指定管理者制度導入施設一覧（令和４年４月）
№

①施設名称

1 栃木市栃木第六地区コミュニティセンター
2 栃木市斎場
3 栃木市大平地域福祉センター（ふるさとふれあい館）
4 栃木市藤岡地域活動支援センター
5 栃木市都賀地域活動支援センター
6 栃木市老人福祉センター 長寿園
7 栃木市老人福祉センター 泉寿園
8 栃木市老人福祉センター 福寿園
9 栃木市大平健康福祉センター（ゆうゆうプラザ）
10 栃木市渡良瀬の里
11 栃木市北部健康福祉センター（ゆったり～な）
12 栃木市西方ふれあいプラザ
13 栃木市岩舟健康福祉センター（遊楽々館）
14 栃木地区急患センター
15 栃木市いまいずみ児童館
16 栃木市そのべ児童館
17 栃木市大平児童館
18 栃木市勤労者総合福祉センター
19 栃木市栃木勤労青少年ホーム
20 栃木市大平勤労青少年ホーム
21 栃木市勤労者体育センター
22 とちぎ山車会館
23 とちぎ蔵の街観光館
24 倭町駐車場
25 栃木市観光情報物産館
26 栃木市出流ふれあいの森

②施設住所
施設電話番号
栃木市薗部町2丁目14-9
0282-22-0333
栃木市平井町338
0282-23-5245
栃木市大平町真弓1396
0282-43-0294
栃木市藤岡町都賀390-13
0282-62-1660
栃木市都賀町家中2357-15
0282-28-0252
栃木市薗部町2丁目14-9
0282-22-0333
栃木市今泉町1丁目2-7
0282-27-3818
栃木市千塚町210
0282-31-3666
栃木市大平町西野田666-1
0282-45-2601
栃木市藤岡町赤麻502-1
0282-62-1635
栃木市西方町本城２番地１
0282-25-7444
栃木市西方町元1600-1
0282-92-0800
栃木市岩舟町三谷1038-1
0282-54-3331
栃木市境町27-15
0282-22-8699
栃木市今泉町1丁目2-7
0282-27-5322
栃木市薗部町2丁目14-9
0282-20-6231
栃木市大平町蔵井2007-1
0282-43-2350
栃木市今泉町1丁目2-7
0282-27-7140
栃木市日ノ出町14-36
0282-22-3113
栃木市大平町蔵井2002-1
0282-43-5191
栃木市日ノ出町14-36
0282-22-4452
栃木市万町3-23
0282-25-3100
栃木市万町4-1
0282-25-0560
栃木市倭町13-1
0282-25-2356
栃木市倭町13番2号
0282-25-7411
栃木市出流町417
0282-31-0810

