
 

第５回 通常総会 

・⽇時︓令和３年 6 ⽉ 18 ⽇（⾦） 18︓30〜19︓30 

・会場︓NPO 法⼈みらいず works (新潟市⻄区坂井砂⼭ 2－18－2)（オンラインにて） 

 

次第 

  18︓30 総会開会 

1.代表挨拶 

2.議⻑及び議事録署名⼈の選出 

3.議事 

第 1 号議案 令和２年度 事業報告及び活動決算報告について 

第 2 号議案 令和３年度 事業計画及び活動予算について 

第 3 号議案 令和３年度 役員改選について 

  19︓30 閉会 

 NPO 法⼈みらいず works 



１．運営体制及び会員・協⼒者等 

役 員  （令和２年 5 ⽉ 1 ⽇〜令和３年 4 ⽉ 30 ⽇） 

・代表理事   ⼩⾒まいこ  

・理事     本間莉恵 下川町教育委員会 

・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  (令和２年 5 ⽉ 1 ⽇〜令和３年 4 ⽉ 30 ⽇） 

・職員（事業） ⼩⾒まいこ (令和２年 5 ⽉ 1 ⽇〜令和３年 4 ⽉ 30 ⽇） 

・職員（総務） 荒井美雪  (令和２年 5 ⽉ 1 ⽇〜令和３年 4 ⽉ 30 ⽇） 

・職員（事業） ⾓野仁美  (令和２年 5 ⽉ 1 ⽇〜令和３年 4 ⽉ 30 ⽇） 

・職員（事業） 河合祥希  (令和２年 5 ⽉ 1 ⽇〜令和２年 12 ⽉ 31 ⽇） 

・職員（総務・事業） ⼩林さやか（令和２年 5 ⽉ 1 ⽇〜令和３年 4 ⽉ 30 ⽇） 

・職員（事業） 瀬倉隆博 （令和 2 年 9 ⽉ 1 ⽇〜令和３年 4 ⽉ 30 ⽇） 

 

プロジェクトメンバー（令和２年 5 ⽉ 1 ⽇〜令和３年 4 ⽉ 30 ⽇） 

  ・横尾 ⽂⼦ （新潟⽇報社 ふむふむ J） 

・⼭本 ⼀輝 （探究学習ラーニングコミュニティ） 

  ・宮崎 芳史 （NIIGATA マイプロジェクト） 

 

学⽣スタッフ 

  ・⾚塚 琳（新潟⼤学創⽣学部） 

  ・中村 華⼦（新潟⼤学⼈⽂学部） 
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運営協議会  (令和２年 5 ⽉ 1 ⽇〜令和３年 4 ⽉ 30 ⽇） 

・委員 上⼭裕⼆ （新発⽥中央⾼等学校 教頭） 

・委員 佐藤靖⼦ （新潟市⽴⻄川中学校 校⻑） 

・委員 ⽥中範克 （元新発⽥市⽴川東⼩学校 校⻑） 

・委員 ⽊⼭光   （⽊⼭産業株式会社 代表取締役社⻑） 

 

会 員（令和３年 4 ⽉ 30 ⽇現在） 

正会員 個⼈ 22 名 

賛助会員 個⼈ 51 名 

企業 ９社 

合計 81 

 

⼤学⽣インターン・ボランティア 

インターン⽣（⻑期） ２名 

インターン⽣（短期） １名 

授業運営ボランティア 44 名 

合計 49 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 13 名 

探究学習 社会⼈ボランティア 144 名 
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2.法⼈運営に関する会議等 

総会の開催 

第４回 通常総会 

・⽇時 2019 年 6 ⽉ 23 ⽇（⽕）13:30〜15:00 

・場所 新潟市⻄区坂井砂⼭ 2182（オンライン開催） 

・出席︓正会員 ４名（正会員委任状出席 12 名）総議決権 21 

第 1 号議案 令和元年度 事業報告及び活動決算報告について 

      第 2 号議案 令和２年度 事業計画及び活動予算について 

  

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 12 回開催した。 

・第１回理事会 令和２年５⽉２８⽇ 9︓30〜12︓00 於 オンライン 

・第２回理事会 令和２年６⽉５⽇ 12︓30〜13︓00 於 オンライン 

・第３回理事会 令和２年６⽉ 23 ⽇ 15︓00〜16︓00 於 オンライン 

・第４回理事会 令和２年７⽉ 16 ⽇ 9︓00〜11︓30 於 オンライン 

・第５回理事会 令和２年７⽉ 19 ⽇８︓30〜10︓30 於 オンライン 

・第６回理事会 令和２年９⽉ 24 ⽇９︓30〜11︓30 於 オンライン 

・第７回理事会 令和 2 年 10 ⽉ 12 ⽇ 13︓00〜15︓00 於 オンライン 

・第８回理事会 令和２年 11 ⽉４⽇ 9︓30〜11︓30 於 オンライン 

・第９回理事会 令和３年１⽉６⽇ 10︓00〜12︓00 於 オンライン 

・第 10 回理事会 令和３年２⽉３⽇ 9︓30〜11︓30 於 オンライン 

・第 11 回理事会 令和３年３⽉ 12 ⽇９︓30〜12︓00 於 オンライン 

・第 12 回理事会 令和３年４⽉ 13 ⽇ 9︓30〜11︓30  於 オンライン 

 

運営協議会の開催 

・第 1 回運営協議会 令和２年６⽉１⽇ 19︓30〜20︓30 於 みらいず works 事務所 
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 第１号議案について  
令和 2 年度 事業報告及び活動決算報告について 
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１ 各事業の実績及び成果 

(1)教育プログラムの開発・普及事業 

●探究⽀援  

・新潟県⽴新潟東⾼等学校 探究⽀援【受託・年間】 

・新潟県⽴⽩根⾼等学校 探究⽀援【受託・年間】 

・新潟県⽴三条東⾼等学校 探究⽀援【受託・年間】 

・⽇本⽂理⾼等学校 探究⽀援【受託・年間】 

・新潟県⽴⽷⿂川⾼等学校 総合探究学習カリキュラム⽀援【受託・年間】 

・新潟県⽴加茂⾼等学校 探究⽀援【講師・1 回】 

・新潟市⽴⾼志中等教育学校３年⽣「総合的な学習の時間」授業⽀援【講師・１回】 

・新潟市⽴味⽅中学校「総合的な学習の時間（未来創造教室）」 授業⽀援/カリキュラム検討会議【講師・7 回】 

・新潟市⽴⾅井中学校「総合的な学習の時間（未来創造教室）」 授業⽀援【講師・2 回】 

・新潟市⽴⼩針中学校「総合的な学習の時間」 授業⽀援 1 年⽣/2 年⽣ 【講師・８回】 

・阿賀町⾷の魅⼒発信プロジェクト「発酵キッチン」企画運営（8/8~11/8）【⾃主・３回】 

 

