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                         はじめに 

 

「光陰矢の如し」「光陰流水の如し」「光陰逝水の如し」という諺は、いずれも「月日の経つのがとても

早いことを表していますが、月日の経つのはあっという間で二度と戻ってこないから、『無為に送る

べきではない』という戒めを含んでいる。」のだそうです。 

さて、私たちの「特定非営利活動法人（NPO 法人）再開発ビル活性化ネットワーク」が設立され、

事業活動を始めてから早くも 10 年の歳月が流れました。この 10 年が「無為」であったかどうかの評

価はみなさま方にお任せするとして、少なくとも、この 10 年間を振り返ることによって、これからの 10

年を「無為」にしないためにも「NPO 法人再開発ビル活性化ネットワーク～１０年間の歩み～」をまと

めることとしました。 

この 10 年間を振り返って、それを一言で表わすならば、まさに「激動の連続時代であった」と言える

と思います。私たちの NPO 法人が設立されて間もない平成 20 年 9 月 15 日には、アメリカの投資

銀行であるリーマン・ブラザーズが破綻したことに端を発して、100 年に 1 度といわれた世界的金融

危機が発生しました。いわゆる「リーマンショック」です。世界の国々で経済や消費の冷え込み、金

融不安による急速なドル安の進行、失業者が激増などにより、日本経済の大幅な景気後退にも繋

がっていきました。また、国内では、平成 21 年の衆院選において民主党政権が誕生し、長期与党

であった自民党は下野することになりました。再び自民党政権に戻り、現在の日本国憲法下では

「首相を一度辞めて返り咲いた」初めてのできごとであった第２次安倍内閣が成立したのは、民主

党政権が誕生してから約 3 年半の時を経た平成 24 年 12 月 26 日でした。 

この間にも、個人消費の低迷・人口減少・少子高齢化等の影響による消費行動の大きな変化、著

しい E－コマースの伸長、為替の変動、インバウンドなど私たちの再開発ビルを取り巻く経営環境

はめまぐるしく激変を続けています。再開発ビルの多くは、こうした経営環境の変化に対する適切

な対応策が講じられていないままでいるのが実態ではないでしょうか。 

こうしたことに対して、私たちの NPO 法人が反省すべき点は多々ありますが、 も大きな課題が浮

き彫りにされてきたように思われます。それは、これまで 10 年間にいろいろな調査や支援活動を行

いながら各機関や団体などに提言や提案を行ってきましたが、それがなかなか「実行レベル」に落

とし込めないことです。これからの も大きな課題は「実行に結び付けること」にあり、その具体的方

法を提示し、共に実行に向けた努力をして行くことであろうと考えます。 

これまで 10 年間、会員を始め NPO 法人の事業活動を支えて頂いた方々、関係機関、団体、また、

柳田勝敏初代理事長を始め理事のみなさま方のこれまでご努力に報いるためにも、この「１０年間

の歩み」作成を契機として、次に来るべき更なる「未知の激動の時代」を乗り切っていくための新た

な挑戦を開始したいと思います。 みなさま、どうぞご期待ください。 

 

  平成２８年１１月２９日                       特定非営利活動法人（NPO 法人） 

                                       再開発ビル活性化ネットワーク 

                                            理事長   藤山正道 
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「特定非営利活動法人（NPO 法人） 

再開発ビル活性化ネットワーク」 

～１０年間の歩み～ 

 

