
 

第３回 通常総会 

日時： 令和元年６月１６日（日）１０：３０〜１２：００ 

会場： 新潟市立中央図書館 ほんぽーと 

 

 
NPO 法人みらいず works 



特定非営利活動法人 みらいずworks 

第3回 通常総会 

 

日時：令和元年６月 16 日（日）10：30～12：00 

会場：新潟市立中央図書館ほんぽーと 研修室 2（新潟市中央区明石 2 丁目 1-10） 

 

次第 

10：15 受付開始 

10：30 総会開会 

  1.代表挨拶 小見まいこ 

  2.議長及び議事録署名人の選出 

  3.議事 

  第１号議案 平成 30 年度 事業報告及び活動決算報告について （P8～22） 

  第２号議案 令和元年度 事業計画及び活動予算について（P24～30）  

  第３号議案 定款変更及び理事の改選について(P32) 

12：00 閉会 



役 員  （平成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日） 

代表理事   小見まいこ  

副代表理事  本間莉恵  

理事     石田直樹  税理士法人石田経理事務所 

理事     齋藤主税  NPO 法人都岐沙羅パートナーズセンター 

理事     角野仁美   

監事     川端弘実  新潟大学教職大学院 

 

事 務 局  (平成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日） 

職員（事業） 小見まいこ〈平成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日〉 

職員（事業） 本間莉恵 〈平成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日〉 

職員（総務） 荒井美雪 〈平成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日〉 

職員（事業） 角野仁美 〈平成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日〉 

職員（事業） 河合祥希 〈平成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日〉 

 

運営協議会 (平成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日） 

委員 岩﨑保之  (新潟青陵大学 教授）H31 年 4 月 1 日より京都女子大学 

委員 上山裕二 （新発田中央高等学校 教頭） 



委員 木山光   （木山産業株式会社 代表取締役社長） 

委員 佐藤靖子 （新潟大学教育学部付属新潟中学校 副校長） 

委員 田中範克 （新発田市立川東小学校 校長） 

 

会 員（平成 31 年 4 月 30 日現在） 

正会員 個人 23 名 

賛助会員 個人 56 名 

企業 12 社 

合計 91 

大学生インターン・ボランティア 

インターン生（長期） 3 名 

インターン生（短期） 6 名 

みらいずトーク運営スタッフ  7 名 

SPiRAL 運営スタッフ 3 名 

授業運営、イベントボランティア 57 名 

合計 76 名 

社会人ゲスト、社会人ボランティア  

キャリア教育 ゲスト 55 名 



総会の開催 

NPO 法人みらいず works 第 2 回 通常総会 

日時 2018 年 6 月 24 日（日）16:00～17:00 

場所 新潟市万代市民会館  研修室 303 

出席：正会員 10 名（正会員委任状出席者 14 名） 

議題：決議事項 

  第 1 号議案 平成 29 年度 事業報告及び活動決算報告について 

  第 2 号議案 平成 30 年度 事業計画及び活動予算について 

  第 3 号議案 定款変更の件（広告の方法） 

  

   

理事会の開催 

理事会は毎月 1 回開催することとしており、合計 11 回開催した。 

第１回理事会 平成３０年５月３０日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第２回理事会 平成３０年６月１５日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第３回理事会 平成３０年７月 20 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第４回理事会 平成３０年８月２０日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第５回理事会 平成３０年９月 1９日 9：30～11：30 於 みらいず works 事務所 



第６回理事会 平成３０年 1０月３0 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第７回理事会 平成 30 年１１月２９日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第８回理事会 平成 30 年１２月２７日 9：30～11：30 於 みらいず works 事務所 

第９回理事会 平成 3１年２月 1４日 9：30～11：30  於 石田経理事務所 

第 1０回理事会 平成 3１年３月４日１３：30～1５：30 於 石田経理事務所 

第 1１回理事会 平成 3１年４月２２日１３：30～1５：30 於 石田経理事務所 

 

運営協議会の開催 

第 1 回運営協議会 平成 30 年 6 月 1 日 18：30～21：00 於 みらいず works 事務所 

第 2 回運営協議会 平成 31 年 2 月 28 日 18：30～19：30 於 石田経理事務所 

 

書籍販売数 

書籍名 販売数 

第 1 巻 教育ファシリテーション入門（みらいず works 発行） 321 冊 

FG テキスト（博進堂発行） 139 冊 

これでできる！わくわくファシリテーション（ファシリテーション授業研究会発行） 

※2018.4.30 をもって閉会し以後みらいず works にて仕入・販売を行う 

415 冊 

合計 875 冊 



 



 

 第１号議案について  

 

 

 

 

 

 

 



  

平成３０年度 みらいずworks の事業成果と課題 
 

 

＜平成３０年度の事業実績＞ 

【運営した研修や授業数】 140 件 

  

【事業を提供した人数】 

＊委託事業の対象： 

小学生    341 名 

中学生   2,086 名 

高校生  2,791 名 

大学生      22 名 

教員      1,076 名 

他大人    1,045 名   合計 7,361 名 

  

＊自主事業の対象： 

   中学生     1 名 

高校生    34 名 

   他大人   357 名  合計 393 名 

  

＊共催事業の対象 

   中学生   73 名 

   高校生   48 名 

   大学生   11 名 

   教員を含む大人 61 名  合計 193 名 

   

    合計： 平成３０年度に みらいずworks の事業を提供した方々 7,947名 

              （平成２９年度は 6,458 名のため、前年比+1,489 名） 
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平成３０年度のみらいず works 

・探究を核にしたカリキュラムマネジメント支援 

・プログラムの発信・普及 

・中高生も交えたごちゃまぜの学びの機会 

 

 

＜平成３０年度の事業方針＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成３０年度の強化方針】 

１． 地域・学校総がかりによる 探求学習のさらなる推進 

２． 新潟発子ども-大人-地域でつくる未来の学びのモデルやノウハウの発信 

 

 



  

＜平成３０年の事業成果＞ 

 

