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北国も春の陽ざしを感じるころとなりました。皆様にお会い出来ない日々が１年過

ぎました。 

  

昨年来のコロナ禍で、念願の「2020冬季ナショナルゲーム・北海道」開催は苦渋

の直前中止という結果となりました。北海道の地に全国のアスリート・アスリートの

家族・関係スタッフの皆様をお迎えするために、道民のたくさんの皆さんに、ご協

力をいただいての準備の２年間でした。これは今後の活動の中で必ずや活かさ

れていくと信じます。 

 

さて、当会の役員改選がコロナ禍において一年間保留になっておりました。昨年

１２月３日の理事会で「組織再考委員会」を置き、２回の委員会で活発なご意見

の下、組織を再考いたしました。 

 

さて、私、理事長としての仕事は、組織再考までと思っておりました。 

第３回の組織再考委員会で、リレハンメル五輪ノルディック複合団体金メダリスト

阿部雅司氏へ理事長職の襷をお渡ししたい旨をお伝えしたところ、阿部氏と委

員会のみなさまから快諾を頂きました。 

その後新体制の下で新人事をお考えいただきました。 

SON北海道が、SO活動の根幹であるスポーツプログラムの充実でアスリートの笑

顔が輝くことを願います。 

そして私は、一人一人が自分の目標に勇気をもって挑戦し、ゴールまでベストを

尽くした全ての人が勝利者として称えられる温かい理念・ナンバーワンよりオンリ

ーワン、人に勝ことより昨日の自分に克つことを重視する理念が大好きです。 

新体制でのスタートを皆様と共に期待し、SON北海道のより一層の発展をみんな

で応援いたしましょう。 
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    １ 理事長あいさつ 
 
 
   ２ 議長選出 （定足数の確認） 
 
            議事録署名人  氏名；                氏名：  
                                                                                                               

 
    ３ 議 案 

     第1号 2020年度事業報告 

    第2号 2020年度会計・業務監査報告 

         第3号 定款変更の件 

    第4号 役員改選の件 

    第5号  2021年度事業計画    

    第6号  2021年度活動予算 

    第7号 その他 

 
 
    ４ 報告・その他 
 
 
   ５ 議長退任 
 

         
      【資料】 
       SON・北海道正会員及び企業団体賛助会員名簿 

 



 

2020年度事業報告書 
2020年１月１日〜2020年12月31日 

 
  
 Ⅰ SO日本関連事業 
  １、 第7回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・北海道 
     2月21日～23日 於；札幌市、江別市、岩見沢市 
     COVID-19感染拡大の為、中止 
 
  ２、3/28 SO日本地区連絡協議会・事務局長会議 
      3/29 事務局長全国会議、SP委員長全国会議 
        上半期ブロック会議 於；東京 文京学院大学本郷キャンパス 
         COVID-19感染拡大の為、中止 
  
  ３、北海道・東北ブロック会議    幹事地区；SON福島 
     上半期 6/ 6㈯ 14：00～  オンライン  楢山・大山出席 
       下半期   9/ 5㈯ 14：00～  オンライン  楢山・大山出席 
 
 
  
Ⅱ ＳＯＮ北海道事業 
   １、2020年度定期総会  6月 書面表決にて議事承認 
  
        ２、理事会・運営委員会 
        運営委員会  9月24日(土) オンライン  
                理事会     12月 3日(木)    オンライン  
 
      ３、その他会議 
         三役、スタッフ連絡オンライン会議 ： 随時 
    
  
 
Ⅲ 各プログラム報告 
    札幌、紋別、名寄、函館、旭川、釧路、網走活動報告書のとおり 
 

 

 
 

 

 

