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特定非営利活動法人
北海道を発信する写真家ネットワーク

Ⅰ

事業の成果
平成２８年度総会において議決承認された事業を基本とし、各会員の献身的な協力を得て各種事

業を実施しました。さらに、当初事業計画を実施・推進する中で派生した、定款に列記する事業の
範疇かつ法人の目的に適い、また、法人の収益および知名度の向上等に資すると理事会において判
断した事業について、当初事業計画の事業に加えて実施しました。この追加事業の実施にあっても 、
各会員の献身的な協力を得て実施したことは論を俟たないところです。結果、事業の実施および達
成状況はおよそ満足なものと判断します。
また、財政面では、収益事業の積極的な推進、滞納会費の収納整理など、収入増加策に加え、経
費の効率的な支出を通じて、収益の最大化を目指しました。このほか、会員各位よりご厚志（寄
付）を受けたところです。結果、健全な財政状態を確保して平成２８年度を終了したところであり 、
その財政状況は満足なものと判断しています。
平成２８年度に実施した主な事業の実施ならびに成果の概要は次のとおりです。なお、昨年度に
引き続き、札幌市写真文化振興事業補助金を受け事業を実施したところですが、補助金対象事業に
ついては事業名の後に「（札幌市写真文化振興事業）」と表記しています。また、定款に列記され
る事業各号を横断する内容で「ＳａｐｐｏｒｏＰｈｏｔｏ」事業を実施しましたので、当該事業に
あっては、事業名の後に「（ＳａｐｐｏｒｏＰｈｏｔｏ）」と表示しています。この、「Ｓａｐｐ
ｏｒｏＰｈｏｔｏ」事業については各号記載ののちにその目的等を別途記載いたします。
また、本年度は、特定非営利活動以外の事業を実施しませんでしたので、その他の事業について
の記載は省略することとします。

１．特定非営利活動にかかる事業
Ａ：当初計画の事業
⑴北海道をテーマとする写真作品をＨＰにて展示する事業
当法人が開設するＷｅｂサイト（www.northfinder.jp）にて、北海道をテーマとした写真
作品を発信・紹介をしたほか、会員紹介ページなどの維持・管理を実施しました。
⑵北海道をテーマとする写真作品の展示事業
⑲北允条はぽ�ゥ歴史写真丸≧札幌市写真文佳振興事業∞
北１条地下駐車場付属公共通路の札幌駅前地下歩行空間との接続部に設置されている、
「北一条さっぽろ歴史写真館」（開設は札幌市）の展示作品選定および入替を実施しまし
た。同施設は、開設以来当ＮＰＯで作品選定等の管理を担当しています。
平成２８年度は、１０月初頭まで平成２７年度に展示を開始した第１２弾の「市民の足、
新たな時代へ ループ化記念『札幌市電』」の作品展示を継続し、平成２８年１０月３日
に第１３弾として「ビールのまち札幌」をテーマに選定した作品に入れ替え、展示しまし
た。
その後、平成２９年３月２７日に、第１４弾「中島公園」をテーマとして選定した作品
と入れ替えを行いました。
なお、第１４弾は、平成２９年度事業となる第１５弾の入替（テーマ等未定・平成２９

