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２０２１年度 通常総会次第 

 

 

１、 開     会 

 

２、 理事長あいさつ 

     

３、 出席会員数報告  

 

４、 議 長 選 出 

 

５、 議事録作成人並びに議事録署名人選出 

 

６、 議     事 

 

    第１号議案 ２０２０年度事業報告(案)および収支決算(案)承認について 

           

監 査 報 告 

     

    第２号議案 ２０２１年度事業計画(案)および予算(案)承認について 

 

 

７、 議 長 解 任 

 

８、 そ  の  他 

 

９、閉     会 

 



第１号議案 ２０２０年度事業報告(案)及び収支決算(案)承認について 

２０２０年度事業報告書 （2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日） 

１、 委託事業 

（１） 農村体験旅行推進事業に係る業務委託 

     倉吉市体験型教育旅行誘致協議会より、新型コロナウイルス感染症対策を施した新しい 

体験受入スタイルの構築と更なる顧客満足度アップを目指した体験プログラムの再構築 

に係る現状調査、対策検討への参画、資料の作成等の業務全般とサポート、税務関係事務 

処理業務を受託しました。当初予定されていた 2020年度の関西方面からの中学校修学旅行 

受入れは、新型コロナウイルス感染症感染拡大の為、全予約キャンセルとなりました。 

 

 （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、都市交流センター窓口にて観光案内業務を行いました。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響の為、5 月は湯命館、都市交流センター全館

休館。観光案内業務委託も R2 年内末で終了しました。 

◆ 業務内容 

・観光窓口案内、電話対応 

・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 

電話・窓口 46  49 41 57 63 41 38 23 

 

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） 

        今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の為、中止となりました。 

        なお、提灯の点灯のみ自主事業として実施 

 

（２）倉吉里見時代行列 

      今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け本祭の「倉吉せきがね里見まつ

り」が中止となった為、時代行列も中止となりました。大岳院の法要のみ執り行われ

ました。 

      

（３）ゲンキですセキガネ―倉吉市にぎわい創出支援事業 

      新型コロナウイルス感染症禍の中大きな影響を受けている観光業、飲食店を応援し、

冷え込んだ個人消費意欲の回復と今後の withコロナの生活を見据え、まずは地元地域内

での経済活性化を目指し、以下 2つの内容の事業に取り組みました。 
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①「せきがね温泉プチお楽しみ振興券」の販売 

 目的：地元の観光・飲食店の参加協力店で利用できる振興券を発行し、各店舗の売り

上げの回復を応援しました。 

     （１）実施機関 令和 2年 10月 11日(日)～11月 30日(月) 

（２）実施場所 関金町内協力店舗 

（３）参加店舗 18店舗 

（４）事業概要 関金町内の参加店舗で使える振興券を 4割 offで販売。 

割引額 4割を事業費で負担。 

        

②地元住民参加型のイベント『ゲンキです。セキガネ』を開催 

関金都市交流センターを会場とし、屋外企画では自粛によるストレスと運動不足の

解消も兼ねた、関金の自然と歴史を辿る『一町地蔵ウォーク』を実施し、屋内企画で

は、地域の方々が集えるフリーマーケット・地元産農産物の販売・地元飲食店の協力

による一日カフェを実施しました。コロナ禍で交流の場が減っている中、住民同士が

集い交流する場の提供を図りました。 

      （１）実施日時 令和 2年 10月 11日(日)10:00～15:00  

（２）実施場所 せきがね湯命館及び都市交流センターと関金周辺地域 

（３）参加人数 ウォーキング参加者 21人 その他催し物参加者 約 300人 

（４）実施内容 屋外企画：一町地蔵ウォーク 

              屋内企画：フリーマーケット、地元屋台、お楽しみゲームコーナー 

（５）その他  関金振興券は湯命館フリーマーケットでの利用可能としました。 

 屋内企画 

 

 

 

 

 

 

                   ←↑ フリーマーケット           ゲームコーナー 

      

 

        屋外企画―一町地蔵ウォークの様子 

 

 

 

 

 

 

     地蔵院住職と関金宿～地蔵院奥の院へ   ↑ 大滝山不動明王   不動滝 → 
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（４）ホームページのリニューアル－とっとりＳＤＧｓ推進補助金（広報活動支援型） 

       積極的な情報発信の為に、現事業の整理を行い、当団体の理念に基づき、地元住民を巻き込ん

だ「心身ともに健康に暮らせる町」づくりの活動を、県内外に向けて積極的に情報発信する為に、既

存 HPの早期改修に取り組みました。 

      改修後―トップページ＋主要 6 ページの構成 

新規 HP から当法人の Facebook へリンクさせ、Ｗｅｂ上での更なる情報発信力を

高めました。 

HP アドレス：http://www.youjyounosato.jpn.org/ 

 

