
納付金 使用料 その他 備考 指定管理料 その他 備考

1 ＪＲ今市駅市営自転車駐車場 株式会社　近代ビル管理社 23.4.1～28.3.31 2,956,000 ＪＲ今市駅自転車駐車場使用料 10,020,000 15,307

火災保険料　7,839

光熱水費　7,468

市民環境部

生活安全課

2 温泉保養センター「かたくりの湯」 財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～28.3.31 ○ 28,000 自動販売機設置使用料 45,170,000 1,532,504

２階床修繕（タイルカーペット貼り替え）　1,281,000

送迎用バス車検整備代　143,638

送迎用バス車検費用（重量税）　63,000

送迎用バス損害保険料　13,840

火災保険料　31,026

観光部

観光交流課

3 市民活動支援センター 特定非営利活動法人　おおきな木 22.4.1～27.3.31 8,619,000 2,521,588

火災保険料　2,428

印刷機リース料　100,800

コピー機リース料　93,555

ブラインド改修工事請負費　287,805

防水改修工事監理業務委託　157,500

防水改修工事　1,879,500

市民環境部

生活安全課

4 生きがいセンター 公益社団法人　日光市シルバー人材センター 21.4.1～26.3.31 1,816,000 42,490 火災保険料　42,490

健康福祉部

高齢福祉課

5 今市宿市縁ひろば 今市観光協会 21.4.1～26.3.31 ○ 6,762,000 125,260

網戸修繕　98,301

火災保険料　26,959

観光部

観光交流課

6

農村環境改善センター

大室ダム（ダム機能）

日光市土地改良区 21.4.1～26.3.31 395,452

パイプライン維持管理費地元負担金　313,252

自動販売機設置使用料　82,200

5,873,000 4,471,023

土地借上料　3,657,720

農村環境改善センタートイレ改修工事請負費　798,000

火災保険料　15,303

産業部

農林課

7 大室ダム（周辺公園） 財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～26.3.31 4,200 自動販売機設置使用料 3,440,000 1,305,760

火災保険料　24,760

法面復旧工事　1,281,000

産業部

農林課

8 小百川桜公園 公益社団法人　日光市シルバー人材センター 23.4.1～28.3.31 ○ 1,450,000 6,495 火災保険料　6,495

観光部

観光交流課

9

都市公園

　①今市松原公園

　②今市中央公園

　③平ケ崎公園

　④ひばり公園

　⑤あきの空公園

　⑥杉の木公園

　⑦春日町公園

　⑧原町公園

　⑨大桑杉並木観賞公園

　⑩轟工業団地第一公園

　⑪轟工業団地第二公園

　⑫轟工業団地緑地

　⑬大谷川グリーンパーク

　⑭杉並木公園

　⑮おおるり公園

　⑯かたくりの湯公園

　⑰森友ポケットパーク

　⑱住吉町ポケットパーク

　⑲市役所入り口ポケットパーク

　⑳あかほり公園

　㉑土橋公園

　㉒地蔵下公園

財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～28.3.31 2,357,454

杉並木公園内飲食店使用料（売上の５％）

　　　　　　　　　　　　　　　　2,351,854

自動販売機設置使用料　5,600

41,973,000 44,232,401

火災保険料　90,401

杉並木公園他施設等補修工事　829,500

杉並木公園旧江連家茅葺屋根整備工事設計監理業務委託　1,543,500

杉並木公園旧江連家茅葺屋根整備工事　41,769,000

建設部

維持管理課

10

運動公園

　①今市運動公園

　②丸山公園

　③落合運動公園

　④豊岡運動公園

　⑤塩野室運動公園

財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～28.3.31 4,217,650 14,467,600

