
第１号議案 平成２６年度事業報告及び収支決算承認について 
平成２６年度事業報告書 （平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日） 

 

１、 委託事業 
（１） アーティストリゾートとっとり芸術祭事業 

今回はアーティストを地域に入れて見るという実験的な要素が大きかった。その中で選

んだアーティスト中島佑太さんは、地域の祭りや運動会、野球大会に参加し住民と交流す

る事で色々な出会いを作り、結果として小学校や保育所でのワークショップ、柿の実の炭

焼き、ばあばあサロンド、オープンスタジオ、家族のルール作りと多くの活動を行った。 
炭焼きでは群馬県渋川市のハラミュージアムアークで開催された「時の蘇生・柿の木プ

ロジェクト」20 周年記念ワークショップ《かきまわす》という大きな作品の協力をする事

が出来、鳥取県や関金町の PR にもなった。 
ばあばあサロンドでは空き家となっていたパーマ屋を改装し、日替わりバーマスターが作

るルールに従って交流する場を作りました。真っ暗だった空き家に明かりが灯る事で地域

住民の新たな活動拠点となった。今後の利用方法にも夢が広がる。 
オープンスタジオでは美術評論家の福住廉さんに斬新で興味深い取り組みだと評価を頂

き、ラジオや Web マガジンなどで関金 AIR 温泉が紹介され PR 効果にもなった。 
家族のルール作りでは中島さんと杉谷家の個人的な交流も始まり、新たな人の繋がりが出

来てきた。 
住民に異質なものを感じてもらうという当初の目的は達成できたと思う。ただ、期間も

限られているので、レジデンスで影響を受けるのは周辺住民など沢山接触できた人に限ら

れてしまう事は否めない。今回の受け入れを元に、地位に根付かせる活動として地域に密

着した団体等にバトンタッチしていきたい。 
 

（２） 体験受入人材育成業務委託 
倉吉市体験型教育旅行誘致協議会より、自立運営に向けての人材育成業務を受託し、体験

の受入業務を行いながら協議会事務局員の指導育成を行いました。学生であったため今年

度就職しましたが、数年後には関金に帰ってくる人材なので今後に活かせる育成となった。 
 

（３） 田舎暮らし体験ツアー 
■第 1 回田舎暮らし体験ツアー  倉吉市 赤瓦周辺～関金町 
平成 26 年 8 月 16・17 日（土・日）【参加者】計 2 名 宮本さん親子(大阪 BIG 来場者) 
大阪の相談会の情報で今回のツアーに参加された。移住先を検討されているところなので、

移住者の話や市職員の話などがよかったようだ。人数が少ないのでその人に合わせた対応

が出来たのがよかった。 
■第 2 回田舎暮らし体験ツアー 場所：関金町内 
平成 26 年 11 月 22・23 日（土・日）【参加者】計 3 名 大阪 2 名、東京 1 名 
具体的な移住希望者さんに合わせて空き家の見学をたくさん入れました。薪でご飯を炊い

たり風呂を沸かしたりと田舎暮らしを満喫していただきました。 
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■第３回田舎暮らし体験ツアー 場所：倉吉市明倫地区 
 平成 26 年 12 月 6・７日（土・日） １名 千葉県 
参加者が 1 名と少なかったですが、その分、参加者の要望に答え、丁寧に対応できました。 
当初は年間 10 回のツアーを企画したが参加者が少なく 3 回の開催になった。 
成果としては、1 名が今年度、関金町の空き家を契約されました。 
 

２、 補助事業 
（１） やまもり人の森の感謝祭 （森林環境保全税） 

実施日：平成２６年６月１日（日）９：００～１５：００ かぐや姫の郷 （関金町堀） 
内容 ：竹のお話（作野先生）、竹ワールド探検（森本万喜夫先生）、森の恵みランチ 

          竹箸づくり、ライブコンサート（アラマ・ジュバテさん） 
      参加者：７１名（内スタッフ２５名）  
      例年より参加者が若干少なくなりましたが、専門家のお話を聞きながらの竹林の散策や、

My 竹箸作り、大型の機械を使った竹林整備の見学など、参加者には普段できない体験と

好評でした。 
 

（２） 倉吉里見時代行列 
実施日：平成２６年９月７日（日）１１:００～１５：００ 
里見まつりを倉吉市の広域的なまつりとして定着する事を目的に里見時代行列を行いまし