●キャリア教育 

・新発⽥市⽴七葉中学校 課題解決型職場体験学習 事前学習 2 年⽣【講師・１回】 

 

●ファシリテーション 

・新発⽥市⽴外ヶ輪⼩学校 ファシリテーション授業 4 年⽣/5 年⽣【受託・２回】 

・新発⽥市⽴七葉中学校 問いづくり授業 1 年⽣/ファシリテーション授業 2 年⽣【受託・２回】 

・新潟市⽴⽉潟中学校「総合的な学習の時間（未来創造教室）」ファシリテーション授業【講師・１回】 

・粟島浦村⽴粟島浦⼩学校・粟島浦中学校 

 「いじめの未然防⽌実践研究パイロット事業」ファシリテーション授業【講師・１回】 

・出雲崎町⽴出雲崎中学校 ファシリテーション授業 1 年⽣/2 年⽣【講師・１回】 
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(2)⼈材育成事業 

●校内研修 

・新潟県⽴⽷⿂川⾼等学校 カリキュラムマネジメント研修【講師・１回】 

・加茂暁星⾼等学校 カリキュラムマネジメント研修【講師・2 回】 

・新潟市⽴味⽅中学校 ファシリテーション研修【講師・１回】 

・新発⽥市⽴七葉中学校 課題解決型職場体験 事前研修【講師・１回】 

 

●コンソーシアム⽴ち上げ⽀援 

・阿賀黎明⾼等学校 地域と学校協働「コンソーシアム」設⽴会議運営【受託・年間】 

 

●教育委員会研修 

・新潟市教育委員会 ギガスクールサポーター ICT 活⽤ステップアップセミナー 基礎編/応⽤編【受託・４回】 

・佐渡市教育委員会 佐渡市地域課題解決型職場体験 学校・企業合同研修会【講師・2 回】 

・佐渡市教育委員会 佐渡市キャリア・パスポート研修会【講師・1 回】 

・胎内市教育委員会 会議ファシリテーション【講師・1 回】 

 

●コミュニティスクール 

・新潟県⽣涯学習推進センター 地域連携コーディネーター養成スクール【講師・２回】 

 

●社会教育研修 

・新潟市⽩根公⺠館 新潟市⽩根公⺠館コミュニティコーディネーター養成講座【講師・２回】 

・新潟市⽣涯学習センター 新潟市⽣涯学習管理職研修【講師・1 回】 

 

●⼤学主催研修 

・新潟⼤学教職⼤学院 授業 【講師・3 回】 

・上越教育⼤学 授業 【講師・5 回】 
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●その他受託事業 

・令和2 年度 新潟市環境教育⽀援「COOLCHOICEがたっこプロジェクト」【受託・年間】 

・令和2 年度 新潟⼤学⼥⼦中⾼⽣の理系進路選択⽀援プログラム 外部教育評価【受託・年間】 

 

●その他研修 

・新潟市⼩学校教育研究会 特活部 学級会の司会⼒を⾼めるファシリテーション研修【講師・1 回】 

・株式会社⽇建技術 ⽊⼾地域安全対策勉強会 ファシリテーター【講師・3 回】 

・株式会社ファミリー ファシリテーション研修【講師・1 回】 

 

●主催・共催による学びの場 

・探究学習ラーニングコミュニティ 

・探究学習実態調査報告会&探究学習ラーニングコミュニティキックオフ会（7/11） 

・第1 回 探究的な学びのプロセスデザイン（7/31） 

・第2 回 with・after コロナでの新たな探究学習やハイブリット型の学びへの地挑戦（8/7） 

・第3 回 教科と連動した⼀体的な探究学習の推進（4/13） 

・第4 回 提案型から実践型に移⾏する「マイプロジェクト」のつくり⽅（10/16） 

・第5 回 探究学習を振り返り、課題解決へ（11/20） 

・第6回 地域との協働、校内の学びの⼟壌づくりのポイント（1/22） 

・第7 回 全体振り返り（3/19） 

・NIIGATA⾼校⽣マイプロジェクト☆LABO （12/12、 12/20） 

・NIIGATA⼤学⽣&⾼校⽣マイプロジェクト☆LABO STARTUP CAMP（8/9~10、3/6~7） 
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(3)情報発信事業 

●発⾏ 

・新潟⽇報社10代向け新聞「ふむふむ J」 Nパスの運営⽀援 全11 回  

・新潟県の探究学習実態調査報告書「NIIGATA探究⽩書」発⾏ 

・みらいずNOTEBOOK発⾏（導⼊動画作成） 

・新発⽥市⽴川東⼩学校 道徳教育パンフレット作成 

書籍販売実績は以下の通り 

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） 135 冊 

FG テキスト（博進堂発⾏） 15 冊 

みらいず NOTEBOOK 1,544 冊 

NIIGATA 探究⽩書 44 冊 

合計 1,738 冊 

 

●講演・パネルディスカッション 

・NPO法⼈カタリバ オンライン地域マイプロ勉強会 ゲスト 

・NPO法⼈CR ファクトリー コミュニティ・フォーラム 2020 パネリスト 

・第62 回全国社会教育研究⼤会 新潟⼤会 事例発表 

  ・せき・まちづくりNPOぶうめらん 中学校の総合学習（課題解決型学習）の発表勉強会 ゲスト 

・⼀般社団法⼈まなびのみなと 学びの島カフェ 講演 

・第2 回 新潟市 100⼈カイギ ゲスト 
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●委員 

・⽂部科学省CSマイスター 

・新潟市まちひとしごと創⽣戦略会議 

・新潟県社会教育委員 

・新潟市社会教育委員 

・マリンピア⽇本海 評議委員 

 

●事務局運営 

・ハイブリット・ファシリテーション授業研究会  

・NIIGATA⾼校⽣マイプロジェクト☆LABO 

 

●その他 

・みらいずBOOK インスタライブ（緊急事態宣⾔中・毎⽇実施） 

・みらいずBOOK７ クラウドファンディング （128名1,749,000円達成） 

 