1号議案 



1号議案

月 始 終 内　　　　　　　　容 場所 始 終 内　　　　　　　　容 場所

全般（スポーツ以外） スポーツ関連

1 10 2020NWG実行委員会

2 7 2020NWG実行委員会

21 2020NWG実行委員会（臨時） 21 23 2020ナショナルゲーム・北海道（中止）

3

28 SO日本地区連絡協議会・地区マネジメント交流会 東京

29 全国事務局長会議・SP委員長会議・上半期ブロック会議 東京

4

5

三役会議 オンライン

6 定期総会（書面）

6 北海道・東北上半期ブロック会議 オンライン

7

EKSデー

30 三役会議 札幌市

8 1 SONスポーツプログラム部会 オンライン

21 三役会議 オンライン

29 SON北海道スポーツプログラム連絡会議

9 5 北海道・東北下半期ブロック会議 オンライン スポーツプログラム再開準備開始

24 運営委員会 オンライン

10

11 10 三役会議 オンライン

12 3 理事会 オンライン

17 三役会議 オンライン

全般（スポーツ以外） スポーツ関連

① 2020冬季ナショナルゲーム開催 中止 ① 2022冬季ワールドゲーム選手団 派遣中止

② 役員改選 ； 事務局体制 保留 ② スポーツプログラム、競技会計画と実践

③ 専門部会設置の検討 保留 コロナ禍、プログラム自粛／9月再開

　　　　　特定非営利活動法人　スペシャルオリンピックス日本-北海道

2020年度事業報告
COVID-19感染対策の為、SO活動は自粛となりました。

2020年度事業目標及び取組み



月 始 終 内　　　　　　　　容 場所 始 終 内　　　　　　　　容 場所

全般（スポーツ以外） スポーツ関連

1 4 スケートプログラム 星置スケート場

4 スケート特別練習会 月寒体育館

5 スケート特別練習会 月寒体育館

11 クロカン

12 札幌プログラム説明会 社会福祉総合センター 12 スケート特別練習会 星置スケート場

14 定例会 サン広告

　 17 Bリーグナショナルゲーム大会PR みなみの杜支援高等学校体育館

19 スケートプログラム 星置スケート場

19 クロカン

23 スケート特別練習会 美香保体育館

24 スケート特別練習会 真駒内アイスアリーナ

24 水泳

25 クロカン

25 勉強会 社会福祉総合センター

26 壮行会 ANAホリデーイン

31 スケート特別練習会 真駒内アイスアリーナ

2 2 クロカン

5 スケート特別練習会 美香保体育館

8 スケートジャッジ講習会 美香保体育館 8 スケート特別練習会 星置スケート場

8 クロカン

9 フィギュアスケート市民大会 美香保体育館

9 クロカン

11 スケート特別練習会 真駒内アイスアリーナ

14 水泳

28 水泳

3 ８月末まで活動自粛。

4

5 28 コーチ会議 ZOOM

6 28 コーチ会議 ZOOM

7

8 2 コーチ会議 エルプラザ

29 勉強会 社会福祉センター

9 13 体力トレーニング 中島体育センター

20 水泳練習会 豊平プール

10 11 体力トレーニング 北ガスアリーナ

11 水泳練習会 豊平プール

17 スケート練習会 月寒体育館

18 水泳練習会 豊平プール

11 1 水泳練習会 豊平プール

8 コーチ会議 社会福祉センター 8 スケート練習会 美香保体育館

12 活動自粛

2020年度SON北海道　活動報告

札幌プログラム



月 始 終 内　　　　　　　　容 場所 始 終 内　　　　　　　　容 場所

全般（スポーツ以外） スポーツ関連

1 全体会議打ち合わせ スキー・スノーシュープログラム説明会 はーとぴあ２１

紋別地区全体会議&新年会 スキープログラム開始（水曜日） 大山スキー場

スキー・スノーシュープログラム開始（日曜日） 大山スキー場

2 定例会議 はーとぴあ２１ スキー・スノーシュープログラム 大山スキー場

ファミリー委員会 陸上・ボウリング・水泳説明会 未実施

表敬訪問 21 23 冬季NG大会 中止

3 定例会議 はーとぴあ２１ スキー・スノーシュープログラム 中止

サンキューパーティー 花園センター 市民スキー大会&発表会 中止

ボウリングプログラム開始 中止

4 定例会議 はーとぴあ２１ ボウリングプログラム 中止

ファミリー委員会 北路 ハートシャルの会との交流会 中止

5 定例会議 はーとぴあ２１ 陸上プログラム開始（水曜日） 中止

ファミリー委員会 北路 水泳プログラム開始（土曜日） 中止

6 高等看護学院バザー参加 紋別高等看護学院 陸上プログラム 中止

定例会議 はーとぴあ２１ 水泳プログラム 中止

ファミリー委員会 北路 陸上・水泳コーチクリニック 未実施

7 定例会議 はーとぴあ２１ 陸上プログラム 中止

ファミリー委員会 北路 水泳プログラム 中止

はーとぴあ２１ 札幌ドームマラソン 中止

紋別まちなか芸術館

8 定例会議 はーとぴあ２１ 陸上プログラム 中止

ファミリー委員会 北路

9 定例会議 はーとぴあ２１ 第35回たんのカレーライスマラソン 中止

ファミリー委員会 北路 ボウリング・水泳プログラム説明会 未実施

10 ボウリング&水泳プログラム説明会 未実施

ファミリー委員会 北路 おこっぺ乳の里マラソン大会 中止

定例会議 はーとぴあ２１ ボウリングプログラム開始 中止

水泳プログラム開始 中止

11 ボウリングプログラム 中止

ファミリー委員会 北路 水泳プログラム 中止

定例会議 はーとぴあ２１

12 サンキューパーティー 花園センター 水泳プログラム 中止

ファミリー委員会 北路 ボウリングプログラム 中止

地区運営委員会 はーとぴあ２１

2020年SON北海道紋別プログラム活動報告

2020



月 始 終 内　　　　　　　　容 場所 始 終 内　　　　　　　　容 場所

全般（スポーツ以外） スポーツ関連

12 冬季プログラム（ALスキー②） ピヤシリスキー場

15 定例会議 名寄市立大学 18 冬季プログラム（XCスキー③）ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ合同 健康の森