今市運動公園使用料　673,000

丸山公園使用料　2,875,150

豊岡運動公園使用料　305,600

塩野室運動公園使用料　363,900

自動販売機設置手数料　26,600

公共施設土木施設災害復旧事業国庫負担金

 今市運動公園体育センター分　6,163,000

 今市運動公園野球場分　8,278,000

55,200,000 38,134,835

火災保険料　95,977

夜間照明設備損害保険料　138,600

今市運動公園

　駐車場舗装補修工事　357,000

　体育センター補修工事　504,000

　野球場災害復旧工事測量設計業務委託　2,499,000

　体育センター災害復旧工事設計監理業務委託　483,000

　体育センター災害復旧工事　14,920,500

　野球場災害復旧工事　17,136,000

　本球場仮囲い工事　489,300

豊岡運動公園

　表土入替工事請負費（除染工事）　346,500

スポーツ施設マップ印刷製本費　792,750

事務費　372,208

教育委員会

スポーツ振興課

11 報徳今市振興会館 特定非営利活動法人　おおきな木 22.4.1～27.3.31 6,200 報徳今市振興会館使用料 2,023,000 7,780 火災保険料　7,780

教育委員会

生涯学習課

12 杉並木公園ギャラリー 財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～28.3.31 232,160 杉並木公園ギャラリー使用料 4,230,000 6,893 火災保険料　6,893

教育委員会

生涯学習課

13 今市文化会館 株式会社　ケイミックス 23.4.1～28.3.31 6,253,518 6,530,700

今市文化会館使用料　6,253,518

指定事業入場料　2,333,500

今市地域芸術鑑賞教室入場料　4,127,400

指定事業物品販売収入　26,100

自動販売機設置使用料　43,700

72,070,000 236,693

火災保険料　43,093

臨時駐車場としての土地使用料　155,000

全国公立文化施設協会運営費負担金　20,000

関東甲信越静地区公立文化施設協議会負担金　8,000

栃木県公立文化施設協議会負担金　10,600

教育委員会

中央公民館

平成２３年度一般会計決算における指定管理施設に係る歳入及び歳出の状況
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1 奥日光診療所 公益社団法人　地域医療振興協会 21.4.1～24.3.31 ○ 11,207,000

地域医療技術向上推進事業費　103,000

（代替医師派遣委託分）

へき地診療施設運営費補助金　11,104,000

10,000,000 1,133,722

車検整備費　177,948

火災保険料　22,080

代替医師派遣委託料　103,000

敷地借上料　357,144

外壁修繕料　473,550

健康福祉部

健康課

2

温泉保養センター

　①日光温泉

　②やしおの湯

財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～28.3.31 ○ 18,336,359

日光温泉

　浴場漏水調査及び配管経路調査業務委託料　192,150

　源泉浚渫改修工事設計管理業務委託料　472,500

　生垣（目隠し）植栽工事請負費　241,500

　源泉浚渫改修工事請負費　15,067,500

　指定管理者（(財)日光市公共施設振興公社）休業補償費　1,003,600

　土地借上料　3,600

　源泉使用料　846,884

　火災保険料　11,114

やしおの湯

　源泉使用料　441,000

　火災保険料　56,511

日光総合支所

観光課

3

日光総合会館

市営駐車場

　①西参道第１駐車場

　②西参道第２駐車場

　③西参道第３駐車場

　④日光駅前駐車場

財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～28.3.31 26,448,000 28,113,950

日光総合会館

　非常用排煙機点検改修工事　939,750

　高圧気中負荷開閉器及び受電設備トランス高圧絶縁油取替工事　1,278,900

　土地借上料　6,834,120

　大ホール天井及びホワイエ天井改修工事設計業務委託　493,500

　大ホール天井及びホワイエ天井改修工事監理業務委託　420,000

　大ホール天井及びホワイエ天井改修工事請負費　14,793,000

　火災保険料　36,680

西参道第２駐車場

　災害復旧工事に伴う工法検討作成業務委託　315,000

　災害復旧工事に伴う測量設計業務委託　3,003,000

日光総合支所

観光課

4 神橋駐車場 財団法人　小杉放菴記念日光美術館 21.4.1～31.3.31 ○

日光総合支所

観光課

5 小杉放菴記念日光美術館 財団法人　小杉放菴記念日光美術館 21.4.1～31.3.31 ○ 9,978,500 芸術文化振興基金繰入金 52,811,000 20,463,239

