
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 2,763,250 自転車駐車場使用料 10,020,000 7,766 火災保険料

市民生活部

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 ○ 190,928

自動販売機設置使用料　22,400

太陽光発電売電収入　168,528

45,259,000 6,563,625

修繕（3件）　3,648,750

送迎用バス車検整備　215,733

サウナ室改修工事　2,577,666

送迎バス車検費用　8,450

送迎バス損害保険料　19,932

送迎バス車検費用（重量税）　63,000

火災保険料　30,094

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 8,811,000 227,846

火災保険料　2,306

印刷機リース料　100,800

コピー機リース料　124,740

企画部

地域振興課

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 1,784,000 44,613 火災保険料　44,613

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 1,611,724

であい橋修繕　476,091

ベンチ改修工事　172,830

展示棟内流し台設置工事　441,000

2階食堂冷凍冷蔵庫購入費　493,500

火災保険料　28,303

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 21.4.1～26.3.31 422,261

自動販売機設置使用料　81,100

パイプライン維持管理費地元負担金　341,161

5,873,000 4,298,022

大室ダム監視設備改修工事　435,750

大室ダム水質検査業務委託料　189,840

土地借上料　3,657,720

火災保険料　14,712

産業環境部

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 50,508

火災保険料　27,274

光熱水費　23,234

産業環境部

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 ○ 1,400,000 1,859,007

除染工事設計業務委託料　493,500

空間放射線量測定業務委託　1,312,500

公衆トイレ修繕　46,200

火災保険料　6,807

観光部

観光交流課

9

都市公園

　①今市中央公園

　②平ケ崎公園

　③ひばり公園

　④あきの空公園

　⑤杉の木公園

　⑥春日町公園

　⑦原町公園

　⑧大桑杉並木観賞公園

　⑨轟工業団地第一公園

　⑩轟工業団地第二公園

　⑪轟工業団地緑地

　⑫大谷川グリーンパーク

　⑬杉並木公園

　⑭おおるり公園

　⑮かたくりの湯公園

　⑯森友ポケットパーク

　⑰住吉町ポケットパーク

　⑱市役所入り口ポケットパーク

　⑲あかほり公園

　⑳土橋公園

　㉑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 2,506,599

自動販売機設置使用料　5,600

杉並木公園内飲食店使用料（売上の５％）

　　　　　　　　　　　　　　　　2,500,999

41,973,000 13,892,550

杉並木公園既設木橋整備工事設計監理業務委託　493,500

杉並木公園既設木橋整備工事　13,399,050

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 4,906,579 53,028,000

今市運動公園使用料　1,104,375

丸山公園使用料　3,163,800

豊岡運動公園使用料　397,100

塩野室運動公園　241,304

鼓動販売機設置使用料　28,000

今市運動公園野球場等整備事業　5,000,000

スポーツ振興くじ助成金

　丸山公園サッカー場人工芝改修工事

　　　　　　　　　　　　　　　48,000,000

55,200,000 276,281,900

今市運動公園

　野球場等施設整備工事設計監理業務委託　493,500

　野球場等施設整備工事　9,628,500

　休憩所柱修繕　369,495

　体育センター2階床修繕　49,875

　体育センターバスケットコートライン変更工事　1,008,000

丸山公園

　除染事業費　10,060,000

　取水口改修工事　252,525

　サッカー場人工芝改修工事　243,568,500

　サッカー場予定地松伐採運搬処理工事　301,000

　水道管切回し工事　259,350

　サッカー場備品購入費　10,291,155

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 5,800 会館使用料 2,023,000 7,691 火災保険料　7,691

教育委員会

文化財課

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 23.4.1～28.3.31 305,190 ギャラリー使用料 4,230,000 6,865 火災保険料　6,865

教育委員会

生涯学習課

平成２４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

（単位：円）

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

（H24)

今

　

　

市

　

　

地

　

　