     （５）感染拡大予防対策推進事業 

      都市交流センター管理事業所として、交流センター内に新型コロナウイルス感染拡大予防

をとりました。ふれあいコーナーにはパーテーションとなるビニールシートを設置し、自動

検温器、換気用大型扇風機を購入しました。 

     

 

 

 

     

              ふれあいコーナー          検温器・換気扇 

３、   自主事業 

（１）提灯の点灯 

関金の事業者、公民館等の協力を得て、関金宿えぐいも通り～亀井公園にかけて提灯の点

灯を行いました。 実施期間：R2 年 3 月 29 日～5 月 6 日 18:00～22:00 

 

（２）レンタサイクル 

    健康づくりを目的に関金温泉を訪れる観光客を増やし、普段車移動になりがちな近隣住民

の健康づくりをサポートする事業として、湯命館を拠点としたレンタサイクル事業に取り組

みました。自転車の整備、備品の購入には倉吉市の町づくり助成金を活用しました。また、

レンタサイクルに合わせて、県の「令和新時代創造県民運動推進事業」補助金を使い、関金

町や温泉、逸話や、温泉街とその周辺に点在する歴史的、文化的資源を巡る散策のモデルコ

ースやお店、体験スポットを紹介した、関金の散策ガイドを作成しました。ガイドはせきが

ね湯命館、宿泊施設湯楽里、道の駅犬挟などに配置。 

 

 

 

 

 

 

      自転車の整備・点検・登録  → 大人用 4 台子ども用 2 台を準備     『の~んびり散策まるごとガイド』 
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 （３）八賢士紙あかり補修 

都市交流センターに常設展示中の紙あかり人形が制作より 10 年近く経過したものも

あり、傷みがひどい為、まつりの中止を機に、制作者の岡村氏に依頼、補修を行いまし

た。また、補修と同時に人形の中の電球を LED電球へ交換しました。 

     

    補修期間:R3.1/26~3/3 

    補修担当:岡村美術製作 

       

 

 

 

  （４）旧国鉄倉吉線廃線跡来場記念硬券販売 

       近年、旧国鉄倉吉線廃線跡を訪れる観光客が増え、倉吉観光マイス協会が主催する 

廃線跡ツアーも早くから定員になり、大人気となっています。 

しかし、日帰り温泉施設や宿泊施設がある町の温泉街から離はれ 

ている為、そちらを訪れる方はごく一部に限られています。 

また、周辺に店舗がなく記念になるお土産を買う所がないとの 

声もあり、関金の温泉街への集客アップを図る仕掛けをした、 

来場記念のお土産となる硬券の販売機を設置しました。 

 次年度に向けても引き続き取り組む予定にしています。 

 

（５）その他事業 

       2020年1月から世界に広まった新型コロナウイルス感染症において、2020年4月16日に

全国に緊急事態宣言が発令され、湯命館も4月16日~5月の末日まで休業することになりまし

た。営業再開後は十分な感染対策を施してお客さんを受け入れる体制を整え、イベントなど

の開催も行ってきましたが、感染を気遣い利用される入館者の減少は、なかなか元に戻るこ

とができていません。 

     〇年間利用状況 ・入浴者延人数：約6万7千人＜前年比約73％＞ 

             ・食堂利用者数：約1万6千人＜前年比約60%＞ 

     〇開催イベントなど 

             ・一周年感謝記念＜4/26＞ ・母の日＜5月＞及び父の日＜6月＞ 

             ・ホリデー祭り(鉄道模型)＜7月＞ ・カルチャー教室＜7~10月＞ 

             ・せきがね祭り(廃線ウォーク、グランドゴルフ)＜9月＞ 

             ・クリスマスフェア＜12月＞ ・バレンタインデー＜2月＞ 

             ・ホワイトデー＜3月＞  

             ・各種キャンペーン（GOTOトラベル＜7月~＞、GOTO EAT＜9月~＞ 

                       新春＜1月＞、WE LOVE山陰＜3月~＞）など 

     ※令和2年度決算での経常損失については、施設運営の維持の為に倉吉市が全額補填。 
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５、会 議 

