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１ 開 会 

２ 理事長あいさつ 

３ 議長選出 

４ 議事録署名人選出 

５ 議 事 

(1) 平成２６年度事業報告及び収支決算について 

（監査報告） 

(2) 平成２７年度事業計画及び収支予算について 

(3) 役員の改選について 

(4) その他 

６ 閉 会 
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（法第 28 条） 

平 成 ２ ６ 年 度  事 業 報 告 書 

 

特定非営利活動法人 Lab 蒲生郷 

 

１．事業実施の成果 

平成２６年度の事業実施にあたり、これまでの活動の安定的かつ充実化を図り、文化

や芸術振興に関する普及・啓発事業、子どもの情操教育に関する事業、国際理解や国際

親善を図る事業及びまちづくり推進に関する事業を行った。 

 

文化や芸術振興に関する普及・啓発事業については、姶良市蒲生ふるさと交流館を拠

点として、板橋一歩作品を活用し、常設展示及び出張展示会などを通じて文化や芸術の

振興を図った。 

 

子どもの情操教育に関する事業については、引き続き家庭で読まなくなった絵本を回

収し修繕を行い、絵本を活用した。蒲生の民話「おおくすと大蛇」の絵本が完成したた

め、この絵本を利用して広く絵本の配布し、子ども達が心豊かに成長するための教材と

して利用することによって情操教育事業を行った。 

 

国際理解や国際親善を図る事業については、タイ国の少数山岳民族のカレン族のコー

ヒーをフェアトレードし、国際理解や親善を図った。 

 

まちづくりに関する事業については、通年を通して環境と観光を組み合わせた取り組

みとして「学びのカモコレ」を行い、着地型観光としての「カモコレ」をカモコレ実行

委員会と協働しながら開催し、姶良市内はもとより県内から高い評価をいただいた。ま

た、姶良市蒲生ふるさと交流館の指定管理を引き続き行い、各種催しなどを企画し交流

館への集客を図った。 

 

なお、平成 26 年度はこれまでの活動を評価いただき、鹿児島県コミュニティづくり推

進協議会からＮＰＯ部門の会長賞と第２回かごしま・ひと・まち・デザイン賞の優秀賞

を受賞することができた。
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２．事業の実施に関する事項 

  

（１）特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 事 業 内 容 実施日間 実施場所 
従事者の

予定人数 

受益対象者

の範囲及び 

予定人数 

事業費の

金額 

(千円) 

文化や芸術振興に

関する普及・啓発事

業 

板橋一歩作品常設展示 

及び出張展示会 

常設展示 

４月～３月 

 

出張展示会 

６月 

常設：蒲生

ふるさと交

流館 

出張：姶良

市図書館 

10 人 不特定多数 16,547 

子どもの情操教育

に関する事業 

家庭で読まなくなった

絵本回収・修繕 
４月～３月 

蒲生ふるさ

と交流館 
5 人 

小学生及び

未就学児 
31,800 

絵本「おおくすと大蛇」

普及活用事業 
４月～３月 

蒲生ふるさ

と交流館 
16 人 不特定多数 0 

国際理解や国際親

善を図る事業 

カレン族のコ―ヒのフ

ェアトレード事業 
４月～３月 

蒲生ふるさ

と交流館 
16 人 不特定多数 166,346 

まちづくり推進に

関する事業 

学びのカモコレ ４月～３月 
蒲生ふるさ

と交流館 
3 人 不特定多数 461,256 

着地型観光「カモコレ」 10 月、11 月 
蒲生ふるさ

と交流館 
16 人 不特定多数 722,726 

蒲生ふるさと交流館指

定管理事業 
４月～３月 

蒲生ふるさ

と交流館 
3 人 不特定多数 4,632,825 
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平成 26 年度 姶良市蒲生ふるさと交流館事業報告 

自）平成 26 年 4 月 1 日 ～ 至）平成 27 年 3 月 31 日            

実施日実施日実施日実施日    事事事事    業業業業    名名名名    講講講講    師師師師    名名名名    
参加費参加費参加費参加費

（円）（円）（円）（円）    

参加人参加人参加人参加人

数（人）数（人）数（人）数（人）    
場所場所場所場所    

4 月 10 日 春の蒲生郷スケッチ 浜地 克徳 1,000 1 交流館 

   19 日 土で遊ぶ① 松尾 晴代 2,000 3 交流館 

   23 日 かんたんコミュニケーション塾 國科 洋子 1,000 10 交流館 

   26 日 みんなで学ぼう韓国語 中野 まなみ 1,000 8 交流館 

   23 日 廊下ギャラリー展示 

ローマン派美術協会鹿児島支部 
  無料 619 交流館 

～5 月 6 日 

 5 月 8 日 生き方が楽しくなる現代アート① 永里 関人 1,000 5 交流館 

   10 日 バードウオッチングのコツ教えます 盛山 治美 1,000 25 八幡神社 

   14 日 

カモコレ研修 

「佐賀県みやき町役場 まちづくり課」 

                   

