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特定非営利活動法人鳳雛塾 

 

平成２２年度通常総会 式次第 

 

 

１． 開会挨拶 

 

２． 定足数の確認 

 

３． 議長選出 

 

４． 議事録署名人選出 

 

５． 書記選出 

 

６． 議案審議 

１）第１号議案  平成２１年度事業報告 

２）第２号議案  平成２１年度収支決算 

３）第３号議案  平成２１年度監査報告 

４）第４号議案  平成２２年度事業計画 

５）第５号議案  平成２２年度収支予算 

 

７． 事務局からのお知らせ 

    ・会費納入のお願い等 

 

８． その他 

 

９． 閉会 

 

 



ごあいさつ 

 

ＮＰＯ法人鳳雛塾は、２００５年（平成１７年）３月３１日に設立総会（第１回総会）

を開催し、同年６月２２日に法人登記しました。当法人の前身でありますＳＡＧＡベンチ

ャービジネス協議会を創立した１９９７年１１月から通算しますと今年で１３年目を迎え

ており、この間、一貫して佐賀県地域経済活性化のために尽力してまいりました。 

 

平成２１年度を顧みますと、一年余り開講できていませんでした当法人の主力事業であ

ります「第１２期ビジネススクール鳳雛塾」を開講することができ、特に若手の社会人や

学生に対して起業家精神を喚起させる一助となることができました。その他、キャリア教

育事業の更なる充実を図るなど、事業面、資金面、人員面での様々な試行錯誤を繰り返し

ながら、個人会員ならびに団体賛助会員皆様方の暖かいご支援、ご協力のもと、事業を完

了することが出来ました。心より感謝申し上げます。 

 

昨年度の活動は、「起業家精神を養うための教育（起業家教育）」事業を積極的に展開し、

新たに専門学校でのカリキュラムも加わり、小学生から社会人に至るまでのフルラインナ

ップの起業家教育プログラムを開発、実践しながら、すべての人たちに起業家精神を持ち

備えてもらうための教育事業を推進してきました。 

第１２期ビジネススクール鳳雛塾では、開講当初より講師としてご尽力頂いています飯

盛副理事長と梁井様に多大なるご協力・ご支援を賜るとともに、会場の利活用について佐

賀県ＣＳＯ推進機構のご支援を受け、年１３回の講座を開催しました。また、佐賀市を中

心に取り組んできましたキャリア教育事業は、佐賀市経済部から「平成２１年度体験型起

業家育成教育推進事業」を受託、佐賀市教育委員会から「佐賀県緊急雇用創出基金」を受

託して実践してきました。これらのほか、神埼市教育委員会のバックアップで脊振中学校

での起業家教育事業がスタート、および唐人町子供会とのタイアップによる起業家教育事

業がスタートするなど、幅広い地域かつ対象層にその実績が拡大してきました。その他、

佐賀県教育委員会から高校教諭の研修派遣事業などを受けるなど、人的支援でのご協力も

頂きました。 

資金面においては会員様からの会費はもとより、佐賀市より受託した「平成２１年度体

験型起業家育成教育推進事業」、「佐賀県緊急雇用創出基金事業」ならびに財団法人金子財

団から助成を受けた「キャリア教育事業に係る広報活動事業」など、多くの団体様より資

金支援を頂きながら事業を実施することができました。この事業費につきましては、経済

産業省の委託事業が終了した年度から比較すると大幅な減少となっていますが、事業内容

の実施規模および対外評価は、以前にも増して拡大しており、効率的かつ魅力的な事業運

営に心がけてきました。これは一重に当塾の事業運営にご参加頂きました皆様方のご協力、

ご支援の上に成り立つことが出来たものでありますとあらためて感謝申し上げます。 

 

 今年度につきましては、ビジネススクール事業においては佐賀市経済部工業振興課から

のご支援、およびキャリア教育事業については、昨年同様、佐賀市、佐賀市教育委員会お

よび佐賀県教育委員会からのご支援のほか、日本財団からの助成事業も予定しています。

これにより昨年度以上の充実した人員体制の確保が可能となります。今後も産学官の強固

な連携を構築しながら地域の皆様方に満足していただく取り組みを展開していくとともに、

「すべての人たちに起業家精神を！」、「つながりの中で育む教育」をミッションとして掲

げ、地域の人たちをつなぐコーディネーターの役割を果たしながら事業に取り組んでいく

所存です。皆様方の暖かいご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。 

 

理事長 指山弘養 



第 1 号議案 平成２１年度事業報告 

 

【事業実施期間】 平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日 

 