③指定管理者

④選定方法 ⑤指定期間 ⑥指定開始年月日 ⑦指定満了年月日

⑧部局等

⑨所管課

⑩電話番号

公募

５年

平成31年4月1日 令和6年3月31日 地域振興部

地域政策課

0282-21-2331

宮本工業所・五輪グループ

公募外

1.5年

令和4年4月1日

令和5年9月30日 生活環境部

環境課

0282-21-2420

（福）栃木市社会福祉協議会

公募外

３年

令和4年4月1日

令和7年3月31日

福祉総務課

0282-21-2201

（福）栃木市社会福祉協議会

公募外

３年

令和4年4月1日

令和7年3月31日

（福）栃木市社会福祉協議会

公募外

３年

令和4年4月1日

令和7年3月31日

（福）栃木市社会福祉協議会

公募

５年

平成31年4月1日 令和6年3月31日

株式会社 メディカルフィットネスとちの木

公募

５年

平成31年4月1日 令和6年3月31日

（福）栃木市社会福祉協議会

公募

５年

平成31年4月1日 令和6年3月31日

いすゞビルメンテナンス（株）

公募外
（自動更新）

５年

令和2年4月1日

（株）メディカルフィットネスとちの木

公募外
（自動更新）

（株）フクシ・エンタープライズ
（福）栃木市社会福祉協議会

（福）栃木市社会福祉協議会

障がい福祉課 0282-21-2205

高齢介護課

0282-21-2242

令和7年3月31日

健康増進課

0282-25-3512

５年

平成30年4月1日 令和5年3月31日

高齢介護課

0282-21-2249

公募

５年

令和2年4月1日

令和7年3月31日

健康増進課

0282-25-3512

公募外

３年

令和2年4月1日

令和5年3月31日

高齢介護課

0282-21-2241

公募

５年

令和3年4月1日

令和8年3月31日

公募外

３年

令和2年4月1日

令和5年3月31日

株式会社 メディカルフィットネスとちの木

公募

５年

平成31年4月1日 令和6年3月31日

（福）栃木市社会福祉協議会

公募

５年

平成31年4月1日 令和6年3月31日 こども未来部 子育て支援課 0282-21-2165

宮ビルサービス(株)・ (株) 日本理化シェ
アードソリューションズ 共同事業体
（一社）下都賀郡市医師会

保健福祉部

健康増進課 0282-25-3512

公募

５年

令和4年4月1日

令和9年3月31日

公募外
（優良更新）

３年

令和3年4月1日

令和6年3月31日

公募

５年

令和3年4月1日

令和8年3月31日

公募

５年

令和3年4月1日

令和8年3月31日

公募

５年

令和3年4月1日

令和8年3月31日

（一社）栃木市観光協会

公募外

３年

令和3年4月1日

令和6年3月31日

（一社）栃木市観光協会

公募外

３年

令和3年4月1日

令和6年3月31日

（学）しずわでら学園
シダックス大新東ヒューマンサービス（株）
環境整備・いすゞビルメンテナンス共同企業
体
環境整備・いすゞビルメンテナンス共同企業
体
環境整備・いすゞビルメンテナンス共同企業
体

商工振興課

0282-21-2371

0282-21-2374

観光振興課
（一社）栃木市観光協会

公募外

３年

令和3年4月1日

令和6年3月31日

公募

５年

平成31年4月1日 令和6年3月31日

公募外
（優良更新）

３年

令和3年4月1日

産業振興部
（株）ファーマーズ・フォレスト
みかも森林組合

令和6年3月31日

0282-21-2509

農林整備課

0282-21-2386
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産業振興部

指定管理者制度導入施設一覧（令和４年４月）
№

①施設名称

27 栃木市大平まちづくり交流センター（プラッツおおひら）
28 道の駅みかも
29 道の駅にしかた
30 栃木市岩舟農村環境改善センター
31 栃木市いわふねフルーツパークセンター
32 栃木市総合運動公園
33 栃木市営住宅及び栃木市特定公共賃貸住宅
34 栃木市栃木図書館
35 栃木市大平図書館
36 栃木市藤岡図書館
37 栃木市都賀図書館
38 栃木市図書館西方館
39 栃木市図書館岩舟館
40 栃木市栃木文化会館
41 栃木市大平文化会館
42 栃木市藤岡文化会館
43 栃木市岩舟文化会館（コスモスホール）

②施設住所
施設電話番号
栃木市大平町富田558-11
0282-43-0388
栃木市藤岡町大田和678
0282-62-0990
栃木市西方町元369-1
0282-92-0990
栃木市岩舟町下津原1572-1
0282-55-7787
栃木市岩舟町下津原1587
0282-55-5008
栃木市川原田町760
0282-23-2523
―
栃木市旭町12-2
0282-22-3542
栃木市大平町蔵井2026-6
0282-43-5234
栃木市藤岡町藤岡816-4
0282-62-4889
栃木市都賀町原宿535
0282-28-0806
栃木市西方町本城1
0282-92-2512
栃木市岩舟町静2292-1
0282-54-1900
栃木市旭町12-16
0282-23-5678
栃木市大平町蔵井2001-3
0282-43-5232
栃木市藤岡町藤岡810
0282-62-4351
栃木市岩舟町静2303
0282-55-7055

③指定管理者

④選定方法 ⑤指定期間 ⑥指定開始年月日 ⑦指定満了年月日

公募

５年

平成30年4月1日 令和5年3月31日

公募外
（自動更新）

５年

令和2年4月1日

公募

５年

平成31年4月1日 令和6年3月31日

（株）観光農園いわふね

公募外

３年

令和3年4月1日

令和6年3月31日

（株）観光農園いわふね

公募外

３年

令和3年4月1日

令和6年3月31日

公募外
（自動更新）

５年

平成31年4月1日 令和6年3月31日

（一社）宅建とちぎ公営住宅管理センター

公募

５年

山本有三記念会＝ヴィアックス共同事業体

公募

５年

（株）大高商事
道の駅みかも再生プロジェクトグループ
（株）ニックス

（株）メディカルフィットネスとちの木

⑧部局等

⑨所管課

⑩電話番号

商工振興課

0282-21-2371

農業振興課

0282-21-2382

公園緑地課

0282-21-2414

平成31年4月1日 令和6年3月31日

建築住宅課

0282-21-2451

平成31年4月1日 令和6年3月31日

生涯学習課

0282-21-2492

文化課

0282-21-2495

令和7年3月31日

都市建設部

教育委員会事
務局

（株）ケイミックスパブリックビジネス

公募

５年

平成31年4月1日 令和6年3月31日

※ （特非）：特定非営利活動法人、（福）：社会福祉法人、（株）：株式会社、（公社）：公益社団法人、（学）学校法人、（一社）：一般社団法人
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