た。今年は、滝沢馬琴によって書かれた長編小説「南総里見八犬伝」が刊行されて 200 年、

そのモデルとされる戦国大名・里見忠義公が安房国館山から国替えとなり伯耆国倉吉へ入

封されて 400 年という節目の年にあたります。これを記念して、行列の忠義公役に平井鳥

取県知事、伏姫役に知事の奥様平井りえ氏、家老・堀江能登守役に石田倉吉市長をお迎え

しました。また、松戸の手作り甲冑愛好会、倉吉剣道クラブ、劇団オークスの方々にも行

列に参加いただき、行列にワンワン甲冑を参加させるなど、例年にも増して一層にぎやか

な行列となりました。劇団オークスの方々には行列の途中、3 箇所で玉梓との格闘シーンを

演じていただきました。大勢の見物客から喝采があがり、場を盛り上げることができまし

た。午後からは、関金都市交流センターで休憩後、バスで山守小学校に行き、せきがね里

見まつり開会式に参加、賑やかにオープニングを飾りました。 
 

（３） ワンワン八犬士事業 
里見八犬士をモチーフにしたペット用甲冑（武者鎧）のレンタル事業 
 近年のペット連れ観光客の増加や、ペットを自分の家族と見なす「ペットの家族化」の現象を捉

え、ペットを対象にした観光メニューを造成する事で、新たな観光客の増加を目指すとともに、 
ペット（犬）を里見八犬士に見立て、「仁義礼智忠信孝悌」の文字や里見家の家紋などが入った甲

冑などを作る事で、南総里見八犬伝のモデルとなったと言われている里見忠義公の終焉の地

である事を PRしました。倉吉市内全域の日本海新聞にわんわん甲冑レンタル開始の折り込

みチラシを入れたところ、ＢＳＳテレポート山陰、ニュース every日本海、WEBではニコニ

コニュースやマイナビニュースに取り上げられました。5 月 11 日には全国版の ZIP で紹介

され、南総里見八犬伝のモデルとなった地が倉吉にあることなど全国発信ができました。 
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３、 自主事業 
（１）ざんぶらこっこ 

      実施日：7 月 26･27 日 午前の部 9:00～12:00 午後の部 13:00～16:00 参加人数：９７名 
自然体験メニューの一つである「ざんぶらこっこ」オープンディを開催しました。当初７月

の第４土日と、帰省客の多い８月の第２土日に開催を予定していましたが、台風の為８月の

オープンディは中止となりました。 
（２）たけのこ集荷 
    出荷日 4/19・21・22・23・25・28・30 5/1・2 出荷重量計 724,2kg 

      自然体験を行う里山の維持管理（竹林整備）の一環としてタケノコを、学校給食に出荷 
しました。周辺農家からのタケノコの集荷の取りまとめも行いました。 

  （３）甲冑貸し出し 
     6 月の未来ウォーク・8 月の打吹まつりなど、鳥取県・倉吉市から甲冑の貸し出し依頼 

があり、当初の計画には上げていませんでしたが、甲冑レンタルを数回行いました。     
（４） 薬膳講習会・試験・スキルアップ講習 

薬膳講習会及び資格試験の開催 
前期薬膳講習会（初級、中級） 後期薬膳講習会（初級、中級） 
5 月 25 日（日）薬膳講習会 1/4 
6 月 29 日（日）薬膳講習会 2/4 
7 月 27 日（日）薬膳講習会 3/4 
8 月 31 日（日）薬膳講習会 4/4 

10 月 26 日（日）中級薬膳資格試験 

11 月 30 日（日）薬膳講習会 1/4 
12 月 21 日（日）薬膳講習会 2/4 
1 月 25 日（日）薬膳講習会 3/4 
2 月 22 日（日）薬膳講習会 4/4 
3 月 30 日（日）初級薬膳資格試験 

   年間受講者数 初級１５名 中級６名 
 

４、会 議 
（１） 総会 

平成２６年６月 ７日（土）  グリーンスコーレ  （参加人数：29名・委任：45名） 
（２）理事会 
第1回理事会 平成26年 4月28日 関金支所分庁舎２F  17名 
第2回理事会 平成26年 5月26日 関金支所分庁舎２F  14名 
第3回理事会 平成26年 6月 7日 グリーンスコーレ関金 20名 
第4回理事会 平成26年 6月30日 関金支所分庁舎２F 18名 
第5回理事会 平成26年 7月28 日 関金支所分庁舎２F  16名 
第6回理事会 平成26年 8月28日 関金支所分庁舎２F  17名 
第７回理事会 平成26年 9月29日 関金支所分庁舎２F  15名 
第8回理事会 平成26年 10月27日 関金支所分庁舎２F 15名 
第 9 回理事会 平成27年 1月27日 薬膳食堂めぐり 18名 
第 10 回理事会 平成27年 2月23日 関金支所分庁舎２F 15名 
第11回理事会 平成27年 3月27日 関金支所分庁舎２F  14名 
 
