
第１号議案 ２０２１年度事業報告及び収支決算承認について 

２０２１年度事業報告書 （2021 年 4 月 1 日から 2022 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のための研修会開催のサポート、税務関係事務処理業務等を受託 

しました。昨年度に引き続き、当初予定されていた 2021年度の関西方面からの中学校修学 

旅行受入れも、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）とっとりグリーンウェイブ「国際森林デーin とっとり」植樹イベント 

     （とっとり環境の森づくり普及啓発事業） 

     11 月に実施した亀井公園遊歩道清掃活動に続き、以前のように、春にミツバツツジが満 

開に咲く公園の復活を目指し、ミツバツツジの植樹イベントとそれに伴う整備活動を実施しま 

した。新型コロナウイルス感染症感染拡大の為、参加者募集の形での実施はできませんでした 

が、地元の鴨川中学生や地域の方々に協力頂き植樹をおこないました。 

 

１．実施内容 

  開催日時：2022 年 3 月 21 日(月・祝) 

  開催場所：関金町関金宿シロヤマヒラ 亀井公園及び遊歩道 

  参加者 ：鴨川中学生 13 名、教諭 3 名 

       その他スタッフ 20 名 

財産区管理委員会会員・関金コミュニティセンター 

         公民館員・NPO 法人養生の郷会員他 

 

２．事業内容詳細 

    ① 2/14〜17－植樹場所亀井公園周辺の山の事前調査  

           植樹場所の選定 

  

・   ② 2/24〜28－植樹場所整備作業 

関金町関金宿シロヤマヒラ 1369－1 亀井公園周辺 0.1ha 造林 

実施団体－中部森林組合 

 

③ 3/19〜20－植樹場所下見・清掃作業 

 

④ 3/21 8:30〜10:00 関金宿延命茶屋足湯集合、スケジュール手順説明 

亀井公園遊歩道沿い山林に 50 本のミツバツツジを植樹 

 

  ３．事業の成果 

    ・遊歩道沿いの山の整備により、倒木を処理し、枯れ木の伐採をすることができました。こ

れにより、雑木に押され埋もれて枯れかけていたツツジに日が当たり、枯れ枝を剪定する

こともできました。 

     ・遊歩道に覆いかぶさっていた木を伐採したことで、山からの展望が広がり景観が良くなり

ました。 

・新たに植樹した 50 本を含め、古木の剪定により徐々にではありますが、春に開花する木

が増えていくことが期待されます。 

-1- 

 



・植樹イベントに参加した地元の中学生からは、『次も山の整備活動に参加していきたい』『地

域の方々に楽しんで頂ける木を自分たちが植樹できてうれしい』『自分が植樹した木があ

る山にますます愛着がわく』『ツツジの開花の季節に家族と植えた木を見に来たい』など

の声を聴くことができました。また、学校側からは来年度も地域ボランティア活動として

この活動に参加していきたいとの申し出も頂きました。 

・地域の公民館、中学校が、地域の課題に目を向けることができました。今後の山の維持管

理について、地域の中で話す機会を持つことができました。 

・山に整備に入ることで、山の様相が変わり、景観を保つことができ、土砂崩れなどの自然

災害を防ぐ為にも、如何に重要かを実地に体験する事が出来ました。 

     ※植樹イベントの様子 

 

 

 

 

 

 

 

       延命茶屋足湯集合         参加の中学生         公園遊歩道沿い斜面 

 

 

 

 

 

 

 

           地域の方と中学生がグループごとに植樹            植樹活動記念撮影   

        

２、 補助事業 

（１） 星空保全地域振興事業補助金事業 

   ①『はやぶさ２実物大模型』とミッションの軌跡 & せきがね星空スポット写真展示会 

    ・宇宙航空研究開発機構（JAXA）が開発し、地球近傍小惑星〝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〟の実物大模型と〝はやぶさ２ミ
ッションの軌跡〟をパネルにし、展示しました。また、関金の星空写真を大型のタペストリ
ーで展示し、近くの素敵な星空を見ることができるスポットを紹介しました。 