浜地 克徳 500 4 交流館 

   15 日 上手な身体のつかい方① 久保 ひとみ 1,000 4 交流館 

   17 日 韓国の仮面劇に挑戦① 中野 まなみ 1,000 5 交流館 

   17 日 春の山野草を描く 尾前喜八郎 2,000 16 尾前さん宅 

   18 日 ゆらぎコンサート「風鈴演奏会」 日向 真   35 交流館 

   21 日 人はなぜウツになる 佐々木浩介 1,000 27 交流館 

   30 日 カモコレ的まちづくりの秘密① 小山田邦弘 2,000 20 交流館 

6 月 12 日 手織布にこぎん刺し 野田 寿子 2,800 12 交流館 

   14 日 韓国の仮面劇に挑戦② 中野 まなみ 1,000 5 交流館 

   18 日 こころを軽くするお片付け 矢野 圭夏 1,000 35 交流館 

   21 日 日本の美・日本画に挑戦 湯脇 公平 2,000 4 交流館 

   27 日 カモコレ的まちづくりの秘密② 留野 真一 2,000 12 交流館 

   28 日 子どもの能力をひきだす言葉掛け① 藤浦 清香 1,000 1 交流館 

   29 日 イベントで必ずウケる手品入門 
Mr.マーベリッ

ク 
1,000 15 交流館 

 7 月 6 日 学芸員が教える星空アプリの使い方 坂本 昌弥 1,000 3 交流館 

   10 日 初めての子ども服① 末田 昌士 1,000 6 交流館 

   12 日 韓国の仮面劇に挑戦③ 中野 まなみ 1,000 5 交流館 

   17 日 上手な身体のつかい方② 久保 ひとみ 1,000 8 交流館 
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実施日実施日実施日実施日    事事事事    業業業業    名名名名    講講講講    師師師師    名名名名    
参加費参加費参加費参加費

（円）（円）（円）（円）    

参加人参加人参加人参加人

数（人）数（人）数（人）数（人）    
場所場所場所場所    

   23 日 人と比べることを手放す生き方 高崎 恵 1,000 29 交流館 

   25 日 カモコレ的まちづくりの秘密③ 
浜地 克徳 

丸野 博和 
2,000 28 交流館 

   29 日 夏の自由研究「本格味噌作り」① 

蒲生農産加工 1,000 16 
蒲生農産加工 

センター 
    30 日 夏の自由研究「本格味噌作り」② 

   31 日 夏の自由研究「本格味噌作り」③ 

 8 月 2 日 パパママ撮って！ やまぐちめぐみ 1,000 5 交流館 

    3 日 癒しの楽器「レインスッティック」作り 黒田 龍夫 1,000 6 交流館 

   22 日 
カモコレ研修 

鹿屋市役所安心安全課・自治会長 
松林 伸一 500 33 交流館 

   23 日 美しいキャンドルサービスアート 丸田 多賀美 1,600 中止 交流館 

   25 日 心を整えるブレインジム 灰谷 孝 1,000 28 交流館 

   29 日 カモコレ的まちづくりの秘密④ 
藤谷亜太加 

藤浦 清香 
2,000 4 交流館 

   30 日 子どもの能力をひきだす言葉掛け② 藤浦 清香 1,000 11 交流館 

 9 月 7 日 犬はなぜ吠えるのか 及川 由佳 1,000 3 交流館 

    11 日 消しゴムで季節のはんこ作り 岡 佳奈子 2,000 3 交流館 

   17 日 神様からのプレゼント 白石 いづみ 1,000 15 交流館 

   18 日 上手な身体のつかい方③ 久保 ひとみ 1,000 6 交流館 

   20 日 生き方が楽しくなる現代アート② 永里 関人 1,000 5 交流館 

10 月 8 日 月から学ぶ自然な暮らし 閏 ひさみ 1,000 14 交流館 

    9 日 物語が伝わる撮り方講座 蒲生編 やまぐちめぐみ 1,000 10 交流館 

   18 日 秋の山野草を描く 尾前喜八郎 2,000 9 尾前さん宅 

   25 日 子どもの能力をひきだす言葉掛け③ 藤浦 清香 1,000 2 交流館 

   26 日 ミャンマー的アフタヌーンティー キン エイチュ 1,000 5 交流館 

11 月 2 日 漆小でおいしい昼ごはん 漆小 PTA 2,000 8家族 交流館 

    3 日 
「LOOK EAST！」 

福島を通して僕たちの未来を考える 
飛田 晋秀 1,000 40 交流館 

    8 日 
「LOOK EAST！」 

福島を通して僕たちの未来を考える 
原田 雄一 1,000 70 蒲生公民館 

   3 日 

 ～15 日 
「LOOK EAST！」写真展 飛田 晋秀 無料 157 交流館 

   13 日 かぎ針で編むラリエット 山本 実リ 1,000 7 交流館 

   19 日 健やかに人生を楽しむ 草野  健 1,000 7 交流館 
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実施日実施日実施日実施日    事事事事    業業業業    名名名名    講講講講    師師師師    名名名名    
参加費参加費参加費参加費

