
（単位：円）

納付金 使用料 雑入 備考 指定管理料 その他 備考（その他内訳）

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 2,867,230 10,300,000 8,431 火災保険料                                                   　8,431
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」 一般財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～28.3.31 ○ 252,336 太陽光発電売電収入 45,150,000 4,262,972

火災保険料                                                  　29,372
測量・設計等委託料                                        　 496,800
防災盤改修工事                                             2,440,800
トイレ洋式化改修工事及び便座取替工事　　　　　　　　　　　 1,296,000

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 27.4.1～27.9.30 401,940 コピー機等使用料 10,060,000 547,086

火災保険料                                                 　  2,452
コピー機保守（パフォーマンス）料                          　 221,324
印刷機リース料                                               100,800
コピー機リース料                                             124,740
事務費（消耗品費）                                            97,770

地域振興部
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

26.4.1～31.3.31 2,020,000 1,834,237
火災保険料                                                    42,517
ふれあいホールエアコン設置工事                             1,274,400
玄関自動ドア修繕工事                                         517,320

健康福祉部
高齢福祉課

5 今市宿市縁ひろば 一般社団法人　日光市観光協会 26.4.1～31.3.31 ○ 6,880,000 692,158
火災保険料                                                 　 27,958
業務委託料                                                　 270,000
製氷機購入                                                   394,200

観光部
観光交流課

6
農村環境改善センター
大室ダム

日光市土地改良区 26.4.1～31.3.31 9,570,000 4,671,100

光熱水費　                                                    19,033
火災保険料　                                                  39,195
調査・研究等委託料　                                         195,264
土地借上料                                                 3,657,720
機械等借上料                                                　68,688
大室ダム高圧気中負荷開閉器改修工事                           691,200

産業環境部
農林課

7 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 1,440,000 330,683
火災保険料                                                   　6,683
業務委託料                                                   324,000

観光部
観光交流課

8

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

一般財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～28.3.31 2,159,210 43,170,000 9,558,116

火災保険料                                                    52,604
大谷川グリーンパークグラウンドゴルフ場整備実施設計業務委託   525,960
大谷川グリーンパークグラウンドゴルフ場整備工事           　5,076,000
大谷川グリーンパーク遊具撤去工事　                           248,400
大谷川グリーンパーク内グラウンドゴルフ用備品購入費           120,312
杉並木公園旧江連家改修工事                                   751,680
杉並木公園内木橋改修工事                                   　496,800
住吉町ポケットパーク時計台撤去及び新規取付工事           　1,065,960
大谷川グリーンパーク遊具設置工事　                         1,220,400

建設部
維持管理課

9

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
  ⑥今市松原公園

一般財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～28.3.31 5,964,335 28,000

(使用料内訳）
今市運動公園               　1,393,065
丸山公園　　               　3,549,290
落合運動公園               　　534,080
豊岡運動公園　               　373,060
塩野室運動公園　               114,840
(雑入内訳）
自動販売機設置料                28,000

56,674,000 25,103,514

今市運動公園便所改築工事詳細設計管理業務委託料     　　　　1,350,000
今市運動公園便所改築工事　                         　　　 23,068,800
今市運動公園公衆便所横立木伐採工事                  　　　 　108,000
今市運動公園及びグリーンスポーツ施設ＡＥＤ賃借料　　 　　　　158,760
豊岡運動公園夜間照明コイン盤修繕　　　　　　　　　　　　　　 313,200
火災保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 104,754

教育委員会
スポーツ振興課

10 杉並木公園ギャラリー 一般財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～28.3.31 252,120 4,350,000 7,237 火災保険料　                                           　　　  7,237
教育委員会
生涯学習課

11 今市文化会館 株式会社　ケイミックス 23.4.1～28.3.31 5,864,807 6,819,738

自動販売機設置使用料　          90,200
指定事業入場料             　2,904,000
今市地域芸術鑑賞教室入場料   3,817,650
指定事業物品販売に係る収入     　7,888

