




























平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式２

(１)収入 （千円 税込）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 備考

87,000

42,302

52,245

120

181,667 0 0 0 0

28,969 0 0 0 0

自動販売機収入 4,501

物品等販売事業収入 1,731

レンタル事業収入 550

派遣指導収入 92

利用料金収入（時間外） 3,904

スポーツ教室等事業（時間外） 4,249

施設の空きコマを活用した事業収入 13,942

210,636 0 0 0 0

(2) 支出 （千円 税込）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 備考

184,481 0 0 0 0

人件費 58,824

修繕費 4,320

設備管理費・保安警備費 33,831

備品購入費・消耗品費 5,835

外構・植栽管理費・廃棄物処理費 594

広報費・印刷製本費 2,160

光熱水費・燃料費 22,330

保険料 3,203

使用料・賃借料 8,061

委託料・謝金 30,438

公租公課 1,719

その他 13,166

26,155 0 0 0 0

自動販売機支出 624

物品等販売事業支出 1,674

レンタル事業支出 108

派遣指導支出 22

利用料金支出（時間外）支出 7,317

スポーツ教室等事業（時間外）支出 3,687

施設の空きコマを活用した事業支出 12,723

210,636 0 0 0 0

②利用料金収入

①指定管理料

③スポーツ教室等事業収入

④広告業務収入

合計（Ｃ）＋（Ｄ）

⑤自主事業による収入　　　 　　（Ｂ）

②自主事業による経費　　　　　（Ｄ）

合計（Ａ）＋（Ｂ）

項　　　　目

項
　
目

収支予算書（総括）

①維持管理運営費用　　   　　（Ｃ）

項
　
目

１　総括表

項　　　　目

小計（①＋②＋③＋④）　　 （Ａ）

項
　
目



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式２

(１)収入 （千円 税込）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 備考

43,500

30,154

52,245

120

126,019

13,693 0 0 0 0

自動販売機収入 3,281

物品等販売事業収入 1,731

レンタル事業収入 539

派遣指導収入 92

利用料金収入（時間外） 3,801

スポーツ教室等事業（時間外） 4,249

施設の空きコマを活用した事業収入 0

139,712 0 0 0 0

(2) 支出 （千円 税込）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 備考

103,792 0 0 0 0

人件費 29,412

修繕費 2,160

設備管理費・保安警備費 16,230

備品購入費・消耗品費 2,984

外構・植栽管理費・廃棄物処理費 297

広報費・印刷製本費 1,296

光熱水費・燃料費 12,974

保険料 2,832

使用料・賃借料 7,682

委託料・謝金 18,143

公租公課 997

その他 8,785

13,179 0 0 0 0

自動販売機支出 371

物品等販売事業支出 1,674

レンタル事業支出 108

派遣指導支出 22

利用料金支出（時間外）支出 7,317

スポーツ教室等事業（時間外）支出 3,687

施設の空きコマを活用した事業支出 0

その他自主事業支出

116,971 0 0 0 0

項
　
目

合計（Ｃ）＋（Ｄ）

項
　
目

合計（Ａ）＋（Ｂ）

項　　　　目

①維持管理運営費用　　   　　（Ｃ）

項
　
目

②自主事業による経費　　　　　（Ｄ）

収支予算書（スポーツセンター）

１　総括表

項　　　　目

①指定管理料

②利用料金収入

③スポーツ教室等事業収入

④広告業務収入

小計（①＋②＋③＋④）　　 （Ａ）

⑤自主事業による収入　　　 　　（Ｂ）



平成27年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式２

(１)収入 （千円 税込）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 備考

43,500

12,148

0

0

55,648 0 0 0 0

15,276 0 0 0 0

自動販売機収入 1,220

物品等販売事業収入 0

レンタル事業収入 11

派遣指導収入 0