自主事業活動費補助金　9,689,503

事務費等　343,736

美術作品等収集事業費　9,978,500

美術作品等保存修復事業費　451,500

教育委員会

生涯学習課

6 日光福祉保健センター 社会福祉法人　日光市社会福祉協議会 23.4.1～28.3.31 169,400

いきがい型デイサービス事業利用者負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　144,300

自動販売機設置使用料　25,100

19,690,000 372,932

火災保険料　12,932

管理医師報酬　360,000

健康福祉部

高齢福祉課

7 小来川デイサービスセンター 社会福祉法人　日光市社会福祉協議会 20.11.1～25.3.31 ○ 5,196,000 9,347 火災保険料　9,347

健康福祉部

介護保険課

8 小倉山森林公園 日光彫り体験教室運営協議会 21.4.1～24.3.31 4,600 31,998,576

テニスコート使用料　4,600

公園占用料　59,452

自動販売機設置使用料　45,700

木地売上料　31,867,600

光熱水費負担金　25,824

20,000,000 35,065,855

日光彫り体験教室原材料費　27,053,250

火災保険料　72,505

災害復旧事業費設計監理委託料　483,000

災害復旧工事請負費　7,339,500

公園内市有林草刈・枝卸、伐採作業賃金　117,600

日光総合支所

産業建設課

9 交流促進センター 日光温泉旅館協同組合 21.4.1～24.3.31 ○ 313,455

真空式温水ヒーター修繕料　268,800

火災保険料　44,655

日光総合支所

観光課

10 日光郷土センター 社団法人　日光観光協会 22.4.1～27.3.31 192,400 自動販売機設置使用料 6,678,000 1,090,226

ガス漏れ警報機修繕　246,750

駐車場敷地土地借上料　834,115

火災保険料　9,361

日光総合支所

観光課

11 中宮祠介護サービスセンター 社会福祉法人　千成会 23.3.1～26.3.31 ○ 9,730,000 371,354

ＡＥＤ購入費　199,500

土地借上料　145,440

事務費（火災保険料、備品購入費）　26,414

健康福祉部

介護保険課

1 三依診療所

学校法人　獨協学園　獨協医科大学日光医療

センター

21.4.1～24.3.31 ○ 2,600,000 へき地診療施設運営費補助金 7,000,000 921,644

患者送迎車両維持管理費　7,245

火災保険料　20,399

平成22年度へき地医療施設運営費等補助金精算返納金　894,000

健康福祉部

健康課

2 藤原福祉センター 社会福祉法人　日光市社会福祉協議会 21.4.1～26.3.31 ○ 14,040,000 1,278,196

火災保険料　13,996

施設修繕料（厨房床補修）　1,264,200

健康福祉部

高齢福祉課

3 藤原高齢者福祉センター 公益社団法人　日光市シルバー人材センター 21.4.1～26.3.31 ○ 15,800,000 418,335

火災保険料　22,157

土地借上料　396,178

健康福祉部

高齢福祉課

4

ふるさと体験村（みよりふるさと体験

村センター・キャンプ場）

中三依自治会 21.4.1～26.3.31 ○

藤原総合支所

観光課

5 川治温泉薬師の湯 一般社団法人　川治薬師の湯管理協会 21.4.1～24.3.31 ○ 562,406

給湯設備敷土地借上料　125,944

駐車場排水改修工事請負費　374,850

火災保険料　61,612

藤原総合支所

観光課

6 鬼怒川・川治温泉観光情報センター

特定非営利活動法人　鬼怒川・川治温泉観光

協会

21.4.1～26.3.31 604,582

電気・ガス・上下水道料負担金　601,782

自動販売機設置使用料　2,800

3,866,000

藤原総合支所

観光課

7 上三依水生植物園 有限会社　山加園 23.4.1～28.3.31 ○ 5,820,000 300,034

土地借上料　287,773

火災保険料　12,261

藤原総合支所

観光課
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1 国民宿舎かじか荘 有限会社　Ｅ＆ＫＳ共和国 22.4.1～25.2.1 ○ 1,084,940 温泉使用料 ― 90,243