（円）（円）（円）（円）    

参加人参加人参加人参加人

数（人）数（人）数（人）数（人）    
場所場所場所場所    

   22 日 たのしい紙版画 井上 源土 1,300 7 交流館 

12 月 11 日 土で遊ぶ② 松尾 晴代 2,000 3 交流館 

   17 日 西郷どん「よかでごわす」の人生 坂本 陽明 1,000 8 交流館 

   20 日 日本の美・日本画に挑戦 湯脇 公平 2,000 6 交流館 

   20 日 子どもの能力をひきだす言葉掛け④ 藤浦 清香 1,000 3 交流館 

   21 日 自分で作ろう正月飾り 大脇 幸男 1,500 10組 交流館 

1 月 15 日 上手な身体のつかい方⑤ 久保 ひとみ 1,000 7 交流館 

   17 日 蒲生郷をスケッチ 浜地 克徳 1,000 14 交流館 

   18 日 かごっま言葉の大かるた会   200 21 交流館 

   21 日 幸せってなんだろう？ 常見 裕之 1,000 6 交流館 

2 月 12 日 和紙で作るおひな飾り 野田 寿子 2,500 4 交流館 

   18 日 ベテラン心理士が語る！最新こころ塾 今井 葉子 1,000 18 交流館 

   21 日 春のはんこ作り 岡 佳奈子 2,000 9 交流館 

   28 日 子どもの能力をひきだす言葉掛け⑤ 藤浦 清香 1,000 2 交流館 

 ３月 ７日 美しい挨拶と言葉づかい 東  多恵子 1,000 9 交流館 

   11 日 職場を変えると人生が変わる 白尾 孝介 1,000 5 交流館 

   12 日 初めての子ども服② 末田 昌士 1,000 6 交流館 

   19 日 上手な身体のつかい方⑥ 久保 ひとみ 1,000 6 交流館 

2 月 22 日 ～3 月 15 日 カモコレ vol８開催     263 蒲生町内 
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平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    姶良市蒲生ふるさと交流館姶良市蒲生ふるさと交流館姶良市蒲生ふるさと交流館姶良市蒲生ふるさと交流館    

年間来館者・利用状況年間来館者・利用状況年間来館者・利用状況年間来館者・利用状況    集計表集計表集計表集計表 

    4444 月月月月    5555 月月月月    6666 月月月月    7777 月月月月    8888 月月月月    9999 月月月月    10101010 月月月月    11111111 月月月月    12121212 月月月月    1111 月月月月    2222 月月月月    3333 月月月月    合計合計合計合計    

来来来来

館館館館

者者者者    

午

前 229 280 190 55 180 179 135 226 157 134 226 239 2230 

午

後 369 548 216 250 358 750 144 568 203 304 366 536 4612 

夜

間 71 128 188 72 85 271 204 205 45 97 33 201 1600 

  669 956 594 377 623 1,200 483 999 405 535 625 976 8442 

団団団団

体体体体

利利利利

用用用用

者者者者    

午

前 1 2 0 0 3 4 4 0 3 2 0 7 26 

午

後 2 5 2 1 2 6 4 9 3 3 5 4 46 

夜

間 5 7 10 7 5 7 11 8 3 5 4 6 78 

  8 14 12 8 10 17 19 17 9 10 9 17 150 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月別来館者数

午前 午後 夜間



8 

 

 

特定非営利活動法人Ｌａｂ蒲生郷特定非営利活動法人Ｌａｂ蒲生郷特定非営利活動法人Ｌａｂ蒲生郷特定非営利活動法人Ｌａｂ蒲生郷

（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

Ⅰ　経常収益

１　受取会費
正会員受取会費 85,000
賛助会員受取会費 0 85,000

２　受取寄付金
受取寄付金 0 0

３　受取助成金等
受取民間助成金 42,000 42,000

４　事業収益
文化や芸術振興に関する普及・啓発事業 0
子どもの情操教育に関する事業 44,640
国際理解や国際親善を図る事業 168,450
まちづくりの推進に関する事業 5,788,812 6,001,902

５　その他収益
その他雑収入 77,000

受取利息 397 77,397
経常収益合計 6,206,299

Ⅱ　経常費用
１．事業費

(1) 人件費
職員賃金 3,016,898

ボランティア評価費用（会費充当分） 80,000
人件費計 3,096,898

(2) その他経費
報償費 193,145
会議費 137,504
旅費交通費 3,000
印刷製本費 237,626

事務用品費 113,249
手数料 4,007
消耗品費 131,550
材料費 25,517
賃借料 331,209
通信運搬費 292,285
管理費 273,252