※事業実績値については 1718⾴を参照 
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２０２０年度（令和２年）  
みらいず works の事業成果と課題 

 
 
＜２０２０年度（令和２年）の事業実績＞ 
 

【運営した研修や授業数】 94 件 

  

【事業を提供した⼈数】 

＊委託事業の対象︓ 

⼩学⽣    226 名 

中学⽣   2,766 名 

⾼校⽣  3,296 名 

⼤学⽣     214 名 

教員        543 名 

他⼤⼈    1,210 名   合計 8,255 名 

  

＊⾃主・共催事業の対象︓ 

      ⾼校⽣      121 名 

      ⼤学⽣      11 名 

 教員・他⼤⼈  287 名  合計 419 名 

  

   

    合計︓ ２０２０年度（令和２年）  

みらいず works の事業を提供した⽅々 8,674 名 

              （令和元年度は 7,281 名のため、前年⽐ ＋1,393 名） 
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・令和２年度のみらいず works 
・⾼校探究のカリキュラム・マネジメントを通じた組織的な取り組みの促進 

・教員やステークホルダーが学びあうコミュニティや学⽣から教員まで⼀貫した教育体制の構築 

・地域活性化や地域課題解決につながる地域学校協働体制の整備 

 

＜2020 年度の事業⽅針＞ 
 
 
 
 
 
 

 

＜2020 年度の事業成果＞ 
【成果①】新潟県内の⾼校探究の推進 
⾼校探究推進の⼿の打ちどころを明らかにし、⼤学⽣、教員への研修や学び合う機会の充実に取り

組み、個々の実践を後押しした。また、教員が探究学習の導⼊をしやすい教材を整備し、活⽤⽀援

を⾏った。それにより、県内でも試⾏錯誤しながら、探究学習を実施する⾼校が増加した。 

 
①-1 ⾼校探究の推進に向けた調査・教材の開発 

＊新潟県内１０⾼校にアンケート調査やグループインタビューを⾏い、⾼校探究の問題構造を浮き 

彫りにし、調査結果をまとめた「NIIGATA 探究⽩書」を発⾏。新潟県教育委員会や議員等へ提⾔。 

＊コロナ禍においても、NIIGATA 探究マガジン「みらいず BOOK」vol.7 をするベく、クラウドフ 

ァンディングを実施。128 ⼈の⽅より 1,749,000円のご寄付をいただいた。⾼校⽣編集部も 

⽴ち上げ、４名の⾼校⽣と共に制作。2021 年６⽉に発⾏予定。 

＊NIIGATA 探究マガジン「みらいず BOOK」を活⽤するワークブック「みらいず NOTEBOOK」と 

動画を活⽤した授業やカリキュラム提案。1544冊の「みらいず NOTEBOOK」を中学校、⾼校 

に販売し、探究学習のはじまりを⽀援した。 

 
①-２ 教員やステークホルダーが学びあうコミュニティの構築 

＊プロジェクト型探究学習ラーニングコミュニティをスタート。第 1期メンバーは、コミュニティ 

メンバー29 名、情報メンバー25 名が参加。合計 7回の講座を実施した。 

 

①-3  教員や⼤学⽣に対する探究学習に関する研修やカリキュラムの⽀援 

＊⾼校にカリキュラムマネジメント研修を通した教員の対話⽂化構築を提案。（新規⾼校︓⽇本⽂理 

⾼校、⽷⿂川⾼校、加茂暁星⾼校） 

引き続きカリキュラムづくりやプログラム⽀援、地域とのコーディネートを⾏った⾼校もあり、 

新潟県内の総合的な探究の時間の推進に寄与。（新潟東⾼校、⽩根⾼校、三条東⾼校、加茂⾼校） 
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＊上越教育⼤学での教員養成課程における探究学習のモデルプログラムを試験実施。株式会社Edo 

様と協働にて、SDGsを切り⼝とした課題発⾒プログラムを開発。（全５回の実施） 

 
【成果②】⾼校⽣の課外活動を⽀援する仕組みの構築 
⾼校⽣有志が学校の枠を⾶び出し、地域でプロジェクトを実践しながら学ぶ機会を創出。⾼校の教

員と協働することで、多くの⾼校⽣にアプローチすることができ、⾼校⽣主体の具体的な挑戦が⽣

まれた。全国のマイプロジェクト事務局と連携することで持続可能な取り組みに向けた仕組みづく

りにも着⼿した。 

 

②-1 ⾼校⽣の課外活動充実に向けた⽀援 

＊⾝の回りの課題や関⼼をテーマにプロジェクトを⽴ち上げ、実⾏することを通して学ぶ、実践型 

探究学習プログラムであるマイプロジェクト活動を本格実施。教員有志による実⾏委員会 

「NIIGATA マイプロ☆LABO」と共催で、スタートアップ、中間発表、最終発表会の３回をオンラ 

インにて実施。合計 132 名の中学⽣、⾼校⽣、⼤学⽣が参加した。 

＊新潟県の⾼校⽣地域系課外活動型補助⾦を得て、⽷⿂川地域において、課外活動を促進するため 

の伴⾛会をオンラインにて３回、リアルなワークショップを１回実施。⾼校⽣と地元で活動する 

アドバイザーをマッチングし、具体的な実践を後押しした。 

 
【成果③】ギガスクール構想の実現に向けた学びの機会の創出 
新潟市のギガスクールサポーター配置業務にコンソーシアムを組んで受託。新潟市のギガスクール

構想の実現に向け、研修プログラムの開発や実施を⾏った。また、有志教員とともに、ハイブリッ

ド・ファシリテーション授業研究会を設⽴し、教員のニーズや実態の把握に努めた。 

 

③-1 ギガスクールサポーターとしての研修⽀援 

＊新潟市のギガスクールサポーター配置業務において、Google Jamboardを活⽤した「協働活動」 

セミナーを企画・運営。合計４回のオンライン研修を担い、45 名の新潟市教員が参加した。 

 

③-2 ハイブリッドな学びづくりのコミュニティ構築と事務局運営 

＊ギガスクールの推進に向け、アナログとデジタルのハイブリッドによる⼦ども主体の授業づくり 

を推進するハイブリッド・ファシリテーション授業研究会を設⽴。事務局を担う。８⽉にキック 

オフイベントを実施し、30 名が参加。その後、３回の意⾒交換会を実施。３回の企画会議を経て、 

2021 年５⽉ 22⽇にオープンイベントを実施。26 名の県内の教員や NPO関係者らが参加。ICT 

ツールを活⽤した学びのビジョンや本質を提案する。 
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【成果④】モデルとなる地域学校協働体制構築の⽀援 
⾼校において学校運営協議会とコンソーシアムの⼀体的な推進を提案。両者が関わる拡⼤熟議を⾏