（３）運営会議 
随時 参加者：青木理事長、楠本副理事長、増田副理事長、岸本事務局長、牧野事務局 計５名 
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（単位：円）

26年度予算 26年度決算 備　考
762,000 687,000 法人正会員7社、個人正会員76名、個人賛助会員7名

4,664,780 4,037,155
体験受入れ･人材育成業務委託 858,000 858,000 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会より事務委託

アートリゾートとっとり芸術祭 1,500,000 1,500,000 鳥取県

田舎暮らし体験ツアー 390,000 203,847 倉吉市委託事業、参加費

やまもり人の森の感謝祭 566,780 495,007 とっとり県民参加の森づくり推進事業、参加費

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

ワンワン八犬士 250,000 250,000 倉吉市観光補助事業　（定額）

ざんぶらこっこ 250,000 88,000 ざんぶらこっこオープンデイ7/26・27

筍集荷 90,000 89,801 筍をセンコーファームへ出荷

甲冑貸出 0 100,000 鳥取県・倉吉市

薬膳講習会 610,000 302,500 薬膳講習会受講料（初級15名、中級6名、テキスト代・模試代）

600,000 335,820
420,000 233,216

事務手数料 300,000 77,000 関金おまつり実行委員会、田舎暮らし

雑収入 120,000 156,216 ポスター印刷、事務所家賃分担金、利息他

6,446,780 5,293,191
139,470 139,470

6,586,250 5,432,661

26年度予算 26年度決算 備　考
4,904,780 4,288,153

体験受入れ･人材育成業務委託 858,000 858,000 体験受け付け、会計等業務、人材育成

アートリゾートとっとり芸術祭 1,500,000 1,502,406
田舎暮らし体験ツアー 390,000 203,847 年3回実施

やまもり人の森の感謝祭 566,780 509,391
里見時代行列 150,000 152,370 里見時代行列経費

ワンワン八犬士 250,000 260,820 甲冑の制作・材料費、会場費、広告宣伝費等

ざんぶらこっこ 200,000 31,667 ざんぶらこっこオープンデイ

筍集荷 90,000 44,500 筍集荷費用

甲冑貸出 0 100,000 甲冑の修復・人件費等

薬膳講習会 900,000 625,152 講師料、交通費、会場費、テキスト代他経費

1,658,500 937,769
　給与手当 1,200,000 538,000
　福利厚生費 3,500 3,624 労災保険

　旅費交通費 5,000 0
　通信運搬費 60,000 39,218 郵送料

　消耗品費 100,000 33,901 事務消耗品等

　事務所家賃 90,000 142,790 倉吉市関金庁舎家賃12カ月分

　雑費 40,000 33,778 振込手数料、印紙、登記、謄本他

　会議費 10,000 4,000 会場費

　電話代 140,000 140,398 電話代（電話転送含む）

　印刷製本代 10,000 2,060 印刷、コピー代

22,970 0
6,586,250 5,225,922

△ 139,470 67,269
0 206,739

補助事業

支　出　合　計　　　（Ｃ）
当 期 収 支 差 額  （Ａ）－（Ｃ）

受託事業

科          目

収　入　合　計 　（Ｂ）

次期繰越収支差額　（Ｂ）－（Ｃ）

事業費

自主事業

一般管理費

予備費

受託事業

自主事業

当期収入合計　（Ａ）

寄付金
諸収入

Ⅱ支出の部

補助事業

平成２６年度　特定非営利活動に係る事業会計収支決算書
平成26年4月1日～平成27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

前  期  繰  越  金

会　費
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 183,540

　　　　普通預金　ゆうちょ銀行振替口座 0

　　　未収金 42,000

　　　前払金 5,466

　　　流動資産合計 231,006

　２　固定資産

0

　　　固定資産合計 0

　　　資産合計 231,006

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　預り金 0

　　　未払金 24,267

　　　前受金 0

　　　流動負債合計 24,267

　２　固定負債

0

　　　固定負債合計 0

　　　負債合計 24,267

Ⅱ　正味財産の部

　　　前期繰越正味財産 139,470

　　　当期正味財産増加額（減少額） 67,269

　　　正味財産合計 206,739

　　　負債及び正味財産合計 231,006

平成26年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成２７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 183,540