１、NPO 法人設立までの経緯 

「特定非営利活動法人（NPO 法人）再開発ビル活性化ネットワーク」は、ＵＲ（都市再生機構、

当時都市基盤整備公団）が主宰し、平成 11 年に発足した「関西再開発研究会」の提言をもと

に誕生しました。 

この「関西再開発研究会」では、関西の行政の再開発担当者、コンサルタント、ＵＲ職員など

が参加し、再開発事業の大きな２つのテーマとして 

（１）再開発事業の隘路、課題 

（２）完成した再開発ビルの問題点、課題 

を設定し、勉強会や情報交換を行い、「提言書」をまとめる活動を行ってきました。 

こうして「提言書」をまとめるための議論から、二つの組織が誕生することになったのです。 

一つは、再開発事業を実施する予定又は実施した自治体の首長が集まって「再開発事業の

隘路や課題」を研究し、国に政策提言をする組織です。そのための組織として平成 13 年 11

月に「全国市町村再開発連絡協議会（全再連）」が設立されました。この「全再連」では、自治

体職員が２分科会方式によって再開発事業の課題についての情報交換や議論を行う「研究

会」と一般参加による講演会、勉強会である「再開発塾」が開催されており、今も活発な事業

活動が行われています。 

もう一つは「完成した再開発ビルの問題点や課題」を研究する組織として「NPO 法人再開発ビ

ル活性化ネットワーク」が設立されることになるのですが、この関西再開発研究会の「情報交

換会」においては、NPO 法人設立に至るまでに、さまざまな意見がありました。 

新しい組織の設立より、むしろ「情報交換会」としての組織継続の要望が多かったのです。こ

のため、「再開発研究会」とは別に「再開発ビル管理ネットワーク準備会」を組織して「情報交

換会」を継続しながら準備を進めることとなりました。また、組織としては、現場での具体的な支

援のためには、任意の組織ではなく、責任が明確な法人の設立が企図される必要であるとの

観点から「完成した再開発ビルの問題点や課題」を研究する組織としては「NPO 法人」の設立

が望ましいということになりました。 

こうした経過から、「NPO 法人」設立準備には、平成 15 年９月～平成 17 年 10 月の 2 年間の

準備会活動期間を要し、漸く平成 17 年 10 月に NPO 法人設立総会を迎えることとなりました。 

このNPO法人が「市街地再開発事業等によって建設された再開発ビルが抱える、空き床問題、

施設運営及び管理等の課題解決を通して再開発ビル及び中心市街地の活性化を図ることに

よって、地域社会、地域経済の発展に資すること」を目的として設立された「NPO 法人再開発

ビル活性化ネットワーク」です。 
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２、「NPO 法人再開発ビル活性化ネットワーク」設立の趣旨 

