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特定非営利活動法人鳳雛塾 

 

平成１９年度通常総会 式次第 
 

 
１． 開会挨拶 
 
２． 議長選出 
 
３． 議事録署名人選出 
 
４． 書記選出 
 
５． 議案審議 

１）第１号議案  平成１８年度事業報告 
２）第２号議案  平成１８年度収支決算 
３）第３号議案  平成１８年度監査報告 
４）第４号議案  平成１９年度事業計画 
５）第５号議案  平成１９年度収支予算 
６）第６号議案  役員の選任について 
７）第７号議案  定款変更について 

 
６． 事務局からのお知らせ 
 
７． その他 
 
８． 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。その後、同年８月２日に臨時総会を開催

し、一部定款の変更を経て今日に至っております。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１０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。 
この１年間は、当法人が設立して２年目の年となり、初年度と変わらず試行錯誤の年と

なりましたが、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。 
 
昨年度は、創立当初より取り組んできました「起業家精神を養うための教育（起業家教

育）」事業を核として、小学生、中学生、高校生、大学生、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し、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実践してきました。佐賀市を中心に取り組んできましたキャリア教育

事業では、市内小・中・高校９校（前年比＋３校）がモデル校となり、約１，２００名（前

年比＋４５０名）の児童・生徒に対して、総時間４７５時間程度（前年比＋１２５時間）

の授業を実施してきました。 
また、資金面においては会員様からの会費はもとより、経済産業省より受託した「地域

自律･民間活用型キャリア教育事業」、佐賀市より受託した「小･中学校キャリア教育プロジ

ェクトに関する広報委託業務」、佐賀県（県民協働課）から交付を受けた「佐賀県炎博記念

地域活性化事業補助金」など、多くの団体より資金支援を頂きながら事業を実施すること

ができ、総事業費も１５百万円程度となりました。 
 上記のような実績に対して様々な機関から高い評価を頂戴し、幅広いメディアで紹介さ

れるなど、当法人の広報活動も積極的に展開してきました。また、数多くの団体からの要

請により講演活動を実施するなど多くの方々に当法人の活動を周知することが出来ました。 
 
 今年度は、昨年度に増してレベルの高い事業実施を心がけ、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」を目標として掲げ、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１８年度事業報告 
 
【事業実施期間】 平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日 
 
【事業の成果】 
 平成１８年度は、創立当初から今日まで永続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）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当法人の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、佐賀県等が注

力している地域情報化推進事業など、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、経済産業省をはじめ、佐賀県、佐賀市などの国お

よび地方公共団体より人的、金銭的な支援を受けながら実施しました。 
 また、１８年度は当法人で実施したキャリア教育事業（佐賀モデル）の取り組みについ

て、外部機関より高い評価を頂きました。 
平成１８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 

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 

18 年 10
月 ～ 19
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 

18年 4月
～ 

19年 3月 

佐 賀

市 
小学生 
中学生 
高校生 
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 

日経地域情報化大賞関

連事業への協力 
18 年 11
月 22日、
23日 

佐 賀

市 
社会人 
学生等 

佐賀大学 e-ラ
ーニング事業 

人材育成事業 
普及啓発事業 
研究開発事業 
情報発信事業 

ｅ－ラーニングを活用

した佐賀生涯学習推進

協議会にコンソーシア

ムとして参加 

18年 4月
～ 

19年 3月 

佐 賀

市 
社会人 
学生 
地域住

民等 

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 

18年 4月
～ 

19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 
18年 4月
～ 

19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） 

実施事業名：第１１期鳳雛塾 
実 施 期 間：平成１８年１０月～平成１９年３月 
講座の回数：全１１回 
受 講 者 数：１６名（社会人５名、大学生７名、オブザーバー４名） 
補 助 金 額：５００，０００円（佐賀県炎博記念地域活性化事業） 
支 出 額：６７８，４７９円（経常支出額） 
備   考：広報活動・・ぷらざ４月号（３月末発行）に鳳雛塾の取り組み紹介 
      受講料・・・１７０，０００円（受講生負担分） 
      成果物・・・ケース教材「チャレンジ・ベンチャービジネス」を作成 