【事業の成果】 

 平成２１年度は、創立当初から今日まで継続して実施している大学生、社会人向けビジ

ネススクール事業と佐賀県内の子どもたち（小・中・高校生・専門学校生）向けに起業家

精神を養成することを目的としたキャリア教育事業を主力事業として実施してきました。 

また、活動の拠点としている佐賀大学を中心とした産学官連携推進事業など、他機関と

の密接な連携のもとに様々な事業も展開してきました。これらの事業については、佐賀市

をはじめ、佐賀県などの地方公共団体より人的、資金的な支援を受けながら実施しました。 

 また、２１年度につきましても、当法人で実施した起業家教育事業の取り組みについて、

経済産業省など外部機関より高い評価を頂きました。 

平成２１年度に実施した事業は以下の通りです。 

 

１．特定非営利活動に関する事業 

事業名 
定款上の 

事業項目 
事業内容 

実施 

時期 

実施 

場所 
対象者 

鳳雛塾事業 

人材育成事業 

普及啓発事業 

研究開発事業 

情報発信事業 

第１２期鳳雛塾の実施 21年 7月

～ 

22年 3月 

佐 賀

市 

社会人 

大学生 

キャリア教育

事業 

人材育成事業 

普及啓発事業 

研究開発事業 

情報発信事業 

小学生･中学生･高校

生・専門学校生向け起

業家精神涵養教育（キ

ャリア教育）の実施 

21年 4月

～ 

22年 3月 

佐 賀

市 、

小 城

市 、

神 埼

市 

小学生 

中学生 

高校生 

専門学

校生 

先生等 

地域情報化推

進・アジハリ 

関連事業 

人材育成事業 

普及啓発事業 

情報発信事業 

地域情報化推進のため

の活動 

21年 4月

～ 

22年 3月 

佐 賀

市 、

唐 津

市 

社会人 

学生等 

産学官連携推

進事業 

各種相談・調査

事業 

普及啓発事業 

情報発信事業 

佐賀県や佐賀大学等が

主催する事業への後援

や協力を実施 

21年 4月

～ 

22年 3月 

佐 賀

市 

社会人 

学生 

地域住

民等 

その他の事業 

各種相談・調査

事業 

情報発信事業 

事業ＰＲや大学生向け

の各種支援活動を実施 

21年 4月

～ 

22年 3月 

佐 賀

市 

学生 

地域住

民等 

（事業内容の詳細は後述） 

２．収益事業 

   な  し 



【各事業の活動内容等】 

（１）鳳雛塾事業（大学生･社会人向けビジネススクール） 

①実施事業名：第１２期ビジネススクール鳳雛塾事業  

実 施 期 間：平成２１年７月～平成２２年３月 

講座の回数：１３回  

受 講 者 数：１９名〔社会人９名（１名法人会員）、学生４名、オブザーバー６名〕 

収 入 額：２００，０００円（受講者負担金） 

支 出 額：２９０，８７２円 

備   考：会場は、唐人茶屋２Ｆ研修室（佐賀県ＣＳＯ推進機構から無償提供） 

      講師は飯盛副理事長、梁井会員 

 

（２）キャリア教育事業（小･中･高校・専門学校生向け起業家精神涵養教育） 

①佐賀市経済部の委託事業 

 実施事業名：平成２１年度体験型起業家育成教育推進事業（委託２年度目） 

 実 施 期 間：平成２１年５月１１日～平成２２年３月３１日 

 実 施 内 容：小学校、中学校、高校でのキャリア教育事業の実践 

       小学校：①キッズマートを核とした出店販売体験プログラム 

            （勧興小４年生、神野小５年生、循誘小４年生） 

          ：②職業への探究心追求プログラム（赤松小６年生、北川副小

４年） 

       中学校：３日間以上の提案活動付き職場体験を核としたプログラム 

            昭栄中、城南中、城北中、金泉中、諸富中（既実績校） 

成章中（２１年度新規取組校） 

             上記はすべて２年生が対象 

       高 校：①商品企画から製造･販売まで一連の企業活動を体験する製造

販売体験プログラム 

（佐賀商業高校[商業科]３年生） 

           ②企画提案能力を高めるための企画提案活動プログラム 

            （牛津高校２年生） 

           ③企業へのコンサルティングプログラム 

            （佐賀商業高校[情報処理科]３年生） 

 実 施 校：小学校：勧興小（57 人）、神野小（136 人） 、循誘小（80 人）、 

 （対象者数）    赤松小（96 人）、北川副小（103 人） 

小学校合計（472 人） 

      中学校：昭栄中（215 人）、城南中（174 人）、城北中（198 人） 

          金泉中（88 人）、諸富中（112 人）、成章中（143 人） 

                               中学校合計（930 人） 

       高 校：佐賀商業高校商業科（35 人）・情報処理科（10 人） 

牛津高校２年生（24 人）、佐賀北高校通信制（5 人） 

                      高 校合計（74 人） 

                         児童・生徒合計数（1,476 人） 

 委託請負額：２，２００，０００円 

 支 出 額：４，０５６，６８１円（②の緊急雇用創出事業との合算額） 

      キャリア教育事業に関する詳細は別添パンフレットを参照下さい。 

 