 開催期間：7月3日~4日 10:00~19:00 

    開催場所：関金都市交流センター 

    来場者数：約450名 

●来場者感想 

    ・百聞は一見に如かずですね。実際見ると想像とは違います。 

    （〝大きいですね。〟と言われる方と〝こんなに小さくてよくいって帰ってきましたね〟と言
われる方、個々に捉え方は違いました。） 

・ロケットの打ち上げに親子で行ったことがあります。近くで見ることができて感激です。 

・新聞で知り飛んできました。子供が、はやぶさが大好きで、実際に見ることができて良かっ
たです。 

    ・最近の学習はパソコン越しになっているが、実際の体験ほど子供の五感を刺激するものは 

ない。                -2- 



 
◆展示会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

     関金の星空タペストリー      はやぶさ2実物大模型    次のミッションに向かうはやぶさ2 

 

 

 

 

 

 

 

はやぶさ 2 クイズ           熱心に模型を観察する来場者       ミッションの軌跡パネル 

  ② 地元中学生を招待して『〝はやぶさ２ミッションの軌跡〟と星空学習会』 

会場となった都市交流センターの閉館日を利用し、地元の鴨川中学生１年~3年の全学年を対
象に〝はやぶさ２実物大模型〟の見学会と関金の星空学習会を開催しました。 

実 施 日：7月5日9:00~12:00 実施場所：関金都市交流センター 

講  師：倉吉自然科学研究会 小川氏 

◆鴨川中学校『〝はやぶさ２ミッションの軌跡〟と星空学習会』の様子 

 

 

 

 

 

 

③ 瞑想体験とナイトハイク&星空観察会 

 実施日：第1回－9月11日 第2回－10月9日 

     参加者：第1回－23名 第2回－26名 

     講 師：地蔵院住職九鬼氏、倉吉自然科学研究会小川氏 

     実施内容：関金都市交流センター集合〜地蔵院にて瞑想・座禅体験〜ナイトウォーク 

          〜運動公園ラグビー場にて星空観察会 

   ◆瞑想体験とナイトハイク&星空観察会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

   地蔵院での瞑想体験       境内を見学          鐘をついてウォーキングに出発 
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   市営ラグビー場にて     小川氏の星空解説        大きな天体望遠鏡で金星・木星などを観察 

 

（２）関金温泉まつり 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大の為中止になった春の〝せきがねつつじ温泉まつり〟

を、感染が落ち着いてきた秋の収穫の時期に、観光関連事業社や飲食店の応援と地域の住民に

楽しんで頂くことを目的に〝関金温泉まつり〟として開催しました。 

実施内容 

１）提灯の点灯 

   設置期間：11月 6日～13日 

祭りの開催告知も兼ね、せきがね湯命館の周辺に提灯を設置し、温泉に来られた方々に秋

の夜に提灯の灯を楽しんで頂きました。 

  ２）本祭 開催日：11月 14日 

①関金温泉街を辿るウォーキング 

●午前長距離コース（湯命館～亀井公園～一町地蔵～鳥飼家～湯命館） 

      参加者数－30名（予約・当日参加含む） 

     午前ウォーキングの様子 

 

 

                           

          ⤵ 

         亀井公園        関金宿滝川        大滝山観音堂        不動滝       

●午後中距離コース（湯命館～亀井公園～湯命館） 

  参加者数－16名（予約・当日参加含む） 

     午後ウォーキングの様子 

 

 

                           

 

        湯命館前集合         亀井公園         地蔵院見学 

 

   ②食欲の秋－せきがねの美味しいもの市  

   ★せきがねの飲食店のお弁当販売 

参加店－白金食堂、一心、サテンドール、薬膳食堂犬挟、カカラ 

    ５店舗が参加。11:00販売開始後、約 10分で完売となりました。                        
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★せきがね美味しいもの販売－宝製菓、游 YOU村 

 

 

 

 

         お弁当販売     宝製菓－お菓子と珈琲販売   遊 YOU村―おこわ販売 

   

 ★地元農産物の販売－鳥取農業大学校 真栄農産 LLP白金の湯 株式会社 A&E 

 

 

 

 

   

 ★白ネギ焼き・焼き芋の販売 

    

 

 

 

   

 ③フリーマーケット―7店舗参加 

 

 

 

 

古着や日用品雑貨、竹細工製品、観葉植物など様々な出店が揃いました。 

④お楽しみゲームコーナー 

    春の祭りでも好評の関所ゲームからファミリーで楽しめる射的や輪投げなどのコーナー

を設置、スタッフとして、鳥取県立農業大学校の学生 10名の方に参加協力頂きました。 

ゲームを楽しむ来場者の様子 

 

