
利用者負担に関する基準に基づく見直し方針・現状の負担割合（H19年度ベース） 別 表

無料 音楽文化活性化事業（小学校出張コンサート） 無料 図書館 無料 野外彫刻（野外彫刻めぐりなど） 無料 公衆トイレ 無料 消防・救急
役務提供費 無料 就職相談 無料 保健センター 無料 人権擁護・人権同和（識字学級など） 無料 公園 無料 小学校・中学校
施設運営費 無料 法律相談・悩みごと相談 無料 給食センター・共同調理場 無料 男女共同参画活動支援（セミナー講師派遣など） 無料 公民館施設 無料 障害者・児童相談

無料 樹木等配布事業 無料 国際交流コーナー 無料 青少年育成（ジュニアリーダー養成など） 無料 人権同和教育集会所 無料 予防接種１類（麻疹、日本脳炎など）
無料 老人福祉センター（施設管理） 無料 スポーツ大会 無料 隣保館 無料 乳幼児健診
無料 リサイクルプラザ 無料 農村改善施設 無料 健康相談、保健指導
無料 ふれあい交流広場 無料 公民館学級・講座
無料 こども広場

1.2倍 少年科学センター 0.9倍 乳がん検診(個別、視触診＋超音波) 0.9倍 予防接種２類
4.7倍 博物館（博物館・分館） 0.9倍 乳がん検診(マンモグラフィ検診)  （高齢者インフルエンザ予防接種事業）

1.0倍 乳がん検診(個別、視触診) 1.3倍 動物愛護対策
1.7倍 茶臼山動物園 1.0倍 骨粗しょう症検診

現在無料 象山地下壕 1.1倍 大腸がん検診
1.4倍 子宮がん検診(個別、頚部＋体部検診)

0.8倍 真田宝物館・真田邸・旧白井家表門・旧横田家住宅・象山記念館 1.6倍 肺がん検診(喀たん)
1.7倍 茶臼山動物園城山分園 1.7倍 子宮がん検診(個別、頚部検診)

現在無料 茶臼山自然植物園 1.7倍 肝炎ウイルス検診
現在無料 大室古墳群 2.0倍 乳がん検診(集団検診)
現在無料 山寺常山邸 2.3倍 胃がん検診

2.9倍 子宮がん検診(集団)
2.3倍 大峰城（休館中） 3.4倍 歯周疾患検診

現在無料 肺がん検診(胸部Ｘ線)

1.1倍 大岡農村文化交流センター 3.0倍 青垣公園市民プール 現在無料 児童館・児童センター 1.0倍 斎場管理運営・斎場改修等 （基準適合）
1.2倍 青少年錬成センター 3.2倍 長野運動公園総合運動場　弓道場 現在無料 児童クラブ
1.4倍 長野市民会館（松代文化ホール） 3.8倍 南長野運動公園総合運動場　体育館
1.8倍 勤労者女性会館しなのき 3.9倍 学校体育施設開放 1.6倍 公立保育所（通常保育）
2.4倍 中高年齢労働者福祉センター（サンライフ長野）（施設管理） 4.0倍 長野運動公園総合運動場　総合市民プール
6.3倍 働く女性の家(施設管理） 4.8倍 南長野運動公園総合運動場　総合球技場
7.3倍 勤労青少年ホーム（施設管理） 5.0倍 長野運動公園総合運動場　陸上競技場

【体育施設関係】 5.1倍 水泳場（城山他４施設）
0.9倍 南長野運動公園総合運動場　プール 7.4倍 千曲川ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ
1.5倍 南長野運動公園総合運動場　テニスコート 18.6倍 鬼無里Ｂ＆Ｇ海洋センター市民プール
1.5倍 茶臼山テニスコート 29.7倍 社会体育館（25施設）
1.7倍 長野運動公園総合運動場　テニスコート 34.4倍 昭和の森公園フィットネスセンター
1.8倍 長野運動公園総合運動場　総合体育館 57.2倍 篠ノ井村山健康スポーツセンター
1.9倍 真島総合スポーツアリーナ 真島テニスコート 78.4倍 篠ノ井体育館
2.0倍 茶臼山市民プール （運動場）
2.6倍 真島総合スポーツアリーナ 2.6倍 長野運動公園総合運動場　運動広場
2.6倍 茶臼山マレットゴルフ場 5.3倍 茶臼山運動場
2.6倍 長野運動公園総合運動場　西和田テニスコート 9.9倍 運動場
2.7倍 南長野運動公園総合運動場　野球場 90.2倍 河川敷運動場
2.9倍 庭球場管理運営（34面） 現在無料 茶臼山屋内運動場

