
第１号議案 ２０１９年度事業報告(案)及び収支決算(案)承認について 

２０１９年度事業報告書 （2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日） 

１、 委託事業 

（１） 体験受入事務業務委託 

      倉吉市体験型教育旅行誘致協議会より体験の受け入れ業務全般のサポートと事務処

理業務を受託しました。2019年度の受入れ実績は関西方面中学校修学旅行受入れが 10件、 

一般の自然体験 1件、インバウンド－台湾・中国の中学・高等学校研修旅行の受入れが 5件、

インバウンド観光 3件、倉吉市交流事業民泊 1件でした。 

体験旅行及び自然体験受入れ実績（2019 年度） 

修学旅行受入 

5 月 15～16 日 大阪市立巽中学校 修学旅行 生徒 95名   

5 月 16～17 日 大阪市立田島中学校 修学旅行 生徒 53名  

5 月 22～23日 島本第一中学校 修学旅行 生徒 119 名  

5 月 23～24 日 大阪市立大正中央中学校 修学旅行 生徒 77名 

5 月 29～30 日 松原市立松原第 3 中学校 修学旅行 生徒 155 名 

6 月 5 日～6 日 大阪市立大正西中学校 修学旅行 生徒 92 名 

6 月 6 日～7 日 松原市立松原中学校 修学旅行 生徒 158 名 

6 月 9 日～10 日 羽曳野市立峰塚中学校 修学旅行 生徒 178 名 

6 月 12 日～13 日 松原市立松原第 6 中学校 修学旅行 生徒 129 名 

7 月 12 日～13 日 大阪国際大和田中学校 修学旅行 生徒 81 名 

    一般自然体験 

7 月 17 日 JA 関係 新人研修 2 名 

8 月 20～22 日 倉吉市松戸市交流事業 交流体験 26 名 

インバウンド－台湾・中国の中学校、高校研修旅行受入  

8 月 1～3 日 深浅知了修学団 国際交流研修 生徒 34 名  

12 月 10～11 日 台中市立沙鹿工業高等中学 国際交流研修 生徒 10 名 

1 月 14～15 日 湘郡未来実験学校 国際交流研修 生徒 26 名 

1 月 15～16 日 麓山国際中学校 国際交流研修 生徒 44 名 

1 月 16～17 日 帰大高新学校他 国際交流研修 生徒 21 名 

    インバウンド一般観光受入れ 

5 月 25～27 日 中国一般観光客 観光 4 名 

6 月 29～30 日 中国教員視察 視察研修 10 名 

12 月 2～3 日 中国旅行会社民泊 観光 2 名 

12月 22～23 日 中国村走りイベント旅行 観光 31 名 

 （２）倉吉市関金都市交流センター窓口業務 

     倉吉市せきがね湯命館及び関金都市交流センターの指定管理事業者である「有限責任事 

業組合白金の湯」より委託を受け、都市交流センターの窓口受付業務を行いました。 

また、交流センター入口には関金観光案内所を設置し、観光案内も開始しました。 
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◆ 窓口対応業務 

・観光窓口案内、電話対応 

（観光案内用電話設置は次年度以降、今年度は湯命館への問い合わせに対応） 

・倉吉観光 MICE協会、関金宿泊施設、関金公民館との連携 

・観光サイトへの対応 

・倉吉市、中部地区イベント情報の発信 

・交流センター、ホールの利用受付と対応 

◆ 月別問い合わせ件数 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11 月 12月 1 月 2 月 3 月 

窓 口  73 51 54 45 72 42 39 34 29 31 30 

電 話  5 2 3 2 2 3 2 3 0 1 4 

合 計  78 53 57 47 74 45 41 37 29 32 34 

 