域

1



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

（H24)

13 今市文化会館 株式会社　ケイミックス 23.4.1～28.3.31 6,794,030 5,679,692

文化会館使用料　6,794,030

自動販売機設置使用料　162,900

指定事業入場料　1,475,700

今市地域芸術鑑賞教室入場料　4,024,800

指定事業物品販売に係る収入　16,292

72,070,000 5,333,502

自家発電始動用蓄電池設備更新修繕料　682,500

火災保険料　42,027

ホワイエ床改修工事設計監理委託料　336,000

臨時駐車場借上料　157,500

バス借上料　344,400

AED借上料　33,075

ホワイエ床改修工事請負費　3,738,000

教育委員会

中央公民館

14

今市図書館

（日光図書館、藤原図書館分含む）

株式会社　図書館流通センター・株式会社

近代ビル管理社共同事業体

24.4.1～29.3.31 141,857,000 11,149,724

今市図書館

　冷暖房設備オイルポンプ等修繕　289,800

　市民開放用インターネット端末機器及び電話機等借上　310,884

　放送システム機器購入費　82,047

　多目的トイレドア等改修工事　1,562,400

日光図書館複写機借上　9,954

藤原図書館

　消防設備等修繕　243,600

　市民開放用インターネット端末機器借上　100,800

　屋根防水工事　1,155,000

図書館情報システム借上料　7,087,500

今市図書館及び藤原図書館火災保険料　28,357

移動図書館用車両修繕費（車検整備費）　124,184

車検に要した経費　84,050

損害保険料　71,148

教育委員会

生涯学習課

1 奥日光診療所 公益社団法人　地域医療振興協会 24.4.1～29.3.31 ○ 22,407,000

へき地診療施設運営費補助金　13,608,000

へき地診療所設備整備事業費　4,399,000

保健衛生施設整備事業債

　医療機器整備事業　4,400,000

15,000,000 9,273,888

火災保険料　22,744

代替医師派遣委託料　77,000

敷地借上料　357,144

デジタルX線撮影機器購入費　3,202,500

画像読取機器購入費　3,969,000

心電図検査機器購入費　1,627,500

平成23年度へき地医療施設運営費等県補助金精算返納金　18,000

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 23.4.1～28.3.31 900,000

観光施設災害復旧事業債

　観光施設災害復旧事業（やしおの湯） 13,096,323

日光温泉

　排水管等修繕（2件）　258,300

　土地借上料　3,600

　源泉使用料　1,861,650

　火災保険料　11,114

やしおの湯

　高圧気中開閉器取替工事　526,680

　源泉使用料　9,450,000

　災害復旧工事　929,460

　火災保険料　55,519

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 26,912,000 11,700,000

観光施設災害復旧事業債

　観光施設災害復旧事業（西参道第2駐車場） 28,338,537

日光総合会館地下駐車場横断側溝補修修繕　478,800

日光総合会館耐震診断・耐震補強計画策定業務委託　5,040,000

西参道駐車場土地借上料　6,834,120

西参道第2駐車場災害復旧工事（平成23年度繰越事業）　15,949,500

火災保険料　36,117

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 ○ 52,811,000 14,056,256

空調機加湿シリンダー他修繕料　1,563,513

収蔵庫等くん蒸事業委託料　2,029,650

国立公園協会寄贈絵画活用事業委託料　3,805,725

国立公園協会寄贈絵画収蔵棚設置工事請負費　1,260,000

美術館紹介映像放送用モニターシステム購入費　722,400

事務費（燃料費、火災保険料等）　407,568

美術作品購入費　3,807,500

美術作品修復費　459,900

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 23.4.1～28.3.31 200,800

自動販売機設置使用料　28,900

いきがい型デイサービス事業利用者負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　171,900

19,690,000 372,322

火災保険料　12,322

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 ○ 7,485,000 9,813 火災保険料　9,813