②佐賀市教育委員会の委託事業 

実施事業名：佐賀県緊急雇用創出事業（委託１年目） 

 実 施 期 間：平成２１年４月２７日～平成２２年３月３１日 

 実 施 内 容：小学校、中学校、高校で実施するキャリア教育事業に係る雇用委託事

業（１名分） 

委託請負額：１，６６６，７６９円 

 支 出 額：４，０５６，６８１円（①の委託事業との合算額） 

 

  ③脊振中学校の起業家教育支援 

 実 施 期 間：平成２１年５月～平成２２年３月 

 実 施 内 容：脊振中学校で実施する起業家教育プロジェクト（製造販売体験活動）

の支援 

 対 象 者：３年生１８名 

   教 育 収 入：７９，１６０円 

 

  ④西九州大学佐賀調理製菓専門学校での起業家教育支援 

   実 施 期 間：平成２１年１０月２日～平成２２年３月 

   実 施 内 容：佐賀調理製菓専門学校の授業科目（経済／起業家コース）の非常勤講 

         師として講座を担当 

   対 象 者：４６人（調理科、パティシエ科） 

   教 育 収 入：１２６，７００円（講師手当） 

 

  ⑤唐人町子ども会市場事業への支援 

   実 施 期 間：平成２１年８月１８日～平成２２年３月 

   実 施 内 容：唐人町子ども会が主催する「唐人町子ども会市場事業（販売体験事業）」 

の企画立案、授業実践を担当 

   対 象 者：約４０人（子ども会メンバーとその保護者） 

   事 業 収 入：１５３，０００円 

 

⑥財団法人金子財団の助成事業（広報活動事業） 

 実施事業名： キャリア教育事業（佐賀モデル）に係る広報活動事業 

 実 施 期 間：平成２１年１０月～平成２２年３月３１日 

 実 施 内 容：キャリア教育、起業家教育事業を周知するための広報活動事業 

 助 成 額：５００，０００円 

 支 出 額：５２０，６９５円（経常支出額） 

 備   考：鳳雛塾ホームページのリニューアル費用 

       キャリア教育事業紹介用パンフレット作成 

 

⑦佐賀市教育委員会の委託事業（成果発表会開催事業） 

 実施事業名： キャリア教育事業成果発表会事業 

 実 施 時 期：平成２２年月２月１６日（火） 

 実 施 内 容：キャリア教育、起業家教育事業を周知するための成果発表会事業 

 委託請負額：２００，０００円 

 支 出 額：２００，０００円（経常支出額） 

  



（３）地域情報化推進事業 

   唐津市が実施する地域情報化推進事業の一部に協力。本年度は当法人による独自事

業は行っていない 

   備考：この事業に関して費用は発生していない 

 

（４）産学官連携推進事業 

①佐賀県地域産業支援センターが主催する「ベンチャー交流ネットワーク」に参加 

②佐賀大学主催「第５回佐賀学生ビジネスプランコンテスト」に協賛団体として参加 

③からつ大学交流センターの実施する事業に参加 

④その他、個別企業と佐賀大学ならびに行政機関とのマッチング活動を実施 

備 考： この事業に関して費用は発生していない 

 