　　　　普通預金　ゆうちょ銀行振替口座 0

　　　未収金 42,000

　　　前払金 5,466

　　　流動資産合計 231,006

　２　固定資産

0

　　　固定資産合計 0

　　　資産合計 231,006

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　預り金 0

　　　未払金 24,267

　　　前受金 0

　　　流動負債合計 24,267

　２　固定負債

0

　　　固定負債合計 0

　　　負債合計 24,267

　　　正味財産 206,739

平成26年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成２７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２号議案 平成２６年度事業計画（案）及び 収支予算（案）承認について 
平成２６年度事業計画 （平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日） 

 

１、 委託事業 
 
（１） アーティストリゾートとっとり芸術祭事業 

今年度、鳥取県が県内各地で行うアーティストリゾートとっとり芸術祭を関金温泉で開催

する事で地域の活性化を図ります。 
県は、創作の場として鳥取の魅力を発信しようと、平成２０年頃から“アーティストリ

ゾートとっとり”としてＡＩＲを支援してきました。ＡＩＲはアーティストに創作の機会

や発想をもたらす一方、迎える地域もアーティストの柔軟な感性に触れ、地域の活性化に

つなげられると考えています。関金温泉では 9 月中旬から 10 月中旬の予定で、コミニュケ

ーションによるワークショップを得意とするアーティスト中島佑太さんを招致する予定で

す。子供たちや住民とのワークショップから作品を作り、今年も開催予定の「せきがね手

作り文化祭」で発表の予定です。 
 

（２） 体験受入人材育成業務委託 
倉吉市体験型教育旅行誘致協議会より、自立運営に向けての人材育成業務を受託します。 
体験の受入業務を行いながら協議会事務局員の指導育成を行います。 
 

（３） 田舎暮らし体験ツアー 
昨年同様、移住者を増やすという目的に沿って、移住希望者の要望に合せられる柔軟性の

ある体験ツアーを、里山編と街なか編に分けて 7 月から 11 月まで計 10 回開催予定です。 
 
２、 補助事業 

 
（１） やまもり人の森の感謝祭 （森林環境保全税） 

平成２６年６月１日（日）９：００～１５：００ かぐや姫の郷 （関金町堀） 
       内容：竹のお話（作野先生）、竹ワールド探検（森本万喜夫先生）、森の恵みランチ 
         竹箸づくり、ライブコンサート（アラマ） 
 

（２） 倉吉里見時代行列 
今年は里見忠義公転封 400 年、曲亭馬琴による「南総里見八犬伝」の刊行開始から 200 年

という大変大きな節目の年にあたり、盛大に開催する予定ですが、予算の増加が難しい為、

費用を掛けないで、協力をお願いしています。里見忠義公役を平井知事に、伏姫を平井知

事婦人に、堀江能登守役を石田市長にお願いしています。行列の途中に行っている寸劇に

市民劇団員を入れるなど、行列の注目度を上げます。また、行列には倉吉市剣道クラブや

千葉県より南総里見手づくり甲冑愛好会、松戸手作り甲冑愛好会、大多喜城手づくり甲冑

隊などの参加を呼びかけ、賑やかさを創出するというような計画をしています。 
‐７‐ 



 
（３） ワンワン八犬士事業 

ペット（犬）を里見八犬士に見立て、「仁義礼智忠信孝悌」の文字や里見家の家紋などが入

った甲冑などを作る事で、南総里見八犬伝のモデルとなったと言われている里見忠義公の

終焉の地である事を PR します。 また、今年は里見忠義公転封 400 年、曲亭馬琴による「南

総里見八犬伝」の刊行開始から 200 年という大変大きな節目の年にあたり、里見時代行列

にワンワン甲冑を参加させることで、行列を盛り上げ話題作りの一つに加えます。 
 
３、 自主事業 

 
（１）ざんぶらこっこ 

       体験メニューの充実を目的に、帰省客の多い夏の時期にざんぶらこっこオープンデーを

開催します。本年度は 7 月 26・27 日と 8 月 9・10 日の 4 日間の開催を予定しています。 
 

（２）たけのこ集荷 
       竹林整備で処分するタケノコを、学校給食に利用する目的で出荷すると共に、周辺農家

からのタケノコの集荷の取りまとめを行います。 
 

（３）薬膳講習会・試験・スキルアップ講習 
 
① 薬膳講習会 

5 月コース（5 月～8 月最終日曜日／全 4 回） 場所：関金総合文化センター 会議室 
  11 月コース（11 月～2 月最終日曜日／全 4 回） 場所：関金総合文化センター 会議室 
 
