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特定非営利活動法人鳳雛塾 

 

平成２０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１９年度事業報告 
２）第２号議案  平成１９年度収支決算 
３）第３号議案  平成１９年度監査報告 
４）第４号議案  平成２０年度事業計画 
５）第５号議案  平成２０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１１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３年目の年となり、経済産業省からの委託事業（キャ

リア教育）最終年度ということで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。 
 
昨年度の活動は、創立当初より取り組んできました当法人の主力事業であります「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、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は、経済産業省からの委託を受け

る最終年度となり、３年間の集大成となるよう取り組んできました。佐賀市近郊の小中高

９校１１コース（前年比＋２コース）が実践校となり、約１，２００名（前年比＋５０名）

の児童・生徒に対して、総時間４７５時間程度（前年同程度）の授業を実施してきました。

大学生社会人向けの鳳雛塾では、昨年度は新たに慶應義塾大学が主催する「地域起業家養

成研修」に地域エージェントとして参加し、ケースメソッド教育を実践してきました。 
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、総事業費は１４百万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、委託事業等の減少に伴い、予算が大幅に減少した中での活動となりますが、

事務局体制の見直しを図るとともに例年に劣らぬレベルの高い事業実施を心がけてまいり

ます。また、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１９年度事業報告 
 
【事業実施期間】 平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日 
 
【事業の成果】 
 平成１９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、資金的な支援を受けながら実施しました。 
 また、１９年度も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１９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 

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 12
月 

佐 賀

市 
社会人

および

大学生 
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 

地域起業家養成研修

（地域エージェント）

の開催 

19 年 12
月 ～ 20
年 3 月 

佐 賀

市 
社会人 

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 

地域情報化推進のため

の活動 
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 
（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期鳳雛塾オープンセミナー 
実 施 日：平成１９年１２月２１日（金） 
講座の回数：１回 
受 講 者 数：１４名（社会人４名、大学生６名、オブザーバー４名） 
補 助 金 額：２１，０００円（佐賀県炎博記念地域活性化事業） 
支 出 額：２４，８８４円（経常支出額） 
 

②実施事業名：地域起業家養成研修（主催：慶應義塾大学） 
      地域エージェントとして佐賀サテライト教室を運営  
実 施 期 間：平成１９年１２月～平成２０年３月 
講座の回数：６回（第１モジュール）第２，３モジュールは平成２０年度に実施 
受 講 者 数：３名（社会人３名） 
収 入 額：１５０，０００円（サテライト教室運営費として）  
 

（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（３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１９年４月１日～平成２０年３月３１日 
       （委託事業請負期間：平成１９年５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（赤松小６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[商業科]３年生、牛津高校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） 
           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（50 人）、神野小（137 人） 、循誘小（74 人）、 
           赤松小（91 人） 
（対象者） 中学校：昭栄中（195 人）、城北中（221 人）、城南中（175 人） 

       高 校：佐賀商業高校商業科（60 人）・情報処理科（25 人） 
牛津高校３年生（155 人）・２年生（21 人） 

 委託請負額：１１，７８２，４９４円（当初委託請負予算額１２，５００千円） 
 支 出 額：１２，２７８，７０１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１９年４月１日～平成２０年３月３１日 
       （委託事業請負期間：平成１９年５月７日～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 
 委託請負額：１，５５６，０００円 
 支 出 額：１，５５７，４３８円（経常支出額） 
 備   考：キャリア教育事業広報宣伝ビデオ制作（ぶんぶんテレビ） 
       キャリア教育成果発表会の開催（平成 20 年 2 月 26 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 
   佐賀県主催の情報化関連セミナー等へ参加 
 
（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３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佐賀県教育庁主催「これからの佐賀県教育を考える会」に委員として参加 
④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」に委員として参加 
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 