（５）その他の活動等 

①鳳雛塾の取り組みＰＲのための講演活動 

開催日 講  演  名 対象 

平成 21年 

5月 11日 
佐賀銀行新入行員向け研修講師 

会社研

修 

5月 13日 佐賀大学チャレンジベンチャービジネス講座で講演 大学生 

5月 16日 
中国・四国・九州地区生涯学習実践研究交流会で事例発

表（福岡市で開催） 
一般 

5月 22日 
全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会で事例

発表（東京で開催） 
教職員 

5月 23日 
九州ソーシャルビジネス（参加者社会貢献型）フォーラ

ムで事例発表（福岡市で開催） 

一般・

大学生 

6月 4日 長崎大学教育学部生向け講師 大学生 

6月、7月、

10月、１月 

雇用能力開発機構主催デュアルシステム研修（プライム）

での講演（マーケティングについて） 
一般 

6月 29日 鹿島実業高校教職員向け研究会講師 教職員 

8月 24日 神埼市教育委員会主催「教師塾」で講師担当 教職員 

8月 25日 佐賀銀行インターンシップ学生向け研修実施 大学生 

9月 3日 佐賀銀行・佐賀大学連携講座で講師担当 大学生 

9月 4日 
ソーシャル・アントレプレナー・ギャザリングの分科会

で事例発表、パネラー担当（東京で開催） 
一般 

10月 15日 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの授業に遠隔参加 大学生 

11月 23日 
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス主催「ＯＲＦフォーラ

ム」にパネリストとして遠隔参加 

一般・

大学生 

平成 22年 

2月 6日 
福岡県小郡市青少年育成市民会議の総会で基調講演 一般 

2月 23日・

24日 

佐賀銀行会社説明会（東京会場・大阪会場）で鳳雛塾紹

介の講師担当 
大学生 

2月 25日・

27日 

アバンセ主催「学校支援ボランティア事業出前講座（嬉

野会場、神埼会場）」で講師担当 
一般 

3月 11日 
からつ大学交流連携センター主催セミナーでパネリスト

担当 
一般 

講演回数２３回   

   



②委員等の就任による対外活動 

活動の内容 職名 

佐賀県教育委員会主催「佐賀県教育を考える会」 委員 

佐賀県教育委員会主催「魅力ある学校づくり推進事業」 アドバイザー 

佐賀県政策監グループ主催「先端基礎科学次世代加速器研究会」 委員 

佐賀県立生涯学習センター（アバンセ）の実施する「地域人材

の育成と活動促進に関する調査研究会」 
委員 

財団法人佐賀県地域産業支援センター主催「ベンチャー交流ネ

ットワーク」 
監事 

佐賀県立牛津高等学校「ハイスクールプランニング 21」事業 委員長 

佐賀県立伊万里商業高等学校 学校評議員会 学校評議員 

佐賀市教育委員会 学校第三者評価委員会 評価委員 

佐賀市立北川副小学校学校運営協議会 委員 

佐賀市インキュベートルーム入居者選考会 選考委員 

佐賀大学主催「佐賀学生ビジネスプランコンテスト」 審査員 

ＮＰＯ法人佐賀大学スーパーネット 会計監事 

中小企業診断協会佐賀支部 理事 

③佐賀大学生向けの起業支援活動 

④佐賀大学生向けの就職支援指導 

⑤新聞・雑誌等でのＰＲ活動および記事掲載 

【新聞等での掲載記事】 

年月日 新聞・テレビ等 概    要 

平成 21 年 

08 月 13 日 
佐賀新聞 こんにゃくアイスと脊振シュー：脊振中 

10 月 24 日 佐賀新聞 
経営感覚を磨こう「起業家」講義始まる：佐賀調

理製菓専門学校 

11 月 11 日 佐賀新聞 「循誘キッズマート」開店：循誘小 

11 月 30 日 佐賀新聞 神野小５年生、駅前で売り子体験：神野小 

12 月 05 日 佐賀新聞 「勧興キッズマート」盛況：勧興小 

12 月 18 日 佐賀新聞 脊振中３年生・収益金、５団体に寄付：脊振中 

平成 22 年 

01 月 16 日 

佐賀新聞 

(子ども佐賀新聞) 
循誘キッズマート“盛況”： 循誘小 

01 月 16 日 佐賀新聞 佐商高生、きょう「きゃーもん祭」：佐賀商 

01 月 17 日 佐賀新聞 ゆめタウンで佐商高生が販売実習：佐賀商 

02 月 18 日 佐賀新聞 キャリア教育事業、児童ら成果発表：成果発表会 

03 月 05 日 佐賀新聞 佐賀善銀受け付け、益金の一部を預託：神野小 

 【雑誌等での掲載記事】   

年月 雑誌等 概    要 

平成 21 年 

10 月～ 
佐賀市報 キッズマート等のイベント告知 

平成 21年 

3月 
図説キャリア教育 キャリア教育のシステムと佐賀モデル 

 



⑥その他の広報活動等 

・平成２１年度キャリア教育事業をとりまとめ、パンフレットを作成（1300 部）。協

力企業ならびに成果発表会参加者に配布。  

・キャリア教育成果発表会の開催（平成 22 年 2 月 16 日） 

・ホームページの全面リニューアル（平成 21 年 12 月～） 

  http://www.housuu.jp/main 

 

  ⑦その他 

   ・雇用能力開発機構等のデュアルシステム研修受講生のインターンシップ受入 

     平成 21 年 8 月～9 月の 2 ヶ月間 3 名 

     平成 21 年 10 月～11 月の 2 ヶ月間 2 名 

    平成 22 年 1 月～2 月の 2 ヶ月間 2 名 

  ・佐賀県教育委員会の高校教職員派遣事業での研修生受け入れ 

    平成 21 年 10 月～平成 22 年 3 月の 6 ヶ月間 1 名 

http://www.housuu.jp/main


第２号議案 平成２１年度収支決算 

 

平成２１年度貸借対照表 

 