光熱水費 875,419
広告宣伝費 286,500
福利厚生費 29,036
その他経費計 2,933,299

事業費計 6,030,197

２．管理費

(1) その他経費
諸会費 2,000
租税公課 73,500
その他雑費 91,303
その他経費計 166,803

管理費計 166,803
経常経費計 6,197,000

当期経常増減額
Ⅲ　経常外収益

１．固定資産売却益 0
経常外収益計 0

Ⅳ　経常外費用
１．過年度損益修正損 0
経常外費用系 0

当期正味財産増減額 9,299
前期繰越正味財産額 1,229,532
次期繰越正味財産額 1,238,831

今年度はその他の事業を実施していません。

活　動　計　算　書活　動　計　算　書活　動　計　算　書活　動　計　算　書
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

科科科科 目目目目 金金金金 額額額額
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　平成24年度から、ＮＰＯ法人会計基準により処理し、収支計算書を活動計算書に変更しています。

文化や芸

術振興に

関する普

及・啓発

事業

子どもの

情操教育

に関する

事業

国際理解や

国際親善を

図る事業
事業部門計 管理部門 合計

一歩作品 絵本 コーヒー カモコレ 学び 指定管理

Ⅰ　経常収益

　　　１ 受取会費 0 5,000 5,000

　　　２ 受取寄付金 0 0

　　　３ 受取助成金等 42,000 42,000 42,000

　　　４ 事業収益 44,640 168,450 700,000 479,140 4,609,672 6,001,902 6,001,902

　　　５ その他収益 39,000 39,000 38,397 77,397

　　　経常収益合計 0 44,640 168,450 739,000 479,140 4,651,672 6,082,902 43,397 6,126,299

Ⅱ　経常費用

    （１）人件費

　　　　　　賃金 31,800 139,786 439,226 2,406,086 3,016,898 3,016,898

　　　　　人件費計 0 31,800 139,786 439,226 0 2,406,086 3,016,898 0 3,016,898

　　（２）その他経費

報償費 122,225 70,920 193,145 193,145

会議費 80,200 57,304 137,504 137,504

旅費交通費 3,000 3,000 3,000

印刷製本費 237,626 237,626 237,626

事務用品費 113,249 113,249 113,249

手数料 1,643 2,364 4,007 4,007

消耗品費 2,572 210 128,768 131,550 131,550

材料費 23,988 1,243 286 25,517 25,517

賃借料 331,209 331,209 331,209

通信運搬費 12,242 280,043 292,285 292,285

管理費 273,252 273,252 273,252

光熱水費 875,419 875,419 875,419

広告宣伝費 283,500 3,000 286,500 286,500

福利厚生費 29,036 29,036 29,036

諸会費 0 2,000 2,000

租税公課 0 73,500 73,500

その他雑費 16,547 2,867 61,889 81,303 10,000 91,303

　　　　その他経費計 16,547 0 26,560 283,500 461,256 2,226,739 3,014,602 85,500 3,100,102

　　経常経費計 16,547 31,800 166,346 722,726 461,256 4,632,825 6,031,500 85,500 6,117,000

　　　当期経常増減額 △ 16,547 12,840 2,104 16,274 17,884 18,847 51,402 △ 42,103 9,299

科目
まちづくりの推進に関する事業

３　事業別損益の状況

計算書類の注記

１　重要な会計方針

２　会計方針の変更

・計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正ＮＰＯ法人会計基

準協議会）によっています。

・ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に計上しています。また、計上額の算定方法は、「４．活動

の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」に記載しています。
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４　ボランティアによる役務の提供

金額

40,000

40,000

80,000

内訳 算定方法

ふるさと交流館清掃作業

イベントスタッフ

2500円×１回×１６人

2500円×１回×１６人

合計
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平成２６年度特定非営利活動に係る事業会計　財産目録

平成２７年３月３１日現在

特定非営利活動法人Ｌａｂ蒲生郷

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金

現金手許有高 12,640

普通預金　あいら農協蒲生支所 857,682

普通預金　郵便局蒲生支店 79

普通預金　ろうきん加治木支店 43

普通預金　鹿児島銀行蒲生支店 648,760

立替金 0

未収金 20,000

流動資産合計 1,539,204

２　固定資産

固定資産合計 0

資産合計 1,539,204

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

短期借入金 0

未払い金 218,013

預り金 11,360

未払法人税 71,000

流動負債合計 300,373

２　固定負債

固定負債合計 0

負債合計 300,373

正味財産 1,238,831

科　　目 金額（円）



12 

 

    

    

    