利用料金収入（時間外） 103

スポーツ教室等事業（時間外） 0

施設の空きコマを活用した事業収入 13,942

その他自主事業収入 0

70,924 0 0 0 0

(2) 支出 （千円 税込）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 備考

80,689 0 0 0 0

人件費 29,412

修繕費 2,160

設備管理費・保安警備費 17,601

備品購入費・消耗品費 2,851

外構・植栽管理費・廃棄物処理費 297

広報費・印刷製本費 864

光熱水費・燃料費 9,356

保険料 371

使用料・賃借料 379

委託料・謝金 12,295

公租公課 722

その他 4,381

12,976 0 0 0 0

自動販売機支出 253

物品等販売事業支出 0

レンタル事業支出 0

派遣指導支出 0

利用料金支出（時間外）支出 0

スポーツ教室等事業（時間外）支出 0

施設の空きコマを活用した事業支出 12,723

その他自主事業支出 0

93,665 0 0 0 0

項
　
目

合計（Ｃ）＋（Ｄ）

項
　
目

合計（Ａ）＋（Ｂ）

項　　　　目

①維持管理運営費用　　   　　（Ｃ）

項
　
目

②自主事業による経費　　　　　（Ｄ）

収支予算書（公会堂）

１　総括表

項　　　　目

①指定管理料

②利用料金収入

③スポーツ教室等事業収入

④広告業務収入

小計（①＋②＋③＋④）　　 （Ａ）

⑤自主事業による収入　　　 　　（Ｂ）



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式３

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円 税込）

181,667

87,000

利用料金（団体・個人・付帯設備） 42,302

講堂（公会堂） 6,173

リハーサル室（公会堂） 1,485

1号会議室（公会堂） 1,746

2号会議室（公会堂） 747

和室（公会堂） 606

付帯設備（公会堂） 1,391

第1体育室
（スポーツセンター）

4,536

第2体育室
（スポーツセンター）

3,666

研修室
（スポーツセンター)

969

付帯設備
（スポーツセンター)

2,079

個人利用
（スポーツセンター）

1,717

トレーニング室
（スポーツセンター）

17,187

スポーツ教室（定期教室・当日受付教室）参加料 52,245

広告業務収入 120

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書（総括）

①指定管理料

③スポーツ教室等事業収入

④広告業務収入

②利用料金収入

項
　
　
　
　
目

２　指定管理・収入の部

合計（①＋②＋③＋④＋⑤）



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式３

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円 税込）

126,019

43,500

利用料金（団体・個人・付帯設備） 30,154

講堂（公会堂）

リハーサル室（公会堂）

1号会議室（公会堂）

2号会議室（公会堂）

和室（公会堂）

付帯設備（公会堂）

第1体育室
（スポーツセンター）

4,536

第2体育室
（スポーツセンター）

3,666

研修室
（スポーツセンター)

969

付帯設備
（スポーツセンター)

2,079

個人利用
（スポーツセンター）

1,717

トレーニング室
（スポーツセンター）

17,187

スポーツ教室（定期教室・当日受付教室）参加料 52,245

広告業務収入 120

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

項
　
　
　
　
目

③スポーツ教室等事業収入

④広告業務収入

収支予算書（スポーツセンター）

２　指定管理・収入の部

合計（①＋②＋③＋④＋⑤）

①指定管理料

②利用料金収入



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式３

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円 税込）

55,648

43,500

利用料金（団体・個人・付帯設備） 12,148

講堂（公会堂） 6,173

リハーサル室（公会堂） 1,485

1号会議室（公会堂） 1,746

2号会議室（公会堂） 747

和室（公会堂） 606

付帯設備（公会堂） 1,391

第1体育室
（スポーツセンター）

第2体育室
（スポーツセンター）

研修室
（スポーツセンター)

付帯設備
（スポーツセンター)