 
（５）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 
開催日 講  演  名 参加者 

19.4.24 富山県南砥市行政視察（ＮＰＯ鳳雛塾の視察） 14 名 

19.5.9 キャリア教育事業佐賀モデルの取り組み 35 名 

19.5.15 Ｂｉｚ Ｃａｆｅ 佐賀 10 名 

19.5.16 佐賀大学チャレンジベンチャービジネスセミナー 80 名 

19.6.13 産業教育振興会総会基調講演（教育と産業の連携） 55 名 

19.6.13 佐賀県の将来を担うひとづくりについて 40 名 

19.6.21 長崎大学教育学部向け遠隔セミナー 20 名 

19.6.27 職場体験前の心構えについて 120 名 

19.6.27 職業観・勤労観について 125 名 

19.7.17 ＮＰＯマネジメントセミナー（鳳雛塾の取り組み） 12 名 

19.9.13 兵庫県視察（ＮＰＯ鳳雛塾の視察） 15 名 

19.9.14 地域情報化の活用事例（鳳雛塾の取り組み研究） 25 名 

19.9.18 キャリア教育模擬授業の実践 40 名 

19.12.21 ＮＰＯマネジメントセミナー（鳳雛塾の取り組み） 8 名 

20.2.6 新潟県議会行政視察（ＮＰＯ鳳雛塾の視察） 14 名 

講演回数１５回 対象人数延べ６１３名 

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 
④高校向けの支援活動（佐賀商業学校評議員、牛津高校ﾊｲｽｸｰﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 21 委員） 



【外部機関の評価等（記事掲載等）】 
年月日 新聞・テレビ等 概    要 

19.4.4 第 166 回国会 経済産業委員会で佐賀の取り組み紹介 

19.4.8 佐賀新聞 『ＮＥＷＳ この人』（NPO 鳳雛塾特集記事）

19.4.27 ＮＢＣラジオ佐賀 『キッズマート事業の紹介』 

19.5 佐賀市 市政 『産官学連携で小学校からの起業家教育を展開』 

19.6.21 佐賀新聞 『「商い」のコツ勉強』（循誘小） 

19.6.27 佐賀新聞 『ビジネスマナー難しい！』（城北中） 

19.6.29 佐賀新聞 キャリア教育事業の紹介 

19.6.30 佐賀新聞 「目指せスペシャリスト」事業の紹介（牛津高校）

19.7 産業教育 第 37 号 キャリア教育事業の紹介（佐賀県産業教育振興会）

19.7 VIEW21(中学生版) キャリア教育事業の紹介（城北中） 

19.8.10 佐賀新聞 『商品化目指し 4 プラン発表』（牛津高校） 

19.8.24 佐賀新聞 『牛津高生 商店街で提言』（牛津高校） 

19.11 下旬 ぶんぶんテレビ 循誘小キッズマート宣伝 

19.11 上旬 ぶんぶんテレビ 牛津高校「産業祭」宣伝 

19.11 市報さが キッズマート紹介（神野小・循誘小） 

19.11.5 サガテレビ 牛津高校「産業祭」宣伝 

19.11 中旬 ぶんぶんテレビ 神野小キッズマート宣伝 

19.11 下旬 ぶんぶんテレビ 『第 27 回 牛津産業まつり』（牛津高校） 

19.12 上旬 ぶんぶんテレビ 勧興小キッズマート宣伝 

19.11.28 サガテレビ 勧興小・神野小キッズマート宣伝 

19.12.1 毎日新聞 『小学生が企画から販売まで体験』（神野小）

19.12.12 毎日新聞 『企画から販売「キッズマート」』（勧興小）

19.12.15 佐賀新聞 『小さな商店主』（勧興小） 

19.12.17 佐賀市教育委員会 教育エッセイ「教育現場にも産業の力を」 

20.1 上旬 ぶんぶんテレビ 広報宣伝活動（佐賀商業） 

19.12 日経新聞出版社 「元気村」はこう創るで鳳雛塾の事例紹介 

20.1 上旬 ぶんぶんテレビ 特別番組『がんばれ！キッズマート』 

20.1.13 朝日新聞 『佐賀商業高生が「起業」実習』（佐賀商業）

20.1.13 佐賀新聞 『佐商高生が企画･商品化』（佐賀商業） 

20.1.13 西日本新聞 『生徒たちが模擬店』（佐賀商業） 

20.2.25 サガテレビ 『キャリア教育成果発表会開催』 

20.2 「ぷらざ」2 月号 キャリア教育事業の取組紹介 

20.3 九州の元気の源 700 選 佐賀県の元気の源８８事例中に選出 

 
 