こうした経緯がありましたが「NPO 法人再開発ビル活性化ネットワーク」は、平成17年10月11

日の「設立総会」を経て、平成 18 年 2 月 23 日に大阪府から「法人認証」が得られ、特定非営

利法人として正式に設立されることになりました。 

設立の目的について設立趣旨書には『市街地再開発事業により建設された再開発ビルは、

全国で６２３地区（平成１７年３月３１日現在）、関西地区だけでも１００地区以上に上り、そのほ

かにも市街地改造法や防災建築街区造成法により整備された市街地改造ビル、防災ビル等

の建築物があります。 

   これらの再開発ビルには権利者をはじめ多くの居住者、営業者がおり、地方自治体が出資し

ている第三セクター又は地権者だけで設立した地権者法人等の管理会社が管理運営を行っ

ています。これら居住者、営業者、管理会社のいずれもが、社会的資産であり、公共的施設

である「再開発ビル」の運営、管理に大きな役割を果たし、中心市街地の活性化に貢献してい

ます。 

   今日、再開発ビルでは竣功後１０年、２０年が経過するなかで、物理的老朽化のみならず、社

会的機能の低下がみられ、リニューアルが大きな課題になっています。また、１０年未満の新

しい再開発ビルにおいても、今日の社会経済情勢の大きな変動の中で、核テナントの撤退等

による空床問題など、様々な問題が生じています。さらに再開発ビルの多くは複合区分所有

ビルであるため、区分所有の問題や複合用途、多数の権利者の存在など、他の一般オーナ

ービルとは 異なる要因を内包しており、問題の解決をより難しくしています。再開発ビルは、

中心市街地や駅前など都市の中心部に位置し、地域のシンボル、街の顔であると同時に、都

市計画事業により整備された公共的資産であり、商業・業務・文化・居住等の重要な都市機

能の一翼を担っています。そのため再開発ビルの空洞化、衰退化は、単に再開発ビルにとど

まらず、中心市街地の空洞化、衰退に繋がり、都市の魅力喪失にも繋がりかねません。再開

発ビルの活性化は、都市再生、中心市街地等地域活性化の も重要な課題であり、一般市

民の利益に直結するものといえます。 

再開発ビルを活性化し、都市再生・地域活性化を実現するためには、そこに居住する住民、

営業者及び管理会社の果たすべき役割がきわめて重要です。 しかしながらそのための人

材・組織、情報・知識、マネジメント能力、資金その他様々な面で極めて不十分な状態であり、

それらの強化が強く求められています。 

   これまで情報交換、共同研修会の開催など、準備会として活動をしてきましたが、以上のよう

な観点から、具体的な事業を行うための組織の確立と責任体制の明確化、事業に関わる会計

の透明性の確保、さらなる連携と活動の強化を図るために、特定非営利活動法人再開発ビル

活性化ネットワークを設立するものです。』と記されています。 
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３、「NPO 法人再開発ビル活性化ネットワーク」の事業・活動内容 

ＮＰＯ法人再開発ビル活性化ネットワーク（以下「本ＮＰＯ法人」）は、現在、再開発ビル及び中

心市街地の活性化ために、次のような事業、活動を行っています。 

（１）情報交換、情報提供事業 

１）全国の再開発ビル、商業施設、管理会社等の情報、中心市街地の活性化に関する事

例等の情報、適宜行う調査結果の報告など再開発ビル及び中心市街地の活性化に

関する情報の提供。 

２）本ＮＰＯ法人と連携する関係機関（関西再開発研究会や全国市町村再開発連絡協議

会等）との情報や意見交換を行い、制度や法律改正等の情報提供。 

（２）相談・アドバイス事業 

１）個別の課題について、経験のある管理会社 OB や本ＮＰＯ法人に参加するコンサルタン

ト、行政経験者が相談に応じたアドバイスの実施。 

２）研修会や調査等により事務局に蓄積した情報やデータによる助言やアドバイス。 

（３）教育研修・研究事業 

    以下のような事項に共通する課題、問題点についての教育研修・研究事業。 

１）活性化に関する課題 

リニューアル、空店舗対策、テナントリーシング、助成制度、活性化事例等 

２）管理運営に関する課題 

管理費の低減策、滞納対策、長期修繕、資金調達、管理組合法人化、駐車場運営等 

３）管理会社に関する課題 

人材育成・社員教育、情報化対応、資金調達、権利者対策等 

４）不動産証券化等の研究 

再開発ビルの床所有と利用との分離を図り、利用の統合を進めるため不動産証券化

等について研究、コンバージョン等についての研究等 

（４）活性化のための支援事業 

１）テナントリーシング事業 

空き床の情報集約化と専門会社とのネットワークにより、テナントリーシングの効率化を

図る。 

２）人材のマッチング事業 

商業運営、ディベロッパー機能を担う人材、ＰＭマネージャー等の人材を本ＮＰＯ法人

に登録し、紹介、派遣等を行う。 

３）事務処理等のシステム共同化推進事業 

型式化した事務業務やメンテナンス会社の選考・発注等、共同化を図ることにより、管

理組合や営業者、管理会社の負担を軽減できる業務についての共同化の推進。 

（５）制度改善等の提言、要望事業 

再開発ビルのリニューアルや活性化、管理会社の課題、中心市街地の活性化に関する
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諸問題の解決に必要な制度上の問題、行政の関わり方等について、関西再開発研究会、

全国市町村再開発連絡協議会と連携して制度改善、新設等について研究、提言を行う

ほか、関係機関への要望等を行う。 

（６）その他事業 

前記のほか、本ＮＰＯ法人の目的、事業の達成に関連する必要な事業を行う。 

 