 
（２）キャリア教育事業（小･中･高校生向け起業家精神涵養教育） 
①経済産業省の委託事業 
 実施事業名：平成１８年度地域自律･民間活用型キャリア教育事業（２年度目） 
       ケースメソッドを導入した一貫型ビジネス人材育成キャリア教育事業

（佐賀モデル） 
 実 施 期 間：平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日 
       （委託事業請負期間：平成１８年６月７日～平成１９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（本庄小５年生） 
       中学校：１週間の提案活動付き職場体験を核とした活動 
            （昭栄中、城南中、城北中 すべて２年生で実施） 
       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） 
 実 施 校：小学校：勧興小（59人）、神野小（118人） 、循誘小（83人）、 
           本庄小（96人）、トライアルで佐賀大学附属小学校（120人）  
（対象者） 中学校：昭栄中（231人）、城北中 (203人)、城南中 (168人) 
       高 校：佐賀商業高校（64人）、牛津高校(158人) 
 委託請負額：１１，１１８，１７８円（当初委託請負予算額１２，５００千円） 
 支 出 額：１２，１２８，１６９円（経常支出額） 
 備   考：詳細は別紙パンフレットを参照下さい 
 
②佐賀市の委託事業（広報関連委託事業） 
 実施事業名：小･中学校キャリア教育プロジェクトに関する広報委託業務 
 実 施 期 間：平成１８年４月１日～平成１８年３月３１日 
       （委託事業請負期間：平成１８年６月７日～平成１９年３月３１日） 
 実 施 内 容：経済産業省の委託事業に付随する広報関連業務 
 委託請負額：１，５７５，０００円 
 支 出 額：１，５７５，３７５円（経常支出額） 
 備   考：鳳雛塾（キャリア教育事業）ホームページ作成（サーバー賃借） 



       ぷらざ３月号にキャリア教育事業の紹介 
       キャリア教育成果発表会の開催（19年 2月 27日） 
       キャリア教育事業紹介用パンフレット作成 

 
（３）地域情報化推進・アジハリ関連事業 

協力事業名：日経地域情報化大賞（開催事業） 
主 催 者：佐賀県、日本経済新聞社 

   実 施 日：平成１８年１０月２２日（火）、２３日（水） 
   実 施 場 所：ホテルニューオータニ佐賀（２２日） 

佐賀城本丸歴史館（２３日） 
   支 出 額：０円（費用負担は佐賀県および日本経済新聞社） 
 
（４）佐賀大学ｅ－ラーニング事業 
 実施事業名：ｅ－ラーニングによる人材育成支援モデル事業（代表機関：佐賀大学） 
 事 業 内 容：ｅ－ラーニングを活用した佐賀生涯学習推進協議会にコンソーシアム

として参加 
   開発したコンテンツ：平成１８年度に開発したコンテンツはなし 

参考（１７年度開発）：めざせ！ベンチャー起業チャレンジ 
   支 出 額： ０円（費用負担は佐賀大学） 
 
（５）産学官連携推進事業 
①佐賀地域産学官連携推進協議会に「ベンチャービジネス分科会長」として参加 
②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 
③佐賀大学主催「第２回佐賀学生ビジネスプランコンテスト」（19.1.19）に協賛企業と
して参加 
④佐賀県主催「佐賀県産品販路開拓サポート事業」に協力 
⑤雇用能力開発機構佐賀センター主催「佐賀県ベンチャー企業等支援ネットワーク」

に協力 
⑥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 

 
（６）その他の事業および活動等 
①鳳雛塾の取り組みＰＲのための講演活動 
 ・佐賀銀行新入行員向け研修（18.4.17） 
・佐賀大学「チャレンジ・ベンチャービジネス講座」での講師（18.6.7） 
・経済産業省内職員（産業クラスター・地域活性化支援）研修向け講師（18.6.23） 
・佐賀ロータリークラブ会員向け講話（18.8.31） 
・佐賀銀行インターンシップ生向けの説明会（18.9.6） 
・佐賀リコークライアント向けセミナーでの講演（18.11.8） 
・佐賀県ＣＳＯ推進機構主催講習会「NPOマネジメント科」での講演（18.11.16） 
・杵西管内校長会管理研究会での講演（18.11.24） 
・富士通佐賀支店様会議での講演（18.12.21） 
・佐賀県主催「地域リーダー育成事業」での講演（19.1.17） 
・伊万里商工会議所主催会員向け「マネジメントセミナー」での講演（19.2.7） 
・九州 NBC主催「起業家教育普及シンポジウム in鹿児島」でのパネラー（19.2.21） 



