
　ア　「千歳市民文化センター・千歳市民ギャラリー」年間管理経費内訳書
消費税及び地方消費税を含む

名　　　称 H21年度募集（A） H26年度募集（B） 備　考

人　件　費 ### 48,921,445円

正職員 　　　　　　　  5名 ×年間基準額5,020,920円／年 = 25,104,600円 #### 25,104,600円

非常勤職員  7号俸 1名 ×年間平均額2,968,408円／年 = 2,968,408円 #### 2,968,408円

　　〃　　　　  3号俸 4名 ×年間平均額2,597,648円／年 = 10,390,592円 #### 10,390,592円

　　〃　　　　  １号俸2名 ×年間平均額2,424,617円／年 = 4,849,234円 #### 4,849,234円

臨時職員 　　　　　  3名 ×年間平均額1,869,537円／年 = 5,608,611円 #### 5,608,611円

旅　　費 ### 112,216円

普通旅費(ホール協議会、公文協議会参加、研修等) #### 34,045円

特別旅費(公文協議会総会・各部会) #### 78,171円

報　償　費 ### 8,866,283円

コンサート公演報賞金 #### 1,810,285円

演劇鑑賞会公演報賞金 #### 1,748,571円

バラエティー公演報賞金 #### 4,628,571円

人形劇公演報賞金 #### 41,142円

映画鑑賞会報賞金 #### 102,857円

体験教室報賞金 #### 102,857円

展示・絵画展報賞金 #### 432,000円

消耗品費 ### 2,361,871円

トイレットペーパー等(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 344,489円

事務用品等(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 302,914円

パソコン用消耗品 #### 155,520円

館内・舞台用品 #### 1,146,915円

新聞購入費(館内資料用) #### 33,870円

プラネタリウム用品 #### 90,164円

館内用品(ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 164,571円

自主事業用消耗品 #### 123,428円

燃　料　費 ### 1,802,017円

連絡・搬送車両用燃料(ガソリン) #### 77,021円

白灯油代(ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 1,704,906円

非常用発電機(重油・軽油代) 0円 20,089円

食　糧　費 ### 121,371円

公文協等飲物代 #### 4,114円

自主事業用(ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ) #### 117,257円

印刷製本費 ### 5,620,065円

事務用コピー代 #### 361,670円

文化センターだより印刷代 #### 3,188,160円

利用のしおり印刷代 #### 259,200円

申請書等印刷代 #### 115,745円

変更申請書印刷代 #### 127,542円

封筒印刷代(角2号、長3号) #### 69,120円

自主事業用(ﾎｽﾀｰ・ﾁﾗｼ等) #### 1,498,628円

光熱水費 ### 26,810,482円

#### 17,352,209円

ガス料金(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 8,154,708円

上・下水道料金(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 1,303,565円

施設・物品 ### 1,613,827円

修繕料 施設維持補修等(ｾﾝﾀｰ･ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 1,178,742円

物品修繕等(ｾﾝﾀｰ) #### 154,285円

プラネ修繕 #### 280,800円

通信運搬費 ### 756,039円

一般電話料(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 573,942円

宅配料・切手・ハガキ代 #### 85,165円

文書・チラシ・ﾎﾟｽﾀｰ発送代 #### 96,932円

内　容　及　び　内　訳 

電気料金(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ)



名　　　称 平成21年度募集 平成26年度募集 備　考

手　数　料 ### 1,611,605円

塵芥処理手数料(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ塵芥処理料) #### 425,828円

排水槽清掃手数料(ｾﾝﾀｰ) #### 831,600円

簡易水道手数料(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 16,457円

ボイラー等検査手数料(ｾﾝﾀｰ) #### 143,074円

その他委託料(クリーニング代) #### 39,744円

その他手数料(入場販売手数料) #### 103,062円

その他手数料(ピアノ調律手数料) #### 51,840円

その他保険料 ### 487,076円

ボイラー保険料(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 60,994円

賠償責任保険料(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) 0円 421,222円

ホールボランティア傷害保険料（ｾﾝﾀｰ）@300円×15人 0円 4,860円

委　託　料 ### 96,827,170円

清掃業務委託料(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 19,408,053円

警備業務委託料(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 10,653,120円

機械警備業務委託料(ｷｬﾞﾗﾘｰ) #### 502,718円

空調設備運転等保守業務委託(ｾﾝﾀｰ) #### 25,131,600円

空調設備運転等保守業務(ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 1,340,280円

舞台音響設備保守業務(ｾﾝﾀｰ) #### 928,800円

消防用設備機器保守業務(ｾﾝﾀｰ) #### 945,000円

自動ドア保守業務(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 582,120円

エレベーター保守業務(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 3,451,248円

防火シャッター保守業務(ｾﾝﾀｰ) #### 364,392円

舞台照明設備保守業務(ｾﾝﾀｰ) #### 1,256,040円

舞台吊物設備保守業務(ｾﾝﾀｰ) #### 775,440円

空調自動制御設備保守業務(ｾﾝﾀｰ) #### 691,200円

ピアノ保守業務(ｾﾝﾀｰ) #### 231,120円

移動ブラインド保守業務(ｾﾝﾀｰ) #### 100,440円

電気工作物等保安業務(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ) #### 1,068,163円

除排雪委託(ｾﾝﾀｰ) #### 1,028,571円

映写機保守業務 #### 514,123円

舞台等管理業務(ｾﾝﾀｰ) #### 26,006,214円

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ保守業務 #### 592,920円

車椅子用昇降機保守業務(ｾﾝﾀｰ) #### 207,360円

特殊建築物（建築設備）定期報告委託
　※H29年の特殊建築物（建築物）の報告は除く

0円 273,888円

冷房設備等保守業務(ｾﾝﾀｰ) #### 723,600円

地下タンク保守業務 #### 50,760円

その他委託料 ### 2,195,942円

文化センターだより配布業務 #### 2,125,440円

駐車場警備委託料 #### 70,502円

使用料及び ### 402,483円

賃借料 連絡・搬送用車両リース #### 272,160円

NHKテレビ受信料(ｾﾝﾀｰ・ｷﾞｬﾗﾘｰ分) #### 42,896円

自主事業(日本音楽協著作権使用料 #### 41,142円

自主事業(発電機使用料) #### 46,285円

原材料費 原材料費 ### 62,285円

負担金支出 ### 40,114円

北海道公立文化施設協議会負担金 #### 30,857円

会議・研修等負担金 #### 9,257円

合　計
①

### 198,612,291円

収入合計
②

使用料、自主事業収入 ### 28,224,000円

合　計
①-②

### 170,388,291円

内　容　及　び　内　訳
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