  

     

 

        スーパーボールすくい       輪投げ           射的 

   ⑤温泉施設とのコラボ企画 

    内容：温泉施設外来入浴客を対象に、その場で当たるお楽しみくじ引き大会を開催 

    ●せきがね湯命館－入浴者数 443名  

    ●湯 楽 里  －入浴者数  54名  

    ●鳥 飼 旅 館－入浴者数 16名 
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（３）レンタサイクル＆関金散策 MAP作成―令和新時代創造県民運動推進補助金事業 

    昨年度からスタートしたレンタサイクル事業では、今後の需要 

   の回復を見越し、今年度は、利用者からも要望があった電動アシスト 

自転車を導入しました。また、関金地区振興協議会と連携し、地元住 

民のお勧めスポット〝関金世間遺産〟を掲載した散策 MAPの改訂版を 

作成、町内や周辺施設に配布することで、更なる地域の魅力発信を  新たに購入したアシスト 

はかりました。                             自転車 

    ※散策 MAPを、町内在住の会員の方へは市報と共に配布し、町外在住の会員の方へは総

会案内に同封し配布しました。 

      

（４）亀井公園清掃整備事業－倉吉市協働のまちづくり活動助成事業 

  実施内容 

      第 1回清掃整備活動 

 日 時：R3年 11月 6日(土) 8:30〜12:00 

     参加者：NPO法人養生の郷、財産区管理委員会、観光施設職員・・・・15名 

         鴨川中学校教職員 13名、１〜３年全校生徒 78名 

     亀井公園入口〜遊歩道〜頂上展望台付近の清掃整備活動 

第 2回清掃整備活動 

 日時：R4年 3月 27日（日）9:00〜10:30 

     参加者：NPO法人養生、財産区管理委員会、地区公民館・・・18名 

     第 1 回活動の様子 

         

 

 

 

     第２回活動の様子 

 

 

 

 

 

３、   自主事業 

（１）旧国鉄倉吉線廃線跡来場記念硬券販売 

       旧国鉄倉吉線廃線跡泰久寺駅跡に、トイカプセルを設置し来場記念切符を販売しました。

秋からは要望に応えて、記念切符の駅名〝泰久寺駅〟に加え〝関金駅〟〝山守駅〟を作成

し合計 3種類としました。また、廃線跡を訪れた観光客に、関金温泉街へ足を運んで頂く

仕掛けづくりとして、カプセル内に湯命館の割引券も入れました。 

年間(R3.5〜R4.3)の硬券販売枚数：1059枚   割引券使用割合約 3.4％ 

湯命館割引券戻り枚数     ： 36枚   →今後更なる仕掛け作りが必要。 
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（２）その他事業 

     令和３年度LLP白金の湯事業報告 

       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ついては、2021年4月〜5月 

に第4波、7月〜9月に第5波、2022年1月〜3月に第6波と収まる状況が見えてこない。2021 

年8月に、せきがね湯命館及び白金食堂は「鳥取県新型コロナ安心対策認証店」の承認を

受け、感染対策に取り組み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

てきたが、感染を気遣い利用される入館者の減少や食堂利用のお客様は思うように戻るこ

とができなかった。 

     ○年間利用状況  

      ・入浴者延人数：約80,600人＜前年比120％＞ 

      ・食堂利用者数：約17,600人＜前年比108％＞ 

     ○開催イベントなど 

      ・26周年誕生祭企画＜4/23＞ ・母の日<5月>及び父の日<6月> 

      ・せきがね温泉にぎわい祭り(鉄道模型・ダンス発表・フラダンス・ジャズコンサート) 

                   <9月&11月> 

      ・クリスマスフェア<12月> ・バレンタインデー<2月>及びホワイトデー<3月> 

      ・WE LOVE 山陰キャンペーン(R3年7月〜9月は中止) など   

      

     ※令和3年度の赤字補填について、施設運営の維持のために倉吉市から臨時指定管理料の支

払いを受けました。≪計：19,214千円(1月：16,454千円、3月：2,760千円)≫ 

 