19 冬季プログラム（ALスキー③） ピヤシリスキー場

26 冬季プログラム（ALスキー④） ピヤシリスキー場

2 1 2 NG北海道アルペンスキー練習会 ピヤシリスキー場

11 SOサークル卒業生を送る会 名寄市立大学 8 冬季プログラム（XCスキー④） 健康の森

11 ＳＯサークル追いコン つぼ八 15 冬季プログラム（XCスキー⑤） 健康の森

12 定例会議 名寄市立大学 16 冬季プログラム（ALスキー⑤） ピヤシリスキー場

21 23 第７回冬季ナショナルゲーム（中止） 札幌、江別、岩見沢

3 5 定例会議 名寄市立大学

15 ＳＯＮ北海道定期総会（中止） 札幌

＊後日、書面表決にて総会成立

4

イオンイエローレシートキャンペーン贈呈式

5

6 9 SON北海道 SP委員会 オンライン会議

7 9 定例会議 よろーな会議室和室

8 20 定例会議 よろーな会議室和室

29 スポーツプログラム連絡会議 札幌・オンライン

9 5 水泳練習会① 南プール

17 定例会議 名寄市立大学 19 SO説明会（勉強会） 名寄市立大学

19 SOサークル新入生歓迎会 19 陸上プログラム① 大学公園

26 NHK札幌放送局による取材 文化センター多目的ホール 26 陸上プログラム② 文化センター多目的ホール

27 ボウリングプログラム① 朝日ボウル

10 3 陸上プログラム③ 大学公園

15 定例会議 名寄市立大学 4 ボウリングプログラム② 朝日ボウル

18 ボウリングプログラム③ 朝日ボウル

11 8 ボウリングプログラム④ 朝日ボウル

19 定例会議 オンライン

12 1 北海道障がい者スポーツ学生フォーラム オンライン

2020活動報告会 中止

21 定例会議 オンライン

26 SOサークルミーティング オンライン

2020年度SON北海道　活動報告

名寄プログラム

1



函館プログラム活動報告

月 始 終 内　　　　　　　　容 場所 始 終 内　　　　　　　　容 場所

全般（スポーツ以外） スポーツ関連

1

14 北海道NG　函館組打合せ 12 スノーシューイングプログラム 教育大学函館校

2 1 スノーシューイングプログラム 教育大学函館校

9 スノーシューイングプログラム 教育大学函館校

16 スノーシューイングプログラム 教育大学函館校

3

4

5

6

7 18 19 教育大学函館校　サークルオリエンテーション 教育大学函館校

8 27 函館プログラム　夏季説明会 教育大学函館校

9

10 11 バスケプログラム／ヤングアスリートプログラム 教育大学函館校

13 ゴルフプログラム アクシス

25 バスケプログラム／ヤングアスリートプログラム 教育大学函館校

27 ゴルフプログラム アクシス

11 8 バスケプログラム／ヤングアスリートプログラム 教育大学函館校

10 ゴルフプログラム アクシス

22 バスケプログラム／ヤングアスリートプログラム 教育大学函館校

12 13 バスケプログラム／ヤングアスリートプログラム 教育大学函館校

月 始 終 内　　　　　　　　容 場所 始 終 内　　　　　　　　容 場所

2020 全般（スポーツ以外） スポーツ関連

1 日曜、アルペン、スノーシュー、XCスキープログラム 富沢クロカンコース

18 Bリーグユニファイドスポーツフェスタ参加（２名） 札幌 毎週火木（夜）、スノーボードプログラム サンタP

