
各自治体における受益者負担割合の設定状況

自治体 人口
（※1）

名称 設定時期 「市場的」かつ「選択的」な施設
民間でも提供でき、特定の市民に必要とされるサービス

「市場的」かつ「基礎（必需）的」な施設
民間でも提供でき、特定の市民に必要とされるサービス

「非市場（公共）的」かつ「選択的」な施設
主として行政が提供し、特定の市民に必要とされるサービス

「非市場（公共）的」かつ「基礎（必需）的」な施設
主として行政が提供し、ほとんどの市民に必要とされるサービス

100% 50% 50% 0%
道路（占用）、河川（占用）、公園（占用）、水道料金、下
水道使用料、市立病院、市営駐車場、陶芸窯、葬斎場
（待合室）、各種手数料、墓地

市営住宅、保育所、児童クラブ
公民館、市民文化ホール、体育館、青年センター、森林
キャンプ場、パークゴルフ場、有料公園施設、ｾﾗﾐｯｸｱｰ
ﾄｾﾝﾀｰ、市営牧野

道路、河川、公園、小・中学校、図書館、児童館、葬斎
場（火葬炉）

60%～80% 20%～60% 20%～60% 0%～20%

100% 50% 50% 0%

駐輪場、駐車場、温泉施設 市営住宅など 体育館、野球場、テニス場、市民会館など 道路、公園、図書館、児童館など

100% 25% 50% 0%

道路占用、河川占用、公園占用、駐車場 市営住宅、保育所など
コミュニティ施設、老人福祉センター、プール、体育館、
文化ホール

義務教育施設（小学校，中学校）、道路、公園

100% 50% 50% 0%

100% 50% 50% 0%

公民館、体育施設など 保育所、児童館など 保健センター、福祉館など 小学校、図書館など

70%～100% 30%～70% 30%～70% 0%～30%
保養施設、ホール、テニスコート、プール、ジム、駐車
場、文化施設

住宅関連施設
体育館、運動場、集会・地域活動施設、障害者福祉、
高齢者福祉、各種検診事業、保育所等児童福祉施設

道路、公園、義務教育施設、図書館など

100% 50% 50% 0%
高齢者施設、観光施設（見学施設、温泉施設、宿泊施
設、駐車場施設）、農林・商工施設（体験型施設など）、
駐輪場、教職員住宅など

墓地、霊園 生涯学習施設、研修施設、運動施設、文化・芸術施設 斎場

100% 50% 50% 0%

観光施設、駐車場施設など 市営住宅など
体育館、運動場、公民館、集会・地域活動施設、福祉
施設、各種検診事業、保育所等児童福祉施設など

行政財産、道路、公園（貸館は含まず）、学校施設（体
育館使用料は除く）、図書館など

100% 50% 50% 0%

テニスコート、プール 市立保育園、市営住宅など
コミュニティセンター、老人福祉センター、文化会館、体
育館など

道路、公園、学校施設、図書館など

100% 50% 50% 0%

浴室、自転車駐車場、観光・宿泊施設、スポーツ施設 保育園、幼稚園、学童保育所、市営住宅 保健・福祉施設、集会施設、大規模スポーツ施設など 道路、公園、小中学校、図書館

100% 50% 50% 0%

75%～100% 50% 50% 0%～25%

100% 50% 50% 0%

プール、テニスコート、駐車場、自然休暇村など 学童保育クラブ、市営住宅共益費、祭壇使用料など 公民館、地域センター、体育館、講習会参加費など 道路、公園、図書館など

