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１，アークシップ年度目標

平成30年度 事業報告

平成30年度は、アークシップのビジョンを達成するため、「アークシップの活動を通して社会的な課題を可能な限り解決す
る」を重点に考え、下記を実行した。

（１）平成30年度の活動について
① アークシップのあり方（NPO法人として目指すべき事、新規自主イベントの開催と運営方法など）
我々の活動の主眼は、「新しいライフスタイルの提案」になる。ハレの舞台、日常とは違う感動を味わう・提供する、人とつ
ながるなど、仕事・趣味以外での社会との関わりで得られることを出演者・お客さん・メンバーなど関わる人全てに提供する
団体を目指した。

＊認定NPO法人としての段階
【第1段階】認知される(2018〜2019)→【第2段階】支持される(2019〜2020)→【第3段階】サポートされる
ARCSHIPだから出来る事

②インパクトのある新たな事業展開の準備
これまでの「音楽イベント」を軸にしながら、「アウトリーチ事業」など、新たな事業展開を進めた。

③ホッチポッチミュージックフェスティバルの更なる展開
「多様性の追求」「普段音楽イベントを観ない人の参加促進」「ボランティアメンバーの積極的な参加促進」を目指し、他のイ
ベントとは一線を画したイベントを目指した。クラウドファンディング、協賛・広告収入など、横浜市からの補助金以外の収入
を更に増やす。

④観客を増やす
音楽イベントとしての更なる充実、音楽に興味の無い人にも楽しめる内容も展開し、アークシップ独自のイベントを実施し
「アークシップイベントだから観に行く人」が増える事を目指した。今年度は「ダンス」事業を本格的に実施。「街中での開催」
のジャンルの幅を増やした。

⑤良いミュージシャンを増やす
「神奈川のミュージシャンはアマチュアでもレベルが高く、楽しめる」ことを目指した。

⑥メンバーのアークシップへの関わり方を更に充実させる（メンバーに対するアプローチ）
「企画・現場・ちょいボラ」の3つの参加方法
専門スタッフ(MC・カメラ・動画・コピーライター)など「プロボノ」の参加
大学生インターンシップを引き続き実施（協力：特定非営利活動法人アクションポート横浜）
アンダー18メンバーの募集：高校生独自の企画立案をホッチポッチミュージックフェスティバルにて実施（協力：横浜清陵高
校）メンバーミーティング手法の体系化とメンバーの企画スキルの向上を目指した。
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１，アークシップ年度目標

（2）平成30年度数値結果
①出演者数 966組
②観客数 176,533人
③会員数 75人

④会員世代区分

平成30年度 事業報告

会員種別 在籍数(19.3月末) 目標数

正会員 22名(理事の4名含む) 20名

サポート会員 27名 30名

ユース会員 9名 10名

一般会員 1名 8名

法人会員 12社 20社

アーティスト会員 3名 3名

特別会員 2名 5名

合計人数 75名 98名

会員種別 10代 20代 30代 40代 50代 60代

会員数 1人 18人 13人 18人 6人 7人
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項 目 収 入 支 出 差 額

会費収入、受取寄附金 288,000 ------- 288,000

自主事業（おとバン、ホッチポッチ） 3.633,460 8,933,379 ▲5,299,919

行政との協働 67,264,527 44,584,520 22,680,007

民間企業、製作物事業、音響機材レンタルなど 14,666,750 13,122,064 1,544,686

市民団体、アーティストとの協働 1,834,200 4,594,592 ▲2,760,392

補助金、助成金、寄附金 14,460 ------- -------

雑収入 570,068 ------- -------

管理費、その他 ------- 6,212,921 -------

合 計(経常利益) 88,271,465 77,447,476 10,823,989

法人税／税引き後利益 2,286,400 8,537,589

項 目 今年度 昨年度 差 額

会費収入 288,000 209,460 78,540

自主事業（おとバン、ホッチポッチ） 3.633,460 1,865,500 1,767,960

行政との協働 67,264,527 16,761,004 50,503,523

民間企業、製作物事業、音響機材レンタルなど 14,666,750 14,226,554 440,196

市民団体、アーティストとの協働 1,834,200 ------- 1,834,200

補助金、助成金、協賛金 14,460 0 14,460

雑収入 570,068 10,087 559,981

合 計 88,271,465 33,072,605 55,198,860

④平成30年度 収支（単位：円）

⑤前年度との収入対比（単位：円）

⑥前年度の支出対比（単位：円）

項 目 今年度 昨年度 差 額

自主事業（おとバン、ホッチポッチ） 8,933,379 1,662,686 7,270,693

行政との協働 44,584,520 7,025,884 37,828,636

民間企業、製作物事業、音響機材レンタルなど 13,122,064 6,023,866 7,098,198

市民団体、アーティストとの協働 4,594,592 ------ -------

管理費、その他 6,212,921 18,222,388 -------

合 計 77,447,476 32,934,824 44,512,652

平成30年度 事業報告



P42，平成30年度スケジュール及び出演者・観覧者数一覧
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P5平成30年度 イベント写真＿ホッチポッチミュージックフェスティバル



P6平成30年度 イベント写真＿ホッチポッチミュージックフェスティバル



平成30年度 イベント写真＿おとバン



P8平成30年度 イベント写真＿みなとみらいストリートミュージック



P9平成30年度 イベント写真＿楽園夏祭



P10平成30年度 イベント写真＿横浜セントラルタウンフェスティバル“Y159”



P11平成30年度 イベント写真＿横浜音楽空間



P12平成30年度 イベント写真＿ヨコハマアコフェスVOL.9



P13平成30年度 イベント写真＿神楽坂まち舞台大江戸めぐり



P14平成30年度 イベント写真＿マグカル開放区in日本大通り
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P20４，年間役員名簿

年 間 役 員 名 簿
前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びに前事業
年度における報酬の有無を記載した名簿

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ＡＲＣＳＨＩＰ

役 名 氏 名 住所又は居所 就任期間 報酬を受けた期間 備考

理 事 長谷川篤司
神奈川県横浜市神奈川区

平成29年4月1日
から

平成30年3月31日

平成29年4月1日
から

平成30年3月31日

代表

理 事 西 亨 神奈川県横浜市神奈川区

平成29年4月1日
から

平成30年3月31日

な し

理 事 増淵 敏之 東京都練馬区

平成29年4月1日
から

平成30年3月31日

な し

理 事 品田 正嗣 新潟県新潟市東区

平成29年4月1日
から

平成30年3月31日

な し

理 事 五十嵐 洋志
神奈川県横浜市港北区

平成29年4月1日
から

平成30年3月31日

な し

理 事 福島 俊彦 神奈川県横浜市緑区

平成29年4月1日
から

平成30年3月31日

な し

監 事 江田 寛 神奈川県横浜市中区

平成29年4月1日
から

平成30年3月31日

な し



P21４，社員のうち10人以上の者の名簿

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ＡＲＣＳＨＩＰ

氏 名 住 所 又 は 居 所

長谷川 篤司 神奈川県横浜市神奈川区

五十嵐 洋志 神奈川県横浜市港北区

長谷川 恵美 神奈川県横浜市神奈川区

小山 優子 神奈川県横浜市港北区

山田美紀 神奈川県横浜市港南区

片野 みか 神奈川県横浜市中区

佐々木浩 神奈川県横浜市南区

和田 あゆみ 神奈川県横浜市南区

山口 充広 東京都目黒区

上原健 神奈川県横浜市保土ヶ谷区