25 26 XC強化練習 旭川 18 バスケットボールプログラム おぴった

2 8 雪あかり壮行会 日曜、アルペン、スノーシュー、XCスキープログラム 富沢クロカンコース

18 旭川市長表敬訪問 毎週火木（夜）、スノーボードプログラム サンタP

中止 SO2020北海道NG

3

4 中止 旭川地区運営会議 中止 毎週日曜、陸上プログラム（冬季メンバー含む） おぴった

中止 旭川地区反省会

中止 夏季説明会 中止 バスケプログラム おぴった

中止 旭川地区SP部会

5 中止 卓球コーチクリニック 中止 毎週日曜、陸上プログラム（冬季メンバー含む） おぴった

中止 陸上コーチクリニック 中止 バスケプログラム おぴった

6 中止 毎週日曜、陸上プログラム（冬季メンバー含む） おぴった

中止 バスケプログラム おぴった

7 中止 ストレッチ講習会

8 中止 旭川地区夏季交流会

中止 1 旭川夏まつりUD7神輿

9

中止 27 旭川ハーフマラソン 花咲総合公園

10 中止 4 北海道障がい者スポーツ大会 千歳市

中止 18 バリアフリーおもちゃ博 おぴった

11 北海道アダプテッド陸上競技会 花咲陸上競技場

11 メール 旭川地区SP部会

中止 冬季説明会

中止 旭川地区ファミリー・スタッフ懇親会

中止 アダプテッドバスケ大会

12

2020年度スペシャルオリンピックス日本・北海道

２０２０年度SON北海道　旭川プログラム活動報告



月 始 終 内　　　　　　　　容 場所 始 終 内　　　　　　　　容 場所

全般（スポーツ以外） スポーツ関連

1 18 ボッチャ・フライングディスク・フロアホッケー サンアビくしろ

2 2 トーチラン実施 氷祭り会場 15 ボッチャ・フライングディスク・フロアホッケー サンアビくしろ

3 15 ボッチャ・フライングディスク・フロアホッケーサンアビくしろ

コロナウィルス流行のため中止

4 18 ボッチャ・フライングディスク・フロアホッケー サンアビくしろ

コロナウィルス流行のため中止

5 16 ボッチャ・フライングディスク・フロアホッケー サンアビくしろ

コロナウィルス流行のため中止

6 20 ボッチャ・フライングディスク・フロアホッケー サンアビくしろ

コロナウィルス流行のため中止

7 18 ボッチャ・フライングディスク・フロアホッケー サンアビくしろ

コロナウィルス流行のため中止

8 15 ボッチャ・フライングディスク・フロアホッケー サンアビくしろ

コロナウィルス流行のため中止

9 19 ボッチャ・フライングディスク・フロアホッケー サンアビくしろ

コロナウィルス流行のため中止

10 17 ボッチャ・フライングディスク・フロアホッケー サンアビくしろ

コロナウィルス流行のため中止

11 21 ボッチャ・フライングディスク・フロアホッケー サンアビくしろ

コロナウィルス流行のため中止

12 18 ボッチャ・フライングディスク・フロアホッケー サンアビくしろ

コロナウィルス流行のため中止

月 始 終 内　　　　　　　　容 場所 始 終 内　　　　　　　　容 場所

スポーツ関連

1 19 ボッチャ・フライングディスク 日本体育大学付属高等支援学校

2 9 ボッチャ・フライングディスク 日本体育大学付属高等支援学校

3 9 ボッチャ・フライングディスク 日本体育大学付属高等支援学校

