　人 500 1日・1人当たりの単価を基本

小　人
（市外）

100
(250)

小　人 250 子ども料金の設定

高齢者
（市外）

100
(500)

高齢者 500 福祉施策として「入浴利用券」交付

二輪 200 二輪 300

普通 600 普通 1,000

中型 1,000 中型 1,500

大型 1,500 大型 2,500

いしかり砂丘の風資料館 入館料 改定 1人1日 200 1人1日 300 1日・入館者1人当たりの単価を基本 Ｈ19.10

（別表１）

Ｈ19.07石狩浜海水浴場 駐車料金 改定
１日１台当たりの単価に、海浜環境
整備費を加算して設定

改定入館料浜益保養センター

市内（市外） 市内外統一

Ｈ19.10

無料

無　料

無　料

Ｈ19.10

施設使用料改定（案）

学校開放

アリーナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新設

新設

新設

現在、無料開放している部屋（室）を
有料化します。ただし、利用形態が
貸室的な施設使用と違うため、一般
開放使用料（100円）と同じ利用料金
を設定しました。

Ｈ19.10

現行料金

無　料

改定料金

無　料

無　料

厚田スポーツセンター Ｈ19.10

無　料

無　料

無　料

無　料



（別表２）

現　行 改定案

10/10 10/10

（１）文化協会、体育協会その他市長（教育委員会）が別に定め
る全市的な団体が主催する場合

10/10 5/10

（２）スポーツ少年団、こども会その他中学生以下の教育を目的
とする団体

10/10 10/10

（３）文化協会及び体育協会に加盟する団体

（４）前号の加盟団体に登録している団体

（５）前各号に掲げるもののほか市長（教育委員会）が別に定め
る団体

10/10 10/10

10/10 5/10 対象外施設

（１）連合町内会連絡協議会 10/10 5/10

（２）前号に掲げるもの以外のもの 5/10 5/10

10/10 10/10

10/10 10/10

（１）公益性が認められる場合で市長（教育委員会）が別に定め
るもの

10/10 5/10

（２）前号に掲げるもの以外のもの 5/10 5/10

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分
減　免　率

減免規定改定（案）

減免適用共通施設

１　市又は国若しくは他の地方公共団体が主催する場合

緑苑台パークゴルフ場、市民プー
ル、図書館、資料館、保養センター、
海水浴場駐車場、川下海浜施設、市
民スキー場

コミュニティセンター、総合保健福祉
センター、公民館、ふれあい研修セン
ター、美登位創作の家、スポーツ広
場、スポーツセンター、Ｂ＆Ｇプール、
公園施設（テニスコート、野球場、陸
上競技場）、学校開放、サンビレッジ
いしかり

５　市内の自治会又は町内会が本来の活動に使
用する場合

６　一般開放個人使用で中学生以下が使用する場合

5/10

　　　３．減免適用共通施設に、新たに「総合保健福祉センター」及び「サンビレッジいしかり」を加える。
　　　２．上記区分5及び8の中項目〔5-（1)(2)、8-(1)(2)〕を削除する。

８　その他公益性が認められる場合で、市長又は
教育委員会が認める場合

5/10

２　市長（教育委員会）が別に定める市内の社会
教育団体が本来の活動のために使用する場合

４　市長が別に定める市内の社会福祉関係団体が本来の活動のために使用する場合

（注）１．上記区分２の中項目は、現行の(２)を(１)に改め、(１)、(３)、(４）を削除し、(５)を(２)に改める。

７　一般開放個人使用で身体障害者等（介助者を含む。）が使用する場合

３　市内の小学校、中学校及び幼稚園並びに保育所が教育及び保育活動のために使用する場合