２、 補助事業 

（１） せきがねつつじ温泉まつり （倉吉市関金温泉まつり開催費補助金） 

        今年度は『せきがねつつじ温泉まつり』のメインテーマを｢つつじ｣｢温泉｣とし、祭り

を｢つつじの咲き誇る亀井公園の景色｣、｢昔から湯治場として、人々の体を癒してきた

泉質のすばらしさ」「南総里見八犬伝のモデルとなった里見忠義公終焉の地関金の歴史」

を県内外の観光客や近隣住民に知ってもらうためのイベントと位置づけ実施しました。 

残念ながら、今年は 4月以降天候に恵まれず、本祭り当日も生憎の雨となりましたが、

その中でも傘をさしながら温泉街をそぞろ歩き、ゲームを楽しむ観光客の姿が多く見受

けられました。 

◆実施期間 平成 31年 3月 31日～4月 14日 13日 

◆事業内容 

１）提灯の点灯（3月 31日～5 月 6日 18:00～22:00） 

        つつじの咲く期間に合わせてえぐいも通りと亀井公園に提灯を約 180 個設置し、

幻想的な雰囲気の中で地元住民・観光客に花見を楽しんでもらいました。 

２) せきがねつつじ温泉まつり WEEK企画（4月 6日～13日） 

①せきがね紙あかり－竹燈籠/八犬士人形 

        えぐいも公園～地蔵院に竹灯篭を置き、提灯と合わせ温泉街をライトアップし

ました。今年は鴨川中学校 2 年生の皆さんに竹灯篭の作成に協力を頂きました。

また、地蔵院・神社・旅館前など 7箇所には紙あかり人形の八犬士を設置して「南

総里見八犬伝」の町『関金』を PRしました。                         

②週末屋台  

        実施期間 平成 31年 4月 6日（土）・13日（土）17：00～20：30   

        会場   関金宿延命茶屋足湯周辺及び関金都市交流センター   紙あかり八犬士 

地元住民・観光客の交流の場として復活した週末酒場を今年は 

場所を移動して開催しました。6日・14日の 2日間は宿泊応援と 

して素泊まり 3,000円/1人を実施しました。                
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③温泉旅館地元事業者持ち回り企画 

         せきがね紙あかりの開催期間に合わせ、各旅館事業所が持ち回りでお楽しみ 

イベントを開催し、まつり WEEKの盛り上げに一役担いました。 

日時 実施施設 実施内容 

6 日（土） 鳥飼旅館 ゲーム/カレー・唐揚げ・おでん・コーヒーの提供 

7 日（日） 四季の郷 生ビール or ソフトドリンク+唐揚げセット/入浴 

8 日（月） 一心 焼き鳥+生ビールセット 

9 日（火） 湯命館 椅子ヨガ教室開催 

10 日（水） グリーンスコーレ ガラポン抽選 

11 日（木） 湯楽里 足つぼマッサージ 

12 日（金） 宝製菓 クロワッサン+コーヒーorカップソフトのセット 

３）本祭（4月 14 日 10:00～15:00）会場 関金温泉街一帯 

①屋台出店、遊び場コーナー                   

・地元各団体による飲食屋台を出店しました。 

・地元の竹細工クラブの協力で遊び場体験コーナーを開設。 

・鳥取看護大学の協力で「まちの保健室」を開設。      

②関所ゲーム 

・関金温泉街周辺に点在する各ブース（関所）を巡りながらゲームを行い、獲得し

た得点に応じて、ガラポンに挑戦、商品をを獲得する毎年恒例好評の関所ゲームを

実施しました。今年は本部を都市交流センター内の体験コーナーに設置しました。 

・昨年に引き続き各関所ブースを鴨川中学校生徒会・鳥取農業大学生・地元企業に

担当していただき、地域全体で祭りを盛り上げました。 

                   

 

 

 

まつり開催・関所ゲームの様子 

③関金温泉旅館の温泉入浴無料開放 

・関金温泉旅館組合加盟旅館で実施 

 

（２）倉吉里見時代行列 

実施日：２０１９年９月１日（日）１０:００～１５：００ 

    里見まつりを倉吉市の広域的なまつりとして定着し、倉吉市中心市街地から関金

へと続く魅力の創出に繋がることを願い里見時代行列を行いました。  

大岳院ではオープニングセレモニーとして、打吹童子ばやしの皆さんに太鼓の演奏

を、倉吉剣道クラブの方々に立会い稽古を披露いただきました。法要の儀の後、行列

の露払いを務める剣道クラブの皆さんを先頭に、里見忠義公、伏姫、忠臣八犬士が赤

瓦周辺を豊田家まで練り歩きました。今年は、堀江能登守役を中部総合事務所長吉川

寿明氏に務めていただきました。  
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行列の途中の赤瓦周辺2箇所での玉梓との迫真の格闘シーンは劇団オークスさんに

ご指導いただきました。今年は元帥酒造前の鏡開きは、倉吉市長、倉吉商工会議所会

頭、成徳地区自治公民館長佐伯氏にもご参加いただき、観光客、地元の方々へ清酒「八

賢士」を振舞いました。また、今年7月に新しくオープンした打吹回廊オープンへも

立ち寄りました。豊田家からはバスで移動し、倉吉市西の北野神社を参拝、地元の氏

子の方々との交流を深めました。午後は、湯命館前で記念撮影後、バスで旧山守小学

校に行き昼食・休憩を取り、せきがね里見まつり開会式に参加して子供歌舞伎の前座

として花を添えました。  

 