コロナウィルス流行のため中止

4 13 ボッチャ・フライングディスク 日本体育大学付属高等支援学校

コロナウィルス流行のため中止

5 11 ボッチャ・フライングディスク 日本体育大学付属高等支援学校

コロナウィルス流行のため中止

6 8 ボッチャ・フライングディスク 日本体育大学付属高等支援学校

コロナウィルス流行のため中止

7 13 ボッチャ・フライングディスク 日本体育大学付属高等支援学校

コロナウィルス流行のため中止

8 17 ボッチャ・フライングディスク 日本体育大学付属高等支援学校

コロナウィルス流行のため中止

9 14 ボッチャ・フライングディスク 日本体育大学付属高等支援学校

コロナウィルス流行のため中止

10 12 ボッチャ・フライングディスク 日本体育大学付属高等支援学校

11 9 ボッチャ・フライングディスク 日本体育大学付属高等支援学校

12 14 ボッチャ・フライングディスク 日本体育大学付属高等支援学校

２０２０年度SON北海道　活動報告

釧路プログラム

網走プログラム



2号議案

内　　訳
Ⅰ 経常収益

1 受取会費
個人正会員受取会費 １口５，０００円×79 395,000
団体正会員受取会費 １口１０，０００円×19 190,000
個人賛助会員受取会費 １口３，０００円×16 48,000
団体賛助会員受取会費 １口１０，０００円×41 410,000 1,043,000

2 受取寄付金
受取寄付金
　指定寄付金 ＮＧ/ＷＧ 0
　特別寄付金 富士ゼロックス・端数倶楽部 他 255,000
　一般寄付金 自販機・募金　他 266,739 521,739

3 受取助成金
受取助成金 ＭＤＳＤ日本会 100,000

100,000
4 事業収益

各種参加費負担収益
ＮＧ/ＷＧ 0
北海道/東北ﾌﾞﾛｯｸ大会 0
名寄ｽｷｰｷｬﾝﾌﾟ 0
サンキューﾊﾟｰﾃｨ他 0
スポーツプログラム参加費 50,760
ＡＩＵ/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険 27,250 78,010

5 その他収益
受取利息 利息（普通） 20
雑収入 20

経常収益計 1,742,769
Ⅱ 経常費用

1 事業費
① 人件費

給料手当 0
法定福利費 0
人件費計 0

② 人件費以外の経費
スポーツプログラム事業費 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ・スキー他 89,805
競技会事業費 北海道/東北ﾌﾞﾛｯｸ大会 0

ＮＧ/ＷＧ負担経費　キャンセル料他 226,046
研修費 SO日本全国代表者会議キャンセル料 12,680
広報事業費 ホームページ保守 5,313
行事費 V壮行会選手団飲食他 10,642

人件費以外の経費 344,486
事業費計 344,486

2 管理費
① 人件費

給料手当 0
人件費計 0
旅費交通費 運営委員会 他 50,150
会議費 ビデオ会議システム料代他 25,973
通信運搬費 資料発送代・切手・電話料他 117,348
水道光熱費 電気料 23,288
消耗品費 コピー用紙・封筒代・印刷他 206,915
賃借料 事務所管理費1-12月 169,440
保険料 ＡＩＵ/ﾎﾗﾝﾃｨｱ保険 27,250
雑費 会費・お見舞い・香典・振込料他 65,675
人件費以外の経費 686,039

