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第１号議案 平成２９年度事業報告(案)及び収支決算(案)承認について 

平成２９年度事業報告書 （平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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を受託し

ました。29 年度の体験旅行は 3 件、大学のサークル 1 件、一般の民泊受入れ 1 件で昨年よ

り少なかったのですが、平成 30 年度の 650 名の予約に向けて民泊農家の拡大がメインとな

った一年でした。 

体験旅行及び一般受入れ（平成 29 年度） 

6 月 2 日 狭山第三中学校 自然体験 143 名 

7 月 5 日 香川大学付属高松中学校 自然体験  20 名 

7 月 14日 アサンプション国際小学校 自然体験 34 名 

8 月 1日 神戸学院大学付属中学校 自然体験 69 名 

9 月 2 日 岡山大学 バレーボール部 自然体験  28 名 

10 月 30 日 民泊（一般） 民泊  3 名 

 

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２９年１１月３日（金）９：００～１５：００ かぐや姫の郷（関金町堀） 

 内容 ①座学―竹のクイズ（作野先生） 

②竹林整備体験 

③竹の器づくり。竹とんぼ・竹鉄砲・竹笛 

④オリジナル My 箸づくり 

     参加者：４５名（内スタッフ１４名）  

      鳥取大学名誉教授の作野先生による竹の生態クイズを行いました。クイズにすることで子

どもたちも楽しく参加ができました。その後、竹林整備を体験、里山も管理が必要で人の

手で整備をしなければならないことを体験しました。食事は地元野菜をふんだんに使った

お好み焼きを各自でつくり、午後は竹細工やマイ箸づくりで竹を使ったものづくり体験を

しました。 

 

（１） 倉吉里見時代行列 

実施日：平成２９年９月３日（日）１１:００～１５：００ 

      倉吉ゆかりの里見忠義公が祀られる倉吉市東町の大岳院と終焉の地とされる関金町堀を

つなぐ時代行列を今年も行いました。今年は毎年行列に参加の倉吉剣道クラブに加え、松戸

甲冑隊 7 名と立山の鉄砲隊も加わり総勢 55 名の時代行列となりました。 

     出発前には鉄砲隊の実演もあり大勢の人出でにぎわいました。  

赤瓦周辺での行列は今年も劇団オークスの協力を頂き、寸劇を行いながらの行列には毎

年盛大な拍手をいただきます。 

     本年度は関金小学校で行われた里見まつりに合流し、鎮魂の八犬士太鼓、子供歌舞伎と共に

甲冑隊もステージに上がりました。秋晴れの日に地元の歴史文化に触れる一日となりました。 
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３、 自主事業 

（１）ざんぶらこっこ 

      実施日：8 月 11 日(金) 9:00～17:00      参加人数：３４９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。今年

はお盆に近い８月１１日（山の日）に開催し、1 回 500 円としました。ざんぶらこっこの

他にも、バルーンアートや竹細工体験テントも設置し 1 日中楽しめるようにしました。 

野菜の軽トラ市やイタリヤ料理、アイスや氷、飲み物販売も好評でした。 

 

（２）たけのこ集荷 

    出荷日 4/20・21・24・25・26・27・28・30 5/1･2 出荷重量計 2,222.7.1kg 

自然体験を行う里山の維持管理（竹林整備）を行い、タケノコを(株)センコーファームに 

出荷しました。 

 

（３）薬膳講習会・試験・スキルアップ講習 

①薬膳講習会及び資格試験の開催 

前期薬膳講習会（初級＝午前、中級＝午後） 

7 月 30 日（日）薬膳講習会 1/4  

8 月 27 日（日）薬膳講習会 2/4 

9 月 24 日（日）薬膳講習会 3/4 

10 月 29 日（日）薬膳講習会 4/4 

12 月 17 日（日）初級・中級薬膳資格試験 

   年間受講者数 初級２名 中級２名 

   ②薬膳会員交流会 

    ・「薬膳ランチと神社」・・・12月16日（日）１１：００～１５：００ 参加9名 

     米子の「薬膳ダイニングGOGYO」薬膳ランチを頂ながら上級受験者の話を聞くなど、楽し

くためになる会になりました。その後、米子の「大神山神社」と南部町の「赤猪岩神社」を

参拝しました。 

    ・「薬膳ランチとコーヒー焙煎体験」・・3月16日（金）１１：００～１４：００ 参加7名 

     「薬膳食堂めぐり」にてランチとコーヒー焙煎体験をし交流を深めました。 

 

４、会 議 

（１） 総会 

平成２９年５月２８日（日）  四季の郷  （参加人数：23名・委任：3１名） 

 

（２）理事会 

第1回理事会 平成29年 5月24日 関金支所分庁舎２F  

第2回理事会 平成29年 6月29日 関金支所分庁舎２F  

第3回理事会 平成29年 8月 3日 関金支所分庁舎２F 

第4回理事会 平成29年 8月30日 関金支所分庁舎２F 

第5回理事会 平成29年 9月28日 関金支所分庁舎２F  
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第6回理事会 平成29年 10月31日 関金支所分庁舎２F  