貸 借 対 照 表  

平成 22 年 3 月 31 日現在 

特定非営利活動法人 鳳雛塾     (単位：円) 

        

科     目 当年度 前年度 増減 

Ⅰ 資産の部       

 １．流動資産       

    現金預金 1,441,360 864,761 576,599 

      普通預金 1,441,360 864,761 576,599 

    未収会費 5,000 20,000 -15,000 

     未収金 28,120 13,200 14,920 

   流動資産合計 1,474,480 897,961 576,519 

 ２．固定資産       

   （１）基本財産       

   （２）特定財産       

   （３）その他固定資産       

    資 産 の 部 合 計 1,474,480 897,961 576,519 

Ⅱ 負債の部       

 １．流動負債       

     未払金   80,800 -80,800 

    預り金 19,189 6,255 12,934 

    短期借入金     0 

     流動負債合計 19,189 87,055 -67,866 

 ２．固定負債       

    負 債 の 部 合 計 19,189 87,055 -67,866 

Ⅲ 正味財産の部       

 １．指定正味財産       

  ２．一般正味財産 1,455,291 810,906 644,385 

  正味財産の部合計 1,455,291 810,906 644,385 

    負債及び正味財産合計 1,474,480 897,961 576,519 

 



平成２１年度収支計算書 

特定非営利活動法人 鳳雛塾 （単位：円）

科　　　　　目 予算額 決算額 差異
Ⅰ　事業活動収支の部
　１．事業活動収入
  （３）入会金収入
    　　入会金収入 20,000 △20,000
  （４）会費収入
    　　正会員会費収入 120,000 80,000 △40,000
    　　賛助会員会費収入 500,000 450,000 △50,000
  （５）事業収入
　　　　鳳雛塾事業収入 300,000 200,000 △100,000
    　　教育事業受託収入 4,506,769 4,272,629 △234,140
  （６）補助金等収入
    　　地方公共団体補助金 0 0
        民間補助金収入 500,000 500,000 0
　（８）寄付金収入
　　　　寄付金収入 50,000 841 △49,159
  （９）雑収入
    　　受取利息収入 5,000 1,039 △3,961
    　　雑収入 300,000 672,171 372,171
    　事業活動収入計 6,301,769 6,176,680 △125,089
　２．事業活動支出
  （１）事業費支出
    　　給料手当 1,666,769 1,139,034 △527,735
　　　　臨時雇賃金 1,500,000 1,646,050 146,050
    　　福利厚生費 200,000 335,245 135,245
    　　旅費交通費 100,000 123,720 23,720
    　　通信運搬費 80,000 424,567 344,567
　　　　広報費 500,000 271,130 △228,870
    　　消耗品費 200,000 403,696 203,696
        修繕費 3,500 3,500
    　　印刷製本費 250,000 66,862 △183,138
    　　賃借料 390,000 268,840 △121,160
    　　諸謝金 550,000 437,325 △112,675
　　　　租税公課 150,000 1,000 △149,000
　　　　負担金 30,000 32,000 2,000
　　　　寄付金 50,000 50,000
    　　委託費 300,000 209,950 △90,050
    　　雑費 135,000 47,313 △87,687
  （２）管理費支出
　　　　通信運搬費 500
    　　雑費 71,563 71,563
      事業活動支出計 6,051,769 5,532,295 △519,474
    　　事業活動収支差額 250,000 644,385 394,385
Ⅱ　投資活動収支の部
　１．投資活動収入
　　　投資活動収入計
　２．投資活動支出
　　　投資活動支出計
　　　　投資活動収支差額
Ⅲ　財務活動収支の部
　１．財務活動収入
　　　財務活動収入計
　２．財務活動支出
　　　財務活動支出計
　　　　財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ　予備費支出
    当期収支差額 250,000 644,385 394,385
    前期繰越収支差額 810,906 810,906 0
    次期繰越収支差額 1,060,906 1,455,291 394,385

 収　支　計　算　書 
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

 



平成２１年度財産目録 

 

財  産  目  録  

平成 22年 3 月 31日現在 

特定非営利活動法人 鳳雛塾     (単位:円) 

科     目 金     額 

Ⅰ 資産の部       

 １．流動資産       

   現金預金       

    普通預金 1,441,360      

   未収会費 5,000      

    正会員年会費 5,000      

    未収金 28,120      

    雑収入 28,120      

       流動資産合計   1,474,480    

 ２．固定資産       

 （１）基本財産       

   基本財産合計       

 （２）特定資産       

   特定資産合計       

 （３）その他の固定資産       

   その他の資産合計       

     固定資産合計   0    

        資産合計     1,474,480  

Ⅱ 負債の部       

 １．流動負債       

    未払金       

    消費税及び地方消費税       

    預り金 19,189      

    源泉税（給与・税理士） 19,189      

       流動負債合計   19,189    

 ２．固定負債       

     固定負債合計       

        負債合計     19,189  

        正味財産     1,455,291  

 