５、会 議 

（１） 総会 

２０２１年６月２日（水）せきがね湯命館２Fイベントルーム 

（参加人数：17名・委任：19名） 

（２）理事会 

第1回理事会 2021年  5月 26日 関金都市交流センター 

第2回理事会 2021年  9月 16日 関金都市交流センター 

第3回理事会 2021年  10月28日 関金都市交流センター 

第4回理事会 2021年  12月18日 せきがね湯命館柚子の間 

第5回理事会 2022年  2月 1日 せきがね湯命館イベントルーム 

 

（３）三役会議、企画会議 

3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）

202１年度予算202１年度決算 備　考

534,000 498,000 法人正会員9社、個人正会員36名、個人賛助会員4人

31,289,200 28,547,320

委託事業 体験協議会税務、給与、受入事務委託 259,200 259,200 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会

とっとり環境の森づくり啓発事業 0 548,950 とっとり環境の森づくり啓発事業

星空保全地域振興事業 500,000 560,700 鳥取県星空保全地域振興事業補助金、地区振興協議会、参加費

関金温泉まつり 0 743,685 倉吉市補助金、物販等

令和新時代創造県民運動推進補助事業 300,000 277,114 令和新時代創造県民運動推進事業補助金、レンタサイクル料

亀井公園清掃事業 100,000 70,000 倉吉市協働のまちづくり活動助成金

旧国鉄倉吉線廃線跡来場記念硬券販売 120,000 200,122 旧国鉄倉吉線廃線跡泰久寺駅の来場記念硬券販売。

湯命館フリーマーケット 10,000 0

LLP白金の湯事業 30,000,000 25,887,549 湯命館収入1/3　　

50,000 622,417

100,000 103,322 ポスター印刷、預金利息他

31,973,200 29,771,059

△1,367,965 △1,367,965

30,605,235 28,403,094

202１年度予算202１年度決算 備　考

30,867,200 28,489,792

体験協議会税務、給与、受入事務委託 259,200 259,200 給与、税務関係事務、講演会サポート等

とっとり環境の森づくり啓発事業 0 493,315 植樹の為の整備費、スタッフ代等

星空保全地域振興事業 500,000 579,075 イベント開催費、講師代、会場費等

関金温泉まつり 0 749,559 関金温泉まつり開催費

令和新時代創造県民運動推進補助事業 400,000 394,279 電動アシスト自転車購入費、MAP作成費、保険、消耗品等

亀井公園清掃事業 118,000 72,690 清掃道具レンタル費、剪定ばさみ、消耗品購入費

旧国鉄倉吉線廃線跡来場記念硬券販売 20,000 44,524 硬券印刷費、消耗品費、郵送料等

湯命館フリーマーケット 10,000 0 ※関金温泉まつりの企画として実施

LLP白金の湯事業 29,560,000 25,897,150 湯命館経費1/3　　

1,841,000 2,619,007

　給与手当 820,000 1,259,771 年間事務員1人雇用

　福利厚生費 80,000 274,082 社会保険料・労働保険

　租税公課 581,000 727,440 法人県民税、市法人税、消費税

　旅費交通費 3,000 3,882 交通費・ガソリン代等

　通信運搬費 30,000 26,862 郵送代、FAX通信費、宅急便代等

　消耗品費 30,000 3,097 事務消耗品等

　事務所家賃 120,000 109,091 交流センター事務所

　雑費 50,000 97,360 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 0 会場費等

　電話代 120,000 117,422 電話代（電話転送含む）、ネット回線代等

　印刷製本代 2,000 0

0 0

32,708,200 31,108,799

△735,000 △1,337,740

△2,102,965 △2,705,705

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

科          目

補助事業

自主事業

予備費

支　出　合　計　　　（Ｃ）

当期収入合計　（Ａ）

前  期  繰  越  金

収　入　合　計 　（Ｂ）

Ⅱ支出の部

補助事業

自主事業

8

一般管理費

諸収入

２０２１年度　特定非営利活動に係る事業会計収支決算書
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

事　業

寄付金



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 802,482

　　　　普通預金　ゆうちょ銀行振替口座 0

　　　未収金 548,950

　　　前払金 5,568

　　　流動資産合計 1,357,000

　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 4,357,000

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　預り金 0

　　　未払金 316,989

 　　 未払消費税 64,500

　　　未払法人税 81,000

　　　LLP白金の湯特別勘定 3,600,216

　　　流動負債合計 4,062,705

　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 7,062,705

　　　正味財産 △ 2,705,705
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２０２１年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