 



第２号議案 平成１９年度収支決算 
 
平成１９年度貸借対照表 

貸 借 対 照 表 

平成 20 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 1,325,793 1,239,287 86,506

      普通預金 1,325,793 1,239,287 86,506

    未収会費 110,000 50,000 60,000

      賛助会員年会費 110,000 50,000 60,000

     未収金 11,803,494 11,218,178 585,316

     仮払金   4,759 -4,759

      労働保険料   4,759 -4,759

   流動資産合計 13,239,287 12,512,224 727,063

 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 13,239,287 12,512,224 727,063

Ⅱ 負債の部       

 １．流動負債       

     未払金 575,111 137,592 437,519

      厚生保険料 575,111 137,592 437,519

    預り金 178,425 176,255 2,170

      源泉税(給与・税理士） 178,425 176,255 2,170

    短期借入金 12,000,000 12,000,000 0

     流動負債合計 12,753,536 12,313,847 439,689

 ２．固定負債       

    負 債 の 部 合 計 12,753,536 12,313,847 439,689

Ⅲ 正味財産の部       

 １．指定正味財産       

  ２．一般正味財産 485,751 198,377 287,374

  正味財産の部合計 485,751 198,377 287,374

    負債及び正味財産合計 13,239,287 12,512,224 727,063



平成１９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 30,000 10,000 △20,000
  （２）会費収入
    　　正会員会費収入 100,000 105,000 5,000
    　　賛助会員会費収入 1,000,000 450,000 △550,000
  （３）事業収入
　　　　鳳雛塾事業収入 200,000 0 △200,000
    　　教育事業受託収入 14,306,000 13,338,494 △967,506
  （４）補助金等収入
    　　地方公共団体補助金 500,000 21,000
  （５）雑収入
    　　受取利息収入 5,000 16,762 11,762
    　　雑収入 250,000 408,452 158,452
    　事業活動収入計 16,391,000 14,349,708 △2,041,292
　２．事業活動支出
  （１）事業費支出
    　　給料手当 8,064,315 7,061,250 △1,003,065
　　　　臨時雇賃金 1,297,125 984,375 △312,750
    　　福利厚生費 858,873 858,873
    　　旅費交通費 519,200 336,450 △182,750
    　　通信運搬費 442,895 447,810 4,915
　　　　広報費 823,250 582,750 △240,500
    　　消耗品費 302,318 154,842 △147,476
    　　印刷製本費 726,750 829,500 102,750
    　　賃借料 450,000 667,830 217,830
    　　諸謝金 1,073,500 624,750 △448,750
　　　　租税公課 607,143 459,700 △147,443
　　　　負担金 30,000 10,000 △20,000
    　　委託費 1,012,500 774,150 △238,350
    　　雑費 36,442 36,442
  （２）管理費支出
　　　　会議費 4,395 4,395
　　　　諸謝金 55,555 55,555
　　　　租税公課 16,300 16,300
    　　支払利息 140,000 140,000 0
    　　雑費 202,004 17,362 △184,642
      事業活動支出計 15,691,000 14,062,334 △1,628,666
    　　事業活動収支差額 700,000 287,374 △412,626
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 12,000,000 0
　　　財務活動支出計 12,000,000 12,000,000 0
　　　　財務活動収支差額 500,000 0 △500,000
Ⅳ　予備費支出
    当期収支差額 1,200,000 287,374 △912,626
    前期繰越収支差額 10,666,846 12,198,377 1,531,531
    次期繰越収支差額 11,866,846 12,485,751 618,905