74,120,000 12,273,514

屋根防水修繕　                                       　　　1,112,400
ホワイエ入口上部外壁剥落防止工事設計・監理業務委託  　　　   788,400
ホワイエ入口上部外壁剥落防止工事請負費　            　　　 8,866,800
受電設備高圧屋内開閉器改修工事請負費                　　　 1,296,000
火災保険料                                           　　　 　40,534
臨時駐車場借上料                                     　　　 　90,000
AED借上料　                                            　　　 79,380

教育委員会
中央公民館

歳出
担当部課名

（Ｈ28.4.1現在）

今
市
地
域

平成２７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

地域等 施設名称 指定管理者名 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）
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納付金 使用料 雑入 備考 指定管理料 その他 備考（その他内訳）

歳出
担当部課名

（Ｈ28.4.1現在）
地域等 施設名称 指定管理者名 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）

今
市
地
域

12
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 75,660 図書複写手数料 ########### 15,637,870

今市図書館
　電話機借上げ料　                                   　　　  149,184
日光図書館
　移転に伴う図書資料等移設業務委託　                 　　　7,859,000
藤原図書館
　自動ドア修繕　                                     　　　  306,720
　親子読書コーナー整備事業                           　　　　648,000
　LAN配線等移設改修工事　          　　　            　　　  114,825
　親子読書室用品購入                                  　　　 403,920
今市図書館及び藤原図書館火災保険料                    　　　  27,324
移動図書館使用車両損害保険料　                          　　　17,748
図書館システムOS入替作業業務委託　                   　　　  303,480
図書館システム借上げ料　                             　　　5,315,625
図書館システム借上げ料（再リース）　                 　　　  182,250
市民開放用インターネット
端末機器等借上げ料（今市・日光・藤原）                 　　　188,100
複写機借上げ料（今市・日光・藤原）　                  　　　 121,694

教育委員会
生涯学習課

13 斎場「日光聖苑」 日光聖苑運営共同事業体「静祈」 25.4.1～30.3.31 18,244,260 38,670,000 25,245,831

消耗品費                                             　　　　188,838
火災保険料                                           　　　 　37,397
火葬炉燃料費                                         　　　6,959,196
火葬炉等修繕料                                       　　　8,542,800
バリアフリー化改修工事設計業務委託料                 　　　  356,400
バリアフリー化改修工事　                            　　　 9,061,200
高畑地区環境保全対策補助金                           　　　  100,000

市民生活部
生活安全課

14 日光ブランド情報発信センター 上都賀農業協同組合 27.4.1～30.3.31 2,790,000 0 888,937

通信運搬費                                        　　　      59,352
火災保険料                                         　　　     15,832
警備委託料                                         　　　    453,600
土地借上料                                         　　　    111,753
大谷川公園カート置場設置工事                        　　　   248,400

産業環境部
農林課

15 中心市街地集客拠点施設 株式会社セレスポ 27.4.1～30.3.31 51,250,750
(使用料内訳)
施設使用料　               　50,266,735
納付金　　　　                　984,015

65,160,000 16,797,127

交通誘導警備委託料                                 　　　　8,864,640
シャトルバス運行委託料                    　        　　　 3,357,234
歌道場カラオケ通信費　                                　　　 570,240
案内看板施設使用料                        　        　　　 1,658,880
JASRAC著作権使用料                                  　　　 　803,900
グランドオープン関連広告料                           　　　　440,856
グランドオープンポスター印刷製本費                   　　　　370,548
多目的広場分電盤改修工事請負費　                      　　　 496,800
火災保険料（ミュージアム、ホール、屋台展示コーナー）  　　　  48,715
光熱水費（EV充電器電気料）                            　　　   8,589
道の駅負担金　                                         　　　 90,000
火災保険料負担金（市民ｷﾞｬﾗﾘｰ、観光情報館、公衆ﾄｲﾚ）   　　　　86,725