・佐賀県金融広報アドバイザー等研修会での講師（19.3.31） 
・キャリア教育フェスタ２００７「先進事例の発表」（19.3.14） 
・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」で講演（19.3.20） 
・雇用能力開発機構佐賀センター主催「ベンチャー企業等支援ネットワーク会議」

で活動紹介 
②佐賀大学生向けの起業支援活動 
③佐賀大学生向けの就職支援指導 
 

【外部機関の評価等（全国メディア等）】 
  ①経済産業省発行「地域産業を創り出す３３人の演出家たち」で当法人の紹介（18.04） 
  ②公共ホームページ「ｇｏｏｄ ｓｉｔｅ」で当法人の紹介（18.08）  
  ③日本進路指導協会発行「進路指導１０月号」でキャリア教育事業佐賀モデルの紹介

（18.10） 
  ④（財）全日本社会教育連合会発行「社会教育１０月号」で当法人の紹介（18.10） 
  ⑤（財）地域活性化センター発行「地域づくり１２月号」で当法人の紹介（18.12） 
  ⑥地域応援サイト「＠なワ！」で当法人の活動紹介（19.02） 
  ⑦まちづくり新聞（１３２号）で当法人の活動紹介（19.02） 
  ⑧その他、地元メディアでの活動紹介 
   佐賀新聞（１４回）、サガテレビ（４回）、ぶんぶんテレビ（３回）、佐賀市報（３回）、

月刊情報誌ぷらざ（２回）、西日本新聞（２回）、ＮＨＫ、県民だより（各１回） 



第２号議案 平成１７年度決算報告 
 
平成１８年度貸借対照表 

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 1,239,287 1,294,089 -54,802
　　　　　　普通預金 1,239,287 1,294,089 -54,802
　　　　未収会費 50,000 50,000
　　　　　　賛助会員年会費 50,000 50,000
 　　 　未収金 11,218,178 10,051,320 1,166,858
  　　　仮払金 4,759 10,829 -6,070
　　　　　　労働保険料 4,759 10,829 -6,070
　　　流動資産合計 12,512,224 11,356,238 1,155,986
　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 12,512,224 11,356,238 1,155,986
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
  　　　未払金 137,592 492,402 -354,810
　　　　　　厚生保険料 137,592 492,402 -354,810
　　　　預り金 176,255 196,990 -20,735
　　　　　　源泉税(給与・税理士） 176,255 196,990 -20,735
　　　　短期借入金 12,000,000 10,000,000 2,000,000
    　流動負債合計 12,313,847 10,689,392 1,624,455
　２．固定負債
    負 債 の 部 合 計 12,313,847 10,689,392 1,624,455
Ⅲ　正味財産の部
　１．指定正味財産
  ２．一般正味財産 198,377 666,846 -468,469
　　正味財産の部合計 198,377 666,846 -468,469
    負債及び正味財産合計 12,512,224 11,356,238 1,155,986