２０２２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 802,482

　　　　普通預金　ゆうちょ銀行振替口座 0

　　　未収金 548,950

　　　前払金 5,568

　　　流動資産合計 1,357,000

　２　固定資産

　　　出資金 3,000,000

　　　固定資産合計 3,000,000

　　　資産合計 4,357,000

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　預り金 0

　　　未払金 316,989

   　 未払消費税 64,500

　　　未払法人税 81,000

　　　LLP白金の湯特別勘定 3,600,216

　　　流動負債合計 4,062,705

　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 7,062,705

Ⅱ　正味財産の部

　　　前期繰越正味財産 △ 1,367,965

　　　当期正味財産増加額（減少額） △ 1,337,740

　　　正味財産合計 △ 2,705,705

　　　負債及び正味財産合計 4,357,000
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２０２１年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

２０２２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 ２０２２年度事業計画 及び 収支予算承認について 

（2022 年 4 月 1 日から 2023 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昨年度はコロナ感染症の拡大に

より修学旅行の受入はすべてキャンセルとなりました。今年度は 6 月までの受入はキャ

ンセル、7 月以降については新型コロナウイルス感染状況を見ながらの判断となります。

民泊・自然体験の受入には 2 年続けて厳しい状況が続いていますが、養生の郷では、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、今後の受入再開、

継続に向けての体験業務のサポートと税務・給与関係の事務を受託していきます。 

 

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） 

旧国鉄倉吉線廃線跡ウォーキングと星空観察会 

 開催期間：2回/年 第 1回-7/30(土)予定 第 2回-9月下旬〜10月上旬 予定 

 開催場所：旧国鉄倉吉線廃線跡泰久寺駅〜木の実の里 

 内  容：集合場所〜廃線跡泰久寺駅ウォーキング〜星空観察会 

 

（２）関金温泉まつり 

  概要：関金温泉の観光振興を目的に、温泉街を活気づけ、落ち込んだ消費活動に弾みを

つけ、住民を元気づけるような企画の祭りを開催します。新型コロナウイルス感

染症の感染状況を考慮して、春は提灯の点灯のみとし、秋に本祭を開催する予定

にしています。 

  内容  

①提灯の点灯－令和 4年 4月 10日〜5月 15日 

昨年は提灯点灯が中止となり、住民からの〝春に提灯点灯がないのは淋しい〟との声を

聴き、今春はツツジの開花に合わせて亀井公園の遊歩道に提灯を設置することとしまし

た。  

②本祭－令和 4年秋頃開催予定 

●関金町散策ガイドコースめぐり：ウォーキングコースとサイクリングコースを紹介  

昨年度末に作成した関金散策 MAPから温泉街周辺のウォーキングとサイクリング

コースを、午前と午後に分かれて散策。関金町の紹介と参加者の日頃の運動不足解

消を図ります。  

    ●食欲の秋－せきがねの美味しいもの市  

        ・せきがねのお店のお弁当販売 

昨年度好評の地元のお店のお弁当を、昨年度より個数を増やして販売予定。 

        ・せきがね美味しいもの販売－遊 YOU村おこわ、宝製製菓（予定） 

        ・地元野菜の販売－鳥取農業大学校  新米・餅米販売－真栄農産 
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      ●フリーマーケット  

        

      ●お楽しみゲームコーナー 

        スーパーボール、射的、輪投げ、流鏑馬など『つつじ温泉まつり』の人気の大人

から子供までファミリーで楽しめる内容の物を、過去の関所ゲームの中から選択。 

 

      ●働く車大集合―子供たちに人気の働く車の展示と試乗会 

         

      ●温泉施設のコラボ企画 

        内容：入浴料割引やお楽しみくじなど（未定） 

        日時：まつり当日のみ開催 

対象施設：湯命館、湯楽里、鳥飼旅館（予定） 

参加対象者：各施設の外来入浴利用者 

 

（３）倉吉里見時代行列 

2022 年９月４日（日） １０：３０（予定）～１５：００ 

里見時代行列は、里見まつりを関金地区から倉吉市街へと続く広域的なまつりとしての

定着を計り、倉吉の伝統文化を県内外に発信することを目的に、平成１８年より開催して

きました。しかしながら昨年一昨年と新型コロナウイルス感染症の影響による本祭の中止

に伴い、里見時代行列も 2 年続けての中止となりました。今年度は、本祭の開催に合わせ

行列も実施の予定にしています。伝統文化を軸にした地元が潤う体制づくりの構築と、感

染予防対策をとった安全な開催を目指し準備を進めていきます。 

 