産業環境部
商工課

日
光
地
域

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 ○ 15,420,000 10,816,513

火災保険料                                       　　　     　22,345
代替医師派遣委託料                     　            　　　1,492,000
敷地借上料                                        　　　     357,144
公用車購入費　                                    　　　   1,769,238
内視鏡検査システム及び内視鏡洗浄消毒装置購入費     　　　  7,051,536
車両維持管理費                                      　　　   105,890
事務費（消耗品費）                                   　　　 　18,360

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

一般財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～28.3.31 ○ 23,800

日光温泉
　自動販売機設置使用料　          1,400
やしおの湯
　自動販売機設置使用料           22,400

1,200,000 17,072,423

日光温泉
　ポンプ引上げ交換工事                             　　　　1,296,000
　土地借上料                                        　　　   　3,600
　AED器機賃借料                                     　　　  　80,640
　源泉使用料                                        　　　 1,914,840
　火災保険料                                        　　　  　10,589
やしおの湯
　館内放送設備改修工事設計監理業務委託              　　　   496,800
　館内放送設備改修工事　                           　　　  2,192,400
　男子ジャグジー風呂改修工事                       　　　　1,299,391
　源泉使用料                                       　　　　9,720,000
　火災保険料                                       　　　   　58,163

観光部
日光観光課

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

一般財団法人　日光市公共施設振興公社 23.4.1～28.3.31 ○ 30,440,000 11,200 自動販売機設置使用料 6,804,080

西参道第１駐車場立木伐採業務委託                      　　　　99,235
日光総合会館屋根漏水補修工事                         　　　　810,000
西参道駐車場土地借上料                             　　　　5,859,403
火災保険料                                          　　　  　35,442

観光部
日光観光課

4 神橋駐車場 公益財団法人　小杉放菴記念日光美術館 21.4.1～31.3.31 ○ 0 0
観光部
日光観光課

5 小杉放菴記念日光美術館 公益財団法人　小杉放菴記念日光美術館 21.4.1～31.3.31 ○ 15,600,000
平成27年度公立美術館巡回展運営資金貸付金
返還金

56,054,000 38,902,269

冷温水器機能回復工事設計監理業務委託料　             　　　  291,600
中央監視制御装置更新工事設計監理業務委託       　   　　　   291,600
収蔵庫等くん蒸事業業務委託                         　　　  4,477,680
冷温水器機能回復工事請負日                         　　　  7,416,360
中央監視制御装置更新工事請負日                       　　　9,833,600
＜多和英子VS放菴・達吉・鉄五郎＞展
実行委員会に対する貸付金　　　　　　　　　　       　　　 15,600,000
事務費（燃料費、火災保険料等）                     　　　  　531,429
美術作品等保存修復業務委託料　                       　　　  460,000

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 28.4.1～33.3.31 242,600 いきがい型デイサービス利用者負担金 20,250,000 6,458,110

火災保険料　                                           　　　 11,590
空調設備改修工事設計監理業務委託料　                  　　　 486,000
空調設備改修工事                                   　　　　4,881,600
自動ドア交換工事　                                  　　　   712,800
子供の広場電気温水器廻り給水給湯管改修工事           　　　　366,120

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 25.4.1～30.3.31 ○ 5,700,000 9,347 火災保険料                                             　　　　9,347
健康福祉部
高齢福祉課

2



納付金 使用料 雑入 備考 指定管理料 その他 備考（その他内訳）

歳出
担当部課名

（Ｈ28.4.1現在）
地域等 施設名称 指定管理者名 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）

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 1,614,378 21,165,000 1,280,497
ローラーすべり台撤去工事請負費                     　　　　1,134,000
火災保険料                                          　　　  　62,257
AED賃借料                                             　　　　84,240

産業環境部
商工課

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 ○ 600,710

ガスレンジバーナー修繕 　                            　　　  212,760
浴場濾過器修繕         　                            　　　  259,459
AED器機賃借料           　                           　　　   80,640
火災保険料                                            　　　　47,851