管理費計 686,039
経常費用計 1,030,525

当期正味財産増減額 712,244
前期繰越正味財産額 2,605,683
その他事業より組入れ 0
次期繰越正味財産額 3,317,927

設立8年度　特定非営利活動に係る事業会計　活動報告書
R2.1.1　　から　　R2.12.31まで

特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・北海道
（単位：円）

科　　目 金　　　額



特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・北海道

Ⅰ資産の部
　　１　流動資産

現金 302,770

普通預金 3,095,157

定期預金 0

前払費用 0
仮払金 0

0

貯蔵品 0
流動資産合計 3,397,927

　　２　固定資産
0

固定資産合計 0

資産合計 3,397,927

Ⅱ負債の部
　　１　流動負債

未払金 0
前受金 R3年分企業賛助会費 80,000

80,000
流動負債合計 80,000

　　２　固定負債
固定負債合計 0

負債合計 80,000

正味財産額 3,317,927

令和2年12月31日現在
現金預金の内訳
地区 現金 普通預金 計

54,212 会計
北海道 27,671 事務局長

2,495,908 北洋銀行
19,029 北星信金

紋別 220,887 150,828

札幌 0 86,286

名寄 0 79,028

函館 0 220,054

釧路 0 44,024

計 302,770 3,095,157 3,397,927

86,286

79,028

220,054

44,024

設立8年度　特定非営利活動に係る事業会計　　　貸借対照表

R2.1.1　　から　　R2.12.31　まで

科　　目　・　摘　　要 金　　額　　（単位：円）

2,596,820

371,715





３号議案 定款変更に関する件

⑴第4章 役員 第13～15条 追加と変更

⑵ 第10章 公告の方法 変更

改正前 改正後

第4章 役員
（種別及び定数）
第13条 この法人に次の役員を置く。

⑴ 理事10名以上25名以内
⑵ 監事 2名

２ 理事の中から、理事長1名、副理事長
2名以内を置くこととする。

（選任等）
第14条

２ 理事長、副理事長は、理事の互選と
する。

（職務）
第15条

３ 理事長以外の理事は、この法人の業務
について、この法人を代表しない。

第10章 公告の方法
（広告の方法）
第59条 この法人は、この法人の掲示場に掲示

するとともに、官報に掲載して行う。

第4章 役員
（種別及び定数） （追加）
第13条 この法人に次の役員を置く。

⑴ 理事10名以上25名以内
⑵ 監事 2名

２ 理事のうち、1名を理事長とする。
３ 理事長以外の理事のうち、副理事長若干名
と常任理事若干名を置くことができる。

（選任等） （追加）
第14条

２ 理事長、副理事長、常任理事は、理事の互
選とする。

（職務） （追加変更）
第15条

３ 常任理事は、理事長及び副理事長を補佐
し、当法人の業務を執行する。

３→４
４→５
５→６ （それぞれ変更）

第10章 公告の方法 （変更）
（広告の方法）
第59条 この法人の公告は、この法人の電子広告

（ホームページ）に掲示に掲載して行う。



2021年　役員改選

氏　　名 役　職　等 任期

理事長 阿部　雅司 前SO日本理事、冬季五輪金メダリスト 新

副理事長 池﨑　潤 札幌プログラム代表、会社役員 新

事務局長 中田　公成 会社役員 新

常任理事 楢山　雪枝 前事務局長、ＳＯ日本ナショナルトレーナー 新

常任理事 細谷　一博 函館プログラム事務局、北海道教育大学教授 新

理事 遠藤　和之 会社役員 新

理事 大山　祐太 スポーツプログラム委員長、北海道教育大学准教授 新

理事 今野　征大 旭川プログラム事務局、教諭 3

理事 塩﨑　日奈 会社員、名寄市立大学SOサークルOG 新

理事 鈴木　靖 北海道オールオリンピアンズ事務局長 新

理事 袖城　浩二 ソニー生命JAIFA 新

理事 鶴嶋　浩二 会社役員、ライオンズクラブ国際協会委員 新

理事 髙木　篤司 京王観光㈱札幌支店長 新

