
 名    称  改　定　内　容  改定時期
改定

影響額
（年間）

 自転車駐車場
使用料

 答申のとおり 17年7月1日 30,929

 老人福祉施設
使用料

 改定見送り
(高齢者支援の観点から改定を見送り）

 斎場使用料(火葬)
 （市内）
 13歳以上5,000円　12歳以下2,500円　死産児
1,500円

17年7月1日 9,419

 園芸指導センター
使用料(入浴施設)

 改定見送り
(高齢者支援の観点から改定を見送り）

 駐車場使用料
（住宅）

 答申のとおり 17年7月1日 14,421

 幼稚園保育料
 改定見送り
（少子化対策の観点から改定を見送り）

 体育施設使用料
 平均20％程度改定
 （サッカー・ラグビー場，内原ヘルスパーク除く）

17年7月1日 10,777

 少年自然の家
使用料

 答申のとおり 17年7月1日 959

 市民会館使用料  答申のとおり 17年7月1日 11,784

 下水道使用料  答申のとおり 18年4月1日 184,917

 農業集落排水
 使用料

 答申のとおり 18年4月1日 8,398

271,604

 自転車保管手数料  答申のとおり 17年7月1日 2,104

 境界確認証明書交
付手数料

 答申のとおり 17年7月1日 385

 浄化槽汚泥処分手
数料

 20円/10ｋｇ→25円/10ｋｇ
（急激な改定にならないよう配慮）

17年7月1日 16,772

 住宅用家屋証明申
請手数料

 答申のとおり 17年7月1日 △ 1,457

 一件300円の諸証
明等手数料

 答申のとおり 17年7月1日 20,183

37,987

309,591

（単位：千円）

 第1回審議会（平成16，17年度開催）

 使用料　計

 手数料　計

 合　　　　計

 審議会答申

 300円→350円

 1,000円→2,000円

 (減額) 1,300円→350円

 1,000円→2,000円

 20円/10ｋｇ→30円/10ｋｇ

 過去の審議会答申に基づく改定状況

 月6,000円→7,000円

 平均20％程度改定

 宿泊200円→300円，日帰り100円
→150円など50％改定

 平均20％程度改定

 平成27年度の賄い率見込みを約
65％を目標と定め，定期的に定率
で改定を行う。18年度は内原地区
を除き11.7％増額する。

 一時使用自転車100円→150円
原付150円→200円
定期利用　1.5倍

 市内60歳以上0円→100円

 市内0円→大人5,000円

 市内60歳以上0円→100円

 一台月1,500円→2,100円

 賄い率30％を目標とし，18年度は
内原地区を除き人員割月額料金を
100円増額する（一般世帯員300→
400円，事業所処理人員200→300
円）。

資料資料資料資料８８８８

1



 名    称  改　定　内　容  改定時期
改定

影響額
（年間）

250,888

183

251,071

（単位：千円）

 第２回審議会（平成20年度開催）

229,411

6,718

260

1,776

平均50％程度改定

1,093

183

11,630

市内60歳以上 0円→100円

改定見送り
（幼保一元化や認定子ども園などの課題を整理
した後に検討を実施する。）

 手数料　計

60歳以上70歳未満 0円→300円，
70歳以上 0円→150円

改定見送り
（一部事務組合で処理している常澄地区，内原
地区が1/10の料金である。施設の老朽化や過
剰設備のため効率的な運営が困難である。現
在の料金は県内最高額である。）

25円／10㎏→30円／10㎏

22年4月1日

平均20％程度改定
一部の個人料金や団体料金等に
ついては他施設（民間，他市）の料
金を勘案して改定率等を検討する
こと。

一台2,100円→2,500円（平均）
なお，箇所別の料金設定を検討す
ること。

大規模改造を実施の市立競技場については，
平成21年11月1日から新たな料金体系を設定す
る。
その他の施設については，平成22年4月1日か
ら20％程度の改定を実施する。ただし，県施設
等と比較して割高である一部の施設や個人利用
については，据置をする。

改定見送り
（賄い率を再計算したところ約64％と改善がみら
れた。住宅家賃の段階的な改定を実施してい
る。）

 合　　　　計

答申のとおり 21年7月1日2,000円→2,600円

月6,000円→7,000円
なお，定員充足率の向上に努める
こと（19年度充足率64.8％）

市内　60歳以上 0円→150円，
　　　　中学生 300円→150円，
　　　　小学生 0円→150円

21年7月1日

改定見送り
（使用料徴収対象を入浴に限定するなどの対象
の限定や料金徴収方法を検討する必要がある）

人員割月額料金
　一般用　50円増（400→450円）
　一般営業用等　100円増
　　　　　　　　　　　 （300→400円）
　※旧水戸地区

21年4月1日

平均25％程度改定 21年7月1日

浄化槽汚泥処分手
数料

老人福祉施設
使用料

下水道使用料

農業集落排水
使用料

サン・アビリティーズ
使用料

園芸指導センター使
用料(入浴施設)