観光部
日光観光課

10 日光郷土センター 一般社団法人　日光市観光協会 27.4.1～32.3.31 ○ 7,770,000 978,336
案内看板設置業務委託　                                　　　 258,120
駐車場敷地土地借上料                                 　　　　709,381
火災保険料                                            　　　　10,835

観光部
日光観光課

11 中宮祠介護サービスセンター 社会福祉法人  日光市社会福祉協議会 26.4.1～31.3.31 ○ 8,136,000 283,711
土地借上料　                                           　　　145,440
火災保険料                                            　　　　13,812
修繕料                                               　　　　124,459

健康福祉部
高齢福祉課

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

一般財団法人　日光市公共施設振興公社 24.4.1～29.3.31 10,690,718

(使用料内訳）
日光運動公園使用料     　      5,144,823
日光運動公園管理棟
内菓子工房使用料               1,122,975
日光体育館使用料　             1,041,700
細尾ドームリンク使用料         3,381,220

65,210,000 21,488,201

日光運動公園
　樹木伐採業務委託                                   　　　　110,160
　ゴルフ場芝張替え工事　                          　　　　10,417,680
　ゴルフ場エアレーション購入　                    　　　   1,725,840
　ゴルフ場芝刈り機購入　                  　      　　　     439,560
  ゴルフ場芝グリーンカバー購入費　        　       　　　    893,969
　動力付噴霧機購入　                      　        　　　   216,000
日光体育館
　敷地借上料                  　                    　　　 3,146,896
　暗幕オーダーカーテン交換修理　                      　　　 492,480
　男子小便器改修工事　                               　　　　414,720
細尾ドームリンク
　土地借用謝金                                       　　　　280,000
　クーリングタワー修繕                　　          　　　 2,115,720
　ブラインプンプ用マグネットスイッチ交換　          　　　 　233,712
　冷却塔スプリンクラーヘッド他交換修理　           　　　　  278,424
　駐車場土砂撤去及び法面補修工事　                   　　　　627,480
火災保険料　                                          　　　  95,560

教育委員会
日光公民館

14 日光霧降高原キスゲ平園地 一般財団法人　自然公園財団 25.4.1～28.3.31 ○ 32,530,000 2,283,002
火災保険料　                                           　　　 50,763
園地及び駐車場敷借上料                             　　　　2,232,239

観光部
日光観光課

15 霧降スケートセンター 一般財団法人　日光市公共施設振興公社 26.4.1～31.3.31 17,388,898 213,610

（使用料内訳）
霧降スケートセンター使用料　　15,561,812
霧降スケート教室受講料　　　　 1,613,476
（雑入内訳）
霧降スケートセンター売店等売上料
                                 213,610

40,520,000 56,596,056

光熱水費　　　　　　　　　　　　　　             　　　   48,911,363
冷却塔ﾓｰﾀｰ分解整備　                              　　　     714,496
コンデンサー（凝縮器）洗浄　                      　　　   　384,480
センター敷国有林使用料　                         　　　    3,944,900
自動ドア部品交換工事　                            　　　   　896,400
多目的広場陥没箇所修繕　                         　　　    　627,480
多目的広場アスファルト舗装復旧工事　               　　　　1,010,880
火災保険料　                                        　　　   106,057

教育委員会
日光公民館

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 ○ 7,190,000 4,082,678

火災保険料                         　                　　　   20,798
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）購入費　                 　　　  302,400
自動血圧計購入費                  　                　　　   249,480
解析機能付心電計購入費　                            　　　 3,510,000

健康福祉部
健康課

2 藤原福祉センター（ふじの郷） 社会福祉法人　日光市社会福祉協議会 26.4.1～31.3.31 ○ 13,230,000 14,136 火災保険料                                            　　  　14,136
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 26.4.1～31.3.31 ○ 0 0
観光部
藤原観光課