 

 

 



第３号議案 平成２１年度監査報告 

 

 

 

 

 

 



第４号議案 平成２２年度事業計画（案） 

 

【事業実施の方針】 

平成２２年度の事業につきましても、当法人の主力事業となる起業家教育事業を核に、

「すべての人たちに起業家精神を！」「つながりの中で育む教育」を目標に掲げ、事業

を実施する方針です。 

今年度も例年と同様に大学生・社会人向けビジネススクール鳳雛塾を早急に立ち上げ

ます。また、小中高生向け起業家教育（キャリア教育）については佐賀市との連携強化

を図るとともに佐賀県内他地域（小城市や神埼市など）での授業実践、ならびに専修学

校（佐賀製菓調理専門学校）等での起業家教育を実施するなど、積極的な事業展開を図

っていきます。 

 

【事業の実施に関する事項】 

１．特定非営利活動に関する事業 

事業名 
定款上の 

事業項目 

事業内容 

（詳細後記） 

実施 

時期 

実施 

場所 
対象者 

鳳雛塾事業 

人材育成事業 

普及啓発事業 

研究開発事業 

情報発信事業 

大学生･社会人向けビ

ジネススクール（ケー

スメソッド）の開催 

22年 6月

～ 

23年 3月 

佐 賀

市 

社会人

および

大学生 

キャリア教育

事業 

人材育成事業 

普及啓発事業 

研究開発事業 

情報発信事業 

小学生･中学生･高校生

向け起業家精神涵養教

育（キャリア教育）の

実施 

22年 4月

～ 

23年 3月 

佐 賀

県内 

小学生 

中学生 

高校生 

専修学

校生 

先生 

社会人

等 

専修学校での起業家精

神涵養教育の実施 

成果発表会の実施 

広報活動の実施 

キャリア教育コーディ

ネーター育成研修の実

施 

地域情報化推

進事業 

人材育成事業 

普及啓発事業 

情報発信事業 

佐賀県および関連団体

等が主催する「地域情

報化推進活動」等への

協力 

22年 4月

～ 

23年 3月 

佐 賀

県内 

社会人 

学生等 

産学官連携推

進事業 

各種相談・調査

事業 

普及啓発事業 

情報発信事業 

佐賀県や佐賀大学等が

主催する事業への後援

や協力を実施 

22年 4月

～ 

23年 3月 

佐 賀

市 

社会人 

学生 

地域住

民等 

その他の事業 

各種相談・調査

事業 

情報発信事業 

事業ＰＲや大学生向け

の各種支援活動を実施 

22年 4月

～ 

23年 3月 

佐 賀

市 

学生 

地域住

民等 

 

２．収益事業 

   実施予定なし 



【各事業の活動内容】 

（１）鳳雛塾事業（大学生･社会人向けビジネススクール） 

①実施事業名：第１３期鳳雛塾 

実 施 期 間：平成２２年６月～平成２３年３月 

講座の回数：１２回程度を予定 

受 講 者 数：２０名程度 

収入見込額：３００，０００円（受講生からの塾費） 

支出見込額：３４０，０００円（収入との差額は自己資金から負担） 

備   考：佐賀市経済部工業振興課との連携事業として検討中（ｉ－スクエアビ

ル５Ｆ新産業プラザの活用） 

 

（２）キャリア教育事業 

①小･中･高校生向け起業家精神涵養教育（佐賀市経済部委託分） 

 実施事業名：平成２２年度体験型起業家育成教育推進事業 

 実 施 期 間：平成２２年４月５日～平成２３年３月３１日 

 実 施 内 容：小学校、中学校、高校でのキャリア教育事業の実践 

       小学校：キッズマートを核とした販売体験活動 

       職業人インタビューを核とした職業探求型活動 

       中学校：提案活動付き職場体験を核とした活動 

       高 校：商品企画から製造･販売まで一連の企業活動の体験（起業体験）

スペシャリスト養成のための起業家教育 

           高校生によるコンサルティング活動 

 実施予定校：小学校：循誘小学校、勧興小学校、神野小学校、赤松小学校 

北川副小学校 

 中学校：城北中学校、城南中学校、昭栄中学校、成章中学校 

諸富中学校、城西中学校、（背振中学校） 

       高 校：佐賀商業、（牛津高校、伊万里商業） 

 委託予定額：２，２００，０００円（佐賀市経済部） 

 備   考：佐賀県教育委員会、佐賀市教育委員会との連携を図りながら実施 

 