＊総合的な探究の時間のモデルとなるカリキュラム検討の継続的な支援 

令和元年より試行が始まった「総合的な探究の時間」のカリキュラムを作りたいという要 

望があり、新潟県内の県立学校でカリキュラム作りの検討会議や全職員向けカリキュラム検

討研修などを実施しました。どこの学校も手探りで試行をしているため、モデルとなるよう

なカリキュラム内容や対話的に進める検討プロセスを構築することができました。 

・カリキュラムマネジメントに関わった高校：新潟県立新潟東高等学校、白根高等学校、

分水高等学校、新発田中央高等学校 

・総合的な探究の時間を見据えた新たな授業企画に携わった高校：新潟市立万代高等学校、

明鏡高等学校、高志中等教育学校、新潟県立白根高等学校、分水高等学校 

【課題】 

 新たなカリキュラムの検討をするには、校長のリーダーシップに加え、中心的にカリキュ

ラムを検討するメンバーの巻き込む力やプロジェクトマネジメント力などが必要になりま

す。しかし、一生懸命な人たちだけが奮闘している現状があり、全教職員で分かち合い、教

員に当事者意識を持ってもらうことは時間的制約や教職員の意識の問題から困難であるこ

とがわかりました。また、探究学習に伴奏するマインドやスキルを高めていく必要性も痛感

しました。学校内の会議や研修のあり方へのアプローチやカリキュラムが一過性で終わらな

いような持続可能な仕組み作りが求められています。 

 

 

＊中高生みらい探究ラボ「SPiRAL」や「高校生NIIGATAキッチン LAB 

」で中高生のさらなる探究の機会を創出 

 中高生みらい探究ラボ「SPiRAL」では、従来のグループ探究に加え、個人でさらに探究

したいことに取り組むマイプロジェクトを実験的に取り組みました。２名の中高生のプロジ

ェクトに伴走し、まち歩きツアーや人間関係に悩む中高生向け冊子など、中高生のチャレン

ジが形になりました。 

 Our プロジェクト（グループ探究）では、新潟市の開港１５０周年事業に連動して、新し

い新潟の魅力を発信する動画作成に挑戦し、来年度はマイプロジェクトに参加したいという

中高生も出てきました。また、昨年の参加者がスタッフとなって活動を支えてくれたり、み

らいずカレッジにも乗り入れ参加したりするなど、中高生の学びに良い循環が生まれたのも
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成果の一つです。 

 また、みらいず BOOK 第 5 号の紙面に登場した JR 東日本新潟支社様、一般社団法人ピ

ースキッチン様、新潟県立海洋高等学校様との協働により、「高校生 NIIGATA キッチン LAB」

を３月 28、29、30 日の三日間限定で実施。販売実績は大盛況で終わるとともに、関わっ

た高校生は、お客様のニーズや動きに応じて主体的に行動すること、自分たちで企画して場

を作る面白さを体験してくれました。中高生の探究学習は、学校で完結できるものではあり

ません。社会教育の領域で受け入れる多様な機会作りを模索した１年でした。 

 

【アンケート結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 OUR プロジェクト（グループ探究）の参加者がなかなか集まらずに苦戦しました。学校

にもご協力いただき、なんとか人数が集まったものの、自らこれをやりたいという思いがな

い中高生は、途中から参加をしなくなるなど、モチベーションを維持することが難しい現状

でした。今後は、このような機会を顕在的に、潜在的に求めている中高生とつながる機会を

作るため、中高生向けの SNS 開発や口コミなど継続的な広報にも力を入れていきます。 

 また、長期的なプロジェクトではなく、２泊３日など、短期的に探究を行う機会など、中

【左図のアンケート項目 （抜粋）】 

 1：今の自分に満足している。 

 2：自分は誰かの役に立てる存在だと感じている。 

 3：上手くいくかわからないことにも意欲的に取 

   り組むことができる 

 4：地域や社会の課題を発見解決してくために、 

   今後自分が力を入れて学びたいことがある。 

 5：将来について明るい希望を持っている。 

 

【参加者の声】 

・いま、新潟には何が大切なのか、これから自分で探究し

ていきたい。 

・感じたことをすぐに共有できる場だった。 

・知識だけではなく、考え方を身に付けられた。 

・空気に縛られない、自由な学びだった。 



  

高生が参加しやすい企画を設定していきます。加えて、継続的に活動ができるように、行政

や企業と協働する仕組みも合わせて検討していく必要があります。 

 

 

＊地域学校協働活動とコミュニティ・スクールの一体的推進を後押し 

 学校の抱える問題が複雑化、多様化していることから、地域と学校の協働体制の確立が一

層求められています。昨年度、地域協働プロフェッショナル教員育成事業を実施したことが

契機となり、今年度より小見 まいこが文部科学省のコミュニティ・スクール推進員、およ

び、平成３０年度文部科学省事業委託「学校と地域の新たな協働体制のための実証研究」に

おいて、地域学校協働活動推進・調査研究員となりました。 

 今年度は、県内外のコミュニティ・スクールの立ち上げ支援や地域と学校の協働を推進す

る熟議の運営等について研修を担当しました。地域と学校のそれぞれの課題や協働の壁にな

っていることを深く理解することができました。また、胎内市の築地小・中学校の学校運営

協議会準備委員会では、地域に向けたコミュニティ・スクールのパンフレットを参加型で作

成することができ、地域の参加意欲や当事者意識を高めるための仕掛け作りにも取り組み、

ご好評いただきました。 

・コミュニティ・スクール推進員、地域学校協働活動推進・調査研究員として、研修の運

営支援や調査をした市町村： 

 埼玉県秩父市、栃木県栃木市、長岡市、胎内市、弥彦村、佐渡市、阿賀野市、五泉市 

  ・具体的に地域に入って支援をしたり、学校運営協議会の会議運営を支援した地域 

   学校運営協議会の会議運営を支援した地域：胎内市築地地区、黒川地区、乙地区 

  地域へのパンフレット作成：胎内市の築地小・中学校 

 

【課題】 

 多くの市町村に関わることで、市町村によって、地域と学校の協働を推進するための課題

やクリアすべき問題は異なることがわかりました。視察やヒアリングなどをして、ケースメ

ソッドを蓄積し、的確なアドバイスや支援ができるように専門性を高める必要があります。    

 また、文部科学省のコミュニティ・スクール研修会において、模擬熟議のファシリテータ

ーを担当したところ、すでに学校運営協議会を設置しているにも関わらず、熟議はほとんど

実施していないという地域が多くありました。運営協議会における熟議のデザインや進め方

を求めている学校や地域に対し、熟議のポイントが掲載されている小冊子などを開発するな



  

どして、関わる大人たちの対話や協働を推進していく必要があります。 

 

 

＊「みらいずカレッジ」第２期の開催、合計９回の学び場を運営 

 「これからの学び」を考え、実践する学びのコミュニティとして、平成２９年度よりスタ

ートしたみらいずカレッジ。平成３０年度は、「LEANING SHIFT」というテーマでコース

制も設定し、合計９回の学びの場をつくりました。教員、企業、行政、コーディネーター、

学生、NPO と様々な立場の参加者と共に学び合いました。 

 今期から始めた入学式と卒業式で自分自身の学びをデザインし、振り返るという試みは効

果があるとわかりました。今年は、参加者も増加し、各回の学びが連動するなど、とても充

実した内容を提供することができたことや、参加者がみらいず works を現場に呼んでくだ

さる機会が３件あったことも大きな成果です。 

 