 貸　借　対　照　表 

平成19年3月31日現在



平成１８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
  （１）入会金収入
    　　入会金収入 115,000 26,000 △89,000
  （２）会費収入
    　　正会員会費収入 60,000 79,000 19,000
    　　賛助会員会費収入 1,500,000 600,000 △900,000
  （３）事業収入
　　　　鳳雛塾事業収入 250,000 170,000 △80,000
    　　教育事業受託収入 13,575,000 12,693,178 △881,822
  （４）補助金等収入
    　　地方公共団体補助金 500,000 500,000
  （５）雑収入
    　　受取利息収入 100 5,600 5,500
    　　雑収入 0 161,600 161,600
    　事業活動収入計 16,000,100 14,235,378 △1,764,722
　２．事業活動支出
  （１）事業費支出
    　　給料手当 5,400,000 3,720,000 △1,680,000
　　　　臨時雇賃金 1,328,626 1,328,626
    　　福利厚生費 340,000 411,741 71,741
    　　旅費交通費 1,000,000 423,810 △576,190
    　　通信運搬費 100,000 305,580 205,580
　　　　広報費 1,795,000 1,296,750 △498,250
    　　消耗品費 300,000 304,781 4,781
    　　印刷製本費 165,000 173,250 8,250
    　　賃借料 790,000 676,510 △113,490
    　　諸謝金 991,500 651,000 △340,500
　　　　租税公課 20,000 20,000
　　　　負担金 25,500 25,500
    　　委託費 4,355,000 5,114,536 759,536
    　　雑費 148,500 33,939 △114,561
  （２）管理費支出
    　　支払利息 150,000 140,000 △10,000
    　　雑費 105,555 9,552 △96,003
      事業活動支出計 15,640,555 14,635,575 △1,004,980
    　　事業活動収支差額 359,545 △400,197 △759,742
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
  （１）借入金収入
    　　短期借入金収入 12,000,000 12,000,000 0
　　　財務活動収入計 12,000,000 12,000,000 0
　２．財務活動支出
　（１）借入金返済支出
　　　　短期借入金返済支出 10,000,000 10,000,000
　　　財務活動支出計 10,000,000 10,000,000
　　　　財務活動収支差額 12,000,000 2,000,000 △10,000,000
Ⅳ　予備費支出
    当期収支差額 12,359,545 1,599,803 △10,759,742
    設立時資金残高 666,846 10,666,846 10,000,000
    次期繰越収支差額 13,026,391 12,266,649 △759,742

 収　支　計　算　書 
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

 



平成１８年度財産目録 
 

特定非営利活動法人 鳳雛塾 (単位:円)

科　　　　　目
Ⅰ　資産の部
　１．流動資産
　　　現金預金 1,239,287
　　　　普通預金 1,239,287
　　　未収会費 50,000
　　　　賛助会員年会費 50,000
  　　未収金 11,218,178
  　　仮払金 4,759
　　　　労働保険料 4,759
    　　　流動資産合計 12,512,224
　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 12,512,224
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
  　　未払金 137,592
　　　　厚生保険料 137,592
  　　預り金 176,255
　　　　源泉税（給与・税理士） 176,255
  　　短期借入金 12,000,000
    　　　流動負債合計 12,313,847
　２．固定負債
　　　　　固定負債合計
    　　　　負債合計 12,313,847
    　　　　正味財産 198,377

 財　　産　　目　　録 
平成19年3月31日現在

金　　　　　額

 
 
 



第３号議案 平成１８年度監査報告 
 



第４号議案 平成１９年度事業計画案 
 
【事業実施の方針】 

平成１９年度の事業につきましても、当法人の核となる起業家教育事業を中心に、「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、昨年度と

同様の事業を実施する方針です。 
特に今年度は、経済産業省から受託している「地域自律・民間活用型キャリア教育プ

ロジェクト」の委託最終年度となりますので、次年度以降の自立化を踏まえた事業展開

を実施していきます。 
 
【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 

19年 7月
～ 

20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 

19年 4月
～ 

20年 3月 

佐 賀

市 
小学生 
中学生 
高校生 
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 

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 

19年 4月
～ 

20年 3月 

佐 賀

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 

19年 4月
～ 

20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 
19年 4月
～ 

20年 3月 

佐 賀

市 
学生 
地域住

民等 
 
２．収益事業 
   実施予定なし 



【各事業の活動内容案】 
（１）鳳雛塾事業（大学生･社会人向けビジネススクール） 

実施事業名：第１２期鳳雛塾の実施 
実 施 期 間：平成１９年７月～平成２０年３月 
講座の回数：１２回程度を予定 
受 講 者 数：２０名程度 
補 助 金 額：５００，０００円（平成１８年度佐賀県炎博記念地域活性化事業） 
支出見込額：７５０，０００円（内塾生負担分２００千円、自己負担分５０千円） 
備   考：他地域鳳雛塾との連携事業、ケース教材開発を実施  

 
（２）キャリア教育事業（小･中･高校生向け起業家精神涵養教育） 
①経済産業省の委託事業 
 実施事業名：平成１９年度地域自律･民間活用型キャリア教育事業 
       ケースメソッドを導入した一貫型ビジネス人材育成キャリア教育事業

（佐賀モデル） 
 実 施 期 間：平成１９年５月７日～平成２０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および小学生の職場体