 

 

 

大岳院法要    八犬士と玉梓格闘シーン   元帥酒造前鏡開き      打吹回廊 

 

（３）大山詣で縁の地・湯の郷関金満喫体験 （伯耆国「大山開山１３００年祭」協働・連携事業） 

     関金の魅力を満喫することができる体験ツアーを企画しました。ツアーは SNS などの情報

発信を条件とするモニターツアーとし、県外へ向けて大山東エリアの魅力の発信を図りました。

周辺圏域に向けては、雅楽演奏会を通して、関金の自然と温泉を再体験し、日本古来の文化に触

れ、地域のすばらしさを知る機会を提供しました。 

 実施日：令和元年 11月 2日（土）～11月 3日（日） 

参加者：関金ツアー参加者：7名 

周辺圏域雅楽演奏会参加者：142名 

実施場所：関金地域周辺及び関金都市交流センター 

① 湯の郷関金満喫体験ツアーの旅 

  【１日目】倉吉駅集合 

・農業体験～わさび田体験 

・廃線跡ウォーキング 

・雅楽演奏会～日本古来の文化に触れる 

地域資源「竹」を使った舞台の演出と日本古来の伝統音楽「雅楽」を楽しみました。 

・鳥取県指定保護文化財鳥飼家住宅を会場にした、地元の特産・食材を使ったイタリ

ア料理の夕食会 

・湯楽里宿泊-関金温泉 

 

 【２日目】 

・延命地蔵が有名な地蔵院で座禅を体験 

・関金宿延命茶屋にて足湯で朝食体験 

・農業体験～白ねぎ収穫と試食体験 

・倉吉市白壁土蔵群をガイドの解説つきで散策後、倉吉駅にて解散 
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② 白金の湯せきがね 雅楽演奏会 

    雅楽演奏会では竹・竹林を地域資源の一つとして位置付け、竹を使った舞台演出を行 

いました。また、演奏会チケットに湯命館の入浴券をセットすることで、関金を温泉と竹

林に恵まれた町としてＰＲしました。 

 

 

 

体験ツアーと雅楽演奏会の様子 

 

    （４）星空保全地域振興事業 

      現在、関金町では様々な体験プログラムがあり、倉吉市体験型教育旅行誘致協議会と協

力し、農家民泊を取り入れた関西圏小中学校の修学旅行・自然体験も数多く誘致しています。

ただ、修学旅行以外の個人旅行の誘客はまだ少なく、近隣周辺を訪ねる観光客の通過地とな

っているのが現状です。今後、一般の観光客に向けても通過型から滞在型の観光への転換を

計り、関金を目的地の宿泊を伴う観光客を誘客する為に、既存の体験プログラム＋αとなる

「星空を活用した体験プログラム」の構築を目指します。今年度はその準備段階として、以

下の２つの内容に取り組みました。 

①  星空活用観光ビジネス先進地長野県阿智村を視察 

星空活用観光ビジネスの参考として、全国星空継続観察で「星の観察に適していた場
所」一位に認定された長野県阿智村にて、この星空を地域活性、観光活性に活かした「天
空の楽園星空ナイトツアー」等を考案、運営しているスタービレッジ阿智誘客促進協議
会を訪問し、協議会の立ち上げから企画立案、設立資金、運営組織体制、運転資金、広
告宣伝などについて視察しました。 

【視察研修日時、場所】 

令和 2 年 1 月１７・１８日  長野県下伊那郡阿智村周辺     

【視察施設・内容等】    

・昼神温泉 昼神グランホテル天心 内プラネタリウム 

星空ツアーの BASEとなる昼神温泉郷の旗艦旅館内にある、営業時間外のラウンジスペー

スを使用した簡易プラネタリウム上映会に参加。 

・ヘブンズ そのはら 天空の楽園 winter night tour 

冬季限定のプロジェクションマッピングやライティング等の演出を凝らした星空ツアー

へ参加。 

・SHOP＆CAFÉ  昼神キヲスク 

 星空ツアー施設内の趣向を凝らした物販・飲食施設を散策。 

・カフェ レストバー ACHI BASE  

星空ツアー終了後の温泉街にて立ち寄り処としての機能を担う、観光案内所併設の星空を

テーマとしたプロジェクションマッピングや星空解説 showのある飲食店を視察。 

・株式会社 阿智昼神観光局 

日本一の星空阿智村のブランドの発案・仕掛け人(株)阿智昼神観光局 松下仁氏との対談

と質疑応答。                
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②  星空視察報告と星空活用学習会の開催 