・みらいずカレッジキックオフ（6/24）     ９２名 

・みらいずカレッジ 入学式（7/16）     ９名 

・みらいずカレッジ 教育ファシリテーション入門（8/18）   １６名 

・みらいずカレッジ 問題解決入門（9/8）    １１名 

・みらいずカレッジ 共感的コミュニケーション（10/28）  ２４名 

・みらいずカレッジ 学びのプログラムデザイン（12/2）  １８名 

・みらいずカレッジ 学び合う集団を自己組織化（1/26-28）  １７名 

・みらいずカレッジ 卒業式（2/17）    １１名 

＊みらいずカレッジ番外編 ABD １回    ８名 

       のべ参加者数合計：２０６名（昨年比+５５名） 

【課題】 

 参加者の受付や申し込みの確認、当日の急なキャンセルへの対応などに手間がかかり、第

3 期の実施を見送ろうと当初は考えていました。しかし、新潟経営大学との協働事業として

実施することが可能となりました。今後は、大学と協働することで、さらに学校現場や教員

に求められる旬な学びの機会を作り続けて行けるよう整備してまいります。 

 

 

 



  

＜平成３０年の事業総括＞ 

 

 小学校では、プログラミング教育、英語教育の低年齢化と教科化。中学校では、道徳の教

科化に向けた準備。高校では、１年生から新しい入試に対応する学年ということもあり、学

校では教育改革の波が押し寄せてきた平成３０年度でした。 

 特に、みらいず works としては、高校現場における「総合的な探究の時間」が始まる前

年度ということもあり、探究の時間のカリキュラム検討を行ったり、地域との協働体制構築

に向けた準備をしたりするなど、新たな取り組みに向けた支援に力を注いだ１年でした。一

部の意識のある先生と共にカリキュラムを模索するなど、信頼関係が深まった一方、他の先

生を巻き込み、いかに学校全体で取り組んでいくのかという点は、今後の大きな課題です。 

 また、文部科学省において、コミュニティ・スクールの推進を担当していた課と地域と学

校の協働を推進していた課が「総合教育政策局」の地域学習推進課に一体化するという組織

改編が行われました。それにより、「コミュニティ・スクール」と「地域学校協働本部」が

別々に推進されるのではなく、相乗効果を持って一体的な推進を図ることが求められました。

「社会に開かれた教育課程」の実現や「総合的な探究の時間」に向けた基盤整備という意味

でも、より一層地域と学校の協働体制を構築することが必要です。 

 みらいず works としては、地域と学校の協働体制を構築するために、様々な行政に働き

かけたり、研修会講師をするなどの啓発活動を行いました。また、学校以外でも探究学習が

できるような受け皿や機会を創出する契機となるよう、「新潟発子ども-大人-地域でつくる

未来の学びのモデルを創造する」をテーマに第二回にいがた教育フューチャーセンターを実

施しました。放課後の学び、主権者教育、多様性を活かした授業など、旬なテーマで、学校

関係者、企業、NPO、学生など様々な立場の人が集い、共に学ぶ中で、新たな協働プロジ

ェクトが生まれるなど、これからの子どもの学びを協働しながらつくる機運を高めることが

できました。 

 さらに、教育改革を牽引していくであろう意欲のある先生と出会う機会として、みらいず

カレッジやティーチャーサロンを通して作ることができました。しかし、一部の先生へのア

プローチに力を注いでしまい、それを発信すること、取り組みを編集し、世の中に問うてい

くところまで至りませんでした。今後は、これからの学びのモデルの具体的な進め方や考え

方をまとめ、テキストやワークブック・白書等の制作を進めます。それらを通じて、教育改

革の具体的な方法や持続可能な仕組みに向けた取り組みをより一層推進してまいります。 



＜平成３０年度 みらいずworks 経営課題＞ 

 

＊人員の減少 

副代表である本間莉恵が常勤スタッフを辞めたこと、および、河合祥希が新潟市立万代高等

学校の地域教育コーディネーターとの兼任なったことに伴い、事業を中心に運営できる常勤

スタッフが減ってしまいました。 

 

＊創業以来初となる赤字決算 

大口案件が期の途中で大幅に減額したことで、そのまま事業補填ができずに、赤字を出して

しまいました。大口案件がなくなっても事業運営できるようなビジネスモデルの確立に手を

打てぬままでした。 

 

 

＜令和元年度 みらいずworks 経営方針＞ 

 

①料金規定の見直し 

単発の事業を受けると、その都度カスタマイズしたり、打ち合わせを行ったり、負担が増え

るのに対して、それに見合う収益が得られないため、料金規定を２割ほど増やし、売りたい

サービスの可視化をHPにて行います。 

 

②労働集約型だけでないサービスの開発 

テキストやワークブック等の商品を形にし、人が動かなくても収入が得られる仕組みを構築

します。 

 

③業務の改善 

少ない人数で最大の効果を得られるように、業務の効率化をはかり、業務が円滑に行えるよ

うな環境を整備します。 

 

