
 

 特定非営利活動法人ハーベスト 2015 年度事業報告 

2016年 6月 
＜２０１５年度事業計画の主要項目の成果と総括＞	 

	 ２００９年の法人化から６年度目となる２０１５年度は、当年度当初に掲げた第Ⅲ期中期事業方針を元に、以下３つ

の方針を立て、それぞれ目標を掲げ取り組んできました。キャリアセミナーの開催数や講師開拓数については概ね順調

であり、また、パブリックサポートテスト 1年目の条件についても達成が見込まれています。しかし、会費・寄付収入

は大きく目標を下回っており、新たな対策が求められます。	 

	 

  ＜第Ⅲ期中期事業方針＞ 

 

 
 
＜2015 年度末成果目標（※2015 年 6 月 29 日総会議決事項）と 2015 年度末における達成状況＞ 

 

▼取組① パブリックサポートテスト(※)を契機とした関係団体への支援要請 

  ※仮認定から認定 NPO への許可条件（仮認定有効期間：2016 年 8 月 20 日〜2019 年 8 月 19 日）_3,000 円以上の寄付を 100 人、2 カ年継続が要件 

▼取組② 学校負担スキームの確立 

▼取組③ 登録講師へのサポート呼びかけ 

▼取組④ キャリア教育プログラムの質的向上 

 

 

 
 
 
 
 

項 目 2015 年度目標 事業達成状況 
キャリアセミナー実施校数・回数	 
新規講師開拓数	 
ノウハウ移転	 
	 

25 校以上・35 回以上	 
200 名以上	 
柴田町教委・亘理町教委開始	 

43 校（高校 35 校・中学校 8校）・45 回	 
201 名（総数延べ 1,700 名）	 
柴田町教委 3割、亘理町教委 1割移転	 
新たに三本木中学校区を移転対象に追加	 

キャリアセミナーの値上げ	 
パブリックサポートテスト要件確保	 

学校事業費の値上げ	 
3,000円以上の寄付を100名以上	 

概ね 1.5 倍の値上げにて 8割の学校が継続実施	 
81 名獲得	 

会費・寄付・サポーター収入 2,100,000 円	 1,069,100 円（達成率 50.9％）	 

（参考） 
[会員の状況] 

	 正会員(個人)13 名、正会員(団体)1 社、賛助会員(個人)29

名、賛助会員(団体)16 社、都度支援・寄付 41 人	 
※会員は２カ年のため、正式な 2015 年度会員数としては

【正会員個人 32、正会員法人 5、賛助個人 30、賛助団体

16】となる。	 

 取り組み 実施状況 

① 教育委員会との平成 28 年度体制に向けての協議 実施、緊急雇用事業を引き継ぐ事業は基本的にない 

① 各種経済団体・社会教育施設等への支援要請活動 一部実施 

① 各校 PTA・同窓会に対する支援要請活動 一部実施 

② 平成 29 年度以降の費用負担のあり方について協議開始 実施校の中から 3 校の担当教員へのヒアリングを行い、それらを踏まえ、平
成 28年度実施分より 1.5倍の値上げを実施。 
一部小規模校を除く 8割程度の学校で値上げ後の金額にて実施了承。 

③ 継続に向けた電話・訪問による協力要請 ＿月より段階的に実施。過去会員および登録講師のうち、可能性の高い順に

＿段階に分類し、順次資料送付および電話にて依頼を行った。総数＿人。 
④ 事前事後授業プログラムの開発と有償化の検討 一部実施。 

④ スイッチみらい発見塾の独自開催 実施なし 

④ ラジオ「スイッチみらい発見塾」の再開 実施なし 

継続的な活動を実店する体制の構築：2017 年の運営費約 2,000 万円の確保 
ステークホルダーへの活動の周知と協力・支援の引き出し 

①パブリックサポートテストの要件確保 ②学校負担スキームの確率 ③登録講師の月額５００円サポートの実現 
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平成２７年度事業の概要と報告 

１．キャリアセミナー事業 

◎目的：社会人との高密度の交流によって、中学生・高校生に、自らの位置や生きる力について考えるきっか

けを提供し、自らの人生に主体的に取り組む姿勢を備えさせること。 
◎事業概要：県内中学校・高等学校のキャリア教育の支援者として、講師の確保や生徒の受講希望とのマッチ

ング等をコーディネートするとともに、事前・事後のアンケートおよび受講票の講師への配布までの

一連の作業をハーベストが担っている。また、一部の学校については、事前授業を実施している。 
・実施校４３校４５回	 ／	 受講生徒数	 	 １０，０５７名（実施校は別紙参照） 
・市民講師として参加した社会人数	 	 	 	 	 	 	 ９５６名 

平成 23年度より、宮城県教育庁高校教育課から緊急雇用事業を受託し、高校キャリアセミナー実施にかかる経費
については、これまでの学校からの企画料および県からの委託費により運営を行っている。 
・各校実施に際し【企画料８２，２８６＋（１０３×生徒人数）】 

 
（１）平成 27年度宮城県版キャリアセミナーコーディネイト事業（緊急雇用事業受託） 
＜事業概要＞ 
○委託元：宮城県教育委員会高校教育課 
○事業期間：平成 27年 4月 14日〜平成 28年 3月 31日 
○概要：県立高等学校が取り組む「志教育」を推進するため、進路指導の一環として実施する進路探求ワー

クショップ等に係る講師人材の開拓及び学校で開催するワークショップセミナーの企画・立案・運

営等の業務。 
○事業費：２３，６４７，８６９円 
○成果：スタッフ９名の雇用（新規雇用７名、指導２名） 

キャリアセミナーを高等学校２８校にて３１回実施／目標公立高校２５校・３５回開催 
講師２０１名の開拓／目標２００名の開拓 

（２）中学校版キャリアセミナー事業 
・柴田町、亘理町において、生涯学習課の予算を元に町内中学校にて連携実施。 

	  （柴田町内３校、亘理町内４校） 
	 ・大崎市立三本木中学校において、ＰＴＡの予算を元に連携実施。 

◎全体事業費：２８，３０９，２１２ 
	 

２．宮城県ネクストリーダー養成塾研修プログラム企画運営業務受託 

◎委託元：宮城県少年の船実行委員会（宮城県環境生活部共同参画社会推進課） 
◎事業期間：平成 27年 8月〜平成 27年 9月（合宿プログラムは 8月 8日〜9日） 
◎概要：8月 8日〜9日にかけて東北自治研修センターで行われた「ネクストリーダー養成塾研修プログラム」

の企画運営にあたったもの。 
◎参加人数：５０名 
◎事業費：２５０，０００円 
◎成果：中学生向けのリーダー育成プログラムの開発および実施・運営を行った。実施に際しては、講師２名

のほか、グループワーク時のファシリテーター役として９名の学生が参加をした。委託元からの評価も

高く、継続実施への依頼を受けている。      
以上 
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