       ・当初の計画では視察報告会を兼ねた関金地区星空スポットを紹介する学習会を3月8日
に開催予定でしたが、2月以降の新型コロナウイルス感染症の情勢を鑑み、報告学習会
は中止としました。 

・報告会に代わり、補助金で購入した機材等で撮影した写真を使い作成したせきがねの
星空写真のタペストリーを、3月10日～3月の22日までの期間、せきがね湯命館ロビーに
て展示し、関金の星空をPRしました。 

ロビー展示の様子→ 

３、 自主事業 

（１）甲冑の貸し出し 

観光振興を目的に、甲冑（手作り甲冑教室作成）の貸し出しを行いました。 

貸出協力：手ぬぐい工房 らっぷ 

 

（２）夏の縁日 

    湯命館の集客と観光の振興を目的に夏の帰省客が多い時期に、湯命館ロビーを使いお楽し

み縁日を開催しました。 

開催日時： 8月 10 日、11日 14時～20時 30分 

 場  所： 湯命館ロビー 

 内  容： 飲食ーかきごおり、綿菓子、とうもろこし、キラキラジュース 

     ゲー ム： 輪投げ・スーパーボール・金魚すくい 

           カブトムシ(虫かご販売)    

 

（３）その他事業 

      「株式会社チュウブ」「特定非営利活動法人未来」の地元2団体と共同で設立した、「有限

責任事業組合白金の湯」の一員として、4月から倉吉市「せきがね湯命館及び都市交流セン

ター」の管理運営を行いました。 

① 年間利用状況：入浴者延人数：約9,1万人、食堂来店延人数：約2,8万人 

② 清掃部門  ：リニューアルオープン前に専門業者による館内の徹底清掃を実施。 

            毎週月曜日を休館日とし、全浴槽の湯の入れ替えと清掃を行い、温泉の衛生管

理を徹底。 

       年間を通して、施設の清掃作業・周辺の樹木の剪定作業・花壇の手入れ作業 

③ 販売促進部門：各種温泉入浴セットプランの実施 

       （平日限定プラン、個室プラン、忘新年会プラン、歓送迎会プラン等） 

送迎用車両の購入 

④ 都市交流センター：入口事務所に観光案内窓口を設置（NPO養生の郷への委託） 

⑤ その他地域の交流・健康の拠点施設として 

 ・温泉を活用した健康プログラムの実施（R1.10～） 

       ヨガ、フラダンス、太極拳を組み合わせた健康教室（NPO法人未来主催） 

     ・夏の縁日（8月11，12日：養生の郷主催、協働） 

     ・新春もちつき大会    etc. 
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４、会 議 

（１） 総会 

平２０１９年６月１５日（土）せきがね湯命館２Fイベントルーム 

（参加人数：25名・委任：22名） 

（２）理事会 

第1回理事会 2019年 5月16日 関金支所分庁舎２F 

第2回理事会 2018年 7月24日 関金都市交流センター 

第3回理事会 2018年 8月21日 関金都市交流センター 

第4回理事会 2019年 9月25日 関金都市交流センター 

第5回理事会 2019年 10月23日 関金都市交流センター 

第6回理事会 2019年 11月28日 関金湯命館個室  

第7回理事会 2020年 2月12日 関金都市交流センター 

 

（３）三役会議、企画会議 

7回/年 開催  参加者：理事長、副理事長、企画担当理事、事務局等 
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 第２号議案 ２０２０年度事業計画（案）及び 収支予算（案）承認について 

（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日） 

１、 委託事業 

（１） 体験受入事務業務委託 

倉吉市体験型教育旅行誘致協議会では、倉吉市での自然体験、自然体験や農業体験をす

る修学旅行の受入れや民泊の受入れを行っています。今年度はコロナ感染症の拡大により

例年春に受け入れてきた修学旅行の民泊は秋以降になる予定です。関西方面より８校の修

学旅行を受入れます。養生の郷では、実際の受入れ現場での補助とこれらの事務を受託し

ます。 

 