60%～90% 30%～50% 30%～50% 0%

集会所、屋外施設など 児童館等 道路など

100% 50% 50% 0%
健康増進ホール、駐輪場、駐車場、テニスコート、立科
山荘

会議室、集会室、講座室、ホール、野球場、サッカー場 道路、公園など

100% 50% 50% 0%

ホール、テニスコート、プール、駐車場など 病院、住宅など 体育館、運動場、集会施設など 道路、公園など

70%～100% 30%～70% 30%～70% 0%～30%

保養施設、 ホール、テニスコ－ト、プール、トレーニング
ジム、駐車場、文化施設など

住宅関連施設など
体育館、運動場、集会・地域活動施設、障害者福祉施
設、高齢者福祉施設、保育所等児童福祉施設、各種
検診事業など

道路、公園、義務教育施設、図書館など

50% 25% 25% 0%

スポーツ施設置条例

70%～90% 40%～60% 40%～60% 10%～30%
駐車場施設、屋外レジャー施設、フィットネス施設、温水
プール施設、温泉施設など

農業施設、観光施設、研修施設など
コミュニティ施設、公民館施設、体育施設、ホール施設
など

障害者施設、児童施設、高齢者施設、葬祭場施設、文
化財施設、博物館施設など

100% 50% 50% 0%

保養施設、スポーツ施設（木賀コミュニティ・プール、市
民体育館(トレーニングルーム)、屋外体育施設(テニス
コート)、夜間照明設備）、会議・研修室、自転車等駐車
場

福祉施設（保育園、児童館、学童保育所）、市営住宅、
学校給食センター

防災センター、地域情報センター、デイサービス施設、
老人福祉センター、公民館、市民文化会館、スポーツ
施設（布袋ふれあい会館(競技場)、市民体育会館（競
技場）、武道館、屋外体育施設(テニスコート除く)、学校
開放施設(小中学校グラウンド、体育館)など

道路、公園、市役所・支所、消防署、小・中学校、図書
館、保健センター、休日診療所、環境事業センター、配
水場

富士市 248,399
使用料、手数料などの基準の設定と料
金改定

平成24年10月
行政以外にサービス提供者が存在するが、収益性が低く、行政が補完する必要がある施設　50%

富士川ふれあいホール使用料・休養林キャンプ場使用料・少年自然の家使用料・青少年センター使用料・中央図書館ギャラリー等使用料・小中高等学校屋内運動場使用料・小中高等学校屋外夜間照明使用料・交流プラザ利
用料金・勤労者総合福祉センター（レストランを除く）・文化会館（レストランを除く）・都市公園運動施設・市立体育館など