理事 田頭　理 弁護士 4

理事 田中　豊一 釧路プログラム代表、教諭 4

理事 本間　　明 会計責任者 4

理事 吉野　隆宏 函館プログラム代表、特別支援学校校長 4

監事 大黒　伸一 SONスポーツトレーナー、前ファミリー委員長 3

監事 楢山　秀明 元ＳＯ日本理事、会社役員 新

理事長・副理事長・常勤理事以下、五十音順

4号議案　役員改選に関する件

特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・北海道



2021年度事業計画
2021年１月１日〜2021日年１２月３１日

Ⅰ SO日本関連事業
１、 3/27 SO日本地区連絡協議会・事務局長オンライン会議

3/28 事務局長全国会議、SP委員長全国会議 オンラインにて

２、北海道・東北ブロック会議 幹事地区；SON北海道
上半期 3/28 オンライン
下半期 9/予定

Ⅱ ＳＯＮ北海道事業
１、2020年度定期総会 ３月 オンラインおよび書面にて表決

２、理事会、各会議
年間計画、および各部会にて随時開催
コロナ禍、オンライン形式で行い、対面会議が必要な場合は
少人数短時間で行う。

３、北海道地区大会の開催
２０２２夏季ナショナルゲーム・広島の予選会を含む。

Ⅲ 各プログラム活動
1、スポーツプログラム

２，ノンスポーツプログラム

３，ボランティア・コーチ研修新システム

５号議案



6号議案

内　　訳

Ⅰ 経常収益
1 受取会員

個人正会員受取会費 １口５，０００円×100 500,000
団体正会員受取会費 １口１０，０００円×20 200,000
個人賛助会員受取会費 １口３，０００円×20 60,000
団体賛助会員受取会費 １口１０，０００円×50 500,000 1,260,000

2 受取寄付金
受取寄付金
　指定寄付金 0
　特別寄付金 端数倶楽部 他 300,000
　一般寄付金 資金造成・募金・廃品回収・自販機　他 400,000 700,000

3 受取助成金
受取助成金 0

0
4 事業収益

各種参加費負担収益 各種プログラム・競技会参加・EKS他 500,000
ＡＩＵ/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険 40,000

540,000
5 その他収益

受取利息 0
雑収入 0 0

経常収益計 2,500,000
Ⅱ 経常費用

1 事業費
① 人件費

給料手当 0
法定福利費 0
人件費計 0

② 人件費以外の経費
スポーツプログラム事業費 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ・水泳・陸上・ｽｷｰ・ｸﾛｶﾝ他 500,000
競技備品費 競技用具代 200,000
競技会事業費 0
研修費 コーチ研修・専門委員他 150,000
広報事業費 北の大地他 250,000
行事費 V説明会・ｻﾝｷｭｰ・EKS他 250,000
人件費以外の経費 1,350,000

事業費計 1,350,000
2 管理費

① 人件費
給料手当 アルバイト 180,000
人件費計 180,000
旅費交通費 運営委員会・旅費他 250,000
会議費 会場費・駐車場他 50,000
通信運搬費 資料発送代・切手・電話他 150,000
水道光熱費 電気料 30,000
消耗品費 コピー用紙・封筒代・印刷他 200,000
賃借料 事務所管理費他 200,000
保険料 ＡＩＵ/ﾎﾗﾝﾃｨｱ保険 40,000
雑費 会費・香典・振込料他 50,000
人件費以外の経費 970,000

管理費計 1,150,000
経常費用計 2,500,000

当期正味財産増減額 0
仮払金（準備金支出）
前期繰越正味財産額 3,317,927
その他事業より組入れ
次期繰越正味財産額 3,317,927

設立9年度　特定非営利活動に係る事業会計　活動予算書
R3年　1月　1日から　R3年　12月　31日まで

特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・北海道
（単位：円）

科　　目 金　　　額
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