（２） 倉吉市関金都市交流センター窓口業務委託 

     倉吉市せきがね湯命館及び関金都市交流センターの指定管理事業者である「有限責任

事業組合白金の湯」より、都市交流センターの窓口業務を受託します。 

   業務内容 ①都市交流センターの予約受付、使用時対応 

        ②交流センター観光案内所業務 

        ③観光案内専用電話の対応（今年度より新規にスタート） 

        ④倉吉観光マイス協会企画「旧国鉄倉吉線廃線跡を巡る聴き旅」機器の貸出 

                    （今年度より新規にスタート） 

２、 補助事業 

（１） 星空保全地域振興事業（鳥取県星空保全地域振興事業補助金） 

      前年度にスタートした『廃線トンネルプラネタリウムツアー』プログラムの造成を目

指します。今年は集客を伴うイベント、モニターツアー等の実施は自粛し、プログラム

造成委員会内での準備、検討の期間とします。 

事業内容 ①県から移動プラネタリウム機材を借り受け、廃線トンネル内の投影状況の

確認 

     ②投影ソフトウェアの内容の検討 

     ③開発事業者の選定       etc. 

   

（２） ホームページのリニューアル（とっとり SDGs推進補助金） 

新規にスタートした都市交流センター窓口業務等を受けて、養生の郷のホームページ

をリニューアルします。 

事業内容 ①総会後ホームページ作成委員の決定 

     ②事業内容、ホームページ掲載内容の整理。 

     ③ホームページの作成事業者選定、依頼。 

     ④9月頃をめどに新しいホームぺージの立ち上げ 

          ※新しいホームページの立ち上げまで湯命館 HP,養生の郷 facebookにて 

情報の発信を行います。 

◆今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大の為、恒例の「せきがねつつじ温泉まつり」「倉吉里

見時代行列」の開催を中止と致します。 
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３、 自主事業 

（１）亀井公園・えぐいも通りの提灯点灯（せきがねつつじ温泉まつり中止のため） 

      今年度はコロナウイルス感染症拡大防止の為『せきがねつつじ温泉まつり』を中止とし、 

提灯の点灯のみを自主事業として例年通り実施します。 提灯の点灯期間―3/29～5/6  

 

（２）甲冑貸出 

観光振興を目的に、甲冑（手作り甲冑教室作成）を一般の方に貸出します。 

貸出窓口：手ぬぐい工房 らっぷ 

 

（３）薬 膳 

    薬膳は難しい、美味しくないというイメージを払拭し、美味しく健康的な食べ方としての

薬膳料理を提案します。日々の食事、普段の食材に薬膳の考え方を取り入れたレシピを紹介

し、地元の方々の薬膳への関心を広める活動に取り組みます。 

   事業内容 「美味しい薬膳料理の楽しみ方」講習会の開催 

        時期：２０２０年秋 

        場所：薬膳食堂めぐり 

        対象：養生の郷会員＆関金近在住民 

    従来の薬膳のイメージを払拭する薬膳の導入部分をわかりやすく解説します。また、普段

食べている食材を使った薬膳料理を、楽しく解説を交えて食べながら薬膳の美味しさを知っ

て頂きます。 

 ※新型コロナ感染症の情勢によっては開催を次年度に持ち越すこともあります。 

 

  （４）レンタサイクル事業 

 関金の短期～中期の滞在型温泉地を目指し、温泉利用者の滞在を促し、また観光客・近

在住民の健康づくりに役立つ活動として取り組みます。 

事業内容 

①関金を訪れる観光客・近在住民に向けた自転車の貸出事業を開始します。 

 （※今年度初期準備費として倉吉市地域づくり助成金を申請） 

 ・貸出受付：都市交流センター窓口 

・貸出時間：10：00～17：00（交流センターOPEN 時間、受付 15:00） 

・貸出料金：1,000 円/1 回、電動アシスト+500 円 

・広報  ：養生の郷ホームページ 

倉吉マイス協会―聞き旅チラシ、ホームページ 

湯命館 HP、湯命館新聞 

      ②関金サイクリング MAP 作成（令和新時代創造県民運動推進補助金） 

       ・レンタサイクルに合わせて提供できるサイクリングコース用 MAP の作成。 

       ・サイクリングコースにプラスして気軽なウォーキングコース、少し遠出の 

        自動車コース用の MAP も作成予定。 
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   （５）養生市＆カフェ 

       都市交流センターが近在住民の文化・交流の拠点となることを目的に、公民館とも連携

し、地域の方々が集う「市」の定期開催を目指します。まず、今秋に 1 回目のお試し開催

を予定しています。 

      事業内容 8～9 月 公民館報・HP を通して市の出店者を募集 

           9 月下旬～10 月初旬 開催準備 

           10 月中旬から下旬 市＆カフェを開催。 

 