江南市 98,359 江南市 使用料・手数料の見直し 平成28年７月

桜川市 42,632
使用料・手数料等の適正化に関する基
本方針

平成24年10月

羽村市使用料
等審議会

55,833 使用料等の適正化について（答申） 平成25年10月

佐倉市行政改
革懇話会

172,739
使用料・手数料の見直しに関する意見
書

平成28年12月

遠野市 28,062
平成 25 年度（第 3 次）使用料、手数
料等の見直しの基本方針

平成25年７月

江別市 120,636 使用料・手数料の見直し方針 平成27年８月

府中市 260,274
手数料・使用料の見直しに関する基本
方針

平成26年５月

練馬区 721,722 使用料の基本的考え方 平成25年３月

笠間市 76,739
使用料及び手数料の見直しに関する
基本方針

平成26年12月

西東京市 200,012
使用料・手数料等の適正化に関する基
本方針（平成27年度改定版）

平成28年１月

坂井市 90,280
受益者負担の適正化に関する基本方
針

平成27年１月

かすみがうら市 42,147 公共施設使用料算定基準 平成27年３月

東村山市 149,956
「使用料・手数料の基本方針」（改訂
版）

平成25年10月
改訂

石巻市 147,214 使用料・手数料見直し指針 平成21年度以前

行田市 82,113
行田市使用料・手数料見直し基本方
針

平成27年７月

日光市 83,386 使用料見直し指針 平成22年３月

深谷市 143,811 使用料・手数料の適正化に関する指針 平成22年４月

大和市 232,922
使用料・手数に係る受益者負担の適正
化方針

平成28年３月
改定版

大崎市 133,391
平成２０年度版　大崎市使用料・手数
料見直し基本方針

平成20年３月

町田市 432,348
受益者負担の適正化に関する基本方
針

平成23年８月
改正

清瀬市 74,864
使用料・手数料等の適正化に関する基
本方針（答申）

平成27年度



各自治体における受益者負担割合の設定状況

自治体 人口
（※1）

名称 設定時期 「市場的」かつ「選択的」な施設
民間でも提供でき、特定の市民に必要とされるサービス

「市場的」かつ「基礎（必需）的」な施設
民間でも提供でき、特定の市民に必要とされるサービス

「非市場（公共）的」かつ「選択的」な施設
主として行政が提供し、特定の市民に必要とされるサービス

「非市場（公共）的」かつ「基礎（必需）的」な施設
主として行政が提供し、ほとんどの市民に必要とされるサービス

100% 50% 50% 0%

プールなど 福祉施設など 教育施設、体育施設、公民館など 小中学校（開放施設を除く。）

75%～100% 50% 50% 0%～25%

100% 50% 50% 0%

プール・ジム施設、スポーツ施設、屋外社会体育施設 福祉施設 生涯学習的施設 図書館、小学校・中学校、公園、保健センター

100% 25%～50% 75% 0%
屋外競技施設、トレーニングルーム、プール、自転車駐
車場など

福祉施設など 社会教育施設、社会体育施設、コミュニティ施設など 図書館、児童館など

100% 50% 50% 0%

スポーツ施設、学校開放施設など 福祉施設など 生涯学習施設、文化施設、コミュニティ施設など 学校 （学校開放施設を除く。） 、公園、図書館など

原則100% 公費負担と受益者負担 受益者負担と公費負担 原則0%
駐車場、コミュニティセンター利用、社会体育施設利用
など

上水道、下水道、一般家庭ごみなど 幼稚園、保育所、公営住宅など 義務教育、消防、道路など

100% 50% 50% 0%
甲津原アグリコテージ、甲津原交流センター、甲津原交
流広場、地域資源活用施設（旬彩の森）、グリーンパー
ク山東、醒井水の宿駅、近江母の郷文化センター、近
江母の郷コミュニティハウス、伊吹薬草の里文化セン
ター（薬草風呂）

伊吹グラウンド、山東グラウンド、近江グラウンド、米原野
球場、すぱーく米原、市民体育館、双葉総合体育館、
山東B&G海洋センター、伊吹B&G海洋センター、天狗の
丘、教育のもり、ウッドピアいぶき、学校体育施設（小学
校、中学校）など

100% 50% 50% 0%

ルミエールホール、自転車駐車場など 幼稚園、市営住宅など 文化会館、体育館、青少年運動広場など 道路、公園など

100% 50% 50% 0%

自転車駐車場、自動車駐車場など 葬儀会館など 公民館、体育館、文化ホールなど 道路、公園、図書館など

100% 50% 50% 0%
道路占用、河川占用、公園占用、公民館（ホール、会
議室等）、テニスコート、市民体育館、学校施設（グラン
ド、体育館）、学校プール（一般開放）、文化ホール、総
合福祉センター（附属施設）、市民健康診査

市営住宅、火葬場、幼稚園、留守家庭児童会 老人集会場 義務教育施設（学校教育）、道路、公園、図書館

100% 50% 50% 0%

駐車場など 農林畜産施設、市営住宅など 文化ホール、体育館、運動場など 道路、公園など

100% 75% 75% 50%
物産センター、キャンプ場、温泉施設、浴室施設、テニ
スコート、駐車場など

文化施設、展示施設、体育館、プール、野球場、動物
園、フローランテなど

公立公民館、交流センター、福祉保健センターなど

100% 50% 50% 0%
文化会館、環境改善センター、体育館、温泉、キャンプ
場、野球場、プール、パークゴルフ場

幼稚園、市営住宅
公民館、コミュニティセンター、交流館、ふれあいセン
ター、保健福祉センター

道路、公園、学校、図書館、心身障害者等福祉セン
ター、隣保館

※１）人口は、平成27年国勢調査人口等基本集計（総務省統計局）による。

伊佐市 26,810 公の施設使用料の見直し指針 平成23年11月

稲沢市 136,867
公共施設の使用料設定にあたっての基
本方針

平成28年８月

北名古屋市 84,133 公共施設の使用料適正化計画 平成24年３月

泉南市 62,438 使用料・手数料等の見直しについて 平成27年10月

日進市 87,977 公共料⾦の基本的な考え⽅【改訂版】 平成28年４月

清須市 67,327
清須市公共施設使用料の設定に関す
る基本方針

平成27年１月

摂津市 85,007
摂津市使用料・手数料等の見直しに関
する基本方針

平成28年２月

門真市 123,576
門真市使用料及び手数料の見直しに
関する指針

平成19年４月

近江八幡市 81,312 受益者負担の基本的な考え方 平成24年５月

弥富市 43,269
公共施設の使用料適正化に関する方
針

平成28年３月

米原市 38,719
公の施設に係る使用料等の見直し方
針

平成26年11月

宮崎市 401,138 宮崎市公共施設使用料設定基準 平成28年７月

真庭市 46,124
真庭市使用料・手数料見直し基本方
針

平成24年４月
（平成26年７月改

訂）