  （４）亀井公園清掃活動（倉吉市協働のまちづくり活動助成金) 

      昨年度は地元鴨川中学校、関金コミュニティセンター、財産区管理委員会の協力を頂 

  き亀井公園の遊歩道清掃整備活動を行いました。今年度も引き続き各団体と協力して清掃活

動に取り組んでいきます。 

    実施予定：第１回 R4 年 7 月 9 日（予定） 

         第 2 回 R4 年 10 月末〜11 月初旬 

 

 （５）令和新時代創造県民運動推進補助金とっとりドリーム型－亀井公園整備事業 

   関金温泉街の中心にある亀井公園の遊歩道の整備事業に取り組みます。亀井公園の遊歩道

をウォーキングコースとして整備し、町民の健康づくりや温泉街を訪れた観光客の方々の散

策道として活用していきます。 

 

◆新型コロナウイルス感染症の感染状況により、各種事業等の開催延期又は中止となる場

合もあります。 
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３、 自主事業 

（１）レンタサイクル 

 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。今年度から自転車貸出業務

をせきがね湯命館と提携して行います。新たに 4 台の電動アシスト自転車を購入します。 

 ○平日(火〜金)受付貸出業務：NPO 法人養生の郷・土日祝日：湯命館 

※貸出：予約制 貸出時間：10：00～17：00 

貸出料金：1,000 円/1 回、電動アシスト：1,000 円/4h、1,500 円/4h 以上 

 

（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。廃線跡を訪れる方々に温泉街へも足を運んで頂ける仕掛けづくりとして、今

年は湯命館の割引券の他に、鉄道関連グッズの湯命館での販売を検討します。 

      

（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 「薬膳キッチン〜薬膳は簡単で美味しい!」オープン教室の開催 

        開催日： 4〜5 回/年を予定・・・初回開催 7 月中旬を予定 

        場 所： フリースペースを利用 

        対象：養生の郷会員＆その他薬膳や食に興味関心がある方 

   ・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。 

・毎回テーマを設け、テーマに合わせた薬膳メニューを提案。講師が、いつもの食材を

使いテーマ別の薬膳料理を調理します。 

・解説を交えながら、楽しく出来上がった薬膳料理を試食します。 
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４、その他事業－LLP 白金の湯出資事業 

  令和 4 年度 LLP 白金の湯事業計画 

   新型コロナウイルス感染症はまだまだ収束のめどはたたないが、十分な感染対策を行い 

安心安全な日帰り温泉施設をアピールするとともに、地域に根差した基幹施設として活用

していただけるよう様々なイベントなどを行っていきます。 

【湯命館】 

・地域近隣の住民に常連客になっていただく努力をし、新型コロナ対策認証店として十分

な感染対策を行い、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

て活用して頂けるようにする。 

・温泉をアピールするために、バラ風呂や薬湯を活用したイベントなどを実施する。 

・鳥取県も力を入れているサウナの活用について、補助金などを活用した事業に取り組む。 

・売店については、特産物の販売新商品の仕入れ、新商品の導入などで売上アップを目指

し、商品在庫、陳列等定期的に見直す。 

・季節のイベント、夏祭り。クリスマス、正月イベントなどを開催し集客アップを目指す。 

・星空保全地域の認定を活用し、星空観察会などを開催して夜の魅力をアピールする。 

・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、地域と共存、共栄に

貢献する。 

・各団体(NPO 法人養生の郷、NPO 未来、株式会社チュウブ、関金温泉振興組合、マイス協

会など)が実施するイベントなどと連携、協力して集客アップに繋げる。 

【白金食堂】 

・地産地消の食品を使用し、目玉となる商品を開発し近隣地区へもアピールしていく。 

 また、法事の会席、敬老会の集まり等の団体客を集客していく。 

・送迎バスを活用して少人数から送迎、食事と入浴のセット販売を行っていく。 

・地域に愛される湯命館を目指し利益を上げる努力を重ねていく。 
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（単位：円）