1.4倍 長野市民会館（長野市民会館・篠ノ井市民会館） 3.4倍 フルネットセンター
1.8倍 総合ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（サンマリーンながの） 16.4倍 ボブスレー・リュージュパーク
2.1倍 生涯学習センター

1.1倍 若里市民文化ホール

5.6倍 老人憩の家管理運営 0.9倍 林業者宿泊施設

1.8倍 ケーブルテレビ施設
4.2倍 農産物加工施設
4.3倍 保健保養訓練センター

2.5倍 前立腺がん検診 (1.2倍) スポーツ教室 0.3倍 菜園付き長期滞在 1.1倍 し尿収集運搬
現在無料 肺がん検診(精密検査) (1.6倍) 成人学校 0.3倍 栗田従前居住者用住宅 6.0倍 一般廃棄物処理

(3.8倍) 働く女性の家（講座実施） 1.0倍 七瀬従前居住者用住宅 現在無料 長野市衛生センター
1.2倍 葬儀事業 (6.1倍) 中高年齢労働者福祉センター（サンライフ長野）（講座）
1.3倍 長野臨時ヘリポート (8.3倍) 勤労青少年ホーム（講座） 1.3倍 狂犬病予防対策
6.4倍 音楽文化活性化事業（ホールコンサート） 32.3倍 生涯学習センター講座

現在無料 老人福祉センター（講座・教室）
0.8倍 松代藩文化施設図書出版 現在無料 老人大学園
0.9倍 奥裾花観光施設（奥裾花自然園）
1.1倍 国民宿舎松代荘 (0.9倍) 保健所一般クリニック
1.1倍 大岡特産センター 3.2倍 市民農園管理運営
1.2倍 戸隠そば博物館（とんくるりん） 現在無料 自転車駐車場
1.3倍 鬼無里ふるさと体験館
1.4倍 地熱水利用健康増進型コミュニティ施設（りんごの湯） 0.2倍 市営住宅駐車場
1.4倍 大岡アルプス展望ふれあいセンター 0.3倍 善光寺口駐車場、東口駐車場（パーキングメーター）
1.4倍 鏡池園地総合案内施設（どんぐりハウス） 0.4倍 緑町駐車場
1.6倍 聖山パノラマホテル 0.7倍 大門駐車場管理
1.7倍 鬼無里ふるさとの館 0.9倍 長野駅東口地下駐車場
1.8倍 大岡交流施設（大岡温泉） 1.2倍 長野駅前立体駐車場
2.2倍 戸隠交流促進センター（そばの里二番館） 1.3倍 若者向住宅
2.4倍 鬼無里交流促進施設（鬼無里の湯） 1.6倍 厚生住宅
3.7倍 飯綱高原スキー場 1.7倍 特定公共賃貸住宅
3.9倍 飯綱高原施設（運動広場） 2.3倍 戸隠牧場
4.1倍 温湯地区温泉利用施設（湯～ぱれあ）
4.4倍 聖山パノラマスキー場 2.0倍 市民菜園管理運営（農業公社移管）
4.7倍 若里多目的スポーツアリーナ
4.9倍 聖山パノラマオートキャンプ場
4.9倍 戸隠観光施設（森林囃子、ふるさとセンター）
5.3倍 オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）
7.9倍 ハイランドホール飯綱
8.2倍 市営バス運行事業
8.8倍 もんぜんぷら座
15.9倍 奥裾花観光施設（観光センター）
46.6倍 樽池運動公園施設
68.3倍 品沢高原観光施設

現在無料 戸隠観光施設（戸隠展望苑休憩施設）
現在無料 アルプス展望公園
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 ※　役務提供のうち、スポーツ教室など（　）で倍率を表示した
　 サービスは、基準では施設運営費（会場費用）を含める必要が
　 あるが、施設利用実績による按分算出が終了していない ため、
　 役務提供費のみの倍率を表示した。

【 倍率 ＝ 基準に基づく利用者負担額 ÷ 現在の収入額（負担額）】
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表示している倍率は、基準に基づき積算した利用者負担額と現在の収入額（利用
者負担額）を単純に比較したもので、料金等の改定率を示すものではありません。
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基準に基づき改定を検討するもの

　　近隣市町村・民間事業者の状況、事業収支等を
　　踏まえ改定するもの

基準を適用するが、改定を見送るもの


