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３．施設の概要
（１）サイクリングターミナル

サイクリングターミナルの屋上の防水工事は
いつ行ったものか。

平成23年に2階屋根の部分のみ工事を行っています。

2 3施設の収支等 施設ごとの損益計算書等、収支のわかるもの
はないか。

これまでは行政による管理・運営だったため、損益計算書については作成していませんが、
各施設の令和元（平成31）年度から令和3年度の収支状況については2ページ目以降のとお
りです。

鳥取砂丘キャンプ場（仮称）運営事業に関する公募型プロポーザルの質問と回答（第２回）
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【支出の部】 （単位 円）
年度 費目 金額 備考

旅費 普通旅費 15,824
需用費 消耗品費 365,807

燃料費 274,824
光熱水費 1,903,281
施設修繕費 746,780

役務費 通信運搬費 129,740
手数料 366,698

保険料 125,680 火災保険料  5,680円
その他保険料 120,000円

委託料 事務事業等委託費 3,097,280
施設管理運営委託費 4,027,608

借上料 借上料 171,512 OA機器借上料 25,455円
その他借上料  146,057円

11,225,034
旅費 普通旅費 17,072
需用費 消耗品費 354,617

燃料費 63,313
印刷製本費 3,564
光熱水費 1,276,473
施設修繕費 2,197,429

役務費 通信運搬費 128,623
手数料 362,472

保険料 125,730 火災保険料  5,730円
その他保険料 120,000円

委託料 事務事業等委託費 676,280
施設管理運営委託費 5,043,103

借上料 借上料 271,581 OA機器借上料 20,457円
その他借上料  251,124円

10,520,257
旅費 普通旅費 14,832
需用費 消耗品費 431,390

燃料費 123,343
光熱水費 1,465,348
施設修繕費 95,850

役務費 通信運搬費 125,935
手数料 180,294

保険料 125,631 火災保険料  5,631円
その他保険料 120,000円

委託料 事務事業等委託費 1,234,720
施設管理運営委託費 3,626,746

借上料 借上料 147,799 OA機器借上料 20,457円
その他借上料  251,124円

備品購入費 備品購入費 3,840
7,575,728

【収入の部】 （単位 円）
年度 金額 備考

H31・R1 8,537,669

R2 1,596,224

R3 1,953,956

旧鳥取市サイクリングターミナル管理運営に係る収支

合 計

H31・R1

R2

合 計

費目

施設利用料

施設利用料

施設利用料

R3

合 計
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【支出の部】 （単位 円）

年度 費目 金額 備考

需用費 消耗品費 32,860 トイレットペーパー

光熱水費 479,246 トイレ棟、街灯、上下水

施設修繕費 435,800 照明設備他

手数料 手数料 35,970 グリストラップ洗浄

委託料 事務事業等委託費 1,584,639
清掃委託 878,010円
樹幹注入 463,980円
ゴミ収集 242,649円

2,568,515

需用費 消耗品費 22,176 トイレットペーパー

光熱水費 415,812 トイレ棟、街灯、上下水

施設修繕費 0

手数料 手数料 35,970 グリストラップ洗浄

委託料 事務事業等委託費 1,644,467
清掃委託 896,170円
樹幹注入 495,330円
ゴミ収集 252,967円

2,118,425

需用費 消耗品費 22,176 トイレットペーパー

光熱水費 511,069 トイレ棟、街灯、上下水

施設修繕費 218,372 トイレ水栓交換ほか

手数料 手数料 35,970 グリストラップ洗浄

委託料 事務事業等委託費 1,870,242
清掃委託 1,134,485円
樹幹注入    482,790円
ゴミ収集    252,967円

2,657,829

【収入の部】 （単位 円）

年度 金額 備考

H31・R1 0

R2 0

R3 0

無料キャンプ場として運営していた
ため、収入はなし

費目

収入（利用料等）

旧鳥取市柳茶屋キャンプ場管理運営に係る収支

合 計

合 計

合 計

H31・R1

R2

R3
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こどもの国キャンプ場管理運営に係る収支

【支出の部】 ※年度共通

費目 金額（円） 備考

人件費 670,000
・給与（キャンプ場の管理はこどもの国スタッフが兼務） 
42万円
・宿直手当 25万円

消耗品費 40,000 申込関係、案内ペーパ、簡易看板、除菌・消毒用品
光熱水費 45,000 ガス代、ガス充填含む
備品費 200,000 テント、テーブル等、破損の激しいものから順次購入

委託費 770,000

・草刈り 20万円
・消防設備点検（キャンプエリア） 3万円
・清掃業務（キャンプ稼働日相当） 30万円
・駐車場警備 9万円
・松くい虫樹幹注入 15万円

修繕費 300,000 土留め、軽微な修理など
通信費 10,000 許可証送付

減価償却費 25,000 小屋雨除けなど
合計 2,060,000

【収入の部】
年度 区分 金額（円）

キャンプ場利用料 335,160
キャンプ用品利用料（レンタル料） 163,400
キャンプ場利用料 134,160
キャンプ用品利用料（レンタル料） 19,200
キャンプ場利用料 141,240
キャンプ用品利用料（レンタル料） 17,400

・こどもの国との一体管理を行っていたため、キャンプ場のみの詳細な金額は不明。以下はおおよその金額。

H31

R2

R3
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