土地借上料　70,400

火災保険料　19,843

足尾総合支所

観光課

2 足尾保健・高齢者生活福祉センター 社会福祉法人 日光市社会福祉協議会 22.4.1～27.3.31 ○ 23,086,000 378,904

火災保険料　18,904

管理医師報酬　360,000

健康福祉部

高齢福祉課

3 銀山平公園キャンプ場 有限会社　Ｅ＆ＫＳ共和国 22.4.1～25.2.1 ○ ― 32,380 火災保険料　32,380

足尾総合支所

観光課

4 足尾生産展示直売所 有限会社　Ｅ＆ＫＳ共和国 22.4.1～25.2.1 2,000,000 798,125

外壁塗装修繕　472,920

バルコニー他防腐剤塗布修繕　270,900

火災保険料　4,842

浄化槽維持管理委託料　49,463

足尾総合支所

産業建設課

5 庚申山荘 有限会社　Ｅ＆ＫＳ共和国 22.4.1～25.2.1 600,300 山荘使用料 510,000 18,234

バイオマストイレ燃料用ポリエステル缶購入費　4,200

火災保険料　14,034

足尾総合支所

観光課

6 赤倉集会所 赤倉自治会 22.4.1～27.3.31 ― 23,102

土地借上料　19,200

火災保険料　3,902

足尾総合支所

総務課

7 南橋集会所 南橋自治会 22.4.1～27.3.31 ― 1,225,527

土地借上料　1,222,200

火災保険料　3,327

足尾総合支所

総務課

8 上間藤集会所 上間藤自治会 22.4.1～27.3.31 ― 786,226

屋根改修工事　777,000

火災保険料　9,226

足尾総合支所

総務課

9 上の平集会所 上の平自治会 22.4.1～27.3.31 ― 4,990 火災保険料　4,990

足尾総合支所

総務課

10 下間藤集会所 下間藤自治会 22.4.1～27.3.31 ― 20,419

消防設備等保守点検業務委託　14,700

火災保険料　5,719

足尾総合支所

総務課

11 田元集会所 田元自治会 22.4.1～27.3.31 ― 360,327

屋根改修工事　357,000

火災保険料　3,327

足尾総合支所

総務課

12 野路又集会所 野路又自治会 22.4.1～27.3.31 ― 6,050 火災保険料　6,050

足尾総合支所

総務課

13 掛水集会所 掛水自治会 22.4.1～27.3.31 ― 4,940 火災保険料　4,940

足尾総合支所

総務課

14 内の籠集会所 内の籠自治会 22.4.1～27.3.31 ― 7,854

土地借上料　6,192

火災保険料　1,662

足尾総合支所

総務課

15 向原集会所 向原自治会 22.4.1～27.3.31 ― 6,050 火災保険料　6,050

足尾総合支所

総務課

16 赤沢集会所 赤沢自治会 22.4.1～27.3.31 ― 5,558 火災保険料　5,558

足尾総合支所

総務課

17 松原集会所 松原自治会 22.4.1～27.3.31 ― 4,134 火災保険料　4,134

足尾総合支所

総務課

18 通洞集会所 通洞自治会 22.4.1～27.3.31 17,806 浄化槽管理費自治会負担分 ― 6,000 火災保険料　6,000

足尾総合支所

総務課

19 砂畑集会所 砂畑自治会 22.4.1～27.3.31 ― 3,448 火災保険料　3,448

足尾総合支所

総務課

20 中才集会所 中才自治会 22.4.1～27.3.31 ― 4,452 火災保険料　4,452

足尾総合支所

総務課

21 原集会所 原自治会 22.4.1～27.3.31 ― 65,578

土地借上料　59,772

火災保険料　5,806

足尾総合支所

総務課

22 唐風呂集会所 唐風呂自治会 22.4.1～27.3.31 ― 44,374

土地借上料　41,652

火災保険料　2,722

足尾総合支所

総務課

23 餅ケ瀬集会所 餅ケ瀬自治会 22.4.1～27.3.31 ― 580,536

屋根改修工事　546,000

土地借上料　30,000

火災保険料　4,536

足尾総合支所

総務課

24 足尾南部生活改善センター 中才自治会 22.4.1～27.3.31 ― 6,402 火災保険料　6,402

足尾総合支所

総務課

25 足尾東部生活改善センター 神子内自治会 22.4.1～27.3.31 ― 514,755

屋根改修工事　499,800

土地借上料　8,856

火災保険料　6,099

足尾総合支所

総務課

26 切幹林業活動促進センター 切幹自治会 22.4.1～27.3.31 ― 18,323

土地借上料　15,048

火災保険料　3,275

足尾総合支所

総務課

27 遠下林業活動促進センター 遠下自治会 22.4.1～27.3.31 ― 20,070

土地借上料　15,432

火災保険料　4,638

足尾総合支所

総務課

28 足尾環境学習センター 特定非営利活動法人　足尾に緑を育てる会 22.4.1～27.3.31 ○ 2,320,000 840,630

給水装置修繕　183,750

滅菌機交換工事請負費　285,600

仮設トイレ設置工事　336,000

広告料　35,280

足尾総合支所

観光課

足

　

　

尾

　

　

地

　

　

域
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納付金 使用料 その他 備考 指定管理料 その他 備考

地域等 施設名称 団体名 指定期間

利用

料金

歳入（指定管理者又は利用者からの収入） 歳出

担当部課名

（H23)