４、これまで 10 年間の主な事業活動 

本ＮＰＯ法人が設立されてから１０年の歳月が流れました。これまでに本ＮＰＯ法人が行ってき

た主な事業活動と成果を年度毎に振り返ってみることにします。 

  年 度 主な事業活動   

平成１８年度 

（平成１７年度） 

１）再開発ビルの活性化に関する情報提供等をインターネット上で行うためにホーム

ページを立ち上げ 

２）「設立記念シンポジウム」を開催 

３）再開発 S C の診断方法を検討、診断表と診断基準のまとめ 

４）「再開発ビルマネジメント全国会議」への参加、協力 

５）関係機関等への制度改善等の提言、要望事業 

平成１９年度 １）診断表に基づき、モデル事業 5 地区における経営診断を実施 

２）「再開発ビル活性化の処方箋―NO1」を策定 

３）第三セクターから多数の経営診断や活性化に関する調査依頼・要望 

４）「再開発ビル活性化の処方箋」の関係機関への説明と提案 

５）「再開発ビルマネジメント全国会議」に積極的に協力 

平成２０年度 

 

 

 

 

１）「経営診断」のトップ研修 

２）再開発ビルの経営者懇談会を開催 

３）「管理会社が破維しないために一管理会社の緊急対策一」を発表 

４）(社) 日本ショツピングセンタ一協会との連携を図る大きな事業として 「ビジネスフ

ェア（大阪）に出展」 

５）国土交通省、大阪府はじめ関係機関との連携強化 

平成２１年度 

 

 

 

 

１）「再開発ピル活性化への処方装－NO2（PM）業務統合構想」 の提案 

２）国交省、経産省の後援による「東京での研修会開催」 

３）国交省の「再開発ビル等の再生方策等にかかる研究会」に参画 

４）「ノバティながの」の再生事業への取り組み・事業完了 

５）再開発ビルの「創造的コストダウン」への取り組み開始 

６）メールマガジンの発行開始 

平成２２年度 １）「商業施設＆再開発ビルの再生戦略（急所）事例集」出版（総合ユニコム） 

２）再開発ビルの課題を探るためのアンケートを実施 

３）アンケート等から「再開発ビルの抱える現下の課題」を取りまとめ 
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４）名古屋で情報交流・研修会を開催、２地区の視察と意見交換を行った 

５）大阪府の「市街地再開発事業の今後の展開に関する検討会」にオブザーバー参

加 

平成２３年度 １）東日本大震災支援プロジェクト 

   新長田再開発地区と被災地を結ぶ音楽プロジェクト 

    「私たちの頑張りを東日本に届けよう！」に企画・実施 

２）「創造的コストダウン」をテーマとした研修会強化と実践活動へ 

  （このテーマにより、東京でも研修会を実施） 

３）全国市街地再開発協会主宰の「再開発ビルマネジメント」の企画委員として参加・

協力 

４）登録会員制度を整備、支援事業の拡充・強化 

５）アンケート結果の「小規模研修会実施要望」に対する施策検討 

平成２４年度 １）今年度から「小規模意見交換会」を開始 

２）SC 協会の主宰の「単館経営研究会」にオブザーバー参加 

３）東日本大震災支援プロジェクト「新長田音楽祭」の活動継続 

４）「再開発ビル商業施設のマネジメント」の今後の方向（提言） 

５）ＮＰＯ法人再開発ビル活性化ネットワーク、全国市町村再開発連絡協議会、大阪

市街地再開発促進協議会との３者による合同研修会の開催 

平成２５年度 

 

 

 

 

 