個人利用
（スポーツセンター）

トレーニング室
（スポーツセンター）

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

項
　
　
　
　
目

③スポーツ教室等事業収入

④広告業務収入

収支予算書（公会堂）

２　指定管理・収入の部

合計（①＋②＋③＋④＋⑤）

①指定管理料

②利用料金収入



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式４

積　算　内　訳
合計金額

（千円 税込）

184,481

人件費 常勤職員報酬・退職給付引当金・アルバイト賃金 58,824

修繕費 小破修繕等 4,320

設備管理費
総合管理業務、消防設備、温水ヒーター、エレベー
ター、自動ドア、運動器具点検、観覧席保守点検、自家
用電気設備

33,635

保安警備費 警備業務委託 196

備品購入費 事務備品、体育用具等 1,620

消耗品費 スポーツ教室用消耗品、事務用品・衛生用品等消耗雑材 4,215

外構・植栽管理費 樹木管理委託 378

廃棄物処理費 ルート回収費用、産業廃棄物処理費等 216

広報費 地域情報誌等施設のＰＲ 1,080

印刷製本費 教室参加者募集用・施設リーフレット等 1,080

光熱水費 電気代、水道代、ガス代 22,276

燃料費 停電時自家発電装置用燃料等 54

保険料 スポーツ教室安全保険、施設賠償保険 3,203

使用料・賃借料
トレーニング機器、スポーツ教室施設使用料、レンタル
ロッカー、コピー・FAX機、AED、会計システムライセン
ス、衛生用品、有線使用料等

8,061

委託料
集配金業務・保守、システム構築・保守、教室指導委
託、その他

18,996

謝金 スポーツ教室指導謝金、等 17,614

公租公課費 事業所税(資産割・従業員割)、印紙税等 1,719

旅費 事務局等への事務連絡等交通費 162

通信運搬費 電話料・インターネット通信料・切手代等 314

支払手数料 入金機集配手数料他・振込手数料等 454

会費及び負担金 地域行事への参加料　健康増進施設年会費等 98

租税公課費
売上に係かる仮受消費税等と仕入に係かる
仮払消費税等の差額分

5,966

収支予算書（総括）

※１　次の例を参考に記載してください。
　　人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など
※２　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

３　指定管理・支出の部

項
　
　
　
　
目

① 維持管理運営費用



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式４

積　算　内　訳
合計金額

（千円 税込）

103,792

人件費 常勤職員報酬・退職給付引当金・アルバイト賃金 29,412

修繕費 小破修繕等 2,160

設備管理費
総合管理業務、消防設備、温水ヒーター、エレベー
ター、自動ドア、運動器具点検、観覧席保守点検、自家
用電気設備

16,132

保安警備費 警備業務委託 98

備品購入費 事務備品、体育用具等 540

消耗品費 スポーツ教室用消耗品、事務用品・衛生用品等消耗雑材 2,444

外構・植栽管理費 樹木管理委託 189

廃棄物処理費 ルート回収費用、産業廃棄物処理費等 108

広報費 地域情報誌等施設のＰＲ 756

印刷製本費 教室参加者募集用・施設リーフレット等 540

光熱水費 電気代、水道代、ガス代 12,920

燃料費 停電時自家発電装置用燃料等 54

保険料 スポーツ教室安全保険、施設賠償保険 2,832

使用料・賃借料
トレーニング機器、スポーツ教室施設使用料、レンタル
ロッカー、コピー・FAX機、AED、会計システムライセン
ス、衛生用品、有線使用料等

7,682

委託料
集配金業務・保守、システム構築・保守、教室指導委
託、その他

5,108

謝金 スポーツ教室指導謝金 等 17,614

公租公課費 事業所税(資産割・従業員割)、印紙税等 997

旅費 事務局等への事務連絡等交通費 81

通信運搬費 電話料・インターネット通信料・切手代等 157

支払手数料 入金機集配手数料他・振込手数料等 319

会費及び負担金 地域行事への参加料　健康増進施設年会費等 49

租税公課費
売上に係かる仮受消費税等と仕入に係かる
仮払消費税等の差額分

3,600

収支予算書（スポーツセンター）

３　指定管理・支出の部

① 維持管理運営費用

項
　
　
　
　
目

※１　次の例を参考に記載してください。
　　人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など
※２　必要に応じて小区分を設定しても構いません。



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式４

積　算　内　訳
合計金額

（千円 税込）

80,689

人件費 常勤職員報酬・退職給付引当金・アルバイト賃金 29,412

修繕費 小破修繕等 2,160

設備管理費
総合管理業務、消防設備、温水ヒーター、エレベー
ター、自動ドア、運動器具点検、自家用電気設備

17,503

保安警備費 警備業務委託 98

備品購入費 事務備品、体育用具等 1,080

消耗品費 文化教室用消耗品、事務用品・衛生用品等消耗雑材 1,771

外構・植栽管理費 樹木管理委託 189

廃棄物処理費 ルート回収費用、産業廃棄物処理費等 108

広報費 324

印刷製本費 教室参加者募集用・施設リーフレット等 540

光熱水費 電気代、水道代、ガス代 9,356

燃料費 0

保険料 施設賠償保険 371

使用料・賃借料
スポーツ教室施設使用料、レンタルロッカー、コピー・
FAX機、AED、会計システムライセンス、衛生用品、有線
使用料等

379

委託料
集配金業務・保守、システム構築・保守、教室指導委
託、その他

13,889

謝金 0

公租公課費 事業所税(資産割・従業員割)、印紙税等 722

旅費 事務局等への事務連絡等交通費 81

通信運搬費 電話料・インターネット通信料・切手代等 157

支払手数料 入金機集配手数料他・振込手数料等 135

会費及び負担金 地域行事への参加料 49

租税公課費 2,365

収支予算書（公会堂）

３　指定管理・支出の部

① 維持管理運営費用

項
　
　
　
　
目

※１　次の例を参考に記載してください。
　　人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など
※２　必要に応じて小区分を設定しても構いません。