（１） 総会 

２０２０年６月１日（月）せきがね湯命館２Fイベントルーム 

（参加人数：20名・委任：25名） 

（２）理事会 

第1回理事会 2020年  5月 7日 せきがね湯命館大広間 

第2回理事会 2020年  6月 1日 せきがね湯命館イベントルーム 

第3回理事会 2020年  7月29日 関金都市交流センター 

第4回理事会 2020年  8月26日 関金都市交流センター 

第5回理事会 2020年 10月 1日 せきがね湯命館イベントルーム 

第6回理事会 2020年 12月 5日 関金湯命館個室  

第7回理事会 2021年  3月10日 せきがね湯命館イベントルーム 

 

（３）三役会議、企画会議 

9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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（単位：円）

2020年度予算 2020年度決算 備　考
504,000 513,000 法人正会員9社、個人正会員38名、個人賛助会員5人

34,641,016 31,640,913

ゲンキですセキガネ 0 786,700 倉吉市にぎわい創出支援事業補助金、お楽しみ振興券代、出店料

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

感染拡大予防対策推進事業 0 195,000 鳥取県くらしの安心推進課

星空保全地域振興事業 500,000 0 コロナウイルス感染症拡大の為実施せず

提灯の点灯 223,300 217,100 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 200,000 157,000 倉吉市助成金、レンタルサイクル代他

甲冑貸出 20,000 0 貸出なし

薬膳 70,000 0 コロナウイルス感染症拡大の為中止

養生市＆カフェ 10,000 0 〝ゲンキですセキガネ〟イベント内にて実施

硬券販売 0 0 旧国鉄倉吉線廃線跡泰久寺駅の硬券販売用機の設置準備。

八賢士紙あかり人形補修 0 0
LLP白金の湯事業 31,846,666 28,726,313 湯命館収入1/3　　

2,000,000 2,100,000 持続型給付金/鳥取県応援金

100,000 848,647
150,000 134,990 ポスター印刷、預金利息他

37,395,016 35,237,550
△2,947,944 △2,947,944
34,447,072 32,289,606

2020年度予算 2020年度決算 備　考
33,720,050 31,906,444

ゲンキですセキガネ 0 947,418 イベント開催費、お楽しみ振興券支払い

ホームページリニューアル 150,000 154,000 HP製作費

感染拡大予防対策推進事業 0 241,961 感染対策グッズ購入

星空保全地域振興事業 500,000 0 コロナウイルス感染症拡大の為実施せず

提灯の点灯 200,000 104,421 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 180,000 175,952 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 16,000 0 貸出なし

薬膳 60,000 0 コロナウイルス感染症拡大の為実施せず

養生市＆カフェ 5,000 0 〝ゲンキですセキガネ〟イベント内にて実施

硬券販売 0 71,997 ガチャ本体、カプセル購入他

八賢士紙あかり人形補修 0 37,582 LED電球、補修費

LLP白金の湯 30,950,000 28,726,313 湯命館経費1/3　　

1,706,000 1,751,127
　給与手当 940,000 746,800 事務員

　福利厚生費 320,000 292,894 社会保険料・労働保険

　租税公課 81,000 261,000 法人県民税、H28～30年市法人税

　旅費交通費 10,000 5,028 交通費・ガソリン代等

　通信運搬費 30,000 35,858 郵送代、FAX通信費、宅急便代等

　消耗品費 30,000 52,071 事務消耗品等

　事務所家賃 120,000 120,000 交流センター事務所

　雑費 30,000 113,722 振込手数料、印紙、登記、謄本、倉吉市MICE協会会費等

　会議費 3,000 5,000 会場費等

　電話代 140,000 118,754 電話代（電話転送含む）、ネット回線代等

　印刷製本代 2,000 0
72,300 0

35,498,350 33,657,571
1,896,666 1,579,979

△1,051,278 △1,367,965

1,659,050 1,446,800 研修会、マニュアル作成、税務関係、観光案内等

体験協議会税務、給与、受入事務の委
託観光案内業務委託 1,659,050 1,446,800 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会/白金の湯

一般管理費

諸収入

２０２０年度　特定非営利活動に係る事業会計収支決算書（案）
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
事　業

委託事業

補助事業

自主事業

給付金
寄付金

当期収入合計　（Ａ）
前  期  繰  越  金
収　入　合　計 　（Ｂ）

Ⅱ支出の部
科          目

体験協議会税務、給与、受入事務の委
託観光案内業務委託

予備費
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

委託事業

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 2,307,912

　　　　普通預金　ゆうちょ銀行振替口座 0

　　　未収金 10,000

　　　前払金 5,568

　　　流動資産合計 2,323,480

　２　固定資産

　　　出資金 3,000,000

　　　固定資産合計 3,000,000

　　　資産合計 5,323,480

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　預り金 0

　　　未払金 19,830

　　　未払い法人税 81,000

　　　LLP白金の湯特別勘定 3,590,615

　　　流動負債合計 3,691,445

　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 6,691,445

Ⅱ　正味財産の部

　　　前期繰越正味財産 △ 2,947,944

　　　当期正味財産増加額（減少額） 1,579,979

　　　正味財産合計 △ 1,367,965

　　　負債及び正味財産合計 5,323,480
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２０２０年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