特定非営利活動法人Ｌａｂ蒲生郷

Ⅰ　資産の部 Ⅱ　負債の部

１　流動資産 １　流動負債

現金預金 短期借入金 0

現金手許有高 12,640 未払い金 218,013

普通預金　 1,506,564 預り金 11,360

立替金 0 未払法人税 71,000

未収金 20,000 流動負債合計 300,373

流動資産合計 1,539,204 ２　固定負債

２　固定資産 固定負債合計 0

固定資産合計 0 負債合計 300,373

Ⅲ　正味財産

1,229,532

9,299

1,238,831

資産合計 1,539,204 負債及び正味財産合計 1,539,204

前期繰越正味財産

当期正味財産増減

額

正味財産合計

平成２６年度特定非営利活動に係る事業　貸借対照表

平成２７年３月３１日現在

科　　目 金額（円） 科　　目 金額（円）
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監監監監    査査査査    報報報報    告告告告    書書書書    

 

平成２７年５月２７日 

 

特定非営利活動法人Ｌａｂ蒲生郷 

理 事 長  藤谷 亜太可 殿 

 

特定非営利活動法人Ｌａｂ蒲生郷 

 

監 事   川 崎  久 志 

 

監 事   鈴 木  勝 喜 

 

監 事   藤 浦  清 香 

 

 

 当監事は、特定非営利活動促進法第１８条の規定に基づき、特定非営利活動法人Ｌａｂ

蒲生郷の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの平成２６年度における理事

の業務及び財産の状況について監査を行い、以下のとおり報告する。 

 

１ 監査の方法 

  会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用い

て計算書類の正確性を検討した。 

 

２ 監査意見 

 １）財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産並びに収

支の状況を正しく示していると認める。 

 ２）事業報告書の内容は真実であると認める。 

 ３）理事の職務執行に関する不正行為、または法令若しくは定款に違反する重大な事実

はないと認める。 

 

以上 
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（法第 10 条第１項第 10号） 

平 成 2 7 年 度  事 業 計 画 書 

 

特定非営利活動法人 Lab 蒲生郷 

 

１ 事業実施の方針 

 

本年度の事業実施の方針としては、前年度活動の安定的かつ充実化を図り、文化や芸

術振興に関する普及・啓発事業、子どもの情操教育に関する事業、国際理解や国際親善

を図る事業及びまちづくり推進に関する事業を行います。 

 

文化や芸術振興に関する普及・啓発事業については、姶良市蒲生ふるさと交流館を拠

点として、板橋一歩作品を活用し、常設展示及び出張展示会などを通じて文化や芸術の

振興を図ります。 

 

子どもの情操教育に関する事業については、引き続き家庭で読まなくなった絵本を回

収し修繕を行い、絵本を活用します。蒲生の民話「おおくすと大蛇」を利用して広く絵

本の配布し、子ども達が心豊かに成長するための教材として利用することによって情操

教育事業を展開していきます。また、第２作目の制作検討に入ります。 

 

国際理解や国際親善を図る事業については、タイ国の少数山岳民族のカレン族のコー

ヒーをフェアトレードすることによって理解や親善を図っていきます。 

 

まちづくりに関する事業については、着地型観光「カモコレ」によって得た人的ネッ

トワークを活かし「学びのカモコレ」を年間通して開催し、人との関わりを持ちながら

蒲生の魅力を発信していきます。 

着地型観光「カモコレ」については、姶良市の連携し各種団体との協働型により、通

年型への転換を図る実験を行いながら開催します。 

姶良市蒲生ふるさと交流館の指定管理を引き続き行うことから、各種催しなどを企画

しながら交流館への集客を図っていきます。 

 

以上の事業を通して、地域活性化のために最も大切なことである「人づくり」を行い、

今後の蒲生を担う子ども達が、かけがえのない「今」をのびやかに活き活きと過ごし、

蒲生を愛し、蒲生に生きる事に誇りを持てる環境をつくっていくこと目標として活動を

行いました。また、これらの事業を各種団体や個人と協働しながら蒲生のまちづくりを

行っていきます。
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２ 事業の実施に関する事項 

  

（１）特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 事 業 内 容 
実施予定日 

及び時間 

実施予定 

場所 

従事者の

予定人数 

受益対象者

の範囲及び 

予定人数 

支出見

込額 

(千円) 

文化や芸術振興に

関する普及・啓発事

業 

板橋一歩作品常設展示 

及び出張展示会 

常設展示 

４月～３月 

常設： 

蒲生ふるさ

と交流館 

出張： 

姶良市図書

館 

15 人 不特定多数 20 

子どもの情操教育

に関する事業 

家庭で読まなくなった

絵本回収・修繕 
４月～３月 

蒲生ふるさ

と交流館 
15 人 

小学生及び

未就学児 
30 

絵本「おおくすと大蛇」

普及活用事業 
４月～３月 

蒲生ふるさ

と交流館 
15 人 不特定多数 0 

蒲生の民話絵本化事業 

第２作目検討 
４月～３月 

蒲生ふるさ

と交流館 
15 人 不特定多数 0 

国際理解や国際親

善を図る事業 

カレン族のコ―ヒのフ

ェアトレード事業 
４月～３月 

蒲生ふるさ

と交流館 
15 人 不特定多数 100 

まちづくり推進に

関する事業 

学びのカモコレ ４月～３月 
蒲生ふるさ

と交流館 
15 人 不特定多数 500 

着地型観光 

「カモコレ」 
未定 

蒲生ふるさ

と交流館 
15 人 不特定多数 1,000 

蒲生ふるさと交流館指

定管理事業 
４月～３月 

蒲生ふるさ

と交流館 
15 人 不特定多数 4,500 
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特定非営利活動法人Ｌａｂ蒲生郷特定非営利活動法人Ｌａｂ蒲生郷特定非営利活動法人Ｌａｂ蒲生郷特定非営利活動法人Ｌａｂ蒲生郷