 収　支　計　算　書 
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

 



平成１９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 1,325,793
　　　　普通預金 1,325,793
　　　未収会費 110,000
　　　　正会員年会費 10,000
　　　　賛助会員年会費 100,000
  　　未収金 11,803,494
　　　　経済産業省(委託金) 11,782,494
　　　　佐賀県(補助金) 21,000
  　　仮払金
　　　　労働保険料
    　　　流動資産合計 13,239,287
　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 13,239,287
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
  　　未払金 575,111
　　　　厚生保険料 136,411
　　　　消費税及び地方消費税 438,700
  　　預り金 178,425
　　　　源泉税（給与・税理士） 178,425
  　　短期借入金 12,000,000
    　　　流動負債合計 12,753,536
　２．固定負債
　　　　　固定負債合計
    　　　　負債合計 12,753,536
    　　　　正味財産 485,751

 財　　産　　目　　録 
平成20年3月31日現在

金　　　　　額

 
 

 
 



第３号議案 平成１９年度監査報告 
 
 

 
 
 



第４号議案 平成２０年度事業計画 
 
【事業実施の方針】 

平成２０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、これ

まで同様の事業を実施する方針です。 
しかしながら今年度は、経済産業省の委託事業終了に伴う予算減少のため、事業内容

の見直しをはかるとともに、特に佐賀市および佐賀県との連携強化により事業を実施し

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 

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 

20年 7月

～ 
21年 3月 

佐 賀

市 
社会人

および

大学生 
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 

地域起業家養成研修

（地域エージェント）

の開催 

20年 5月

～20 年 9
月 

佐 賀

市 
社会人 

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 

20年 4月

～ 
21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 

20年 4月

～ 
21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 

20年 4月

～ 
21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 
20年 4月

～ 
21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１２期鳳雛塾 
実 施 期 間：平成２０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 
収入見込額：２００，０００円（受講生からの塾費） 
支出見込額：３００，０００円（収入との差額は自己資金から負担） 
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実施事業名：地域起業家養成研修（主催：慶應義塾大学） 
      地域エージェントとして佐賀サテライト教室を運営  
実 施 期 間：平成２０年５月～平成２０年８月 
講座の回数：８回（第２モジュール４回、第３モジュール４回） 
受 講 者 数：２名（社会人２名） 
収 入 額：１８０，０００円（サテライト教室運営費として）  
備   考：この事業に関して費用は発生しない 
      ９月以降に新たなカリキュラムを開講する可能性あり 

   
 
（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） 

 実施事業名：平成２０年度キャリア教育事業（佐賀モデル） 
 実 施 期 間：平成２０年４月１日～平成２１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 
（対象者） 中学校：城北中学校、城南中学校、昭栄中学校、金泉中学校 

芙蓉中学校、城東中学校 
       高 校：佐賀商業高校、牛津高校 
 委託予定額：２，２００，０００円（佐賀市経済部） 
 助 成 金：１，０００，０００円（各種助成金の申請予定） 
 支出予定額：３，６５０，０００円（収入額との差額は自己資金から負担） 
 備   考：年間計画表を別添（補足資料２） 
       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 

 
（３）地域情報化推進・アジハリ関連事業 
   佐賀県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４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佐賀県教育庁主催「これからの佐賀県教育を考える会」に委員として参加 
④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」に委員として参加 
⑤佐賀県が実施する協働化事業への参画（佐賀県教育委員会との連携） 
⑥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 
⑦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佐賀大学生のキャリアップにつながる活動 
③当法人への協力、支援団体・企業の開拓 
④その他、当法人の事業につながる活動等 

 
 



第５号議案 平成２０年度収支予算 

特定非営利活動法人 鳳雛塾 （単位：円）
科　　　　　目 ２０年度予算額 １９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 20,000 10,000 10,000
  （２）会費収入 0
    　　正会員会費収入 150,000 105,000 45,000
    　　賛助会員会費収入 500,000 450,000 50,000
  （３）事業収入 0
　　　　鳳雛塾事業収入 200,000 0 200,000
    　　教育事業受託収入 2,200,000 13,338,494 △11,138,494