④柔軟な働き方の採用 

常勤スタッフでなくてもプロジェクトベースで、同じビジョンを持って関われるメンバーを

増やし、固定化せずに柔軟に働ける組織を目指します。 



委託事業

事業名 発注者 実施場所 担当者 参加人数 参加対象

・新発田市立川東小学校　キャリア教育授業　6年生 　（2/20） 川東小学校 新発田市 角野 26 小学生

・佐渡市立相川小学校授業　キャリア教育授業6年生（9/28） 相川小学校 佐渡市 本間 26 小学生

・新潟市立味方中学校　キャリア教育授業　全2回　3年生 　（11/7，14） 味方中学校 新潟市南区 本間 48 中学生

・新潟市立白根第一中学校　キャリア教育授業　2年生（11/6） 白根第一中学校 新潟市南区 角野 135 中学生

・新潟市立早通中学校　職業講話　2年生 　（5/18） 新潟市雇用対策課 新潟市北区 小見 90 中学生

・新潟市立中野小屋中学校　職場体験事後学習　1-3年生　（7/18） 新潟市雇用対策課 新潟市西区 小見 50 中学生

・新潟市立亀田西中学校　職業講話　1-3年生 　（7/2） 新潟市雇用対策課 新潟市江南区 小見 334 中学生

・新潟市立内野中学校　キャリア教育授業1年生 　（5/23） 内野中学校 新潟市西区 角野 213 中学生

・佐渡市立新穂中学校　課題解決型キャリア教育授業　全2回　2年生 （7/10,10/11） 佐渡市教育委員会 佐渡市 本間 46 中学生

・新発田中央高等学校　キャリア教育授業　全3回　1年生 　（7/4、9/18、12/7） 新発田中央高等学校 新発田市 角野 720 高校生

・北越高校　ジョブラーニング1年生 　（3/5） 北越高等学校 新潟市中央区 河合 509 高校生

・新潟市立万代高等学校　インターンシップ授業　全2回　（7/18、8/17） 新潟市学校支援課 新潟市中央区 小見 14 高校生

・正徳館高校　キャリア教育授業　全2回、2年生　（1/18、1/25） 正徳館高校 長岡市 本間 66 高校生

・新潟市立内野小学校　ファシリテーション授業6年生 　（2/4） 内野小学校 新潟市西区 角野 128 小学生

・新潟市立西内野小学校　ファシリテーション授業　6年生 　（12/11） 西内野小学校 新潟市西区 角野 96 小学生

・阿賀野市立阿賀津川中学校　ファシリテーション授業　2年生　（11/22） 阿賀津川中学校 阿賀野市 角野 70 中学生

・小千谷市立片貝中学校　ファシリテーション授業　全2回　1-2年生　（9/27、10/17） 片貝中学校 小千谷市 角野 149 中学生

・長岡市立三島中学校　ファシリテーション授業　1年生　（12/19） 三島中学校 長岡市 角野 58 中学生

・長岡市立栖吉中学校　ファシリテーション授業　全2回　1-2年生（2/19、3/12） 栖吉中学校 長岡市 角野 196 中学生

・新潟県立新発田南高校　ファシリテーション教育授業　全2回　1年生 （4/12、3/15） 新発田南高等学校 新発田市 角野 640 高校生

・新潟市立葛塚中学校　地域探究　全2回　2年生 （8/31、9/12） JTB 新潟市北区 本間 240 中学生

・新潟市立黒埼中学校　地域探究　全3回　1年生（4/27、5/11、6/1） 新潟市西区 新潟市西区 本間 360 中学生

・新潟市立高志中等教育学校　探究授業　全4回　4年生　（8/29、9/1、1/9、2/2） 新潟市学校支援課 新潟市中央区 角野 456 高校生

・分水高等学校　現代社会授業　全4回　3学年（10/23，24，30，31） みらいずworks 燕市 本間 104 高校生

・新潟県立分水高校　探究授業　1年生 　（12/17） 分水高校 燕市 小見 80 高校生

・新潟県立白根高校　地域学習　2年生　（3/19） 白根高校 新潟市南区 河合 65 高校生

・白根コミュニティーコーディネーター養成講座（対象白根高校生） 全7回 （11/1、
11/15、11/21、12/19）

白根地区公民館 新潟市南区 河合 49 高校生

・新潟県アカデミックインターンシップ事後学習（12/26） 新潟県高等学校教育課 新潟市中央区 小見 70 高校生

 ・南区みらいワークショップ（8/21）
文部科学省有志（子供たちの
希望あふれる未来を考える研
究会）

新潟市南区 河合 18 中高生

・燕市キャプテンミーティング（12/28） 燕市教育委員会 燕市 本間 80 中学生

・川もり海もりプロジェクト　事前学習会（7/21） 新潟日報社 新潟市中央区 角野 21 小学生

・川もり海もりプロジェクト　当日（8/1-2） 新潟日報社 新潟市中央区 角野 44 小学生

②人材育成事業  ・柏崎市立瑞穂中学校区合同　ファシリテーション研修（4/27） 瑞穂中学校 柏崎市 本間 60 教員

・北越高等学校　授業改善研修（7/3） 北越高校 新潟市中央区 小見 20 教員

・新潟県立新潟東高等学校　職員研修　全2回（10/1、12/3） 新潟東高等学校 新潟市東区 小見 70 教員

・新潟県立分水高校　カリキュラム検討会議（2/13、2/27、3/27） 分水高等学校 燕市 小見 18 教員

・新発田中央高校　授業改善　全4回（6/29、10/9、11/27、2/20） 新発田中央高等学校 新発田市 角野 135 教員

・新発田市立佐々木中学校　課題解決型職場体験事業所向け研修　（8/30）  佐々木中学校 新発田市 本間 10 企業

・長岡市立栖吉中学校　職員研修（3/12） 栖吉中学校 長岡市 角野 16 教員

・佐渡市課題解決型職場体験　モデル校教員研修①（4/26） 佐渡市教育委員会 佐渡市 本間 15 企業.

・佐渡市課題解決型職場体験　モデル校教員研修②（5/22） 佐渡市教育委員会 佐渡市 本間 15 企業.

・佐渡市課題解決型職場体験　学校事業所合同研修（6/19） 佐渡市教育委員会 佐渡市 本間 75 企業.