１）「『商業施設の賃料・共益費等』から市街地再開発ビルのマネジメントを再考する」

を公表 

２）本ＮＰＯ法人の会員の状況やニーズを把握するためにアンケートを実施３）「東日

本大震災支援プロジェクト」３年目にあたる３月１１日に新長田から「１１７名の合

唱団」の代表５名とともに石巻市を訪問 

４）大阪府の「市街地再開発事業の今後の展開に関する検討会」のオブザーバー参

加、ワーキンググループに参加し、建替え、リニューアルに関する事例研究、国

への制度改善要望についての議論に参加 

５）前年度に引き続き「小規模意見交換会」を積極的に推進 

平成２６年度 １）再開発ビルＳＣと単館ＳＣの連携に資するテナントリーシングツール「ＳＣ－ＧＡＴ

Ｅ」についての調査、検討 

２）毎月１回「再開発ビル活性化、中心市街地に関する情報」を掲載したメールマガ

ジンは、７０号の発行となり約３８０名の方々に発信 

３）今年度情報交換会・研修会は、関係団体との共催による開催、小規模な意見交

換会の実施等合わせて７回開催し、教育研修事業を更に強化 

４）新長田音楽プロジェクト「新長田音楽祭の取組み」 

「音楽で街おこし！」をテーマに、阪神・淡路大震災で も被害の大きかった新

長田地区が元気になった姿を音楽を通して全国に発信していくための音楽祭
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を企画・実施 

５）ＳＣ協会全国大会ビジネスフェア（パシフィコ横浜にて開催）で東京在の会員会社

（理事）が本ＮＰＯ法人の全国への広報活動を実施 

平成２７年度 １）本ＮＰＯ法人会員向け「ＳＣ－ＧＡＴＥ」の共同利用を開始 

２）本ＮＰＯ法人設立１０周年記念事業の実施についての企画・立案 

３）再開発ビルの実態調査並びに本ＮＰＯ法人への要望などのアンケート調査 

  を実施し、小規模意見交換会や当法人の事業活動に反映する 

４）小規模意見交換会での情報提供から第３セクターの経営健全化計画策定への具

体的な支援事業を実施した 

５）日本ＳＣ協会の単館ＳＣ研究会との連携を強め関東地域の単館運営の再開発ビ

ルとのネットワークを構築。 

（注）１、平成 17 年度の事業期間は、設立登記日である平成 18 年２月 23 日から平成 18 年８

月 31 日までです。 

２、平成 18 年度の事業活動内容は、設立総会の日（平成 17 年 10 月 11 日）からとして

おり、平成 17 年度の事業活動の一部を含んでいます。 

 

５、１０年間の主な事業活動と成果 

（１）情報交換、情報提供事業 

１）設立記念シンポジウムの開催 

平成１８年４月２８日の設立記念シンポジウムや研修会時の懇親会の開催などにより、会

員を含む参加者の情報交換の機会を提供することができました。 

この設立記念シンポジュームでは、「再開発ビル・リニューアル元年」～再開発ビルの再

生と都市再生・中心市街地の活性化と題し、多くの課題を抱える再開発ビルの再生・活性

化方策と中心市街地のあり方を探り、再開発ビルの再生の今後の方向性・指針を明らかに

することを目的に開催されました。 

基調講演は、関西学院大学商学部教授、経済産業省中小企業政策審議会商業部会

部会長である石原武政氏による「商業とまちづくり」についての講演に続いて、「パネルデ

ィスカッション」が行われました。 

この「パネルディスカッション」は、コーディネーターとして石原武政氏、パネラーとして、

中澤篤志氏(国土交通省都市・地域整備局市街地整備課課長補佐)、日村健二氏（経済

産業省近畿経済産業局中心市街地活性化専門官）、読谷山洋司氏（総務省、現愛媛県

総務部長）、藤山正道（日本ショッピングセンター協会理事、ＳＣ経営士会常任幹事、「現・

本 NPO 理事長」）の４氏により取り進められました。 

２）本ＮＰＯ法人のホームページ立上げ 

本ＮＰＯ法人が設立された平成１８年度には、各種の研修会を通じて、再開発ビル活性

化に関する情報提供を行うため、ホームページ立上げました。 
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３）各種機関・団体との連携と情報交換 