②小･中･高校生向け起業家精神涵養教育（佐賀市教育委員会委託分） 

 実施事業名：佐賀県緊急雇用創出基金を活用したキャリア教育推進事業 

 実 施 期 間：平成２２年４月～平成２３年３月 

 実 施 内 容：主に佐賀市で実施するキャリア教育全般における学校のサポートおよ

びキャリア教育プログラムの環境整備を行う。この実施に伴い２名分

の人件費を委託費として受領。 

 実施予定校：①の学校と同様 

 委託予定額：３，７０１，８６２円（佐賀市教育委員会：佐賀県緊急雇用創出基金） 

 

③キャリア教育事業推進のための教材開発（日本財団助成分） 

 実施事業名：キャリア教育事業推進のための教材開発事業 

 実 施 期 間：平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 実 施 内 容：小・中・高校・専門学校で実施するキャリア教育事業の教材開発およ

び大学生・社会人向け起業家教育事業のケース教材開発 

 助 成 金 額：２，４００，０００円（日本財団） 

事業総予算：３，０００，０００円（総予算の８割助成） 



④脊振中学校での起業家教育 

実 施 期 間：平成２２年５月～平成２２年３月 

 実 施 内 容：脊振中学校で実施する起業家教育プロジェクト（製造販売体験活動）

の支援 

 対 象 者：３年生１７名 

   収入見込額：８０，０００円 

   備   考：神埼市教育委員会との連携を取りながら実施 

 

  ⑤専修学校向け起業家教育 

   実 施 期 間：平成２２年４月～平成２２年９月 

   実 施 内 容：専修学校での起業家精神涵養教育 

   実施予定校：佐賀製菓調理専門学校（学校法人永原学園西九州大学） 

   講座時間数：２０時間程度 

   収入見込額：１４０，０００円 

   

  ⑥キャリア教育コーディネーター育成事業 

   実施事業名：キャリア教育コーディネーター育成研修事業 

   実 施 期 間：平成２２年６月～平成２３年３月 

実 施 内 容：経済産業省が推進する「キャリア教育民間コーディネーター育成・評価

システム開発事業」の実証実験地域として、３０時間程度の研修を実施

する。研修実施にかかる費用等については、経済産業省から本事業を受

託した中核組織（キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会設

立準備コンソーシアム：東京都）が負担する。 

   委託予定額：５００，０００円程度（旅費、研修開催費として支出予定） 

※中核組織の再委託事業として実施予定 

   

  ⑦成果発表会事業（佐賀市教育委員会の委託事業） 

   実施事業名：佐賀市キャリア教育成果発表会事業 

   実 施 時 期：平成２３年２月（予定） 

   実 施 内 容：キャリア教育事業導入校の成果発表会（７～１０校程度） 

   委託予定額：２００，０００円（佐賀市教育委員会委託事業） 

 

⑧広報活動事業（財団法人金子財団の助成事業） 

   実施事業名： キャリア教育事業（佐賀モデル）に係る広報活動事業 

   実 施 時 期：平成２２年１０月～平成２３年３月 

   実 施 内 容：キャリア教育事業の広報活動（パンフレットの作成、ＨＰ更新等） 

   助成予定額：５００，０００円 

 

（３）地域情報化推進事業 

   佐賀県等地方公共団体等が主催する情報化推進事業等への協力 

備   考：この事業に関して費用は発生しない 

 

（４）産学官連携推進事業 

①佐賀大学主催「第６回佐賀学生ビジネスプランコンテスト」への協力 

②財)佐賀県地域産業支援センター主催の「ベンチャー交流ネットワーク」への参加 

③個別企業と佐賀大学ならびに行政機関とのマッチング活動を実施 

④その他、産学官の各機関から提案される事項について協力・支援の検討を行う 



備考：この事業に関して費用は発生しない 

 

（５）その他 

①鳳雛塾の取り組みＰＲのための講演活動等 

②当法人の運営に関係する委員等の就任による情報収集および情報発信活動 

③佐賀大学生のキャリアップにつながる活動 

④当法人への協力、支援団体・企業の開拓 

⑤その他、当法人の事業につながる活動等 

※平成２２年４月より佐賀県教育委員会の高校教職員派遣事業での研修生受け入れ

（伊万里商業高校の教諭） 

 

 



