
 

ＮＰＯ法人みなと計画 2019 年度事業活動報告概要 
 
○重点目標：若者への投資の原資となる基金を軌道に乗せて、組織力を高める 

テーマ 結果概要 実績 
1．若者への投資の
原資となる基金を軌
道に乗せて、組織力
を高める 

80％ 

△基金を立ち上げ、運営委員
会を通した給付実績を作るこ
とができた。 
▼資金調達に力を入れて、原
資の劇的な増加は出来なかっ
た。 

〇給付実績 
・件数：検討 9 件、給付 6 件(11 名) 
・給付金額：17.2 万円 

〇基金原資の状況 
・累計基金額  1,005,362 円 

(事務局経費 20％を差引いた分) 
・給付済   172,023 円 
・残 額   833,339 円 

2．若者と向き合い、
声を聴き、社会とつ
なぐ 

70％ 

△フォーラム、ヒアリングを実
施した。 
▼江別の大学生へのアンケー
ト調査事業を行えなかった。 

〇Blue D-DAY2019 開催 
 ・10/20(土) 40 名参加 

・参加者ユースチームが活躍 
〇ヒアリング：6 名 

3．情報発信力を高め
る 
 

70％ 

△情報発信媒体の整備 
・WEB サイトの改修 
▼発信頻度を上げ、フォロワ
ー数の増加につなげるには至
っていない。 

〇WEB サイトをリニューアル 
・Facebook や Twitter との連動が出来

るようになる。 
・＃を付けた効果的な投稿も実験中。 
・LINE 公式アカウントは効果無し。 

4．共に歩む仲間を増
やし、認定 NPO 法人
の取得要件をクリア 
 

70％ 

△会員数の増の地盤整備 
・sales force を導入。 
・会員証を作成 
▼会員数増にはつながらず。 
△団体連携の進捗 
・北海道奨学金ネットワークへ
の加盟。 
・カコタムと ezorock との情
報交換会を実施。 
・コミュニティワーク研究実
践センターと連携した講演会
の実施 

〇SF の活用 
・WEB からのユース会員登録申請 
・基金給付も WEB から申請 
・会員情報の適切な管理が可能 

〇寄付、年会費のオンライン決済が可
能になる。 

〇企業パートナー 
・チエモクさん、パルコーポレーシ

ョンさんに会員証作成を依頼 
・単なる委託ではなく、事業への共

感を元にパートナーとしてのご賛
同を得る。 

〇連携講演会 
・8/13（火）12 名参加 
・初の外部団体との連携講演会 

5．チームが最大限の
力を発揮できる体制
作り 

70％ 

△事務局力の安定化 
・外部委託で作業負担の軽減
と品質向上が出来た。 
▼役員/会員との連携 
・google for nonprofit の導入
は出来たが活用までは至らな
い。 
△ユース会員制度の導入 
・大学生会員から、ユース会
員に定款変更をした。 

〇外部委託事業 
・sales force 導入サポート 
・BDD ユースチームコーディネート 

〇ユースチームの構築 
・BDD の企画運営を通して、みなと

計画に関わるユースチームが出来
た。 

・事業報告会で、新しい層のユース
チームと交流を持てた。 

No 対象/検討日 内容 給付判断 
001 
004 

大学生 6 名 
社会人 1 名 

All GROW のサポートを受けた
就活及び企画指導。 

協定団体枠 ALLGROW 
6,000 円/年・人随時検討 

002 社会人 A さん 退職に伴う札幌への引越し代 緊急給付 5 万円 
給与が出るまでのつなぎ資金 緊急給付 2.2 万円 

003 検討のみ 研修参加費用 事前・事後のヒアリング等を条件に 
005 社会人 B さん カウンセリング受診料 一般給付 本人の希望に応じて 
006 大学生 C さん 団体年会費の補助 学生会員新設につき給付の要なし 

007 
大学生 D さん 
社会人 E さん 
大学生 F さん 

「Art of Hosting 札幌 2019 
 #Youth #SDGs」参加費の補助 

D さん 12,000 円 
E さん 24,000 円 
F さん 30,000 円→職場支給へ 

008 高校生 G さん 生活保護世帯につき、修学旅行
や学用品の支援 

第 6 回運営委員会で検討 
給付は不要だが、関係は維持 

009 社会人 H さん 手持ちの現金が無く、水光熱等
の支払い期限の迫るものを支援 

緊急につき、社協等の制度のつなぎ
として必要最低限の支援を実施。 
・食費/旅費 10,000 円 
・光熱：14,023 円 

 
▶運営委員会開催状況 

回数 月日 内容 
1 7 月 5 日(金) ・委員会の位置付けの説明 ・基金給付検討・基金給付ルール検討 
2 8 月 6 日(火) ・事業進捗状況の確認 ・基金給付検討 
3 9 月 17 日(火) ・事業進捗状況の確認 ・基金給付検討 ・冠基金の設置 
４ 10 月 21 日(月) ・事業進捗状況の確認 ・基金給付検討 
５ 11 月 15 日(金) ・給付要項案の確認  ・今年度の残りの事業 
６ 12 月 25 日(水) ・給付要項案の確認  ・今年度の事業報告 

  
▶ユース会員数の現状 

・ユース会員数：40 名 (2019/12/31 現在) 内訳下表 

所属 所在地 人数 
9/16 12/22 

酪農学園大学 江別市 3 4 
札幌学院大学 江別市 4 4 
北海道教育大学岩見沢校 岩見沢市 7 7 
北海道大学 札幌市 1 2 
東海大学 札幌市 1 1 
北海学園大学 札幌市 0 2 
藤女子大学 札幌市 0 1 
帯広畜産大学 帯広市 0 1 
札幌旭丘高校 札幌市 0 1 
社会人 － 13 16 

合計  27 40 
 

▶基金給付実績内訳 