・佐渡市小中キャリア教育研修（9/28） 佐渡市教育委員会 佐渡市 本間 14 教員

・阿賀町教員サマー研修（7/26） 阿賀町 阿賀町 小見 90 教員

・新潟県高等学校進路指導協議会　（5/29）
新潟県高等学校進路指
導協議会

新潟市中央区 小見 88 教員

・新潟県キャリア教育担当者研修（11/27）　  新潟県高等学校教育課 新潟市中央区 小見 50 教員

・宮崎県キャリア教育フォーラム（5/24） 宮崎県教育委員会 宮崎県宮崎市 小見 100 教員

・青森県教育支援活動コーディネーター研修（7/24-25） 青森県教育委員会 青森県青森市 小見 30 一般

・栃木県課題解決型学習プログラムファシリテーター養成講座（12/5） 栃木県教育委員会 栃木県栃木市 小見 100 一般

・文科省キャリア教育指導者養成研修　＠富山県（7/3、9/11）
独立行政法人教職員支
援機構

富山県富山市 本間 198 教員

・糸魚川高等学校PTA　キャリア教育講演会（6/30） 糸魚川高等学校PTA 糸魚川市 小見 60 保護者

・研修団体ファシリテーション研修 （11/10） 公孫会 燕市 小見 50 教員

①教育プログラム
の開発・普及事業 



・埼玉県秩父市コミュニティースクール研修（8/23） 文部科学省 秩父市 小見 60 地域

・胎内市コミュニティースクール研修（7/13） 文部科学省 胎内市 小見 100 地域

・胎内市立築地小・中学校CS　ワークショップ　全3回 （8/27、11/29） 胎内市教育委員会 胎内市 本間 80 地域

・胎内市きのと小学校CS推進準備委員会（7/26） 胎内市教育委員会 胎内市. 本間 20 地域

・弥彦村　コミュニティースクール研修（3/23） 弥彦村教育委員会 弥彦村 小見 20 地域

・栃木市　地域住民向け　協働研修（3/2）
とちぎ市民活動推進セ
ンターくらら

栃木県栃木市 小見 40 地域

・コミュニティースクール東京フォーラム　熟議ファシリテーター（12/10） 文部科学省 東京都 小見 10 教員

・プレママ学級　（9/12） 新潟市中央公民館 新潟市中央区 小見 18 地域

・長岡市社会教育委員研修（10/10） 長岡市中央公民館 長岡市 小見 35 地域

・北海道教育大学　社会教育主事講習（8/6） 北海道教育大学 北海道札幌市 小見 30 地域

・村上市家庭教育支援者ステップアップ研修（10/17）
新潟県立生涯学習セン
ター

村上市 小見 20 地域

・上越市家庭教育支援者ステップアップ研修（10/19）
新潟県立生涯学習セン
ター

上越市 小見 20 地域

・村上市家庭教育ワークショップ研修（1/12）
新潟県立生涯学習セン
ター

村上市 小見 12 地域

・地域連携コーディネーター養成スクール聖籠町（8/7）
新潟県立生涯学習セン
ター

聖籠町 本間 67 地域

・地域連携コーディネーター養成スクール魚沼市（8/8）
新潟県立生涯学習セン
ター

魚沼市 本間 58 地域

・全国生涯学習センター等研究交流会（5/25）
国立教育政策研究所社会教
育実践研究センター 東京都 小見 50 地域

・青陵大学免許更新講習　全2回 （8/24、10/13） 青陵大学 新潟市中央区 小見 96 教員

・新潟大学　教職大学院　全3回 （11/9、12/14） 新潟大学 新潟市西区 小見 15 教員

・新潟大学　社会学演習　1回（7/17） 新潟大学 新潟市西区 本間 22 大学生

 ・村上市学校と地域をむすぶオープンセッション（8/1）
都岐沙羅パートナーズ
センター

村上市 本間 140 地域

・未来の教室事業　PBL事前研修＠東京（12/16） Mistletoe株式会社 東京都 小見 25 教員

　学校と地域の連携の仕組みづくりを考える勉強会＠岐阜関市（12/13） ぶーめらん 岐阜県関市 本間 20 地域

・岐阜県中濃地区市民活動支援センター勉強会（12/14） ぶーめらん 岐阜県関市 本間 25 地域

・NPO法人だっぴ主催　教育ファシリテーション研修＠岡山　（2/24） NPO法人だっぴ 岡山県岡山市 小見 20 教員

・新潟県NPO新人若手研修　全2回（6/30、3/1） NPO協会との共催 新潟市北区 河合 13 社会人

・東区交通安全対策検討ワークショップ全2回（1/19、3/2） 株式会社日建技術 新潟市東区 角野 24 社会人

・柏崎社会福祉協議会ファシリテーション研修（2/21） 柏崎市社会福祉協議会 柏崎市 角野 30 社会人

・岡山大学（3/15） 岡山大学 新潟市西区 小見 1 教員

・台湾藍色東港渓補遺幾協会（8/29）
台湾藍色東港渓補遺幾
協会

新潟市中央区 本間 30 一般

③情報発信事業  ＜中高生向け冊子作成＞ 

ふむふむJ「Nパス」2018年5月号　座談会企画・編集（ふむっこ記者×大滝拓哉さん） 新潟日報社 新潟市中央区 小見 6 中高生

ふむふむJ「Nパス」2018年6月号　座談会企画・編集（松浜中×テソロヘアー） 新潟日報社 新潟市北区 小見 4 中学生

ふむふむJ「Nパス」2018年7月号　座談会企画・編集（乙中学校×八米） 新潟日報社 阿賀野市 角野 4 中学生

ふむふむJ「Nパス」2018年8月号　座談会企画・編集（下山中学校×たか整骨院） 新潟日報社 新潟市東区 角野 4 中学生

リアル版しごとトーク2018（7/30）  新潟日報社 新潟市中央区 河合 17 中高生

ふむふむJ「Nパス」2018年10月号　座談会企画・編集（関屋中学校×弁護士会） 新潟日報社 新潟市中央区 本間 5 中高生

ふむふむJ「Nパス」2018年11月号 座談会企画・編集（ふむっこ記者×移動スーパーﾀﾋﾞｯﾄ
号）

新潟日報社 村上市 角野 4 中学生

ふむふむJ「Nパス」2018年12月号　座談会企画・編集（ふむっこ記者×長岡高専ﾛﾎﾞｺﾝ部） 新潟日報社 長岡市 小見 5 中学生

ふむふむJ「Nパス」2019年1月号　座談会企画・編集（魚沼中学校×ﾎﾘｶﾌｰｽﾞ） 新潟日報社 魚沼市 本間 4 中学生

ふむふむJ「Nパス」2019年2月号　座談会企画・編集（聖篭中学校×渋谷商店） 新潟日報社 北蒲原郡聖篭町 本間 4 中学生

ふむふむJ「Nパス」2019年3月号　座談会企画・編集（ふむっこ記者×遠藤麻里さん） 新潟日報社 新潟市中央区 小見 5 中学生

ふむふむJ「Nパス」2019年4月号　座談会企画・編集（ふむっこ記者×ノイズム） 新潟日報社 新潟市中央区 角野 4 高校生

対象者 対象種別ごとの合計

小学生 341

中学生 2,086

高校生 2,791

大学生 22

教員 1,076

他大人 1,045

合計 7,361



自主事業

事業名 発注者 場所（市町村区） 担当 参加人数 対象種別

・みらいずカレッジキックオフ（6/24）  新潟市中央区 角野 92 一般

・みらいずカレッジ 入学式（7/16）  新潟市中央区 角野 9 一般

・みらいずカレッジ 教育ファシリテーション入門（8/18）  新潟市中央区 本間 16 一般

・みらいずカレッジ 問題解決入門（9/8） 新潟市中央区 角野 11 一般

・みらいずカレッジ 共感的コミュニケーション（10/28） 新潟市西区 小見 24 一般

・みらいずカレッジ 学びのプログラムデザイン（12/2） 新潟市中央区 小見 18 一般

・みらいずカレッジ 学び合う集団を自己組織化（1/26-28） 新潟市北区 河合 17 一般

・みらいずカレッジ 卒業式（2/17） 新潟市中央区 角野 11 一般

＊みらいずカレッジ番外編　ABD　１回 新潟市西区 角野 8 一般

・ティーチャーサロン①（　5/18　）  新潟市西区 河合 22 一般

・ティーチャーサロン①（　7/27　）  新潟市西区 河合 22 一般

・ティーチャーサロン①（　9/21　）  新潟市西区 河合 9 一般

・ティーチャーサロン①（　11/9　）  新潟市西区 河合 13 一般