202１年度決算2022年度予算 備　考

498,000 519,000 法人正会員9社、個人正会員40名、個人賛助会員3人

28,547,320 35,886,200

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

とっとり環境の森づくり啓発事業 548,950 　　　　　　　　-

星空保全地域振興事業 560,700 500,000 鳥取県星空保全地域振興事業補助金

関金温泉まつり 743,685 730,000 倉吉市関金温泉まつり開催費、出店、物販販売等

令和新時代創造県民運動推進補助事業 277,114 1,500,000 令和新時代創造県民運動推進補助金ドリーム型－亀井公園整備事業

亀井公園清掃事業 70,000 50,000 倉吉市協働のまちづくり活動助成金

倉吉里見時代行列 0 150,000 倉吉里見まつり実行委員会

旧国鉄倉吉線廃線跡来場記念品販売 200,122 250,000 硬券、鉄道関連商品販売

レンタルサイクル 0 30,000 レンタサイクル料

薬膳 0 50,000 料理教室参加費

LLP白金の湯事業 25,887,549 32,367,000 せきがね湯命館売り上げ1/3　　

622,417 1,000,000

103,322 100,000 ポスター印刷、預金利息他

29,771,059 37,505,200

△1,367,965 △2,705,705

28,403,094 34,799,495

202１年度決算2022年度予算 備　考

28,489,792 35,722,560

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

とっとり環境の森づくり啓発事業 493,315 0

星空保全地域振興事業 579,075 500,000 講師代、会場費、消耗品費等

関金温泉まつり 749,559 786,360 提灯配線代、スタッフ代、消耗品費、その他祭り開催に係る費用

令和新時代創造県民運動推進補助事業 394,279 1,500,000 亀井公園遊歩道等整備費など

亀井公園清掃事業 72,690 50,000 清掃道具、スタッフ費など

倉吉里見時代行列 0 150,000 行列実施に係る費用

旧国鉄倉吉線廃線跡来場記念品販売 44,524 45,000 印刷費、消耗品、郵送料等

レンタサイクル 0 30,000 電動アシスト自転車・備品購入、自転車保険他

薬膳 0 70,000 フリースペースレンタル料、講師料等

LLP白金の湯 25,897,150 32,332,000 せきがね湯命館経費1/3　　

2,619,007 2,641,091

　給与手当 1,259,771 1,260,000 事務員

　福利厚生費 274,082 280,000 社会保険料・労働保険

　租税公課 727,440 750,000 法人県民税・消費税

　旅費交通費 3,882 5,000 交通費・ガソリン代・宿泊費等

　通信運搬費 26,862 30,000 郵送代、FAX通信費、宅急便代等

　消耗品費 3,097 30,000 事務消耗品等

　事務所家賃 109,091 109,091 交流センター事務所

　雑費 97,360 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 0 5,000 会場費等

　電話代 117,422 120,000 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

31,108,799 38,363,651

△1,337,740 　 △858,451

△2,705,705 △3,564,156
16

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）

２０２２年度　特定非営利活動に係る事業会計収支予算書
2022年4月1日～2023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

自主事業

補助事業

補助事業

委託事業

自主事業

科          目

事　業

寄付金

収　入　合　計 　（Ｂ）

Ⅱ支出の部

諸収入

委託事業



 第 3 号議案 役員改選について 

 

 

R2 年度・R3 年度  R4 年度・R5 年度 

青木 邦男 理事長  増田 英之 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  藤井 義人 副理事長 

藤井 義人 副理事長  加藤 栄隆 副理事長 

竹田 秀紀   竹田 秀紀  

加藤 栄隆   鳥飼 昭宏  

鳥飼 昭宏   福永 晴美  

福永 晴美   福田 陽子  

住友 堅一   金光 敏博  

九鬼 全弘   鳥飼 進一  

福田 陽子   林 浩二  

宮口 浩   西中 誠  

金光 敏博   竹ノ内由生  

鳥飼 進一   藤井 俊彦  

林 浩二   岩崎 日出男  

西中 誠   伊垢離 隆  

竹ノ内由生     

藤井 俊彦     

                            

  監事 

石賀 伸行   石賀 伸行  

小椋 泰明   小椋 泰明  

－17－ 


	第１号議案2021年度事業報告書.pdf
	2021決算.pdf
	財産目録.pdf
	貸借対照表.pdf
	第2号議案2022年度事業計画..pdf
	2022年予算書.pdf
	第3号議案R4役員改選.pdf