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式５

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円 税込）

28,969

自動販売機収入
自動販売機収入

4,501

物品等販売事業収入 体育用具等物品販売収入 1,731

レンタル事業収入 体育用具等レンタル事業収入 550

派遣指導収入 行政や地域団体からの依頼等による派遣指導 92

利用料金収入
（時間外）

貸館収入、個人利用収入 3,904

スポーツ教室等事業収入
（時間外）

時間外スポーツ教室参加料収入 4,249

施設の空きコマ活用事業収
入

公会堂空きコマ利用事業 13,942

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

項
　
　
　
　
目

収支予算書（総括）

４　自主事業・収入の部

⑤ 自主事業による収入



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式５

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円 税込）

13,693

自動販売機収入
自動販売機収入

3,281

物品等販売事業収入 体育用具等物品販売収入 1,731

レンタル事業収入 体育用具等レンタル事業収入 539

派遣指導収入 行政や地域団体からの依頼等による派遣指導 92

利用料金収入
（時間外）

貸館収入、個人利用収入 3,801

スポーツ教室等事業収入
（時間外）

時間外スポーツ教室参加料収入 4,249

施設の空きコマ活用事業収
入

0

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書（スポーツセンター）

４　自主事業・収入の部

⑤ 自主事業による収入

項
　
　
　
　
目



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式５

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円 税込）

15,276

自動販売機収入
自動販売機収入

1,220

物品等販売事業収入 0

レンタル事業収入 11

派遣指導収入 0

利用料金収入
（時間外）

103

スポーツ教室等事業収入
（時間外）

0

施設の空きコマ活用事業収
入

公会堂空きコマ利用事業 13,942

その他自主事業収入 0

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書（公会堂）

４　自主事業・収入の部

⑤ 自主事業による収入

項
　
　
　
　
目



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式６

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円 税込）

26,155

自動販売機支出 自動販売機電気料金、行政財産目的外使用料 624

物品等販売事業支出 体育用品等販売物品購入費 1,674

レンタル事業支出 レンタル物品等購入費 108

派遣指導支出 旅費交通費等 22

利用料金支出
（時間外）

時間外アルバイトスタッフ賃金、光熱水費、その他 7,317

スポーツ教室等事業支出
（時間外）

指導者謝金、傷害保険料、施設利用料、消耗品費等 3,687

施設の空きコマ活用事業支
出

指導者謝金、傷害保険料、施設利用料、消耗品費等 12,723

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書（総括）

５　自主事業・支出の部

② 自主事業による経費

項
　
　
　
　
目



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式６

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円 税込）

13,179

自動販売機支出 自動販売機電気料金、行政財産目的外使用料 371

物品等販売事業支出 体育用品等販売物品購入費 1,674

レンタル事業支出 レンタル物品等購入費 108

派遣指導支出 旅費交通費等 22

利用料金支出
（時間外）

時間外アルバイトスタッフ賃金、光熱水費、その他 7,317

スポーツ教室等事業支出
（時間外）

指導者謝金、傷害保険料、教室開催施設利用料、消耗品
費等

3,687

施設の空きコマ活用事業支
出

0

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書（スポーツセンター）

５　自主事業・支出の部

② 自主事業による経費

項
　
　
　
　
目



平成28年度　横浜市栄公会堂・栄スポーツセンター 様式６

内　　　　　　　　　訳
合計金額

（千円 税込）

12,976

自動販売機支出 自動販売機電気料金、行政財産目的外使用料 253

物品等販売事業支出

レンタル事業支出

派遣指導支出

利用料金支出
（時間外）

スポーツ教室等事業支出
（時間外）

施設の空きコマ活用事業支
出

指導者謝金、傷害保険料、施設利用料、消耗品費等 12,723

その他自主事業支出

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書（公会堂）

５　自主事業・支出の部

② 自主事業による経費

項
　
　
　
　
目
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