植物公園入園料

境界確認証明書交
付手数料

体育施設使用料

駐車場使用料
（住宅）

幼稚園保育料

 使用料　計

市内　65歳以上 0→150円，
　　　　60歳以上65歳未満 300円→150円，
　　　　小中学生 0→150円

21年7月1日
65歳以上70歳未満 0円→300円，
70歳以上 0円→150円

旧水戸地区
　　平均13.2%増額

21年4月1日

旧水戸地区
　　一般用人員割　50円増（400→450円）
　　一般営業用等　100円増（300→400円）
内原地区
　　一般用人員割　50円減
　　一般営業用，業務用基本料金　500円増
　　　　　　　　　　　　　　人員割料金　150円増
　　公共用基本料金　1500円増
　　　　　　　　　　　　　人員割料金　380円増

 審議会答申

平均14.8%増額
　※旧水戸地区
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 名    称  改　定　内　容  改定時期
改定

影響額
（年間）

356,948 

186 

357,134 

利用状況を踏まえ，時間単位料金
制の導入や部分利用料金の設定
など料金体系を見直すこと。また，
実費相当額である照明料金につい
ては，定期的な見直しを行うこと。

答申のとおり改定

 合　　　　計

第３回審議会（平成24，25年度開催）

優良観光土産品登
録手数料

対象土産品のブランド力や魅力が
より向上する事業となるよう，実施
主体を含めた制度のあり方につい
て検討すること。

制度のあり方について検討中

 手数料　計

自転車保管手数料

撤去に係る負担などを考慮し，原
動機付自転車の料金を自転車より
高い料金に改定すること。

答申のとおり改定
※近年は原付の実績なし

26年7月1日

 15,548

（単位：千円）

 -

体育施設使用料

指 定 地域密着型
サービス事業者等
指定申請・指定更
新申請手数料

新設
　 指定申請手数料30,000円
 　指定更新申請手数料15,000円

答申のとおり改定

26年7月1日

 -

 使用料　計

26年9月1日

改定見送り
（Ｈ27年度からの子ども・子育て支援制度の本
格施行を踏まえ，今後検討を進める。）

犬の注射済票交
付・再交付手数料

 審議会答申

 135

農業集落排水処理
施設使用料

○受益者負担率の目標： H28年度
までに35%
　（Ｈ25年度改定）
　　旧水戸地区　平均19.4%増額
　　旧内原地区　平均24.7%増額
　　※旧水戸地区と旧内原地区の
　　料金統一を図ること。
　（Ｈ28年度改定）
　  平均18.4％増額

○受益者負担率の目標：Ｈ31年度までに35%
　（Ｈ25年度改定）
　　旧水戸地区　平均8.6%増額
　　　　一般用基本料金　300円増
　　　　　　　　　　（1,500→1,800円）
　　旧内原地区　平均14.3%増額
　　　　一般用基本料金　300円増
　　　　　　　　　　（1,500→1,800円）
　　　　業務用等基本料金　1,000円増
　　　　　　　　　　（2,000→3,000円）
　　　　業務用人員割　100円増（300→400円）
　　※旧水戸地区と内原地区の料金統一

25年4月1日

新設
　 交付手数料500円
　 再交付手数料300円

答申のとおり改定

27年3月2日  51

幼稚園保育料

6,000円→7,000円
※定員充足率（Ｈ24充足率57％）
の向上を図ること

老人福祉センター
入浴施設使用料

新設　100円
※低所得者に対する減免制度等
をあわせて検討すること。

答申のとおり改定
※回数券による割引を実施　 7回　500円

26年7月1日  7,581

下水道使用料

○受益者負担率の目標： Ｈ28年度
までに70%
　（Ｈ25年度改定）
　　旧水戸地区　平均17.1%増額
　　旧内原地区　平均3.8%増額
　　※旧水戸地区と旧内原地区の
　　料金統一を図ること。
　（Ｈ28年度改定）
　　平均17.1％増額

○受益者負担率の目標：Ｈ31年度までに70%
　 (H25年度改定）
     旧水戸地区　平均12.7%増額
    ※旧水戸地区と内原地区の料金統一

25年4月1日  333,819
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