1 川俣温泉集会所 川俣温泉自治会 22.4.1～27.3.31 ― 22,725 火災保険料　22,725

栗山総合支所

総務課

2 川俣集会所 川俣自治会 22.4.1～27.3.31 ― 17,235 火災保険料　17,235

栗山総合支所

総務課

3 野門集会所 野門自治会 22.4.1～27.3.31 ― 13,089 火災保険料　13,089

栗山総合支所

総務課

4 若間集会所 若間自治会 22.4.1～27.3.31 ― 7,667 火災保険料　7,667

栗山総合支所

総務課

5 上栗山集会所 上栗山自治会 22.4.1～27.3.31 ― 11,618 火災保険料　11,618

栗山総合支所

総務課

6 黒部集会所 黒部自治会 22.4.1～27.3.31 ― 1,355 火災保険料　1,355

栗山総合支所

総務課

7 土呂部集会所 土呂部自治会 22.4.1～27.3.31 ― 10,715 火災保険料　10,715

栗山総合支所

総務課

8 青柳平集会所 青柳平自治会 22.4.1～27.3.31 ― 5,629 火災保険料　5,629

栗山総合支所

総務課

9 日蔭集会所 日蔭自治会 22.4.1～27.3.31 ― 201,160

ホール天井修繕　199,500

火災保険料　1,660

栗山総合支所

総務課

10 日向集会所 野尻自治会 22.4.1～27.3.31 ―

栗山総合支所

総務課

11 大王集会所 大王自治会 22.4.1～27.3.31 ― 2,447 火災保険料　2,447

栗山総合支所

総務課

12 小穴集会所 野尻自治会 22.4.1～27.3.31 ― 2,898 火災保険料　2,898

栗山総合支所

総務課

13 戸中集会所 戸中自治会 22.4.1～27.3.31 ― 2,444 火災保険料　2,444

栗山総合支所

総務課

14 小指集会所 戸中自治会 22.4.1～27.3.31 ― 1,668 火災保険料　1,668

栗山総合支所

総務課

15 西川集会所 西川自治会 22.4.1～27.3.31 ― 17,322 火災保険料　17,322

栗山総合支所

総務課

16 湯西川上集会所 湯西川上自治会 22.4.1～27.3.31 ― 6,479 火災保険料　6,479

栗山総合支所

総務課

17 湯西川下地区集会所 湯西川下地区自治会 22.4.1～27.3.31 ― 16,074 火災保険料　16,074

栗山総合支所

総務課

18 土呂部キャンプ場 土呂部キャンプ場管理組合 23.4.1～28.3.31 ○ ― 39,899 火災保険料　39,899

栗山総合支所

観光課

19 上栗山オートキャンプ場 上栗山開運の里管理組合 23.4.1～28.3.31 ○ ― 12,289 火災保険料　12,289

栗山総合支所

観光課

20 平家の里 平家の里湯西川協同組合 18.4.1～28.3.31 ○ ― 3,733,972

八の館茅葺屋根修繕（北側1/2）　3,675,000