年８月を予定）まで継続して展示をおこなう予定としています。
⑳£はぽ�ゥ架族よ歴史写真％展≧SSaappppoorrooPPhhoottoo//札幌市写真文佳振興事業∞
本事業は、札幌市民よりおもに昭和の風物等が判る家族写真の提供を募り、展示。あわ
せて、展示した写真を収載した図録を作成し配布しました。（この図録はセミナー事業等
の実施報告を含んでいます）
⑶写真技術の普及および写真市場の知識を醸成するセミナー事業
⑲ねゃ�写真教室£親子め写真オ撮ゥだ“％≧SSaappppoorrooPPhhoottoo//札幌市写真文佳振興事業∞
ＳａｐｐｏｒｏＰｈｏｔｏのセミナー事業の一として、親子で写真を撮ろう！をテーマ
に、プレミアホテル札幌中島公園の協賛により同ホテルを会場に写真教室を実施しました
この写真教室では、株式会社ニコンイメージングジャパンの協賛により一眼レフカメラの
貸出を実施しています。
⑳写真評論架…飯沢耕太郎氏講猿廻≧SSaappppoorrooPPhhoottoo//札幌市写真文佳振興事業∞
⑵の③の事業と連携し、写真評論家・飯沢耕太郎氏をお招きし、芸術表現の手段として
のみならず記録という側面を持つ写真における表現をテーマに講演会を実施しました。
�飯沢耕太郎氏ン【�ルチΓヂΕラ�【≧SSaappppoorrooPPhhoottoo∞
飯沢耕太郎氏による個別ポートフォリオレビューを実施しました。
⑷北海道をテーマとするあらゆる形態の写真作品の販売事業
⑲ｐぁ�ニΜマΜボ向���に写真提供≧販売∞
株式会社ＡＩＲＤＯ（本社：札幌市）が、各種Ｗｅｂサービス上で展示・提供するため
の画像を販売しました。本事業では、北海道の写真家が北海道の航空会社と共に北海道を
テーマとした作品を紹介することによって、北海道の魅力を全国ないし世界へより一層ア
ピールする事を目的に実施しており、平成２８年度事業期間中にはのべ１万件以上のアク
セスないしプッシュ配信を通じて、北海道の魅力のアピールに寄与することができました。
⑳胤刷���物向���に写真提供≧販売∞
株式会社ＡＩＲＤＯに、同社２０１７年カレンダー向けの画像を販売しました。販売先
が配布したカレンダーが実用に供されることにより、北海道の風土風俗とその魅力を発信
し、そのアピールに寄与しています。
⑺その他事業の実施のために必要な事項
∈東川町国際写真ルタパマセユΔをよ協力
上川郡東川町で開催された、第３２回東川町国際写真フェスティバルの事業運営に協力
を実施しました。（「ストリートギャラリー」企画の参加募集チラシの製作、参加予約受
付ならびに当日現場受付）

Ｂ：当初計画事業から派生し、理事会の判断で追加実施した事業
⑵北海道をテーマとする写真作品の展示事業
∈危業て主催びィ北皆道オマ【ヴゅ巌�写真展をよ協力
企業が主催する、北海道をテーマに含んだ写真展の実施に協力し、展示写真の加工・編
集および展示パネル製作、展示作業までを一括して有償で担当し、北海道に根ざす企業の
アピールに寄与するとともに、北海道の風土風俗とその魅力を紹介しました。
∈550000mm 美���術丸ゅつにィ£北允条はぽ�ゥ歴史写真丸％我去展示作よ展示
札幌市営地下鉄大通駅〜バスセンター前駅間に設置されている 500m 美術館において、
過去、北一条さっぽろ歴史写真館で展示した作品の縮小版を展示し、さっぽろの歴史的写
真を再紹介するとともに、法人の活動アピールに寄与しました。
⑹北海道をテーマとするあらゆる形態の写真作品の出版事業
∈£AAIIRRDDOO  CCAALLEENNDDAARR  22001177％よ出版…販売よ実施
Ａの⑷-② として実施したカレンダー向け画像提供展示事業を基礎に、弊法人が一般に
向けての出版・販売主体となって、ＡＩＲＤＯ ＣＡＬＥＮＤＡＲ ２０１７を広く一般
に向け販売しました。販売先が配布したカレンダーに加え、販売によって市井に広まり、
実用に供されることにより、北海道の風土風俗とその魅力を発信し、そのアピールに寄与
しています。

《「ＳａｐｐｏｒｏＰｈｏｔｏ」事業について》
【ＳａｐｐｏｒｏＰｈｏｔｏ事業のめざすもの】
明治初期、街が開拓されてゆく様子から写真に残されているという、世界でも数少ない都市である札幌。
その歴史的重要性を背景に、“創造都市”を掲げる札幌市における写真分野の創造を牽引する新世代のクリ
エーターの誕生ならびに成長・育成のための環境を整える一助とし、また、札幌市民の写真文化への関与を
増加させ、市民の写真文化の向上および理解促進を図る。