・ティーチャーサロン①（　1/11　）  新潟市西区 河合 21 一般

・ティーチャーサロン①（　3/15　）  新潟市西区 河合 24 一般

・みらせん2019（2/3） 新潟市西区 角野 76 一般

共催事業 事業名 実施場所 担当者

中高生みらい探究ラボSPiRAL

・ÒURプロジェクト　自己理解（8/20） 新潟市中央区 角野 14 中高生

・ÒURプロジェクト　地域リサーチ（8/26） 新潟市中央区 角野 18 中高生

・ÒURプロジェクト　企画（9/16） 新潟市中央区 角野 20 中高生

・ÒURプロジェクト　制作（12/2） 新潟市中央区 角野 10 中高生

・ÒURプロジェクト　発表会（3/21） 新潟市中央区 角野 16 中高生

・MYプロジェクト　キックオフ（6/10） 新潟市中央区 角野 4 中高生

・MYプロジェクト　プロジェクト計画（7/16） 新潟市中央区 角野 2 中高生

・MYプロジェクト　発表会（3/21） 新潟市中央区 河合 5 中高生

＊番外編　ÒURプロジェクト　撮影・編集　合計：11回

　AB合同 編集会議　(10/14)　1回 新潟市中央区 角野 5 高校生

  Aチーム　７回 新潟市中央区 河合 21 中高生

　Bチーム　３回 新潟市中央区 角野 10 中高生

・にいがた教育フォーラム（3/9） 
岩﨑保之/生活・総合的
学習を語る会

新潟市中央区 河合 73 一般



特定非営利活動法人みらいずｗｏｒｋｓ

（単位：円）

科　　　　目 非収益事業 収益事業 合計
Ⅰ  経常収益

   1. 受取会費

      正会員受取会費 176,000 0 176,000

      賛助会員受取会費 324,000 0 324,000

   2. 受取寄附金

      受取寄附金 87,000 0 87,000

   3. 受取助成金等

      受取地方公共団体助成金 231,000 0 231,000

      受取民間助成金 319,545 0 319,545

   4. 事業収益

      売上高 5,789,906 18,700,644 24,490,550

   5. その他収益

      受取利息 73 0 73

      雑収益 46,297 0 46,297

    経常収益計 6,973,821 18,700,644 25,674,465

Ⅱ  経常費用

   1. 事業費

      事業費計 5,362,229 18,314,425 23,676,654

   2. 管理費

      管理費計 721,926 2,317,350 3,039,276

    経常費用計 6,084,155 20,631,775 26,715,930

      当期経常増減額 889,666 △ 1,931,131 △ 1,041,465

Ⅲ  経常外収益

    経常外収益計 0 0 0

Ⅳ  経常外費用

    経常外費用計 0 0 0

      税引前当期正味財産増減額 889,666 △ 1,931,131 △ 1,041,465

      法人税、住民税及び事業税 0 70,000 70,000

      当期正味財産増減額 889,666 △ 2,001,131 △ 1,111,465

      前期繰越正味財産額 12,015,474

      次期繰越正味財産額 10,904,009

活動計算書

平成30年  5月  1日 から平成 31年  4月 30日 まで



特定非営利活動法人みらいずｗｏｒｋｓ

（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  資産の部

   1. 流動資産

      現金預金 11,389,780

      未収金 3,106,320

      棚卸資産 222,228

      前払費用 50,000

      貸倒引当金 △ 19,000

      流動資産合計 14,749,328

   2. 固定資産

    (1) 投資その他の資産

      敷金 30,000

        投資その他の資産計 30,000

      固定資産合計 30,000

    資産合計 14,779,328

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

      未払金 937,513

      未払消費税等 821,900

      未払法人税等 76,000

　　　未払費用 882,918

      前受金 1,018,000

      預り金 138,988

      流動負債合計 3,875,319

    負債合計 3,875,319

Ⅲ  正味財産の部

      前期繰越正味財産 12,015,474

      当期正味財産増減額 △ 1,111,465

    正味財産合計 10,904,009

    負債及び正味財産合計 14,779,328

貸借対照表

平成 31年  4月 30日 現在

金　　　　額



特定非営利活動法人みらいずｗｏｒｋｓ

（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  資産の部

   1. 流動資産

      現金預金

　　　　手許現金 225,879

　　　　第四銀行　普通預金 9,514,711

　　　　新潟労働金庫　普通預金 489

　　　　ゆうちょ銀行　通常貯金 604,109

　　　　ゆうちょ銀行　振替貯金 1,044,592

      未収金

　　　　情報発信事業 648,000

　　　　教育プログラムの開発・普及事業 393,000

　　　　人材育成事業 2,065,320

      棚卸資産

　　　　書籍 222,228

      前払費用

　　　　事務所家賃5月分 50,000

      貸倒引当金 △ 19,000

      流動資産合計 14,749,328

   2. 固定資産

    (1) 投資その他の資産

      敷金 30,000

        投資その他の資産計 30,000

      固定資産合計 30,000

    資産合計 14,779,328

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

      未払金

　　　　社会保険料3、4月分 496,672

　　　　業務委託料 221,400

　　　　郵送料後納分 33,756

　　　　印刷代 86,616

　　　　その他 99,069

      未払消費税等 821,900

      未払法人税等 76,000

　　　未払費用

　　　　4月分人件費、未精算経費 882,918

　　　前受金

      　民間助成金 1,000,000

　　　　令和元年度会費 18,000

      預り金

　　　　源泉所得税 107,975

　　　　住民税 23,600

　　　　雇用保険料 7,413

      流動負債合計 3,875,319

    負債合計 3,875,319

　　正味財産 10,904,009

平成30年度　財産目録

平成 31年  4月 30日 現在

金　　　　額





 

 第２号議案について  

 

 

 

 

 

 

 



令和元年度 みらいず works の事業方針 
 

 

 みらいず works は、ミッションにもとづき、以下の５つの事業を主に実施しています。 

２０２０年に大学入試制度が変わり、学習指導要領も小、中、高校と順次改訂され、教育業

界は大きな改革の中において、ミッション実現に向け、２０１７年５月から３カ年の中期ビ

ジョンと事業方針を掲げ、取り組みを進めております。今年度が中長期ビジョンの最後の年

になります。 

 

