
令和 2年度                       令和 3年 3月 31日時点（所管は原則として最新） 

鹿沼市公共施設運営状況 個票 

Ⅰ ストック（施設基礎情報） 

施設 ID 163 施設分類 観光・産業系施設 細分類 産業系施設 

施設名 花木センター 
所管部局 経済部 

所管課 農政課 

所在地 茂呂 2086-1 地区名 北犬飼 財産区分 行政 運営方式 
指定管理者

（利用料金） 

設置 

目的 

 本市の農業振興の一環としてさつき等花木

類生産の近代化と流通機構の確立を図るとと

もに、森林の持つ機能を総合的に利用し、市

民に自然休養の場を提供し、もって心身の健

康増進に寄与する 

 

根拠 

法令等 
鹿沼市花木センター条例 

主な利用対象 市民 関係計画 - 

主な事業 

委託販売事業 

自主販売事業 

施設貸出事業 

総延べ床面積 6236.07㎡ 建物数 33 複合化状況 併設 

敷地面積 400000.00㎡ 土地保有状況 一部所有 避難所指定 × 

市 職 員 

配置状況 

正職員 
短時間 

再任用 

再任用 

フル 

会計年度任用職員 備考欄 

フル 

(保育士) 

パート 

（事務補助等） 

パート 

(保育士・保

健師) 

野外趣味活動施設と併設 

0人 0人 1人 0人 0人 0人 

用途指定区域 調整区域 建ぺい率 - 容積率 - 防火指定 - 

 

Ⅱ ストック（建物基礎情報） 

① 

建物名 地域農業管理施設（管理棟・事務所） 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 551.28㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 463.74㎡ 建築費・取得金額 97,048千円 耐震補強 - 

② 

建物名 地域資源総合管理施設(多目的温室） 建物保有状況 所有 主構造 S造 

建築面積 903.83㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 903.83㎡ 建築費・取得金額 216,770千円 耐震補強 - 

③ 

建物名 地域資源総合管理施設(育成温室） 建物保有状況 所有 主構造 S造 

建築面積 722.99㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 722.99㎡ 建築費・取得金額 46,350千円 耐震補強 - 

④ 

建物名 こどもの遊び場いちごっこ広場 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 653.12㎡ 竣工年 1991年 耐震診断 - 

延べ床面積 554.32㎡ 建築費・取得金額 85,969千円 耐震補強 - 
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鹿沼市公共施設運営状況 個票 

⑤ 

建物名 
林産物需要拡大施設(鹿沼特産物販売

所） 
建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 268.30㎡ 竣工年 1991年 耐震診断 - 

延べ床面積 268.30㎡ 建築費・取得金額 53,200千円 耐震補強 - 

⑥ 

建物名 集出荷場(セリ場） 建物保有状況 所有 主構造 S造 

建築面積 743.19㎡ 竣工年 1974年 耐震診断 未実施 

延べ床面積 743.19㎡ 建築費・取得金額 33,050千円 耐震補強 未実施 

⑦ 

建物名 農業研修所(旧管理棟） 建物保有状況 所有 主構造 RC造 

建築面積 208.32㎡ 竣工年 1974年 耐震診断 未実施 

延べ床面積 381.52㎡ 建築費・取得金額 53,730千円 耐震補強 未実施 

⑧ 

建物名 
鹿沼そば高付加価値化施設（そば加工

施設） 
建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 97.71㎡ 竣工年 1992年 耐震診断 - 

延べ床面積 81.15㎡ 建築費・取得金額 16,330千円 耐震補強 - 

⑨ 

建物名 茶室（鹿樹庵） 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 38.10㎡ 竣工年 1990年 耐震診断 - 

延べ床面積 30.85㎡ 建築費・取得金額 5,000千円 耐震補強 - 

⑩ 

建物名 トイレ 建物保有状況 所有 主構造 RC造 

建築面積 74.82㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 58.52㎡ 建築費・取得金額 25,440千円 耐震補強 - 

⑪ 

建物名 ベリーズカフェ 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 10.30㎡ 竣工年 2017年 耐震診断 - 

延べ床面積 8.28㎡ 建築費・取得金額 3,943千円 耐震補強 - 

⑫ 

建物名 展示場 1 建物保有状況 所有 主構造 S造 

建築面積 120.00㎡ 竣工年 2006年 耐震診断 - 

延べ床面積 120.00㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

⑬ 

建物名 展示場 2 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 99.37㎡ 竣工年 2006年 耐震診断 - 

延べ床面積 99.37㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

⑭ 

建物名 展示場３ 建物保有状況 所有 主構造 S造 

建築面積 135.00㎡ 竣工年 2006年 耐震診断 - 

延べ床面積 135.00㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

⑮ 

建物名 休憩所１（八角堂） 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 72.61㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 65.31㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