「ＳａｐｐｏｒｏＰｈｏｔｏ」事業は、札幌市および北海道の写真文化を担う若年層の育成、
ならびに札幌市および北海道における写真文化の一層の発展と理解の増進、写真家のへの理解の
促進を目的として、平成２７年度より開始した事業です。
（なお、「ＳａｐｐｏｒｏＰｈｏｔｏ」の名称は、事業およびこれら目的のための活動を包括し
た名称です。）
本年度は、弊法人における特定非営利活動にかかる事業のうち、おもに「 ⑵北海道をテーマと
する写真作品の展示事業」「⑶写真技術の普及および写真市場の知識を醸成するセミナー事業」
に属する内容（および付帯事業）で構成しました。

※本年度は、特定非営利活動以外の事業を実施しませんでした。

Ⅱ

事業の実施に係る事項

１．特定非営利活動にかかる事業
また、本年度は、特非営利活動以外の事業を実施しませんでしたので、その他の事業についての
表は省略することとします。
当該事業の実施日時
定款における事業名

具体的な事業内容

従事者人数
⑴北海道をテーマとす 北海道をテーマとする写真作品
る写真作品を展示す をＷｅｂサイト上で公開
るＨＰの運営事業
⑵北海道をテーマとす 北一条さっぽろ歴史写真館
る写真作品を展示す （札幌市写真文化振興事業）
る事業
さっぽろ家族の歴史写真展
（SapporoPhoto/札幌市写真文
化振興事業）
企業主催の北海道をテーマに含
む写真展への協力

500m 美術館における「北一条
さっぽろ歴史写真館」過去展示
作の展示

通年

人数

インターネット上

国内外においてインターネット
利用環境を有する企業・団体・
その他個人

のべ 47 名

のべ 15,000 人(PV)

通年

地下歩行空間ならびに北１条地
下駐車場附属公共通路の通行者

北一条さっぽろ歴史写真館
のべ 20 名

5〜8 万人/日

11/3〜11/7

札幌市民

鴨々堂
のべ 20 名

およそ 90 人

12/18

施設を利用する市民

新千歳空港
12,000 人(推定値)

4/1〜5/31

通路を利用する市民

500m 美術館

40
算定不能
写真文化に興味のある市民
91
20 名

飯沢耕太郎氏ポートフォリオレ
ビュー
（SapporoPhoto）

12/6

のべ 2 名

7名

こども写真教室「親子で写真を
撮ろう」
（SapporoPhoto/札幌市写真文
化振興事業）

11/6

写真撮影にに興味のある市民
（親子）

画像の販売(印刷物用)

写真による創作表現活動を行っ
ている市民

鴨々堂

プレミアホテル中島公園 札幌
のべ 12 名

19 組 26 名

通年

販売先が管理運営する Web コン
テンツを閲覧利用出来る者

販売先が管理運営する web コン
テンツ上

のべ 10,000 人超

通年

販売先および販売先が製作する
カレンダーの配布先

印刷物（カレンダー）上
のべ 13 名

***

407

***

⑹北海道をテーマとし 「AIRDO CALENDAR 2017」の出
て含むあらゆる形態 版販売
の写真作品の出版事
業

9/30〜1/31（販売期間)
2017/1/1〜12/32（供用期間）

のべ 10 名

300 人（販売先実績値）

⑺上記の事業の達成に 東川町国際写真フェスティバル
必要なその他の事業 への協力

募集･準備 6/1〜7/29
実施 7/30･31

東川町国際写真フェスティバル
参加者

不特定多数の購入者
406

印刷物（カレンダー）上

41

北海道上川郡東川町

注

312

（配布数）1,000 件
実施せず

のべ 8 名

58

42

のべ 20 名

***

547

299

1名

2名

⑷北海道をテーマとす 画像の販売(Web 用)
るあらゆる形態の写
真作品の販売事業

35

726

⑶写真技術の普及およ 写真評論家・飯沢耕太郎氏
12/6
講演会
び写真市場の知識を
豊平館
醸成するセミナー事 （SapporoPhoto/札幌市写真文
業
化振興事業）
のべ 7 名

⑸北海道をテーマとす
るあらゆる形態の写
真作品の貸出事業

事業費
の金額
(千円)

受益対象者

当該事業の実施場所

50 名

本表の事業費の千円以下は、四捨五入しているため、財務諸表の付表における値と異なることがあります。

以

上