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 24.4.1～29.3.31 9,500 35,318,776

テニスコート使用料　9,500

自動販売機設置使用料　28,900

公園占有料　59,452

日光彫り体験用木地売上料　35,199,500

光熱水費負担金　30,924

22,000,000 47,495,433

日光彫り体験教室原材料費　47,244,750

火災保険料　70,858

AED賃貸料　61,425

公園内市有林草刈・枝下ろし、伐採作業賃金　118,400

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 24.4.1～29.3.31 ○ 654,524

蓄電池交換修繕　92,400

外壁改修工事　517,650

火災保険料　44,474

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 22.4.1～27.3.31 131,400 自動販売機設置使用料 6,678,000 812,318

駐車場敷地土地借上料　803,106

火災保険料　9,212

日光総合支所

観光課
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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
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担当部課名
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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 ○ 9,730,000 124,372 事務費（火災保険料、備品購入費）　124,372

健康福祉部

介護保険課

12

日光図書館

（今市図書館に集約）

株式会社　図書館流通センター・株式会社

近代ビル管理社共同事業体

24.4.1～29.3.31

教育委員会

生涯学習課

13

日光運動公園

日光体育館

細尾ドームリンク

財団法人　日光市公共施設振興公社 24.4.1～29.3.31 12,298,268 445,200

日光運動公園使用料　8,220,278

日光体育館使用料　675,000

細尾ドームリンク使用料　3,402,990

自動販売機設置使用料　25,200

日光運動公園管理人住宅貸付料　420,000

63,400,000 31,439,805

日光運動公園

　除染事業費　11,460,000

　ちびっこ広場遊具修繕料　304,500

　トイレ改修工事　980,490

　多目的広場休憩施設設置工事　1,286,250

　ちびっこ広場たまごハウス撤去工事　243,600

日光体育館

　敷地借上料　3,146,896

　軒天改修工事請負費　763,560

細尾ドームリンク

　土地借用謝金　280,000

　レフリー控室及び採暖室スポット型感知器他修繕　265,650

　浄化槽ブロワー修繕　257,250

　改修工事実施設計業務委託　5,463,150

　駐車場整備測量設計業務委託　493,500

　駐車場整備工事　5,130,000

　トイレ屋根改修工事　1,270,500

火災保険料　94,459

日光足尾教育行政

事務所

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

24.4.1～29.3.31 ○ 3,082,000 へき地診療施設運営費補助金 7,000,000 28,053

患者送迎車両維持管理費　6,659

火災保険料　21,394

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 13,296 火災保険料　13,296

健康福祉部

高齢福祉課

3

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

4 川治温泉薬師の湯 一般社団法人　川治薬師の湯管理協会 24.4.1～29.3.31 ○ 1,121,113

修繕（2件）　661,395

給湯設備敷　125,944

公衆トイレ清掃委託　270,000

火災保険料　63,774

藤原総合支所

観光課

5 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 3,866,000 441,000 床修繕　441,000

藤原総合支所

観光課

6 上三依水生植物園 有限会社　山加園 23.4.1～28.3.31 ○ 5,800,000 794,137

給水設備修繕　493,500

火災保険料　12,863

土地借上料　287,774

藤原総合支所

観光課

7

藤原図書館

（今市図書館に集約）

株式会社　図書館流通センター・株式会社

近代ビル管理社共同事業体

24.4.1～29.3.31

教育委員会

生涯学習課

1 国民宿舎かじか荘 有限会社　Ｅ＆ＫＳ共和国 22.4.1～25.1.31 ○ 891,600 温泉使用料 4,179,863

中和装置修繕　1,190,070

中和装置維持管理業務委託　283,500

土地借上料　70,000

修繕　893,655

浄化槽保守点検業務委託　13,650

玄関庇改修工事（屋根防水・天井補修）　1,291,500

庚申の湯源泉ポンプ用インバータ修繕料　155,400

庚申の湯電気設備保守点検業務委託　262,500

火災保険料　19,588

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 ○ 23,086,000 377,958

火災保険料　17,958

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 22.4.1～25.1.31 ○ 36,367

ログハウストイレ浄化槽保守点検業務委託　4,200

火災保険料　32,167

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 22.4.1～25.1.31 2,000,000 193,095