第7回理事会 平成29年 11月30日 関金支所分庁舎２F 

第8回理事会 平成29年12月21日 関金支所分庁舎２F  

第9回理事会 平成30年 1月31日 関金支所分庁舎２F 

第10回理事会 平成30年 2月28日 関金支所分庁舎２F  

 

 

（３）運営会議 

随時  参加者：理事長、副理事長、事務局等 

 

（４）その他 

「第30回森林レクリエーション地域美しの森づくり活動コンクール」受賞 

一般社団法人全国森林レクリエーション協会の「第30回森林レクリエーション地域美しの森づ

くり活動コンクール」において、協会会長賞を受賞しました。 

 

 ※全国43団体応募の中から、農林水産大臣賞(1点)、林野庁長官賞（1点）、協会会長賞(7点)、

奨励賞(5点)が表彰。 

10年来続けてきた竹林整備や森の感謝祭などの取り組みが全国的に認められました。鳥取県の

推薦。 
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第２号議案 平成２９年度事業計画（案）及び 収支予算（案）承認について 
（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日） 

 

１、 委託事業 
 

（１） 体験受入事務委託事業 
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、農家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。養生の郷では、これらの事務を受託します。 
会議開催、経理関係の事務委託の他実際の受入れ現場補助なども行う予定です。 

 
２、 補助事業 
 
（１） やまもり人の森の感謝祭 （森林環境保全税） 

昨年同様秋に開催予定。 
平成２９年１１月 ３日（金）を予定。 かぐや姫の郷 （関金町堀） 

       内容：竹林整備体験、竹クイズ、竹細工、森の恵み食体験などを予定。 
 

（２） 倉吉里見時代行列 
平成２９年９月３日（日） １１：００～１５：００ 
今年も里見時代行列を行います。今年は関金温泉開湯 1300 年記念事業とコラボし 

 倉吉の伝統文化の発信を行う予定です。 
 

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８月１１日（山の日）開催を予定しています。 
  1 日のみの開催となりますが、水路下り以外の企画もできればと考えています。 
  詳細については理事会にて検討します。 

 
（２）たけのこ集荷 

      センコースクールファームへ出荷し、学校給食に利用します。周辺農家からのタケノコの

集荷の取りまとめも行います。 
 
 
 
 
 
 

－８－ 



 
 

（３）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 

 
（４）薬膳講習会 

       今年は、年 1 回の開催になります。 
      受講者数の減少により年 1 回の開催に変更。これまで講習会を受けた方のフォローを行い

ます。 
                   

７月コース（７月～１０月最終日曜日／全 4 回） 場所：倉吉市役所関金支所分庁舎２F 
      初級・薬膳アドバイザー資格試験    平成 28 年 12 月 
      中級・薬膳インストラクター資格試験  平成 28 年 12 月 
 
      薬膳を受験した方の交流会を予定しています。詳細、時期未定。 
      会報誌の送付を検討します。 
 
 
   （５）その他 
      事業はほぼ例年通りの事業実施となっていますが、今年は行政施策との連携と会員及び養

生の郷の事業等の PR を強化していきたいと思います。 
       併せて、会員の確保と資金の確保について検討を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－９－ 



（単位：円）

28年度決算 29年度予算 備　考
693,000 675,000 法人正会員7社、個人正会員75名、個人賛助会員5人

2,793,491 2,598,550
体験受入れ・人材育成業務委託 859,050 859,050 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会

田舎暮らし体験ツアー 194,203 0
やまもり人の森の感謝祭 606,505 800,000 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）

ざんぶらこっこ 164,008 150,000 ざんぶらこっこオープンデイ(8/11)参加費

筍集荷 198,045 260,000 筍を鳥取県学校給食会へ出荷

甲冑貸出 276,180 90,000
薬膳講習会 345,500 289,500 薬膳講習会受講料（初級12名、中級3名）、テキスト代

157,960 100,000
270,552 210,000

事務手数料 27,000 10,000 事務手数料

雑収入 243,552 200,000 ポスター印刷、預金利息他

3,915,003 3,583,550
244,501 87,287

4,159,504 3,670,837

28年度決算 29年度予算 備　考
3,062,240 2,614,050

体験受入れ・人材育成業務委託 859,050 859,050 体験受付け・事務処理経費

田舎暮らし体験ツアー 194,203
やまもり人の森の感謝祭 613,905 800,000 やまもり人の森の感謝祭経費

里見時代行列 150,345 150,000 里見時代行列経費

ざんぶらこっこ 153,422 150,000 ざんぶらこっこオープンデイ

筍集荷 158,436 208,000 筍集荷費用

甲冑貸出 220,944 72,000
薬膳講習会 711,935 375,000 講師料、交通費、資料コピー他経費

1,009,977 1,045,420
　給与手当 589,350 600,000 事務員2人分

　福利厚生費 4,077 5,000 労災保険

　旅費交通費 5,190 10,000 交通費・ガソリン代・宿泊費等

　通信運搬費 38,914 40,000 郵送代・宅急便代等

　消耗品費 82,597 90,000 事務消耗品等

　事務所家賃 65,420 65,420 旧商工会館事務所12か月分

　水道光熱費 49,018 50,000 電気代等

　雑費 29,474 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 9,517 10,000 会場費、お茶等