験（あるいは見学）、仕事観・職業観を探求するための活動 
       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）

およびスペシャリスト養成のための起業家教育 
 実施予定校：小学校：循誘小学校、勧興小学校、神野小学校、本庄小学校、赤松小

学校 
（対象者） 中学校：城北中学校、城南中学校、昭栄中学校 
       高 校：佐賀商業高校、牛津高校 
 委託予定額：１２，７５０，０００円（平成１９年５月７日確定） 
 支出予定額：１２，７５０，０００円 
②佐賀市の委託事業（広報関連委託事業） 
 実施事業名：小･中学校キャリア教育プロジェクトに関する広報委託業務 
 実 施 期 間：平成１９年５月～平成２０年３月３１日 
 実 施 内 容：経済産業省の委託事業に付随する広報関連業務 
 委託予定額：１，５５６，０００円 
 支出予定額：１，５５６，０００円 
 備   考：キャリア教育事業ホームページ更新費用（サーバー賃借） 
       キャリア教育事業の広報費用 
       キャリア教育シンポジウム（発表会）開催費用 
       キャリア教育事業紹介用パンフレット作成費用 

 
（３）地域情報化推進・アジハリ関連事業 

協力事業 ：佐賀から始まる豊かなネットワーク社会の未来（ＩＴキャラバン隊） 
      共催団体として参画 
主   催：佐賀県高度情報化推進協議会（マイクロソフト社）  

   実 施 日：平成１９年６月１日（金）、２日（土） 
   実 施 場 所：佐賀市立図書館及びその周辺 



   協 力 内 容：協賛者として図書館入り口付近で販売体験活動（牛津高校のキャリア

教育事業の実践）を実施。 
   備   考：この事業に関して費用は発生しない 
 
（５）産学官連携推進事業 
①佐賀地域産学官連携推進協議会に「ベンチャービジネス分科会長」として参加 
②佐賀大学主催「第３回佐賀学生ビジネスプランコンテスト」に協力予定 
③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 

 
（６）その他 
①鳳雛塾の取り組みＰＲのための講演活動等 
②佐賀大学生のキャリアップにつながる活動 
③その他、当法人の事業につながる活動等 

 
 



第５号議案 平成１９年度収支予算案 

特定非営利活動法人 鳳雛塾 （単位：円）
科　　　　　目 １９年度予算額 １８年度決算額 差異

Ⅰ　事業活動収支の部
　１．事業活動収入
  （１）入会金収入
    　　入会金収入 30,000 26,000 △4,000
  （２）会費収入
    　　正会員会費収入 100,000 79,000 △21,000
    　　賛助会員会費収入 1,000,000 600,000 △400,000
  （３）事業収入
　　　　鳳雛塾事業収入 200,000 170,000 △30,000
    　　教育事業受託収入 14,306,000 12,693,178 △1,612,822
  （４）補助金等収入
    　　地方公共団体補助金 500,000 500,000
  （５）雑収入
    　　受取利息収入 5,000 5,600 600
    　　雑収入 250,000 161,600 △88,400
    　事業活動収入計 16,391,000 14,235,378 △2,155,622
　２．事業活動支出
  （１）事業費支出
    　　給料手当 8,064,315 3,720,000 △4,344,315
　　　　臨時雇賃金 1,297,125 1,328,626 31,501
    　　福利厚生費 411,741 411,741
    　　旅費交通費 519,200 423,810 △95,390
    　　通信運搬費 442,895 305,580 △137,315
　　　　広報費 823,250 1,296,750 473,500
    　　消耗品費 302,318 304,781 2,463
    　　印刷製本費 726,750 173,250 △553,500
    　　賃借料 450,000 676,510 226,510
    　　諸謝金 1,073,500 651,000 △422,500
　　　　租税公課 607,143 20,000 △587,143
　　　　負担金 30,000 25,500 △4,500
    　　委託費 1,012,500 5,114,536 4,102,036
    　　雑費 33,939 33,939
  （２）管理費支出
    　　支払利息 140,000 140,000 0
    　　雑費 202,004 9,552 △192,452
      事業活動支出計 15,691,000 14,635,575 △1,055,425
    　　事業活動収支差額 700,000 △400,197 △1,100,197
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
  （１）借入金収入
    　　短期借入金収入 12,500,000 12,000,000 △500,000
　　　財務活動収入計 12,500,000 12,000,000 △500,000
　２．財務活動支出
　（１）借入金返済支出
　　　　短期借入金返済支出 12,000,000 10,000,000 △2,000,000
　　　財務活動支出計 12,000,000 10,000,000 △2,000,000
　　　　財務活動収支差額 500,000 2,000,000 1,500,000
Ⅳ　予備費支出
    当期収支差額 1,200,000 1,599,803 399,803
    設立時資金残高 10,666,846 10,666,846 0
    次期繰越収支差額 11,866,846 12,266,649 399,803