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 ○ 358,000 1,743,404

ヒートポンプ修繕                                　　　 　119,880,000
排水修繕                                        　　　 　    177,984
温泉成分分析手数料                               　　　    　140,400
案内誘導看板作製業務委託                          　　　      37,800
土地借上料　                                       　　　    125,944
火災保険料                                          　　　  　62,476

観光部
藤原観光課

5 鬼怒川・川治温泉観光情報センター 一般社団法人　日光市観光協会 26.4.1～31.3.31 3,970,000 254,880 エアコン修繕　                                       　　　  254,880
観光部
藤原観光課

6 上三依水生植物園 有限会社　山加園 23.4.1～28.3.31 ○ 5,650,000 300,276
土地借上料                                           　　　　287,774
火災保険料                                           　　　　 12,502

観光部
藤原観光課

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 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 27.4.1～32.3.31 ○ 23,150,000 387,049
火災保険料                      　　　　　　  　　　　　　　　19,849
バコティンヒーター制御盤交換工事　　　　　　　    　　　　　 367,200

健康福祉部
高齢福祉課

2 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

27.4.1～32.3.31 ○ 3,120,000 1,089,243

エアコン修繕　               　　　    　　　　　　  　　　  359,748
トップライトシーリング改修工事                       　　　　604,800
電柱広告料                     　                    　　　   36,288
電柱看板製作                                          　　　　75,600
火災保険料　                                           　　　 12,807

観光部
足尾観光課
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納付金 使用料 雑入 備考 指定管理料 その他 備考（その他内訳）

歳出
担当部課名

（Ｈ28.4.1現在）
地域等 施設名称 指定管理者名 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）

1 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 ○ 158,728
湯沸器修繕                                           　　　  118,044
火災保険料                                            　　　  40,684

観光部
栗山観光課

2 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 ○ 12,489 火災保険料                                            　　　  12,489
観光部
栗山観光課

3 平家の里 平家の里湯西川協同組合 18.4.1～28.3.31 ○ 6,658,383
伝習館茅葺屋根葺替修繕                              　　　 6,603,120
火災保険料                                         　　　     55,263

観光部
栗山観光課

4 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 ○ 5,268 70,117
小便器修繕                                           　　　   62,424
火災保険料                                            　　　   7,693

観光部
栗山観光課

5 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 ○ 50,103 136,817
レジオネラ菌検査料                                   　　　   12,960
排水管つまり修繕                                     　　　  108,000
火災保険料                                            　　　  15,857

観光部
栗山観光課

6 湯の郷湯西川観光センター 株式会社　湯の郷 27.4.1～32.3.31 ○ 65,406
全国道の駅連絡会(年会費)                               　　　 20,000
火災保険料                                             　　　 45,406

観光部
栗山観光課

7
自然体験交流センター
「安らぎの森　四季」

安ヶ森管理組合 23.4.1～28.3.31 ○ 36,262 火災保険料                                            　　　　36,262
地域振興部
栗山行政センター

8 栗山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 25.4.1～30.3.31 ○ 5,710,000
健康福祉課
高齢福祉課

9 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 25.4.1～30.3.31 ○ 11,450,000 27,649 火災保険料                                            　　　　27,649
健康福祉課
高齢福祉課

10 湯西川水の郷 株式会社　湯西川水の郷 27.4.1～30.3.31 ○ 1,140,493
案内看板設置工事                                    　　　 1,080,000
火災保険料                                          　　　    60,493

観光部
栗山観光課

11 西川運動場
株式会社湯の郷・
湯西川温泉旅館組合事業共同体

25.4.1～28.3.31 301,940 5,600 自動販売機設置使用料 10,472,224 22,074 火災保険料　                                         　　　   22,074
教育委員会
栗山公民館

【備考】

1

2

3

4

5

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。

指定管理者からの歳入のうち「雑入」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。

歳出のうち、「その他」については、基本協定書のリスク分担に基づき、市が支出することになっている費用を記載しています。
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