【みらいず works ミッション】 

 

自分から 自分らしく みんなとともに 社会をつくる人を育てる 

 

 

【みらいず works 事業】 

 

・教育プログラムの開発・普及事業 

・人材育成事業 

・情報発信事業 

・調査研究事業 

・物販事業 

 

 

【３カ年 2017 年５月〜2020 年４月の目指すビジョン】 

 

新潟発子ども-大人-地域でつくる未来の学びのモデルを創造する 

・探究学習を中心に据えた教育カリキュラムを組む学校が増加する 

・新潟が「主体的・対話的で深い学び」の先進地として注目される 

・課題探究型や仕事の魅力や生き方に深くふれる職場体験が主流になる 

・にいがた未来の教育ネットワーク（仮）が構築され、生きた世界やリアルな課題を学べる

社会教育の受け皿（企業、自治組織、NPO、行政）が増加する 



【目指す子どもたちの変化】 

 

みらいず works の「未来にふみ出す学びを 子どもたちへ」届けることで、 

・自分から（主体性や意欲 国の調査：52.2％→70％へ） 

・自分らしく（自己肯定感 国の調査：45.8％→55％へ） 

・みんなとともに（協働性  事前アンケート→20％アップへ） 

・社会をつくる人（社会参画力 国の調査：30.2→50%へ） が増加する 

※国の調査：平成２６年度版 子ども・若者白書より 

 

 

【実現したい社会】 

 

子どもたちが希望を持てる社会 

・自分と他者を認め、生きる喜びを実感できる社会 

・大人と子どもが地域の未来を共に語り、担い手のバトンが続く社会 

・課題を発見し、自ら変化をつくり出す人が次々と生まれる社会 

 

 

【３カ年の事業方針】 

 

（１）自分軸と社会軸が育つ キャリア教育の推進 

１−１ 職場体験のさらなる充実 

・職場体験の事前事後学習のプログラムの確立 

・学校と企業のミスマッチを防ぐ研修会の実施 

 

１−２ みらいず BOOK の認知度拡大と横展開 

・企業への面的営業の強化 

・ブランディングや情報発信の強化 

 

１−３ 地域課題探究学習の仕組みづくり 

・中学校モデルのプログラムやノウハウをまとめる 



・高校モデルの実施・プログラム確立 

 

１−４ 企業との子ども向けプログラム・媒体の協働開発 

・ふむふむ J N パスコーナーの円滑な運営 

・リアル版しごとトークの協働実施（協働団体：新潟日報社様） 

 

１−５ 地域課題探究塾と拠点づくり 

・地域課題探究塾「中高生みらい探究ラボ SPAiRAL」構築 

・中高生が集まる居場所、拠点をつくる 

 

 

（２）社会に開かれた教育課程・学校づくりの支援 

２ー１ 授業改革プロジェクトの推進 

・高校アクティブラーニング授業の研修やプロジェクト運営支援 

 

２−２ 学校改革の支援 

・教育ビジョンや方針の検討・共有 

・カリキュラムマネジメントの仕組みづくり 

・地域と学校の協働体制確立、コミュニティスクールの設立・運営支援 

 

２−３ 地域と学校の協働促進 

・地域と学校の協働を促進するための対話の場づくりや組織づくりの支援 

・教育ファシリテーター養成 

 

２−４ みらいず TEXT SERIES の発行 

・みらいず TEXT SERIES の販売促進 

・SERIES２,３の発行 

 

２−５ 学び合うコミュニティづくり 

・教員や学びの場をつくる人向けに、「みらいずカレッジ」を主催 

・学び合う、学び続けるコミュニティを維持するための仕掛けづくり 



・教員を目指す学生や若手教員を対象とした「ティーチャーサロン」の実施 

 

 

（３）地域で子どもの学びを支えるネットワークの構築 

３−１ 地域創生の担い手養成 

・地域コミュニティや地域行政の子ども若者の担い手意識養成支援 

 

３−２ 学びの白書の発行 

・子どもを核とした地域再生や社会に開かれた学びの効果などを分析、発信 

 

３−３ 教育フューチャーセンター「みらせん」の発展 

・みらせん実行委員会の声がけ・運営 

・みらせんで生まれたコミュニティの構築と生まれたプロジェクトの追跡取材、発

信で、新潟の教育のプラットフォームとして育てる。 

 

 

 

【令和元年度 事業を考える上での背景】 

 

＜新学習指導要領の移行に向けた教育改革の動き＞ 

 

・小学校と中学校は新学習指導要領の移行期間が昨年度より始まりました。中学校では、令

和元年より、道徳の特別教科化の対応に追われています。 

・高校では、今年度より新学習指導要領の移行期間となり、新たな入試「大学入学共通テス

ト」（2021 年 1 月実施）に向けた授業改善や学びや成長を蓄積するポートフォリオの導入

が進められています。令和元年より新たに「総合的な探究の時間」のカリキュラム実施が進

んでいます。 

・また、今年度より文部科学省が Society 5.0 の社会を地域から分厚く支える人材の育成に

向けた教育改革を推進するため、高等学校が自治体、高等教育機関、産業界等との協働によ

りコンソーシアムを構築し、地域課題の解決等の探究的な学びを実現する取組を推進してい

ます。「プロフェッショナル型」「地域魅力型」「グローカル型」の３つのカテゴリーで全国

から５０校が選ばれ、今後のモデル校となり、地域との協働による高等学校教育改革が推進

されます。 

 



＜人口減少問題等に対する地域創生の動き＞ 

 

・新潟県内各地の市町村において、人口減少が喫緊の課題となっており、若者を中心とした

I・U ターン者の獲得や人口流出対策に一層力を入れています。加えて、若者に対して起業

家精神を育む機会や支援体制を創出する取り組みに力を入れています。 

・人口減少や担い手不足という課題に対し、住民の自治力を高めることで、持続可能な地域

づくりを推進しようと全国各地で小規模多機能自治の機運が高まっています。（例：新潟市 

コミュニティ協議会） 

・「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（平成 30 年 6 月 15 日閣議決定）においては、

「地域振興の核としての高等学校の機能強化を進める」こと等が重要課題への取組として位

置づけられるとともに、「まち・ひと・しごと創生基本方針 2018」（平成 30 年 6 月 15 日

閣議決定）においては、高等学校が地元市町村・企業等と連携しながら高校生に地域課題の

解決等を通じた探究的な学びを提供する取組を推進すること等が明記されました。地域創生

や地域振興という視点からも高等学校と地域の協働がますます重要視されています。 

 