 収　支　予　算　書 
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

 
 



事業毎の予算内訳案（事業費、管理費のみ掲載） 

特定非営利活動法人鳳雛塾 (単位：円)

一般
キャリア事

業(国)

キャリア事
業（佐賀

市）

鳳雛塾事
業

地域情報
化・ｱｼﾞﾊﾘ

事業
合計

Ⅰ　事業活動収支の部

１．事業活動収入

　入会金収入 30,000 30,000

　正会員会費収入 100,000 100,000

　賛助会員会費収入 1,000,000 1,000,000

　鳳雛塾事業収入 200,000 200,000

　教育事業受託収入 12,750,000 1,556,000 14,306,000

　地方公共団体補助金 500,000 500,000

　受取利息収入 5,000 ← ← ← 5,000

　雑収入 200,000 50,000 250,000

    　事業活動収入計 1,335,000 12,750,000 1,556,000 750,000 0 16,391,000

２．事業活動支出

　給料手当 315,000 7,749,315 8,064,315

　臨時雇賃金 1,297,125 1,297,125

　福利厚生費 ↑ ↑ 0

　旅費交通費 30,000 489,200 519,200

　通信運搬費 70,000 192,895 180,000 442,895

　広報費 173,250 420,000 230,000 823,250

　消耗品費 100,000 90,318 27,000 85,000 302,318

　印刷製本費 162,750 564,000 726,750

　賃借料 420,000 30,000 450,000

  諸謝金 682,500 391,000 1,073,500

　租税公課 607,143 607,143

　負担金 30,000 30,000

  委託費 60,000 697,500 255,000 1,012,500

  支払利息 140,000 140,000

  雑費 30,000 48,004 80,000 44,000 202,004

      事業活動支出計 635,000 12,750,000 1,556,000 750,000 0 15,691,000

   事業活動収支差額 700,000 0 0 0 0 700,000

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

収支予算計画書総括表

 



第６号議案 役員の選任について 
 
役 員（案） 

 

理 事 長 指山 弘養 佐賀県商工会議所連合会会長 
㈱佐賀銀行会長 （再任） 

副理事長 新井 康平 国立大学法人佐賀大学理工学

部教授 （再任） 

副理事長 飯盛 義徳 慶應義塾大学環境情報学部 
専任講師 （再任） 

監  事 田島 剛 ㈱佐銀ベンチャーキャピタル 
代表取締役 （再任） 

 
 
 



第７号議案 定款変更について 
 
以下の条文について変更（一部文言の追加）することを審議いたします。 
 

変更後 変更前 
第５３条（公告の方法） 
この法人の公告は、この法人の掲示場

に掲示するとともに、官報およびイン

ターネットホームページに掲載して行

う。 
（公告の方法に「官報」への掲載を追

加する） 

第５３条（公告の方法） 
この法人の公告は、この法人の掲示場

に掲示するとともに、インターネット

ホームページに掲載して行う。 

     
 
 
＜条文を変更する理由＞ 

平成１８年５月１日に施行された会社法の制定に伴い、民法が改正されました。 
この改正により、①法人が解散した場合、②解散した法人が破産手続開始の申立を行

った場合に行う各公告については、「官報に掲載」して行うことが義務化されました（民

法第７９条第４項、第８１条第４項）。 
これに伴い当法人も、第５３条（公告の方法）に官報に掲載する旨を付け加えるこ

ととしました。 
 
 

昨年も議題としてあげておりま

したが文言に誤りがありました

ので再度審議させて頂きます。大

変申し訳ありませんでした。 