△21,000
  （４）補助金等収入 0
    　　地方公共団体補助金 21,000
　　　　助成金等 1,000,000 1,000,000
  （５）雑収入 0
　　　　寄附金等収入 500,000
    　　受取利息収入 5,000 16,762
    　　雑収入 580,000 408,452 171,548
    　事業活動収入計 5

△11,762

,155,000 14,349,708 △9,194,708
　２．事業活動支出
  （１）事業費支出
    　　給料手当 7,061,250 △7,061,250
　　　　臨時雇賃金 1,200,000 984,375 215,625
    　　福利厚生費 858,873 △858,873

△186,450
△197,810

    　　旅費交通費 150,000 336,450
    　　通信運搬費 250,000 447,810
　　　　広報費 800,000 582,750 217,250
    　　消耗品費 320,000 154,842 165,158
    　　印刷製本費 500,000 829,500
    　　賃

△329,500
借料 170,000 667,830 △497,830

△124,750    　　諸謝金 500,000 624,750
　　　　租税公課 200,000 459,700 △259,700

△374,150
　　　　負担金 20,000 10,000 10,000
    　　委託費 400,000 774,150
    　　雑費 60,000 36,442 23,558
  （２）管理費支出 0
    　　支払利息 140,000
    　　

△140,000
雑費 85,000 93,612 △8,612

△9,407,334      事業活動支出計 4,655,000 14,062,334
    　　事業活動収支差額 500,000 287,374 212,626
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
  （１）借入金収入
    　　短期借入金収入 0 12,000,000
　　　財務活動収入計 0 12

△12,000,000
,000,000 △12,000,000

　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 12,000,000 0
　　　財務活動支出計 12,000,000 12,000,000 0
　　　　財務活動収支差額 △12,000,000 △120 ,000,000

△11,500,000 △11,787,374
Ⅳ　予備費支出
    当期収支差額 287,374
    設立時資金残高 12,485,751 12,198,377 287,374
    次期繰越収支差額 985,751 12,485,751

 収　支　予　算　書 

△11,500,000

平成20年4月1日から平成21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 20,000 20,000

　正会員会費収入 150,000 150,000

　賛助会員会費収入 500,000 500,000

　鳳雛塾事業収入 200,000 200,000 受講者負担

　教育事業受託収入 2,200,000 2,200,000 佐賀市

　地方公共団体補助金 0

　助成金 1,000,000 1,000,000 財団等

　寄附金収入 500,000 500,000 企業からの寄附金

　受取利息収入 5,000 5,000

　雑収入 400,000 180,000 580,000 講演料、慶応大学

    　事業活動収入計 1,575,000 3,200,000 380,000 5,155,000

２．事業活動支出

　給料手当 0

　臨時雇賃金 1,200,000 1,200,000 アルバイト１．５名

　福利厚生費 ↑ 0

　旅費交通費 100,000 50,000 150,000 講師交通費含む

　通信運搬費 50,000 200,000 250,000 ｻｰﾊﾞｰ利用

　広報費 300,000 500,000 800,000 HP更新、パンフ作成他

　消耗品費 100,000 200,000 20,000 320,000 必要機材等購入

　印刷製本費 500,000 500,000 報告書(パンフ）作成

　賃借料 170,000 170,000 佐賀大学、PCﾘｰｽ

  諸謝金 250,000 250,000 500,000

　租税公課 50,000 150,000 200,000 消費税ほか

　負担金 20,000 20,000

  委託費 55,000 400,000 455,000
佐賀大学ｽｰﾊﾟｰﾈｯﾄ
税理士

  支払利息 0

  雑費 30,000 30,000 30,000 90,000

      事業活動支出計 705,000 3,650,000 300,000 4,655,000

   事業活動収支差額 870,000 -450,000 80,000 500,000 ※設立時の資産まで戻す

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

収支予算計画書総括表

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