火災保険料　58,972

栗山総合支所

観光課

21 川俣湖温泉共同浴場「上人一休の湯」 川俣湖温泉ふれあいの里管理組合 23.4.1～28.3.31 ○ ― 7,403 火災保険料　7,403

栗山総合支所

観光課

22 野門温泉共同浴場「家康の湯」 平家高原家康の里開発組合 23.4.1～28.3.31 ○ ― 25,535 火災保険料　25,535

栗山総合支所

観光課

23 上栗山温泉共同浴場「開運の湯」 上栗山開運の里管理組合 23.4.1～28.3.31 ○ ― 15,551 火災保険料　15,551

栗山総合支所

観光課

24 湯の郷湯西川観光センター 株式会社　湯の郷 22.4.1～27.3.31 ○ ― 652,042

連絡通路内昇降機保守業務委託　630,000

火災保険料　22,042

栗山総合支所

観光課

25

自然体験交流センター

「安らぎの森　四季」

安ケ森管理組合 23.4.1～28.3.31 ○ ―

栗山総合支所

産業建設課

26

栗山デイサービスセンター

西川デイサービスセンター

社会福祉法人　日光市社会福祉協議会 22.4.1～25.3.31 ○ 11,000,000 615,741

ＡＥＤ購入費　199,500

土地借上料　291,690

事務費（火災保険料、備品購入費）　124,551

健康福祉課

介護保険課

27 湯西川水の郷 株式会社湯西川水の郷 23.7.1～27.3.31 ○ ― 5,798,202

自家用電気工作物保安管理業務　31,500

オープン広告宣伝費　299,250

パンフレット作成印刷業務委託　157,500

パンフレット改版印刷業務委託　252,000

イベント開催費補助金　5,000,000

火災保険料　57,952

栗山総合支所

観光課

【備考】

1

2

3

4

5 指定管理料以外の歳出については、基本協定書に基づき、市が支出することになっている費用を施設の実情に応じて記載しています。

栗

　

山

　

地

　

域

施設の使用料は、本来、市の収入になりますが、条例で定める場合は、指定管理者の収入とすることができます。（これを「利用料金制」といいます。）そのため、この利用料金制を採用している施

設には「利用料金」の欄に「○」を付しています。

「納付金」の欄は、市と指定管理者の間で締結した協定書に基づき、売上の一定割合を市に納付することになっているため、当該納付した額を記載しています。

「使用料」の欄は、利用料金制を採用していない施設において、指定管理者が市に代わって利用者から徴収した施設の使用料の額を記載しています。ただし、国民宿舎かじか荘の場合は、指定管理者

が利用者として支払った使用料が記載されています。

指定管理者からの歳入のうち「その他」の欄は、市と指定管理者との間で締結している基本協定書に基づき、光熱水費や負担金などそれぞれの施設の実情に応じて納付された額が記載されています。
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