② 薬膳資格試験 

    初級・薬膳アドバイザー資格試験    平成 26 年 9 月、平成 27 年 3 月 
    中級・薬膳インストラクター資格試験  平成 26 年 10 月、平成 27 年 4 月 
 

③ 薬膳スキルアップ講習 
    薬膳施膳（組立て方）講習会  2～4 回 
    薬膳視察研修旅行         1 回（秋） 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐８‐ 



（単位：円）

25年度決算 26年度予算 備　考
672,000 762,000 法人正会員7社、個人正会員90名、個人賛助会員4人

3,217,145 4,664,780
体験受入れ・人材育成業務委託 858,000 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会

アートリゾートとっとり芸術祭 0 1,500,000 鳥取県

田舎暮らし体験ツアー 521,400 390,000 倉吉市

やまもり人の森の感謝祭 836,000 566,780 とっとり県民参加の森づくり推進事業　定額、参加費

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

とっとり食のみやこ 624,205 0
新産業共通基盤 30,000 0
ワンワン八犬士 0 250,000 倉吉市観光商品造成等支援事業補助金（定額）

ざんぶらこっこ 268,800 250,000 ざんぶらこっこオープンデイ参加費

筍集荷 95,520 90,000 筍を鳥取県学校給食会へ出荷

薬膳講習会 691,220 610,000 薬膳講習会受講料（初級20名、中級20名）、テキスト代

991,078 600,000
475,449 420,000

事務手数料 157,880 300,000 アートリゾート鳥取芸術祭、田舎暮らし体験、関金おまつり実行委員会

雑収入 317,569 120,000 ポスター印刷、預金利息他

5,355,672 6,446,780
4,099 139,470

5,359,771 6,586,250

25年度決算 26年度予算 備　考
3,603,077 4,904,780

体験受入れ・人材育成業務委託 0 858,000 体験受付・人材育成

アートリゾートとっとり芸術祭 0 1,500,000 アーティスト招致・ワークショップ開催

田舎暮らし体験ツアー 523,865 390,000 田舎暮らし体験ツアー10回開催

やまもり人の森の感謝祭 842,226 566,780 やまもり人の森の感謝祭経費

里見時代行列 151,560 150,000 里見時代行列経費

食のみやこ 1,202,571 0
新産業共通基盤事業 47,250 0
ワンワン八犬士 0 250,000 犬用甲冑制作費

ざんぶらこっこ 211,205 200,000 ざんぶらこっこオープンデイ

筍集荷 95,520 90,000 筍集荷費用

薬膳講習会 528,880 900,000 講師料、交通費、資料コピー他経費

1,617,224 1,658,500
　給与手当 1,200,000 1,200,000 事務員2人分

　社会保険料 2,929 3,500 雇用保険

　旅費交通費 0 5,000 交通費

　通信運搬費 56,196 60,000 郵送料

　消耗品費 73,556 100,000 事務消耗品等

　事務所家賃 89,160 90,000 旧商工会館事務所12か月分

　雑費 26,690 40,000 振込手数料、印紙、登記、謄本他

　会議費 4,300 10,000 会場費、お茶等

　電話代 137,344 140,000 電話代（電話転送含む）

　租税公課 20,000 0 今年度より課税対象外

　印刷製本代 7,049 10,000 印刷、コピー代

0 22,970
5,220,301 6,586,250

135,371 △ 139,470
139,470 0

科          目

寄付金
諸収入

委託事業

平成２6年度　特定非営利活動に係る事業会計収支予算書（案）
平成26年4月1日～平成27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

前  期  繰  越  金
収　入　合　計 　（Ｂ）

Ⅱ支出の部

支　出　合　計　　　（Ｃ）

事　業

補助事業

自主事業

当期収入合計　（Ａ）

一般管理費

当 期 収 支 差 額  （Ａ）－（Ｃ）
次期繰越収支差額　（Ｂ）－（Ｃ）

事業費

補助事業

自主事業

予備費

委託事業
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