２０２１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 2,307,912

　　　　普通預金　ゆうちょ銀行振替口座 0

　　　未収金 10,000

　　　前払金 5,568

　　　流動資産合計 2,323,480

　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 5,323,480

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　預り金 0

　　　未払金 19,830

　　　未払い法人税 81,000

　　　LLP白金の湯特別勘定 3,590,615

　　　流動負債合計 3,691,445

　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 6,691,445

　　　正味財産 △ 1,367,965

２０２０年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

２０２１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 ２０２１年度事業計画（案）及び 収支予算（案）承認について 

（2021 年 4 月 1 日から 2022 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はすべてキャンセルとなっています。今年度は新

型コロナウイルス感染症防止対策を施した新しい体験受入スタイルの実行と改善を行

い、今後受入を継続していく為に、民泊受入家庭の拡大と体制整備を継続的に実施しま

す。養生の郷では、これらの業務のサポートと税務・給与関係の事務を受託します。 

 

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） 

①はやぶさ２実物大模型展示&リモート講演会 

 開催期間：7月 3日～5日 

 開催場所：関金都市交流センター 

 内容：宇宙航空研究開発機構（JAXA）が開発し、地球近傍総惑星「リュウグウ」への  

着陸及びサンプルリターンに成功した小惑星探査機「はやぶさ２」の実物大模 

型の展示と講演会の様子を配信（7月 4日午後を予定）。 

②ナイトハイクと星空観察会 

      開催時期： 夏(7～8月頃)と秋(9～10月頃)の 2回/年を予定  

      開催場所： 関金宿地蔵院～関金宿～運動公園ラグビー場 

      内容  ： 地蔵院での瞑想体験～一町地蔵ナイトハイク～運動公園星空観察会  

 ※協力団体： 地蔵院、関金コミュニティセンター 

 

◆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」の開催は

中止となりました。また秋の「倉吉里見まつり」で実施していました時代行列につきましても、 

 今年の実施を見送らせて頂きます。「ナイトハイクと星空観察会」も感染の状況により中止にな

ることがあります。 

 

３、 自主事業 

（１）レンタサイクル（令和新時代創造県民運動推進補助金の活用） 

 昨年度に引き続き、関金での過ごし方の提案の一つとして、自転車を使った観光と健

康づくりの手段としてレンタサイクル事業に取り組みます。 

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。 

 ・貸出受付：前の週までの事前予約制―養生の郷 TEL 又はメールにて 

・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(電動アシスト自転車の購入を検討) 
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      ②関金散策 MAP のバージョンアップ 

      ・昨年度作成した関金「の~んびり散策まるごとガイド」にお勧めモデルコースを追

加しバージョンアップした第２版を印刷。（ex.神社巡りコース、花のコース、星空

コース） 

        また、新たな試みとして、MAP にスマホで情報を読み取る QR コードをガイドに

追加します。 

            ・関金コミュニティセンターと連携し、関金町民がお勧めする後世に残したい「関金

遺産」MAP のページを追加します。 

（２）廃線跡来場記念品販売 

    昨年度に引き続き、旧国鉄倉吉線廃線跡泰久寺駅に来場記念のお土産となる硬券を販

売します。今年はカプセルに湯命館の割引入浴券などをいれ、販売機台には湯命館のパ

ンフレットや関金散策ガイドを置くなど、温泉街を訪れてもらう仕掛け作りをします。 

また、硬券以外にも来場記念の品を考案します。 

 

（３）関金散策コース整備 

      倉吉市協働のまちづくり活動助成金を活用し、町内の清掃整備活動を積極的に実施し  

ます。 

    実施日：3 回/1 年 （7 月・10 月・3 月を予定） 

    実施場所：亀井公園～温泉街周辺 

    関金コミュニティセンターを通じ広く住民への参加の協力も呼びかけます。 

    また、地域の学校への参加の協力をお願いします。 

 

   ４、湯命館応援共同事業 

    湯命館の集客アップを目的に湯命館と企画連携した事業を実施します。 

（１）フリーマーケットの開催 

    都市交流センターを会場にしたフリーマーケット&朝市の開催を計画します。 

      分析： 

 

 

 

 

      目的： 

 

 

 

 

企画の概要 
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昨年 10 月に「ゲンキです。セキガネ」の企画として開催したフリーマー 