い、関わる⼤⼈の⽬指す⽅向性を共有。令和４年度の新カリキュラムに向けた基礎づくりを担った。

新潟市のコミュニティスクールにおいては、熟議をベースとした学校運営協議会の運営のモデルづ

くりに携わった。 

 
④-1 コンソーシアムと学校運営協議会の⼀体的推進  

＊阿賀黎明⾼校における新潟県初となる⾼校における学校運営協議会の設置を⽀援。組織デザイン、 

プロセスデザインなどをサポートするとともに、同時に⽴ち上げたコンソーシアムとの拡⼤熟議 

の企画運営を３回⾏った。 

 

④-2 学校運営協議会委員としてモデル熟議の提案、運営 

＊新潟市においてモデル校となった新潟市⽴⿃屋野中学校の運営協議会委員に⼩⾒まいこが就任。 

副会⻑として、２回の熟議の企画、運営に携わる。 

 

 

＜２０２０年度の事業総括＞ 
総合的な探究の時間を推進する⼈材育成や教材制作など、間接的な⽀援を開始 

 2020 年度は、コロナ禍により、ギガスクール構想が前倒しとなり、全国各地の学校で、ICT端

末やWi-Fi 環境の整備が⼀気に進みました。コロナ対応が求められる中、⼩学校では新学習指導要

領が全⾯実施となりました。 

 激動の中、総合的な探究の時間に関しては、試⾏の２年⽬として更なる推進に向けた⽀援を試み

ました。第⼀に、「NIIGATA 探究⽩書」での調査結果に基づき、教員のノウハウ不⾜や学びの機会

のミスマッチという⼆つの課題解決に取り組みました。具体的には、「総合的な探究の時間」のカ

リキュラム作成、モデルプログラムづくりなど従来から取り組んでいた直接⽀援に加え、探究学習

のスタートアップを⽀援する教材を提案。また、探究学習コミュニティや教員養成課程の授業開発

等⼈材育成の仕組み構築にも取り組みました。探究学習がわからないので進まないという問題に対

し、教員の取組へのハードルを下げる環境づくりに努めました。 

 第⼆に、探究学習コミュニティで共に学ぶ教員らと共に、社会教育の領域で、⾼校⽣のマイプロ

ジェクト活動を⽀援する仕組みづくりも本格的に開始。教員がさらにマイプロを実践したいという

教え⼦を連れてくることで、参加者が多数集まり、⾼校を超えて切磋琢磨する機会を⽣み出すこと

ができました。今後は、持続可能な取り組みにするため、⼤⼈の伴⾛者コミュニティの構築、資⾦

調達が課題となります。 
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ICT ツールを活⽤したハイブリッドな学びづくりを促進 

 また、ギガスクール構想に関しては、ICT端末を有効に活⽤した、⼦ども主体の個別最適な学び

を実現することが喫緊の課題となりました。そこで、新潟市の委託事業をコンソーシアムとして受

託。みらいず works の役割は、各校のニーズや先⽣の課題に寄り添うだけでなく、⽬指す⽅向性

を先⽣と共につくったり、意欲のある先⽣をエンパワメントしたりすることだと強く認識しました。

同時期に、先駆者の先⽣⽅と「ハイブリッド・ファシリテーション授業研究会」を⽴ち上げ、デジ

タルとアナログのハイブリッドによる⼦ども主体の授業づくりを学び、研究・発信するコミュニテ

ィを構築。勉強会や意⾒交換会を重ね、先⽣⽅とビジョンや肝となる考え⽅を共有するとともに、

実践事例や使い⽅を学ぶことができました。 

 

 

協働のモデルとなる取り組みを実践 

2017 年から 2022 年までの５年間で、学校運営協議会の設置が努⼒義務化されたことで、新潟

県内においてもコミュニティ・スクールの推進が進んでいます。新潟市では、2022 年度より全て

の⼩学校・中学校に学校運営協議会が設置されます。それに向けたモデル校での実践が始まりま

した。学校運営協議会が形骸化せずに、地域が参画する柔軟な課題解決の組織体になるように、

運営協議会の委員として、CSマイスターとして、モデルとなりうる実践を重ねることができまし

た。他校でも活⽤できるように整理し、発信することが必要となります。また、鍵となる管理職

や地域連携担当教員などに対し、熟議の進め⽅や学校運営協議会の有機的な運営について伝える

研修の機会創出が今後の課題です。 

時代の転換期である今、⼤きな学びの転換が問われています。⼀過性の取り組みではなく、持続

可能な仕組みづくりができるよう、多⾯的に問題をとらえ、適切な課題解決や価値創造に取り組

んで参ります。 
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<2020 年度 みらいずworks 経営方針 に対する振り返り> 

方針１： 安定的な収入源の確保など、収益構造の改革 

▶みらいずNOTEBOOKでセット販売や研修の割引などを行い、ツールとセットの販売は試み
ることができました。しかし、販売促進の見直しや他事業との連携活用も含めた今後の戦略を再
考する必要があります。 

▶教員コミュニティに関しては、コアメンバーとして教員有志やコーディネーターから協力して
もらったことで、第1期からコミュニティメンバーはほぼ満席となりました。探究学習を推進
する裾野を広げることが目的のため安価な参加費設定としました。増収に向けては情報メンバー
の広報計画が課題です。 

▶行政からの依頼は着実に増えてきています。高校生マイプロ支援や探究塾など、新しい取り組
みとの関連性を持たせながら、行政との協働事業を模索し、社会的インパクトをもたらす事業設
計をしていく必要があります。 

 

方針２：コロナ禍における対話型の授業や研修の代替提案 

▶コロナ感染の影響により、オンラインでのコミュニティ構築や研修の機会を多数企画、実施す
ることができました。コミュニティにおいては、Google classroomやslack、Facebookグル
ープなどを有効活用した双方向のやりとりを実験的に取り組みました。 

▶ギガスクール構想の実現に向け、ハイブリッド授業研究会の立ち上げや新潟市のギガスクール
サポーター配置業務の受託などをいち早く仕掛けることができました。学びのビジョン提示や教
員のエンパワメントが課題であることを認識しました。また、オンラインプログラムや ICT端
末を活用した授業実施の可能性を広げることができました。 