軒先修繕料　138,600

火災保険料　5,033

浄化槽維持管理委託料　49,462

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 22.4.1～25.1.31 963,700 山荘使用料 425,000 99,563

バイオマストイレ発電機修繕　42,840

バイオマストイレ配電盤修繕　42,000

火災保険料　14,723

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 23,294

火災保険料　4,094

土地借上料　19,200

足尾総合支所

総務課

7 南橋集会所 南橋自治会 22.4.1～27.3.31 125,708

火災保険料　3,488

土地借上料　122,220

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 9,677 火災保険料　9,677

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 5,234 火災保険料　5,234

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 20,700

火災保険料　6,000

消防用設備等保守点検業務委託　14,700

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 3,488 火災保険料　3,488

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 6,346 火災保険料　6,346

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 5,181 火災保険料　5,181

足尾総合支所

総務課

藤

　

　

原

　

　

地

　

　

域

足

　

　

尾
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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

（H24)

14 内の籠集会所 内の籠自治会 22.4.1～27.3.31 7,934

火災保険料　1,742

土地借上料　6,192

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 6,346 火災保険料　6,346

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 5,830 笠井保険料　5,830

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 4,335 火災保険料　4,335

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 6,294 火災保険料　6,294

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 3,584 火災保険料　3,584

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 4,668 火災保険料　4,668

足尾総合支所

総務課

21 原集会所 原自治会 22.4.1～27.3.31 65,865

火災保険料　6,093

土地借上料　59,772

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 2,855 火災保険料　2,855

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 34,758

火災保険料　4,758

土地借上料　30,000

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 6,717 火災保険料　6,717

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 15,255

火災保険料　6,399

土地借上料　8,856

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 18,484

火災保険料　3,436

土地借上料　15,048

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 20,298

火災保険料　4,866

土地借上料　15,432

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 ○ 7,000,000

観光施設等整備事業債

　展示室改修事業

2,320,000 8,760,780

展示室フロアーマーキング改修工事設計監理委託　493,500

展示室フロアーマーキング改修工事　8,232,000

広告料　35,280

足尾総合支所

観光課

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

（H24)

1 川俣温泉集会所 川俣温泉自治会 22.4.1～27.3.31 18,234 火災保険料　18,234

栗山総合支所

総務課

2 川俣集会所 川俣自治会 22.4.1～27.3.31 134,899

火災保険料　17,299

壁等修繕　117,600

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 12,471 火災保険料　12,471

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 7,693 火災保険料　7,693

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 11,683 火災保険料　11,683

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 1,299 火災保険料　1,299

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 10,796 火災保険料　10,796

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 5,516 火災保険料　5,516

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 9,800,000

集会所等整備事業債

　屋根改修事業

9,850,602

火災保険料　1,602

改修工事設計監理業務委託　735,000

屋根等改修工事請負費　9,114,000

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 1,782 火災保険料　1,782

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 18,156 火災保険料　18,156

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 16,877 火災保険料　16,877

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 ○ 41,852 火災保険料　41,852

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 ○ 12,520 火災保険料　12,520

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 ○ 2,258,722

二の館茅葺屋根葺替修繕　2,199,750

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 ○ 1,246,289

外塀改修工事　1,239,000

火災保険料　7,289

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 ○ 26,796 火災保険料　26,796

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 ○ 16,315 火災保険料　16,315

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 ○ 42,720 火災保険料　42,720

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 ○ 15,394,000 56,511 事務費（火災保険料、備品購入費）56,511

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 ○ 59,809 火災保険料　59,809

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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