 

 

【令和元年度に手をうつべき課題】 

 

❶高校では「総合的な探究の時間」の試行が始まり、各校で模索がスタートしています。探

究の教材を購入し、とりあえず探究学習をしている高校も少なくなく、今後の新潟県におけ

る地域と協働して進める探究活動のモデルカリキュラムやプログラム、今後も継続できる仕

組みを構築します。また、地域課題を解決するベースを培う探究ワークブックや教員用テキ

ストの開発も急務です。 

加えて、中学校においては、探究の前提となる人間関係形成力や思考力を育むために、ファ

シリテーションだけでなく、学びのデザインやカリキュラムマネジメントの視点に基づいた

授業・学校づくりができるような働きかけが必要です。 

 

❷教育改革の流れに対し、学校内の推進体制や教員の資質能力に課題があります。具体的に

は、時間的制約がある、教員の研修や職員会議のあり方が従来通りであるため、校内外で協

働体制を作り、探究的にカリキュラムを作ることができないない実態があります。そこで、

新潟経営大学等と協働し、より多くの教員にアプローチし、教員がスキルアップしたり、考

え方やプロセスを学べたりする機会をさらに充実させていきます。 

 

❸学校で探究学習に取り組んだ中高生がさらに、地域でプロジェクト活動や課題解決型学習

に取り組めるよう、多様な受け皿が必要になります。社会教育行政や市民団体、企業等に働

きかけるとともに、中高生の受け皿となる活動が継続的に実施できるような仕掛けや仕組み

を作ることが課題です。 



令和元年度のみらいず works 

・高校探究のモデルとなるカリキュラム

とプログラム、協働体制の構築 

・地域や学校における「対話」や「探究」

的な進め方の啓発 

・中高生の探究学習の受け皿となる活動

の継続的な仕組みづくり 

 

平成３０年度 

・探究を核にしたカリキュラムマネ

ジメント支援 

・プログラムの発信・普及 

・中高生も交えたごちゃまぜの学び

の機会 

 

【令和元年度の重点方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．高校における「総合的な探究の時間」高校探究のモデルとなるカリキュラ

ムとプログラム、協働体制の構築 

＊今年度関わる高校探究のモデルをワークブックと教員用テキスト「みらいず TEXT 

SERIES」を編集・発行 

＊みらいず BOOK を探究の副教材としてバージョンアップ 

＊地域と学校の協働体制（例：コミュニティスクールやコンソーシアム）確立の支援 

 

 

２．地域や学校における「対話」や「探究」的な進め方の啓発 

＊大学と協働して、学び合うコミュニティ「みらいずカレッジ」のさらなる推進 

＊大人の対話力・協働力を高める「熟議」の小冊子作成 

＊トヨタ財団のしらべる助成による調査活動で高校におけるキャリア教育や探究学習のボ

トルネックや問題構造を検証し、白書を発行 

 

 

３．中高生の探究学習の受け皿となる活動の継続的な仕組みづくり 

＊企業・行政と協働して、中高生みらい探究ラボ「SPiRAL」の継続的な実施の構築 

＊中高生の拠点づくりに向けた実験プロジェクトの模索 

 

 



特定非営利活動法人みらいずｗｏｒｋｓ
（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  経常収益
   1. 受取会費
      正会員受取会費 230,000
      賛助会員受取会費 210,000
      団体会員受取会費 480,000 920,000
   2. 受取寄附金
      受取寄附金 100,000 100,000
   3. 受取助成金等
　　　受取民間助成金等 1,000,000 1,000,000
   4. 事業収益
　　　教育プログラムの開発・普及事業 7,500,000
　　　人材育成授業 4,150,000
　　　情報発信事業 5,100,000
　　　調査研究事業 0
　　　物品販売事業 1,160,000 17,910,000 19,930,000
　　経常収益計
Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        給料手当 4,100,000
        法定福利費 1,106,200
        福利厚生費 25,000
        役員報酬 2,263,200
        人件費計 7,494,400
    (2) その他経費
　　　　期首棚卸高 222,228
        仕入高 0
　　　　期末棚卸高 △ 30,000
        売上原価 192,228
        業務委託費 2,700,000
        諸謝金 500,000
        印刷製本費 2,000,000
        会議費 180,000
        旅費交通費 2,300,000
        通信運搬費 300,000
        消耗品費 480,000
        修繕費 20,000
        水道光熱費 90,000
        地代家賃 492,000
        保険料 20,000
        諸会費 20,000
        租税公課 2,000
        研修費 180,000
        交際費 150,000
        支払寄附金 5,000
        新聞図書費 50,000
        雑費 250,000
        その他経費計 9,931,228
      事業費計 17,425,628
   2. 管理費
    (1) 人件費
　　　　役員報酬 496,800
　　　　給与手当 500,000
　　　　法定福利費 73,800
　　　　人件費計 1,070,600
    (2) その他経費
        旅費交通費 100,000
        通信運搬費 200,000
        消耗品費 120,000
        研修費 30,000
        水道光熱費 35,000
        地代家賃 108,000
        保険料 105,000
        雑費 300,000
        その他経費計 998,000
      管理費計 2,068,600
    経常費用計 19,494,228
      当期経常増減額 435,772

Ⅲ  経常外収益
    経常外収益計 0

Ⅳ  経常外費用
    経常外費用計 0
      税引前当期正味財産増減額 435,772
　　　法人税、住民税及び事業税 100,000
      前期繰越正味財産額 10,904,009

      次期繰越正味財産額 11,239,781

活動予算書

令和元年  5月  1日 から令和2年  4月 30日 まで

金　　　　額



 

 第 3 号議案について  

 

 



第３号議案 定款変更の件 
 
１．提案の理由 
役員の人員構成に自由度を持たせるために副代表理事の設置を任意とする変更をするもの
であります。 
２．変更の内容 
変更の内容は以下のとおりであります。 

現 行 定 款 変 更 案 
（種類及び定数）  
第 13 条 この法人に、次の役員を置く。 
(1) 理事 ３人以上１０人以内 
(2) 監事 １人以上３人以内  
２ 理事のうち１人を代表理事とし、１人を
副代表理事とする 

（種類及び定数）  
第 13 条 この法人に、次の役員を置く。 
(1) 理事 ３人以上１０人以内 
(2) 監事 １人以上３人以内  
２ 理事のうち１人を代表理事とする。 
３ 理事のうち副代表理事を 1名置くこと
ができる。 

 