（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

Ⅰ　経常収益
１　受取会費

正会員受取会費 85,000
賛助会員受取会費 0 85,000

２　受取寄付金
受取寄付金 0 0

３　受取助成金等
受取民間助成金 42,000 42,000

４　事業収益
文化や芸術振興に関する普及・啓発事業 20,000
子どもの情操教育に関する事業 30,000
国際理解や国際親善を図る事業 100,000
まちづくりの推進に関する事業 6,000,000

５　その他収益
受取利息 1,000 6,151,000

経常収益合計 6,278,000

Ⅱ　経常費用
１　事業費

(1) 人件費
職員賃金 3,000,000
ボランティア評価費用 0
人件費計 3,000,000

(2) その他経費
報償費 200,000
会議費 150,000
旅費交通費 10,000
印刷製本費 300,000
事務用品費 100,000

手数料 10,000
消耗品費 100,000
材料費 50,000
賃借料 350,000
通信運搬費 300,000
管理費 250,000
光熱水費 900,000
広告宣伝費 300,000
福利厚生費 30,000
その他経費計 3,050,000

事業費計 6,050,000
２　管理費

(1) その他経費
諸会費 2,000
租税公課 73,000
その他雑費 153,000
その他管理費計 228,000

管理費計 228,000
経常経費計 6,278,000

当期経常増減額
Ⅲ　経常外収益

１　固定資産売却益 0
経常外収益計 0

Ⅳ　経常外費用
１　過年度損益修正損 0

経常外費用計 0
当期正味財産増減額 0
前期繰越正味財産額 1,238,831
次期繰越正味財産額 1,238,831

活　動　予　算　書活　動　予　算　書活　動　予　算　書活　動　予　算　書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

科科科科 目目目目 金金金金 額額額額
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特定非営利活動法人 Lab 蒲生郷定款 

 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この法人は，特定非営利活動法人 Lab 蒲生郷という。 

 （事務所） 

第２条 この法人は，主たる事務所を姶良市蒲生町上久德 2241番地に置く。 

 

   第２章 目的及び事業 

 （目的） 

第３条 この法人は，将来の地域の担い手となる青少年を中心に，地域の住民に対して，自然や文

化，芸術を体験，体感できる場を提供し，芸術文化の振興や環境保全，国際理解に関する事業等

を行い，将来を担う人材育成を図るとともに，地域安全活動等，住民参加型のまちづくりに関す

る事業を行い，もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

 （特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は，前条の目的を達成するため，次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

(1)  保健，医療又は福祉の増進を図る活動  

(2)  社会教育の推進を図る活動 

(3)  まちづくりの推進を図る活動 

(4) 観光の振興を図る活動 

(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

(6)  学術，文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動 

(7)  環境の保全を図る活動 

(8)  地域安全活動 

(9)  国際協力の活動 

(10) 子どもの健全育成を図る活動 

(11) 経済活動の活性化を図る活動 

(12) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡，助言又は援助の活動 

 

 （事業） 

第５条 この法人は，第３条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

① 文化や芸術振興に関する普及・啓発事業 

② 青少年の健全育成に関する研修事業 

③ 子どもの情操教育に関する事業 

④ 国際理解や国際親善を図る事業 

⑤ まちづくり推進に関する事業 

⑥ 地域の観光振興に関する事業 

⑦ 健康増進に関する事業 
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⑧ 公共施設管理運営に関する事業 

 

   第３章 会員 

 （種別） 

第６条 この法人の会員は，次の２種とし，正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」とい

う。)上の社員とする。 

 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体 

 

 （入会） 

第７条 会員の入会については，特に条件を定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは，理事長が別に定める入会申込書により，理事長に申し込

むものとし，理事長は，正当な理由がない限り，入会を認めなければならない。 

３ 理事長は，前項のものの入会を認めないときは，速やかに，理由を付した書面をもって本人に

その旨を通知しなければならない。 

 

 （会費） 

第８条 会員は，総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

 

 （会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは，その資格を喪失する。 

 (1) 退会届の提出をしたとき。 

 (2) 本人が死亡し，又は会員である団体が消滅したとき。 

 (3) 継続して２年以上会費を滞納したとき。 

 (4) 除名されたとき。 

 