◆今年度自主事業（３）～（５）の実施にあたりましては、現在猛威を振るっている新型コロナウイル

ス感染症の今後の情勢によっては、事業自体の延期、中止等の場合もございますことをご了承下さい。 

 

（６）その他事業－LLP 白金の湯出資事業 

     有限責任事業組合白金の湯の組合員として、倉吉市せきがね湯命館および都市交流セン

ターの運営に積極的に協力します。 

   参照 

    【せきがね湯命館事業計画】   

      自主事業・イベントの位置づけ 

  ○施設の目的である「住民の保養と観光振興中心地」となるイベントを実施する。 

       ○倉吉市唯一の日帰り温泉「湯命館」が多くの方から喜ばれる施設となる為に色々な取

り組みを実施する。 

      ①せきがねマルシェ 

       目的：地域の交流場所づくり 

       内容：月１回、交流センター体験コーナーで地元食材・特産品を販売。地域の方に参加

頂き交流を深めると共に、観光客へ関金の良さを宣伝する場を作り、賑わいを作

り出す。 

      ②観光案内の拡充 

       目的：地域の観光素材をアピールする。 

       内容：・NPO 法人養生の郷の協力を得て、倉吉線廃線跡への誘客活動 

マイス協会とのコラボ企画「音声ガイド機器貸し出し」＋レンタルサイクルで 

交流センターを中心とした周遊コースを定着させる。 

          ・星空観察会の開催―星空保全地域の認定を活用し夜の魅力をアピールする。 

      ③イベントの開催 

       目的：来館されたお客様へのサービスと賑わいづくり 

             内容：夏祭り、正月もちつき大会等、節目の季節にイベントを開催し、お客様に親しみ

のある施設をアピールする。 

             ④健康づくりプログラム 

         目的：温泉を利用した健康づくり 

               内容：NPO 法人未来の協力を得て、ヨガ、太極拳、フラダンス等の教室を開催して、

温泉をプラスした健康づくりを推進する。 
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（単位：円）

20１９年度決算2020年度予算 備　考
501,000 504,000 法人正会員8社、個人正会員41名、個人賛助会員6人

35,054,056 34,641,016
体験受入事務業務委託 859,050 859,050 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会

関金都市交流センター窓口業務 1,200,000 800,000 LLP白金の湯

せきがねつつじ温泉まつり 1,154,900 0 コロナ感染症拡大防止の為中止

倉吉里見時代行列 150,000 0 コロナ感染症拡大防止の為中止

大山開山1300年祭協働連携事業 1,736,641 0 今年度事業募集なし

星空保全地域振興事業 493,727 500,000 星空保全地域振興事業補助金

ホームページリニューアル 112,000 とっとりSDGs推進補助金（広報活動支援型）補助率3/4

提灯点灯 0 223,300 つつじ温泉まつり中止の為提灯の点灯のみ自主事業として実施

レンタルサイクル 0 200,000 倉吉市助成金、レンタルサイクル代他

甲冑貸出 15,328 20,000
薬膳 0 70,000 薬膳お楽しみ会参加費

夏の縁日 72,915 0 今年度はコロナ感染症の情勢を鑑み夏のイベント開催中止

養生市＆カフェ 10,000 出店料等

LLP白金の湯事業 29,371,495 31,846,666 せきがね湯命館売り上げ1/3　　

2,000,000 持続型給付金

705,445 100,000
297,112 150,000 ポスター印刷、預金利息他

36,557,613 37,395,016
△250,060 △2,947,944

36,307,553 34,447,072

20１９年度決算2020年度予算 備　考
37,460,685 33,720,050

体験受入事務業務委託 859,050 859,050 体験受付け・事務処理経費

関金都市交流センター窓口業務 1,200,000 800,000 交流ホール窓口業務

せきがねつつじ温泉まつり 1,155,284 0
倉吉里見時代行列 150,602 0
大山開山1300年祭協働連携事業 1,736,641 0
星空保全地域振興事業 493,727 500,000 星空見学ツアー開催費