　電話代 136,420 140,000 電話代（電話転送含む）

　印刷製本代 0 5,000 パンフレット・チラシなどの印刷費等

0 11,367
4,072,217 3,670,837

△ 157,214 △ 87,287
87,287 0

会　費

委託事業

平成２９年度　特定非営利活動に係る事業会計収支予算書（案）
平成29年4月1日～平成30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

当期収入合計　（Ａ）
前  期  繰  越  金
収　入　合　計 　（Ｂ）

Ⅱ支出の部

事　業

補助事業

自主事業

委託事業

科          目

寄付金
諸収入

支　出　合　計　　　（Ｃ）
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

一般管理費



（単位：円）

29年度予算 29年度決算 備　考
675,000 633,000 法人正会員8社、個人正会員64名、個人賛助会員3名

2,598,550 2,244,769
受託事業 体験受入れ･人材育成業務委託 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

やまもり人の森の感謝祭 800,000 480,364 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 150,000 162,852 倉吉里見まつり実施委員会（定額）

ざんぶらこっこ 150,000 213,650 ざんぶらこっこオープンデイ8/11・物品販売

筍集荷 260,000 261,833 筍をセンコーファームへ出荷

甲冑貸出 90,000 133,920 鳥取県･倉吉市貸出

薬膳講習会 289,500 133,100 薬膳講習会受講料（初級2名、中級2名、テキスト代・模試代）等

100,000 120,884
210,000 249,215 ポスター印刷、利息他

3,583,550 3,247,868
87,287 87,287

3,670,837 3,335,155

29年度予算 29年度決算 備　考
2,614,050 2,354,628

受託事業 体験受入れ･人材育成業務委託 859,050 859,050 体験受け付け、会計等業務等

やまもり人の森の感謝祭 800,000 483,764 講師料、会場費、他経費

里見時代行列 150,000 163,409 里見時代行列経費

ざんぶらこっこ 150,000 172,754 ざんぶらこっこオープンデイ

筍集荷 208,000 209,465 筍集荷費用

甲冑貸出 72,000 107,136 甲冑貸出手数料・修繕費

薬膳講習会 375,000 359,050 講師料、交通費、会場費、テキスト代他経費

1,045,420 960,020
　給与手当 600,000 583,750 事務員2人分

　福利厚生費 5,000 4,753 労災保険

　旅費交通費 10,000 2,832 ガソリン代

　通信運搬費 40,000 28,324 交通費・ガソリン代等

　消耗品費 90,000 20,580 事務消耗品等

　事務所家賃 65,420 65,360 倉吉市関金庁舎家賃12カ月分

　水道光熱費 50,000 52,878 事務所電気代

　雑費 30,000 68,283 振込手数料、印紙他

　会議費 10,000 7,311 会場費等

　電話代 140,000 125,447 電話代（電話転送含む）

　印刷製本代 5,000 502 印刷、コピー代

11,367 0
3,670,837 3,314,648
△ 87,287 △ 66,780

0 20,507
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科          目
Ⅱ支出の部

補助事業

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
支　出　合　計　　　（Ｃ）
当 期 収 支 差 額  （Ａ）－（Ｃ）

会　費
事　業

自主事業

補助事業

前  期  繰  越  金
収　入　合　計 　（Ｂ）

諸収入
当期収入合計　（Ａ）

寄付金

平成２９年度　特定非営利活動に係る事業会計収支決算書
平成29年4月1日～平成30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



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 98,447

　　　　普通預金　ゆうちょ銀行振替口座 0

　　　未収金 71,119

　　　前払金 5,466

　　　流動資産合計 175,032

　２　固定資産

0

　　　固定資産合計 0

　　　資産合計 175,032

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　預り金 0

　　　未払金 154,525

　　　前受金 0

　　　流動負債合計 154,525

　２　固定負債

0

　　　固定負債合計 0

　　　負債合計 154,525

Ⅱ　正味財産の部

　　　前期繰越正味財産 87,287

　　　当期正味財産増加額（減少額） △66,780

　　　正味財産合計 20,507

　　　負債及び正味財産合計 175,032

平成29年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成３０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 98,447

　　　　普通預金　ゆうちょ銀行振替口座 0

　　　未収金 71,119

　　　前払金 5,466

　　　流動資産合計 175,032

　２　固定資産

0

　　　固定資産合計 0

　　　資産合計 175,032

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　預り金 0

　　　未払金 154,525

　　　前受金 0

　　　流動負債合計 154,525

　２　固定負債

0

　　　固定負債合計 0

　　　負債合計 154,525

　　　正味財産 20,507

平成29年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30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）
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