ケットに 8 店舗が参加。午前中を中心に多くの来場者があり、白金食堂 

で準備したお弁当も完売し、追加注文が出るほど人気があった。参加者 

からは次回の開催を望む声が聴かれた。 

 

定期的に湯命館市を開催することで、地域との距離感を縮め、湯命館と

都市交流センターを地域の交流の場としての拠点となる取り組みをす

る。 

 

7 月~11 月の土日いずれかの午前中（例えば 10:00～13:00）開催を 

検討。※企画の詳細については今後、湯命館担当者協議。 



５、その他事業－LLP 白金の湯出資事業 

 【令和 3年度せきがね湯命館事業計画】 

   ①湯命館   

〇地域、近隣住民に常連客になって頂く努力をする。会員を増やす営業努力。 

〇観光客が期待できない時でも地元のお客様に安心できる施設として活用頂けるよう 

に十分なコロナ対策を行う。→コロナの影響を最小限に留める。 

     〇売店－特産物の販売、新商品の仕入れ、朝市の開催等の新企画、新商品の導入による 

売上アップを目指す。 

〇在庫商品、陳列等の定期的見直し 

     〇季節ごとのイベント開催－母の日、父の日、夏祭り、クリスマス、正月イベント etc. 

     〇周辺地域の観光施設、飲食店と販売協力、イベントの共同開催等 

                     →地域との共存、共栄に貢献 

   ②白金食堂 

     〇地産地消の食品を使用し、目玉となる商品を開発 

     〇法事会席、敬老会の集まり等の団体客の集客 

     〇送迎バスを活用して少人数からの送迎、食事と入浴のセット販売 
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（単位：円）

2020年度決算 2021年度予算 備　考

513,000 534,000 法人正会員9社、個人正会員42名、個人賛助会員4人

31,640,913 31,289,200

委託事業 体験受入事務業務委託 1,446,800 259,200 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会

ゲンキですセキガネ 786,700 0
ホームページリニューアル 112,000 0
感染拡大予防対策推進事業 195,000 0
星空保全地域振興事業 0 500,000 星空保全地域振興事業補助金

提灯点灯 217,100 0 新型コロナウイルス感染症感染拡大為中止

レンタルサイクル 157,000 300,000 鳥取県令和新時代創造県民運動推進事業ステップアップ3/4

硬券販売 0 120,000 切符販売

八賢士紙あかり人形補修 0 0
関金散策コース整備 0 100,000 倉吉市まちづくり助成金

湯命館フリーマーケット 0 10,000

LLP白金の湯事業 28,726,313 30,000,000 せきがね湯命館売り上げ1/3　　

2,100,000 0

848,647 50,000

134,990 100,000 ポスター印刷、預金利息他

35,237,550 31,973,200

△2,947,944 △1,367,965

32,289,606 30,605,235

2020年度決算 2021年度予算 備　考

31,906,444 30,867,200

委託事業 体験受入事務業務委託 1,446,800 259,200 体験受付け・事務処理人件費

ゲンキですセキガネ 947,418 0
ホームページリニューアル 154,000 0
感染拡大予防対策推進事業 241,961 0
星空保全地域振興事業 0 500,000 星空見学ツアー開催費

提灯点灯 104,421 0
レンタルサイクル 175,952 400,000 自転車修繕、備品購入、自転車保険、マップの作成他

硬券販売 71,997 20,000 切符印刷、カプセル代

八賢士紙あかり人形補修 37,582 0
関金散策コース整備 0 118,000 清掃用具購入費

湯命館フリーマーケット 0 10,000

LLP白金の湯 28,726,313 29,560,000 せきがね湯命館経費1/3　　

1,751,127 1,841,000

　給与手当 746,800 820,000 事務員

　福利厚生費 292,894 80,000 社会保険料・労働保険

　租税公課 261,000 581,000 法人県民税・消費税

　旅費交通費 5,028 3,000 交通費・ガソリン代・宿泊費等

　通信運搬費 35,858 30,000 郵送代、FAX通信費、宅急便代等

　消耗品費 52,071 30,000 事務消耗品等

　事務所家賃 120,000 120,000 交流センター事務所

　雑費 113,722 50,000 振込手数料、印紙、登記、謄本、倉吉市MICE協会会費等

　会議費 5,000 5,000 会場費等

　電話代 118,754 120,000 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 0

33,657,571 32,708,200

1,579,979 △735,000

△1,367,965 △2,102,965
13

自主事業

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）

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）

補助事業

自主事業

科          目

事　業

２０２１年度　特定非営利活動に係る事業会計収支予算書（案）
2021年4月1日～2022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

補助事業
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