第５号議案 平成２２年度収支予算（案） 

特定非営利活動法人 鳳雛塾 （単位：円）

科　　　　　目 ２２年度予算額 ２１年度決算額 差異
Ⅰ　事業活動収支の部
　１．事業活動収入
  （３）入会金収入
    　　入会金収入 10,000 △10,000
  （４）会費収入
    　　正会員会費収入 100,000 80,000 △20,000
    　　賛助会員会費収入 450,000 450,000 0
  （５）事業収入
　　　　鳳雛塾事業収入 300,000 200,000 △100,000
    　　教育事業受託収入 9,001,862 4,272,629 △4,729,233
　　　　その他教育事業収入 220,000 △220,000
  （６）補助金等収入
    　　地方公共団体補助金 0 0
        民間補助金収入 500,000 500,000 0
　（８）寄付金収入
　　　　寄付金収入 841 841
  （９）雑収入
    　　受取利息収入 1,000 1,039 39
    　　雑収入 500,000 672,171 172,171
    　事業活動収入計 11,082,862 6,176,680 △4,906,182
　２．事業活動支出
  （１）事業費支出
    　　給料手当 1,500,000 1,139,034 △360,966
　　　　臨時雇賃金 5,000,000 1,646,050 △3,353,950
    　　福利厚生費 600,000 335,245 △264,755
    　　旅費交通費 420,000 123,720 △296,280
    　　通信運搬費 180,000 424,567 244,567
　　　　広報費 700,000 271,130 △428,870
    　　消耗品費 550,000 403,696 △146,304
　　　　修繕費 0 3,500 3,500
    　　印刷製本費 250,000 66,862 △183,138
    　　賃借料 250,000 268,840 18,840
    　　諸謝金 640,000 437,325 △202,675
　　　　租税公課 20,000 1,000 △19,000
　　　　負担金 30,000 32,000 2,000
　　　　寄付金 0 50,000 50,000
    　　委託費 550,000 209,950 △340,050
    　　雑費 35,000 47,313 12,313
  （２）管理費支出
　　　　通信運搬費 500 500
    　　雑費 80,000 71,563 △8,437
      事業活動支出計 10,805,000 5,532,295 △5,272,705
    　　事業活動収支差額 277,862 644,385 366,523
Ⅱ　投資活動収支の部
　１．投資活動収入
　２．投資活動支出
　　　　投資活動収支差額
Ⅲ　財務活動収支の部
　１．財務活動収入
　　　財務活動収入計 0
　２．財務活動支出
　　　財務活動支出計 0
　　　　財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ　予備費支出
    当期収支差額 277,862 644,385 366,523
    前期繰越収支差額 1,455,291 810,906 △644,385
    次期繰越収支差額 1,733,153 1,455,291 △277,862

 収　支　予　算　書 
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

※事業ごとの内訳は補足資料１参照 



事業毎の予算内訳（事業費、管理費のみ掲載）            ＜補足資料１＞ 

 

 

特定非営利活動法人鳳雛塾 (単位：円)

一般
キャリア教

育事業
鳳雛塾事

業
合計 備考

Ⅰ　事業活動収支の部

１．事業活動収入

　入会金収入 10,000 10,000

　正会員会費収入 100,000 100,000

　賛助会員会費収入 450,000 450,000

　鳳雛塾事業収入 300,000 300,000 受講者負担

　教育事業受託収入１ 2,200,000 2,200,000 佐賀市経済部

　教育事業受託収入２ 3,701,862 3,701,862 佐賀県緊急雇用助成

　教育事業受託収入３ 2,400,000 2,400,000 日本財団

　教育事業受託収入４ 200,000 200,000 成果発表会

　教育事業受託収入５ 500,000 500,000 再委託事業

  教育事業収入 220,000 220,000 専門学校、脊振中学校等

　地方公共団体補助金 0

　民間助成金 500,000 500,000 金子財団等

　受取利息収入 1,000 1,000

　雑収入 500,000 500,000 講演料ほか

    　事業活動収入計 1,061,000 9,721,862 300,000 11,082,862

２．事業活動支出

　給料手当 1,500,000 1,500,000

　臨時雇賃金 5,000,000 5,000,000 アルバイト4名

　福利厚生費 600,000 600,000

　旅費交通費 400,000 20,000 420,000 講師交通費、職員交通費

　通信運搬費 150,000 30,000 180,000 サーバー、郵送料他

　広報費 700,000 700,000 HP更新、発表会ほか

　消耗品費 30,000 450,000 70,000 550,000 ファイル、インク、教材資料等

　印刷製本費 250,000 250,000 パンフ作成

　賃借料 250,000 250,000 佐賀大学､PCﾘｰｽ

  諸謝金 400,000 240,000 640,000 講師等謝金

　租税公課 20,000 20,000

　負担金 30,000 30,000 商工会議所、支援ｾﾝﾀｰ

  委託費 50,000 500,000 550,000 佐賀大学ＳＮ、ケース、 税理士

  支払利息 0

  雑費 80,000 25,000 10,000 115,000

      事業活動支出計 360,000 10,105,000 340,000 10,805,000

   事業活動収支差額 701,000 -383,138 -40,000 277,862

収支予算計画書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