 

方針３： インターン生や正職員の人材確保と育成 

▶４月にパートタイムスタッフ、９月に正規職員が入社、１２月にパートタイムスタッフが退職
し、人の入れ替わりのあった１年でした。また、８月～１１月まで小見が出産に伴い産休で４ヶ
月間不在となりました。慣れないメンバーが多い中、事業を運営することで手一杯となり、組織
運営や人材育成まで力が及ばず、スタッフに過度な負担のかかる状況が続きました。 

▶学生スタッフが２名、インターン生が3名参加するなど、自ら主体的に関わろうとする大学生
が増えました。学生にも参加してもらいながら、学び部をつくり、みらいずworksスタッフと
して必要な知識や考え方の整備、そのための研修の機会を重ねています。合わせて、業務改善部
では、パソコン環境やプロジェクト管理方法など、効率の良い業務遂行のための整備を行いまし
た。 
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<2020 年度 みらいずworks 経営課題の総括> 

みらいずBOOKの掲載企業集めに苦戦しました。コロナ禍ということもあり、クラウドファンディ
ングに挑戦し、128人の方より1,749,000円のご寄付をいただきました。皆様のお力を借りること
で、みらいずBOOKvol.7を発行し、県内の高校１年生全員に配布する見通しが持てました。 

しかしながら、引き続き、コロナ禍が続くため、掲載企業集めに苦戦することが予想されます。ま
た、高校生対象に新潟県内の多様な大人を紹介する冊子が増えたこと、ICT端末やデジタル教科書な
ど ICT機器の整備も進んでくることを鑑み、紙媒体であるみらいずBOOKを一旦休刊することとし
ました。 

一方、新潟市の環境教育支援業務、ギガスクールサポーター配置業務の受託により、2年連続の赤字
から脱却し、黒字決算となりました。みらいずworksを創業して始めて、少額ですが賞与を支給す
ることができました。今後は、持続可能な収益構造改革にも引き続き取り組み、若いスタッフが長く
働けるように、昇給や毎年の賞与支給、退職金制度の導入などを検討します。 
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実施実績・成果⼀覧
事業名 実施⽇ 発注者 実施地域 担当 参加⼈数

<探究⽀援>
・新潟県⽴新潟東⾼等学校 探究⽀援 2020年4⽉〜2021年3⽉ 新潟東⾼等学校 新潟市 ⼩林 1160
・新潟県⽴⽩根⾼等学校 探究⽀援 2020年4⽉〜2021年3⽉ ⽩根⾼等学校 新潟市 ⾓野 718
・新潟県⽴三条東⾼等学校 探究⽀援 2020年4⽉〜2021年3⽉ 三条東⾼等学校 三条市 ⼩⾒ 502
・⽇本⽂理⾼等学校 探究⽀援 2020年4⽉〜2021年3⽉ ⽇本⽂理⾼等学校 新潟市 ⾓野 581
・新潟県⽴加茂⾼等学校 探究⽀援 7⽉14⽇、3⽉18⽇ 加茂⾼等学校 加茂市 ⾓野 326
・新潟県⽴⽷⿂川⾼等学校 探究学習カリキュラム⽀援 2020年5⽉〜2021年3⽉ ⽷⿂川市 ⽷⿂川市 ⼩⾒ 150
・新潟市⽴⾼志中等教育学校「総合的な学習の時間」授業⽀援 9⽉24⽇ ⾼志中等教育学校 新潟市 ⾓野 119
・新潟市⽴味⽅中学校「総合的な学習の時間（未来創造教室）」
 授業⽀援/カリキュラム検討会議設計・運営

2020年9⽉〜2021年2⽉ 味⽅中学校 新潟市 ⾓野 175

・新潟市⽴⾅井中学校「総合的な学習の時間（未来創造教室）」 授業⽀援 9⽉30⽇、10⽉14⽇ ⾅井中学校 新潟市 ⾓野 112
・新潟市⽴⼩針中学校「総合的な学習の時間」 授業⽀援 2020年4⽉〜2021年3⽉ ⼩針中学校 新潟市 ⼩林・瀨倉 2160

・阿賀町⾷の魅⼒発信プロジェクト「発酵キッチン」 全３回 企画運営 8⽉8⽇、8⽉30⽇、10⽉25⽇
阿賀黎明探究
パートナーズ事務局

阿賀町 ⾓野 12

＜キャリア教育＞ 

・新発⽥市⽴七葉中学校 課題解決型職場体験学習 事前学習 9⽉14⽇ 新発⽥市教育委員会 新発⽥市 ⾓野 48

＜ファシリテーション＞
・新発⽥市⽴外ヶ輪⼩学校 ファシリテーション授業 6⽉15⽇、9⽉10⽇ 新発⽥市教育委員会 新発⽥市 ⾓野・瀨倉 220
・新発⽥市⽴七葉中学校 問いづくり授業 ファシリテーション授業 6⽉10⽇ 新発⽥市教育委員会 新発⽥市 ⾓野 30
・新潟市⽴⽉潟中学校「総合的な学習の時間（未来創造教室）」ファシリテーション授業 11⽉19⽇ ⽉潟中学校 新潟市 ⾓野 69
・粟島浦村⽴粟島浦⼩学校・粟島浦中学校
 「いじめの未然防⽌実践研究パイロット事業」ファシリテーション授業

9⽉16⽇ 粟島浦村⼩中学校 粟島浦村 ⾓野 25

・出雲崎町⽴出雲崎中学校 ファシリテーション授業 3⽉11⽇ 出雲崎中学校 出雲崎市 瀨倉 73
＜校内研修＞
・新潟県⽴⽷⿂川⾼等学校 カリキュラムマネジメント研修 7⽉13⽇ ⽷⿂川⾼校 ⽷⿂川市 ⼩⾒ 15
・加茂暁星⾼等学校 カリキュラムマネジメント研修 7⽉9⽇、7⽉10⽇ 加茂暁星⾼校 加茂市 ⼩⾒ 120
・新潟市⽴味⽅中学校 ファシリテーション研修 4⽉5⽇ 味⽅中学校 新潟市 ⾓野 11
・新発⽥市⽴七葉中学校 課題解決型職場体験 事前研修 7⽉27⽇ 七葉中学校 新発⽥市 ⾓野 11
＜コンソーシアム⽴ち上げ⽀援＞
・阿賀黎明⾼等学校 地域と学校協働「コンソーシアム」設⽴会議運営 2020年6⽉〜2021年3⽉ 阿賀町 阿賀町 ⼩⾒ 66
＜教育委員会研修＞ 