 （退会） 

第10条 会員は，理事長が別に定める退会届を理事長に提出して，任意に退会することができる。 

 

 （除名） 

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは，総会の議決により,これを除名する

ことができる。この場合，その会員に対し，議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

 (1) この定款に違反したとき。 

 (2) この法人の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をしたとき。 

 

 （拠出金品の不返還） 

第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は，返還しない。 

 

   第４章 役員及び職員 

 （種別及び定数） 
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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 ２人以上３人以内 

２ 理事のうち，1人を理事長，１人を副理事長とする。 

 

 （選任等） 

第14条 理事及び監事は，総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は，理事の互選とする。 

３ 役員のうちには，それぞれの役員について，その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超

えて含まれ，又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超

えて含まれることになってはならない。 

４ 監事は，理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

 （職務） 

第15条 理事長は，この法人を代表し，その業務を総理する。 

２ 副理事長は，理事長を補佐し，理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは，その職務を

代行する。 

３ 理事は，理事会を構成し，この定款の定め及び理事会の議決に基づき，この法人の業務を執行

する。 

４ 監事は，次に掲げる職務を行う。 

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 

 (3) 前２号の規定による監査の結果，この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しく

は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には，これを総会又は所轄庁に報告す

ること。 

 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には，総会を招集すること。 

 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について，理事に意見を述べ，又は理事会

の招集を請求すること。 

 

 （任期等） 

第16条 役員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず，後任の役員が選任されていない場合には，当該任期の末日後の最初

の総会が終結するまで，その任期を伸長する。 

３ 補欠のため，又は増員により就任した役員の任期は，それぞれの前任者又は現任者の任期の残

存期間とする。 

４ 役員は，辞任又は任期満了後においても，後任者が就任するまでは，その職務を行わなければ

ならない。 

 

 （欠員補充） 

第17条 理事又は監事のうち，その定数の３分の１を超える者が欠けたときは，遅滞なくこれを補
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充しなければならない。 

 

 （解任） 

第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは，総会の議決により,これを解任する

ことができる。この場合，その役員に対し，議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 

 (1) 心身の故障のため，職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき｡ 

 

 （報酬等） 

第19条 役員は，その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には，その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は，総会の議決を経て，理事長が別に定める。 

 

 （職員） 

第20条 この法人に，事務局長その他の職員を置くことができる。 

２ 職員は，理事長が任免する。 

 

   第５章 総会 

 （種別） 

第21条 この法人の総会は，通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

 （構成） 

第22条 総会は，正会員をもって構成する。 

 

 （権能） 

第23条 総会は，以下の事項について議決する。 

 (1) 定款の変更 

 (2) 解散及び合併 

 (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更 

 (4) 事業報告及び収支決算 

 (5) 役員の選任又は解任，職務及び報酬 

 (6) 会費の額 

 (7) 借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。）

の借入れその他新たな義務の負担及び権利の放棄 

 (8) 事務局の組織及び運営 

 (9) その他運営に関する重要事項 

 

 （開催） 

第24条 通常総会は，毎年１回開催する。 

２ 臨時総会は，次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 
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 (1) 理事会が必要と認め，招集の請求をしたとき。 

 (2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があ

ったとき。 

 (3) 第15条第４項第４号の規定により，監事から招集があったとき。 

 

 （招集） 

第25条 総会は，前条第２項第３号の場合を除き，理事長が招集する。 

２ 理事長は，前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは，その日から30日以

内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは，会議の日時，場所，目的及び審議事項を記載した書面により，開催の

日の少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 

 （議長） 

第26条 総会の議長は，その総会に出席した正会員の中から選出する。 

 

 （定足数） 

第27条 総会は，正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 

 （議決） 

第28条 総会における議決事項は，第25条第３項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は，この定款に規定するもののほか，出席した正会員の過半数をもって決し，可否

同数のときは，議長の決するところによる。 

 

 （表決権等） 

第29条 各正会員の表決権は，平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は，あらかじめ通知された事項について，

書面をもって表決し，又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 

３ 前項の規定により表決し，又は表決を委任した正会員は，前２条，次条第１項及び第49条の適

用については，総会に出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について，特別の利害関係を有する正会員は，その議事の議決に加わることができ

ない。 

 

 （議事録） 

第30条 総会の議事については，次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 (1) 日時及び場所 

 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては，その数を付記す

ること。) 

 (3) 審議事項 

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 
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２ 議事録には，議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名又は記名押印

をしなければならない。 

 

   第６章 理事会 

 （構成） 

第31条 理事会は，理事をもって構成する。 

 

 （権能） 

第32条 理事会は，この定款で定めるもののほか，次の事項を議決する。 

 (1) 総会に付議すべき事項 

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

 （開催） 

第33条 理事会は，次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1) 理事長が必要と認めたとき。 

 (2) 理事総数の２分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があ

ったとき。 

 (3) 第15条第４項第５号の規定により，監事から招集の請求があったとき｡ 

 