⑯ 

建物名 休憩所２ 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 58.96㎡ 竣工年 2006年 耐震診断 - 

延べ床面積 58.96㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

⑰ 

建物名 休憩所３ 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 49.75㎡ 竣工年 2006年 耐震診断 - 

延べ床面積 49.75㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 
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⑱ 

建物名 飲食店 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 21.87㎡ 竣工年 2006年 耐震診断 - 

延べ床面積 21.87㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

⑲ 

建物名 倉庫１ 建物保有状況 所有 主構造 軽量 S造 

建築面積 37.26㎡ 竣工年 1974年 耐震診断 - 

延べ床面積 37.26㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

⑳ 

建物名 倉庫２ 建物保有状況 所有 主構造 軽量 S造 

建築面積 132.50㎡ 竣工年 1974年 耐震診断 - 

延べ床面積 265.00㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

㉑ 

建物名 倉庫３ 建物保有状況 所有 主構造 軽量 S造 

建築面積 92.74㎡ 竣工年 1974年 耐震診断 - 

延べ床面積 92.74㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

㉒ 

建物名 倉庫４ 建物保有状況 所有 主構造 S造 

建築面積 109.20㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 109.20㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

㉓ 

建物名 倉庫５ 建物保有状況 所有 主構造 S造 

建築面積 90.72㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 90.72㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

㉔ 

建物名 倉庫 6 建物保有状況 所有 主構造 軽量 S造 

建築面積 32.40㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 32.40㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

㉕ 

建物名 倉庫 7 建物保有状況 所有 主構造 S造 

建築面積 162.0㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 279.45㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

㉖ 

建物名 倉庫 8 建物保有状況 所有 主構造 軽量 S造 

建築面積 174.96㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 174.96㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

㉗ 

建物名 大屋根 建物保有状況 所有 主構造 S造 

建築面積 247.5㎡ 竣工年 2012年 耐震診断 - 

延べ床面積 247.5㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

㉘ 

建物名 四阿１ 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 7.45㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 7.45㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

㉙ 

建物名 四阿 2 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 12.25㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 12.25㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

㉚ 

建物名 四阿 3 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 9.93㎡ 竣工年 1994年 耐震診断 - 

延べ床面積 9.93㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 
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㉛ 

建物名 避難小屋 建物保有状況 所有 主構造 軽量 S造 

建築面積 13.24㎡ 竣工年 1976年 耐震診断 - 

延べ床面積 13.24㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

㉜ 

建物名 ポンプ小屋 建物保有状況 所有 主構造 RC造 

建築面積 3.24㎡ 竣工年 1976年 耐震診断 - 

延べ床面積 3.24㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

㉝ 

建物名 店舗 建物保有状況 所有 主構造 木造 

建築面積 108.68㎡ 竣工年 1973年 耐震診断 - 

延べ床面積 93.78㎡ 建築費・取得金額 不明千円 耐震補強 - 

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物 

      「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物 

      「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物 

      「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物 

      「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物 

 耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物 

      「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物 

      「実施済」：耐震補強が実施済の建物 

      「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物 
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施設 ID 163 施設分類 観光・産業系施設 細分類 産業系施設 

施設名 花木センター 

所管部

局 
経済部 

所管課 農政課 

 

Ⅲ コスト                          （単位：円） 会計区分 普通 

施設維持管理費 事業運営費 

歳出 歳入 歳出 歳入 

人件費※ 2,430,500 使 用 料    0 人件費※ 2,430,500 国県支出金    0 

燃 料 費    0 国県支出金    0 事業経費    0 そ の 他    0 

光熱水費    0 そ の 他    0 

    

修 繕 費    0 

  

火災保険料 152,139 

建物管理委託料    0 

指定管理委託料 96,200,000 

使用料及び賃借料 1,118,427 

負 担 金    0 

そ の 他    0 

小計 99,901,066 小計    0 小計 2,430,500 小計    0 

※常駐職員の人件費総額を施設維持管理費と事業運営費で 1/2で按分。 

 

Ⅳ サービス（その他用） 

 項目名 数値 備考 

評価指標① センターの年間入場者 263,470人      

 

■分析 

項目 金額 

偏差値・順位 

全体 

施設分類別 細分類別 

観光・産業

系施設 
産業系施設 

共
通 

延べ床面積当たり総コスト 16,410円 
48.91 51.54 51.54 

88／317 4／20 4／20 

延べ床面積当たり維持管理費 16,020円 
49.86 53.13 53.13 

66／317 4／20 4／20 

そ
の
他 

① 

センターの年間入場者 1 人当

たり総コスト 
388円 

【備考】 

     

センターの年間入場者 1 人当

たり維持管理費 
379円 

 