ホームページリニューアル 150,000 ホームページ作成費

提灯点灯 0 200,000 提灯名入れ、提灯配線、電気工事、スタッフお茶代他

レンタルサイクル 0 180,000 自転車修繕、備品購入、自転車保険、マップの作成他

甲冑貸出 12,822 16,000 甲冑貸出手数料・修繕費

薬膳 0 60,000 料理、講習、会場費、資料代等

夏の縁日 90,449 0
養生市＆カフェ 0 5,000 お茶・菓子代

LLP白金の湯 31,762,110 30,950,000 せきがね湯命館経費1/3　　

1,794,812 1,706,000
　給与手当 940,650 940,000 事務員

　福利厚生費 315,413 320,000 社会保険料・労働保険

　租税公課 82,100 81,000 法人県民税

　旅費交通費 15,351 10,000 交通費・ガソリン代・宿泊費等

　通信運搬費 28,838 30,000 郵送代、FAX通信費、宅急便代等

　消耗品費 29,237 30,000 事務消耗品等

　事務所家賃 130,536 120,000 交流センター事務所

　水道光熱費 3,562 0 今年度より家賃に込み

　雑費 80,786 30,000 振込手数料、印紙、登記、謄本、倉吉市MICE協会会費等

　会議費 4,270 3,000 会場費等

　電話代 164,069 140,000 電話代（電話転送含む）、ネット回線代等

　印刷製本代 0 2,000 振り込み用紙印刷費等

0 72,300
39,255,497 35,498,350

△2,697,884 1,896,666
△2,947,944 △1,051,278
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補助事業

補助事業

給付金
寄付金

収　入　合　計 　（Ｂ）

Ⅱ支出の部

諸収入
当期収入合計　（Ａ）

自主事業

次期繰越収支差額　（Ｂ）－（Ｃ）

事業費

予備費

一般管理費

前  期  繰  越  金

支　出　合　計　　　（Ｃ）
当 期 収 支 差 額  （Ａ）－（Ｃ）

委託事業

委託事業

自主事業

科          目

事　業

２０２０年度　特定非営利活動に係る事業会計収支予算書
2020年4月1日～2021年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人　養生の郷）

Ⅰ収入の部
科          目

会　費



（単位：円）

201９年度予算 2019年度決算 備　考
681,000 501,000 法人正会員8社、個人正会員41名、個人賛助会員5名

40,761,050 35,054,056
体験受入事務業務委託 859,050 859,050 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会より事務委託