・新潟市教育委員会 ギガスクールサポーター
 ICT活⽤ステップアップセミナー 基礎編/応⽤編

3⽉3⽇、3⽉5⽇
3⽉10⽇、3⽉12⽇

新潟市教育委員会 オンライン ⼩⾒・⼩林 49

・佐渡市教育委員会 佐渡市地域課題解決型職場体験 学校・企業合同研修会 6⽉11⽇、6⽉12⽇ 佐渡市教育委員会 佐渡市 ⾓野 80
・佐渡市教育委員会 佐渡市キャリア・パスポート研修会 6⽉30⽇ 佐渡市教育委員会 佐渡市 ⾓野 33
・胎内市教育委員会 会議ファシリテーション 2⽉26⽇ 胎内市教育委員会 胎内市 ⼩⾒ 18
＜コミュニティー・スクール＞
・新潟県⽣涯学習推進センター 地域連携コーディネーター養成スクール 全2回 8⽉25⽇、8⽉27⽇ 新潟県⽣涯学習推進センター 新潟市 ⾓野 160
＜社会教育研修＞ 
・新潟市⽩根公⺠館 新潟市⽩根公⺠館コミュニティコーディネーター養成講座 1⽉14⽇、2⽉10⽇、3⽉17⽇ ⽩根地区公⺠館 新潟市 ⾓野 45
・新潟市⽣涯学習センター 新潟市⽣涯学習管理職研修 9⽉29⽇ 新潟市⽣涯学習センター 新潟市 ⾓野 22
＜⼤学・専⾨学校主催研修＞   
・新潟⼤学教職⼤学院 授業 全3回 11⽉6⽇、12⽉14⽇、1⽉27⽇ 新潟⼤学教職⼤学院 オンライン ⾓野・⼩林 24

・上越教育⼤学 授業 全5回
12⽉16⽇、12⽉23⽇
1⽉6⽇、1⽉13⽇、1⽉20⽇

上越教育⼤学 オンライン ⾓野 120

＜新潟県・市・⼤学等 委託事業＞ 
・令和2年度 新潟市環境教育⽀援「COOLCHOICEがたっこプロジェクト」 2020年9⽉〜2021年３⽉ 新潟市環境政策課 新潟市 ⼩林 50
・令和2年度 新潟⼤学⼥⼦中⾼⽣の理系進路選択⽀援プログラム 外部教育評価 ー 新潟⼤学 ー ⾓野 0
＜その他研修＞ 
・新潟市⼩学校教育研究会 特活部 学級会の司会⼒を⾼めるファシリテーション研修 1⽉13⽇ 新潟市⼩学校教育研究会 新潟市 ⼩⾒・⼩林 50
・株式会社⽇建技術 ⽊⼾地域安全対策勉強会 ファシリテーター 7⽉1⽇、11⽉10⽇、3⽉19⽇ 株式会社⽇建技術 新潟市 ⾓野 60
・株式会社ファミリー ファシリテーション研修 6⽉25⽇ 株式会社ファミリー オンライン ⾓野 4
＜発⾏物等＞ 
・新潟県の探究学習実態調査報告書「NIIGATA探究⽩書」発⾏ ー ー ー ⼩⾒ ー
・新発⽥市⽴川東⼩学校 道徳教育パンフレット作成 ー 川東⼩学校 ー 瀨倉 ー

・新潟⽇報社10代向け新聞「ふむふむJ」 Nパスの運営⽀援 計10回 2020年5⽉〜2021年２⽉ 新潟⽇報社
新潟市内・
オンライン

⾓野・瀨倉 50

・NPO法⼈カタリバ オンライン地域マイプロ勉強会 ゲスト 6⽉12⽇ NPO法⼈カタリバ オンライン ⼩⾒ 80
・NPO法⼈CRファクトリー コミュニティ・フォーラム2020 パネリスト 7⽉19⽇ NPO法⼈CRファクトリー オンライン ⼩⾒ 120

・第62回全国社会教育研究⼤会 新潟⼤会 事例発表 11⽉12⽇
⼀般社団法⼈
全国社会教育委員連合

⻑岡市 ⾓野 500

 ・せき・まちづくりNPOぶうめらん
 中学校の総合学習（課題解決型学習）の発表勉強会 ゲスト 3⽉16⽇

せき・まちづくり
NPOぶうめらん

オンライン ⼩⾒ 15

・⼀般社団法⼈まなびのみなと 学びの島カフェ 講演 2⽉8⽇ ⼀般社団法⼈まなびのみなと オンライン ⼩⾒ 15
・第2回 新潟市100⼈カイギ ゲスト 8⽉27⽇ 新潟市１００⼈カイギ オンライン ⼩⾒ 57
〈委員〉
・⽂部科学省CSマイスター ー ー ー ⼩⾒ ー
・新潟市まちひとしごと創⽣戦略会議 ー 新潟市制作企画部政策調整課 ー ⼩⾒ ー
・新潟県社会教育委員 ー 新潟市社会教育委員 ー ⾓野 ー

・マリンピア⽇本海 評議委員 ー
新潟市⽔族館
マリンピア⽇本海

ー ⼩⾒ ー

・新潟市⽴⿃屋野中学校 学校運営会議 ー ⿃屋野中学校 ー ⼩⾒ ー

対象者 対象種別合計

⼩学⽣ 226
中学⽣ 2766
⾼校⽣ 3296
⼤学⽣ 214
教員 543
他⼤⼈ 1210
合計 8255

■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 
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■主催・共催事業
事業名 実施⽇ 担当 参加⼈数
・ハイブリット・ファシリテーション授業研究会 2020年8⽉〜 ⼩⾒ 28
＜探究学習ラーニングコミュニティ＞
・探究学習実態調査報告会&探究学習ラーニングコミュニティキックオフ会 7⽉11⽇ ⼩⾒・⾓野 67
・第1回 探究的な学びのプロセスデザイン 7⽉31⽇ ⼩⾒・⾓野 28
・第2回 with・afterコロナでの新たな探究学習やハイブリット型の学びへの地挑戦 8⽉7⽇ ⼩⾒・⾓野 26
・第3回 教科と連動した⼀体的な探究学習の推進 9⽉25⽇ ⼩⾒・⾓野 27
・第4回 提案型から実践型に移⾏する「マイプロジェクト」のつくり⽅ 10⽉16⽇ ⼩⾒・⾓野 27
・第5回 探究学習を振り返り、課題解決へ 11⽉20⽇ ⼩⾒・⾓野 28
・第6回 地域との協働、校内の学びの⼟壌づくりのポイント 1⽉22⽇ ⼩⾒・⾓野 27
・第7回 全体振り返り 3⽉19⽇ ⼩⾒・⾓野 29
＜NIIGATA⾼校⽣マイプロジェクト☆LABO＞