 （招集） 

第34条 理事会は，理事長が招集する。 

２ 理事長は，前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは，その日から14日以内に理

事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは，会議の日時，場所，目的及び審議事項を記載した書面により，開催

の日の少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 

 （議長） 

第35条 理事会の議長は，理事長がこれに当たる。 

 

 （議決） 

第36条 理事会における議決事項は，第34条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は，理事総数の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。 

 

 （表決権等） 

第37条 各理事の表決権は，平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は，あらかじめ通知された事項について書

面をもって表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は，次条第１項の適用については，理事会に出席したものとみ
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なす。 

４ 理事会の議決について，特別の利害関係を有する理事は，その議事の議決に加わることができ

ない。 

 

 （議事録） 

第38条 理事会の議事については，次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 (1) 日時及び場所 

 (2) 理事総数，出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては，その旨を付記すること。） 

 (3) 審議事項 

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には，議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名又は記名押印

をしなければならない。 

 

 

   第７章 資産及び会計 

 （資産の構成） 

第39条 この法人の資産は，次の各号に掲げるものをもって構成する。 

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

 (2) 会費 

 (3) 寄付金品 

 (4) 財産から生じる収入 

 (5) 事業に伴う収入 

 (6) その他の収入 

 

 （資産の管理） 

第40条 この法人の資産は，理事長が管理し，その方法は，総会の議決を経て，理事長が別に定め

る。 

 

 （会計の原則） 

第41条 この法人の会計は，法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

 

 （事業計画及び予算） 

第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は，理事長が作成し，総会の議決を経なけれ

ばならない。 

 

 （暫定予算） 

第43条 前条の規定にかかわらず，やむを得ない理由により予算が成立しないときは，理事長は，

理事会の議決を経て，予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 

２ 前項の収入支出は，新たに成立した予算の収入支出とみなす。 
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 （予備費の設定及び使用） 

第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため，予算中に予備費を設けることができる。 

２ 予備費を使用するときは，理事会の議決を経なければならない。 

 

 （予算の追加及び更正） 

第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは，総会の議決を経て,既定予算の追加又は更

正をすることができる。 

 

 （事業報告及び決算） 

第46条 この法人の事業報告書，収支計算書，貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は，

毎事業年度終了後，速やかに，理事長が作成し，監事の監査を受け，総会の議決を経なければな

らない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは，次事業年度に繰り越すものとする。 

 

 （事業年度） 

第47条 この法人の事業年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

 

 （臨機の措置） 

第48条 予算をもって定めるもののほか，借入金の借入れその他新たな義務の負担をし，又は権利

の放棄をしようとするときは，総会の議決を経なければならない。 

 

   第８章 定款の変更，解散及び合併 

 （定款の変更） 

第49条 この法人が定款を変更しようとするときは，総会に出席した正会員の４分の３以上の多数

による議決を経，かつ，法第25条第３項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なけれ

ばならない。 

 

 （解散） 

第50条 この法人は，次に掲げる事由により解散する。 

 (1) 総会の決議 

 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

 (3) 正会員の欠亡 

 (4) 合併 

 (5) 破産手続開始の決定 

 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは，正会員総数の４分の３以上の承諾を得な

ければならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは，所轄庁の認定を得なければならない。 
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 （残余財産の帰属） 

第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)をしたときに残存する

財産は，法第11条第３項に掲げる者のうち総会の議決を経て選定した者に帰属するものとする。 

 

 （合併） 

第52条 この法人が合併しようとするときは，総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経，

かつ，所轄庁の認証を得なければならない。 

 

   第９章 公告の方法 

 （公告の方法） 

第53条 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，官報及び南日本新聞に掲載し

て行う。 

 

   第10章 雑則 

 （細則） 

第54条 この定款の施行について必要な細則は，理事会の議決を経て，理事長がこれを定める。 

 

 

   附 則 

 

１ この定款は，この法人の成立の日から施行する。 

 

２ この法人の設立当初の役員は，次に掲げる者とする。 

 理事長   藤谷亜太可 

 副理事長  小山田邦弘 

 理事    丸野博和 

 同     留野真一 

 監事    川崎久志 

 同     鈴木勝喜 

 

３ この法人の設立当初の役員の任期は，第16条第１項の規定にかかわらず，成立の日から平成21年

５月31日までとする。 

 

４ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は，第42条の規定にかかわず，設立総会の定める

ところによるものとする。 

 

５ この法人の設立当初の事業年度は，第47条の規定にかかわらず，成立の日から平成20年３月31

日までとする。 

 

６ この法人の設立当初の会費は，第８条の規定にかかわらず，次に掲げる額とする。 
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年会費  正会員  個人5,000円     団体5,000円 

賛助会員 個人3,000円（１口） 団体3,000円（１口） 

 

附 則（平成 26 年５月 26 日） 

 この定款の変更は、平成26年８月18日から施行する。（所轄庁の認証の日） 

 