関金都市交流センター窓口業務 1,200,000 1,200,000 LLP白金の湯より

せきがねつつじ温泉まつり 1,200,000 1,154,900 倉吉市関金つつじ温泉まつり開催費、提灯掲出料、広告協賛金他

倉吉里見時代行列 150,000 150,000 倉吉里見まつり実施委員会（定額）

大山開山1300年祭協働連携事業 1,400,000 1,736,641 大山開山１３００年祭協働連携事業補助金、雅楽演奏会参加費、モニターツアー参加費

星空保全地域振興事業 500,000 493,727 星空保全地域振興事業補助金

甲冑貸出 20,000 15,328 鳥取河原城貸出

薬膳講習会 0 0 未開催

夏の縁日 150,000 72,915 物品売り上げ

LLP白金の湯 35,282,000 29,371,495 せきがね湯命館売り上げ×１/３

650,000 705,445
300,000 297,112 ポスター・横断幕印刷、利息他

42,392,050 36,557,613
△250,060 △250,060

42,141,990 36,307,553

201９年度予算 2019年度決算 備　考
41,005,050 37,460,685

体験受入事務業務委託 859,050 859,050 体験受け付け、会計等業務等

関金都市交流センター窓口業務 1,200,000 1,200,000 都市交流センター受付、観光案内窓口業務

せきがねつつじ温泉まつり 1,200,000 1,155,284 提灯紙あかり設置・本祭り開催費

倉吉里見時代行列 150,000 150,602 里見時代行列経費

大山開山1300年祭協働連携事業 1,400,000 1,736,641 雅楽演奏者謝金・交通費・会場設営費、関金体験ツアー実施費等

星空保全地域振興事業 500,000 493,727 星空先進地視察、PR写真タペストリー作成等

甲冑貸出 16,000 12,822 甲冑貸出手数料・修繕費

薬膳講習会 0 0
土曜夜市 80,000 90,449 販売物品購入費

LLP白金の湯 35,600,000 31,762,110 せきがね湯命館経費×１/３

1,445,098 1,794,812
　給与手当 720,000 940,650 事務員給与

　福利厚生費 300,000 315,413 社会保険・労働保険

　租税公課 21,000 82,100 法人税

　旅費交通費 10,000 15,351 交通費・ガソリン代等

　通信運搬費 25,000 28,838 郵送代・宅急便代等

　消耗品費 40,000 29,237 事務消耗品等

　事務所家賃 130,536 130,536 倉吉市役所関金分庁舎4.5月分家賃+都市交流センター家賃

　水道光熱費 3,562 3,562 旧事務所電気代

　雑費 40,000 80,786 振込手数料、印紙他

　会議費 10,000 4,270 会場費等

　電話代 140,000 164,069 電話代（電話転送含む）

　印刷製本代 5,000 0 印刷、コピー代

9,842 0
42,459,990 39,255,497
△ 67,940 △ 2,697,884

△ 318,000 △ 2,947,944
8

受託事業

補助事業

自主事業

科          目
Ⅱ支出の部

次期繰越収支差額　（Ｂ）－（Ｃ）

事業費

一般管理費

予備費
支　出　合　計　　　（Ｃ）
当 期 収 支 差 額  （Ａ）－（Ｃ）

会　費
事　業

前  期  繰  越  金
収　入　合　計 　（Ｂ）

諸収入
当期収入合計　（Ａ）

寄付金

２０１９年度　特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2019年4月1日～2020年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人　養生の郷）

Ⅰ収入の部
科          目

受託事業

補助事業

自主事業





科　　目

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　現金預金

　　　　現金　　　現金手許有高 0

　　　　普通預金　JA鳥取中央関金支店 378,975

　　　　普通預金　ゆうちょ銀行振替口座 0

　　　未収金 523,727

　　　前払金 37,358

　　　流動資産合計 940,060

　２　固定資産

　　　LLP白金の湯出資金 3,000,000

　　　固定資産合計 3,000,000

　　　資産合計 3,940,060

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　預り金 0

　　　未払金 93,389

　　　前受金 204,000

　　　LLP白金の湯特別勘定 3,590,615

　　　流動負債合計 3,888,004

　２　固定負債

　　　長期預り金　 3,000,000

　　　固定負債合計 3,000,000

　　　負債合計 6,888,004

　　　正味財産 △ 2,947,944

10

２０１９年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

２０２０年３月３１日現在

（特定非営利活動法人　養生の郷）

金　　額（単位：円）



科　　目

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　現金預金

　　　　現金　　　現金手許有高 0

　　　　普通預金　JA鳥取中央関金支店 378,975

　　　　普通預金　ゆうちょ銀行振替口座 0

　　　未収金 523,727

　　　前払金 37,358

　　　流動資産合計 940,060

　２　固定資産

　　　出資金 3,000,000

　　　固定資産合計 3,000,000

　　　資産合計 3,940,060

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　預り金 0

　　　未払金 93,389

　　　前受金 204,000

　　　LLP白金の湯特別勘定 3,590,615

　　　流動負債合計 3,888,004

　２　固定負債

　　　長期預り金 3,000,000

　　　固定負債合計 3,000,000

　　　負債合計 6,888,004

Ⅱ　正味財産の部

　　　前期繰越正味財産 △ 250,060

　　　当期正味財産増加額（減少額） △ 2,697,884

　　　正味財産合計 △ 2,947,944

　　　負債及び正味財産合計 3,940,060
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２０１９年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

２０２０年３月３１日現在

（特定非営利活動法人　養生の郷）

金　　額（単位：円）



 第 3 号議案 役員改選について 

 

 

H30 年度・H31 年度  R2 年度・R3 年度 

青木 邦男 理事長  青木 邦男 理事長 

楠本 博文 副理事長  楠本 博文 副理事長 

増田 英之 副理事長  増田 英之 副理事長 

藤井 義人 副理事長  藤井 義人 副理事長 

竹田 秀紀   竹田 秀紀  

加藤 栄隆   加藤 栄隆  

河本 昇   鳥飼 昭宏  

鳥飼 昭宏   青木 健二  

青木 健二   福永 晴美  

福永 晴美   住友 堅一  

住友 堅一   九鬼 全弘  

大前 拓也   福田 陽子  

森 和美   宮口 浩  

金光 敏博   金光 敏博  

福井 功   鳥飼 進一  

九鬼 全弘   林 浩二  

福田 陽子   西中 誠  

宮口 浩   竹ノ内由生  

中原 浩之   藤井 俊彦  

鳥飼 進一     

                            

  監事 

石賀 伸行   石賀 伸行  

小椋 泰明   小椋 泰明  

―１６－ 


	第１号議案2019年度事業報告書.pdf
	第2号議案2020年度事業計画.pdf
	会計資料2020予算.pdf
	会計資料2019決算.pdf
	会計資料2019財産目録.pdf
	会計資料2019貸借対照表.pdf
	第3号議案R2役員改選.pdf