NIIGATA⾼校⽣マイプロジェクト☆LABO START UP CAMP
8⽉9⽇〜10⽇
3⽉6⽇〜7⽇

⾓野 93

NIIGATA⾼校⽣マイプロジェクト☆LABO MY PROJECT AWARD2020 12⽉12⽇、12⽉20⽇ ⾓野 39
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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 220,000
      賛助会員受取会費 429,000 649,000
   2. 受取寄附金
      受取寄附金 1,721,918 1,721,918
   3. 受取助成金等
      受取民間助成金 3,870,000 3,870,000
   4. 事業収益
      売上高 16,243,125 16,243,125
   5. その他収益
      受取利息 73
      雑収益 1,188 1,261
    経常収益計 22,485,304

Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        給料手当 6,806,807
        法定福利費 679,345
        福利厚生費 8,671
        役員報酬 1,697,400
        賞与 126,000
        人件費計 9,318,223
    (2) その他経費
        期首棚卸高 41,324
        仕入高 840,124
        合計 881,448
        期末棚卸高 △ 611,192
        売上原価 270,256
        業務委託費 1,220,205
        諸謝金 714,953
        印刷製本費 342,618
        会議費 20,515
        旅費交通費 907,896
        車両費 76,513
        通信運搬費 185,592
        消耗品費 425,197
        水道光熱費 67,188
        地代家賃 447,274
        保険料 13,800
        諸会費 20,727
        租税公課 9,200
        研修費 120,471
        交際費 61,679
        支払手数料 16,993
        支払寄附金 1,500
        新聞図書費 12,438
        貸倒引当金繰入額 21,700
        雑費 72,639
        その他経費計 5,029,354
      事業費計 14,347,577
   2. 管理費
    (1) 人件費
        役員報酬 372,600
        給料手当 410,400
        賞与 25,000
        法定福利費 149,125
        福利厚生費 16,479
        人件費計 973,604
    (2) その他経費
        印刷製本費 32,621
        会議費 13,589
        旅費交通費 61,639
        車両費 16,796
        通信運搬費 171,567
        消耗品費 231,823
        研修費 24,546
        水道光熱費 14,749
        地代家賃 98,182
        保険料 222,463
        諸会費 4,550
        租税公課 186,690
        雑費 520,800
        その他経費計 1,600,015
      管理費計 2,573,619
    経常費用計 16,921,196
      当期経常増減額 5,564,108

Ⅲ  経常外収益
   1. その他経常外収益
      雑収入 2,000,000 2,000,000
    経常外収益計 2,000,000

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 7,564,108
      法人税、住民税及び事業税 492,000
      当期正味財産増減額 7,072,108
      前期繰越正味財産額 10,461,754

      次期繰越正味財産額 17,533,862

活動計算書

令和  2年  5月  1日 から令和  3年  4月 30日 まで

金　　　　額
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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 14,556,131

      未収金 5,695,407

      棚卸資産 611,192

      前払費用 50,000

      貸倒引当金 △ 33,000

      流動資産合計 20,879,730

   2. 固定資産

    (1) 有形固定資産

        有形固定資産計 0

    (2) 無形固定資産

        無形固定資産計 0

    (3) 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 20,909,730

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

      未払金 989,565

      未払消費税等 792,300

      未払法人税等 498,000

      未払費用 1,004,793

      前受金 3,000

      預り金 88,210

      流動負債合計 3,375,868

   2. 固定負債

      固定負債合計 0

    負債合計 3,375,868

Ⅲ  正味財産の部

      前期繰越正味財産 10,461,754

      当期正味財産増減額 7,072,108

    正味財産合計 17,533,862

    負債及び正味財産合計 20,909,730

貸借対照表

令和  3年  4月 30日 現在

金　　　　額
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特定非営利活動法人みらいずｗｏｒｋｓ
（単位：円）

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
      現金預金

　　　　手許現金 105,148

　　　　第四北越銀行　普通預金 10,616,268

　　　　新潟労働金庫　普通預金 489

　　　　ゆうちょ銀行　通常貯金 1,961,986

　　　　ゆうちょ銀行　振替貯金 1,872,240
      未収金

　　　　書籍販売事業 98,860

　　　　教育プログラムの開発・普及事業 5,596,547
      棚卸資産

　　　　書籍 611,192
      前払費用

　　　　事務所家賃5月分 50,000
      貸倒引当金 △ 33,000
      流動資産合計 20,879,730
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        有形固定資産計 0
    (2) 無形固定資産
        無形固定資産計 0
    (3) 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 20,909,730

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      未払金

　　　　社会保険料4月分 141,363

　　　　書籍印刷代 431,640

　　　　パソコン、周辺機器代 202,015

　　　　その他 214,547
      未払消費税等 792,300
      未払法人税等 498,000
      未払費用

　　　　4月分人件費、未精算経費 1,004,793
      前受金 3,000
      預り金

　　　　源泉所得税 88,210
      流動負債合計 3,375,868
   2. 固定負債
      固定負債合計 0
    負債合計 3,375,868
    正味財産 17,533,862

財　産　目　録

令和  3年  4月 30日 現在

科　　　　目 金　　　　額

FreeText
 21



FreeText
 22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FreeText
 23



 

 

 

 第２号議案について  
令和３年度 事業計画及び活動予算について 
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２０２1 年度（令和３年）  
みらいず works の事業方針 

 

みらいず works が実現したい未来 
 
＜１０年後 ２０３０年の長期ビジョン＞ 
・子どもたちが自分の実現したいことを自ら見つけ、自分に合った進路や学びの機会を選べるようにな
る。【主体的な進路決定】【学びの自走生】 
・１８歳の若者が自らの育った地域に愛着と誇りを持ち、社会参画意識やシチズンシップを持っている。
【地域への誇り】【社会参画力・シチズンシップ】 
 
 
＜２０２１年５月～２０２３年４月までに実現したい中期ビジョン＞ 
 
【子どもたち】 
大人と子どもが一緒に活動する機会に子どもたちが参加している 
マイプロに挑戦する高校生が増加している 
 
【大人】 
＊教員、保護者、地域住民 
大人の子ども観、学習観が変わっている 
大人が参加型の場づくりを学びながら協働活動を実践している 
 
＊保護者 
保護者が探究学習の重要性を理解している 
 
＊教師 
教師がありのままの自分自身、子どもを認めている 
教師に安心できる学びのコミュニテイや仲間がいる 
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２０２１-２０２３年のビジョン実現に向けた手の打ちどころ 

自分発の探究学習を促すために、 
社会教育において、 

子どもと大人が出会い、学び合う機会を増やす 
 
 
① 大人と子どもが地域や学校で出会い、共に活動する機会をつくる 
【放課後活動の充実事業】 
 
１：小学生の放課後活動の充実 
・ふれあいスクールや児童クラブへのアプローチ 
２：中高生の学びと出会いの拠点づくり 
・アクセスの良い場所での中高生のチャレンジ拠点、居場所の構築 
３：新潟県のマイプロジェクト活動の推進 
・高校生のマイプロ支援と伴走者コミュニティの立ち上げ 
 
 
② 自分の学びをつくり、楽しめる子ども、大人を増やす 
【学びの転換促進事業】 
 
１：探究塾の開催 
・好奇心や興味に即した探究学習の継続的創出と保護者の学びあうネットワーク構築 
２：学びにおける ICTツール活用の促進 
・ハイブリッド授業研究会など、大人が学びを転換する機会創出 
３：探究を学びあうネットワークの構築 
・探究ラーニングコミュニティにより、探究を支える関係者の育成とネットワークづくり 
 
 
③ 大人の協働を促す対話の場や仕組みをつくる 
【協働プロセスの支援・普及事業】 
 
１：コミュニティ・スクールやコンソーシアムの立ち上げ・運営支援 
・学校運営協議会や地域学校協働活動の設立・運営サポート 
２：熟議ファシリテーター養成 
・協働場面での熟議(対話)の運営支援とファシリテーターの育成 
３：協働テキストやガイドの作成・普及 
・協働に係るテキストやガイド、研修をセットにした普及活動 
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<2021 年度 みらいず works 経営方針> 

 

方針１：会員コミュニティと継続的寄付の仕組み構築 

クラウドファンディングを通して、改めてたくさんの支援者に支えられていることを感じました。みら
いずworks の取り組みに関わりたい、協力したいというお声がけも多数いただくようになりました。
そこで、会員コミュニティを構築することにより、会員の皆様から事業や組織運営に参加してもらえる
ような体制をつくります。また、支援してくださる方々からの継続的な寄付を得られる仕組みを整備
し、実験的な投資事業にも取り組んで参ります。 

 

方針２：持続可能な収益構造の継続的検討 

昨年度に引き続き、持続可能な収益構造を検討します。具体的には、今年度から実験的に探究塾を単発
で実施します。来年度以降は、安定収入につながるように、通塾タイプにすることを検討します。ま
た、ギガスクール構想やコミュニティ・スクールなど社会的ニーズの高い事業の開発に加え、テキスト
２やガイドブック等の作成により、研修とセットで販売できるツールを引き続き整備していきます。 

 

方針３：スタッフ育成の体系化と研修の強化 

みらいずworks のスタッフとして必要な知識、概念、スキルを整理し、継続的な学びの機会を作ります。
また、学びの自己評価に加え、行動評価を行いながら、自立的に学ぶ人材の育成を目指します。さらに、
週に１度の代表理事との１on１（面談）を通して、課題や成長を自覚し、一人一人が自信と喜びを持っ
て、仕事ができるよう支援をしていきます。 
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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 300,000 740,000
   2. 受取寄附金
      受取寄附金 50,000 50,000
   3. 受取助成金等
　　　受取民間助成金等 3,870,000 3,870,000
   4. 事業収益
　　　教育プログラムの開発・普及事業 11,880,000
　　　人材育成事業 2,880,000
　　　情報発信事業 3,775,000
　　　調査研究事業
　　　物品販売事業 900,000 19,435,000 24,095,000
　　経常収益計
Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        給料手当 9,102,000
        法定福利費 1,100,000
        福利厚生費 25,000
        役員報酬 2,318,000
        人件費計 12,545,000
    (2) その他経費
　　　　期首棚卸高 611,192
        仕入高 1,200,000
　　　　期末棚卸高 △ 600,000
        売上原価 1,211,192
        業務委託費 1,800,000
        諸謝金 450,000
        印刷製本費 2,200,000
        会議費 200,000
        旅費交通費 1,200,000
        通信運搬費 360,000
        消耗品費 400,000
        修繕費 20,000
        水道光熱費 150,000
        地代家賃 492,000
        保険料 20,000
        諸会費 20,000
        租税公課 12,000
        研修費 80,000
        交際費 70,000
        支払寄附金 5,000
        新聞図書費 50,000
        雑費 200,000
        その他経費計 8,940,192
      事業費計 21,485,192
   2. 管理費
    (1) 人件費
　　　　役員報酬 1,044,000
　　　　給与手当 360,000
　　　　法定福利費 80,000
　　　　人件費計 1,484,000
    (2) その他経費
        旅費交通費 100,000
        通信運搬費 120,000
        消耗品費 100,000
        研修費 50,000
        水道光熱費 35,000
        地代家賃 108,000
        保険料 220,000
        雑費 100,000
        その他経費計 833,000
      管理費計 2,317,000
    経常費用計 23,802,192
      当期経常増減額 292,808

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 292,808
　　　法人税、住民税及び事業税 400,000
      前期繰越正味財産額 17,533,862

      次期繰越正味財産額 17,426,670

活動予算書

令和3年  5月  1日 から令和4年  4月 30日 まで

金　　　　額
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 第３号議案について  
任期満了に伴う役員改選について 
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令和 2 年度時点の役員 

・代表理事   ⼩⾒まいこ  

・理事     本間莉恵 下川町教育委員会 

・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 

 

令和３年度からの新役員（案） 

・代表理事   ⼩⾒まいこ  

・理事     本間莉恵 下川町教育委員会 

・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  ⼀般社団法⼈ TKM 
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