これまでの事業活動を通じて、国土交通省、経済産業省、総務省、社団法人全国市街

地再開発協会、社団法人再開発コーディネーター協会、社団法人日本ショッピングセンタ

ー協会、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、大阪府、

兵庫県、全国再開発市町村連絡協議会、大阪市街地再開発促進協議会、兵庫県再開発

促進協議会等との連携と各種の情報交換を図るためのネットワークを確立することができま

した。 

（２）相談・アドバイス事業 

１）無料経営診断・経営相談 

本ＮＰＯ法人が設立されて以降、研修会の開催、アドバイザー派遣、再開発ビル商業施

設（ショッピングセンター（ＳＣ））の経営診断等を実施してきた活動を踏まえ、再開発ビル第

三セクターの経営の総点検が必要ではないかと考え、平成 21 年 4 月 1 日から再開発ビル経

営において主導的役割を果たす第三セクターの経営診断、経営相談を本ＮＰＯ法人の会員

以外に対しても無料で実施することとしました。 

２）「再開発 SC の経営診断表」に基づき、5 地区をモデル事業として診断の実施 

  事項記載の「（３）教育研修・研究事業―「再開発 SC の経営診断表」」に基づいて西宮「ア

クタ」、豊中「エトレ」、塚口「さんさんタウン」、芦屋「ラポルテ本館」、「ラポルテ東館」の５地区

における再開発 SC の経営状況についてモデル事業として診断を行い、診断結果を２００８

年１０月に取りまとめ公表しました。 

この診断結果が「再開発ビル活性化への処方箋（ＮＯ．１ 平成１９年１１月）、ＮＯ．２（平

成２１年１１月）―（注）公表ベースの日付―」や「経営者研修会・経営者懇談会の開催につ

ながって行くことになりました。 

３）各種の相談・アドバイス 

①「生駒都市開発㈱」破産に伴う駐車場運営と処分価額調査 

    ②個別アドバイス・調査等 

「エルティ 932(草津)」、「逆瀬川アピア」、「塚口さんさんタウン」、「ノバティながの、「ラポル

テ」、「ソリオ宝塚」、「アントレいこま」、「イーグル姫路」、「アスタプラザファースト」, 「岡山

シンフォニービル」、「アドバンスねやがわ」などの活性化の個別アドバイス 

（３）教育研修・研究事業 

１）再開発ビルの経営に関する調査・研究事業 

①「再開発 SC の経営診断表」の策定 

     平成１８年度に「再開発 SC の経営診断表」を策定しました。この経営診断表は、①再

開発におけるＳＣ経営の向上、②ＳＣ再生の診断、③新規テナント出店、融資、補助金、

投資情報等、④ＮＰＯの機能強化などに資することを目的として、診断項目約１００項目

についての診断表を策定したものです。 

②「再開発ビル活性化の処方箋－NO1,NO2」を策定 
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    ⅰ.平成１９年１１月の「処方箋－NO1」では、「パートナーシップ型ＳＣ経営」の提案を行い

ました。 

ここでは、再開発ビルＳＣを取り巻く商業動向など外部環境と再開発ビル特有の構造

的欠陥が解決されないまま放置されている。特に、 

A.再開発ビルは、権利変換に基づく区分所有であるため、商業床運営（ディベロッ

パー機能）が各自に委ねられていることから、区分所有者の能力の限界を超えて

いること。 

B.再開発ビルの多くは、管理組合（管理組合法人も含む）、商店会（商店街振興組

合も含む）、第３セクターの管理会社（民間管理会社も含む）等の関係組織の連携

の難しさがあること。 

C.再開発ビルの運営管理について、リーダーシップの発揮が期待される第三セクタ

ーの管理会社の多くは、施設管理を目的に設立された経緯があり、過少資本であ

り、経営能力面でも弱く、商業床運営にも関心が希薄で、専門的知識を有する人

材も不足している等、人、もの、金の弱さがあること。 

D.再開発ビルの関係組織が都市運営の認識が皆無に等しい状況であるため、街の

経営を巡る都市再生の認識が欠落していること。 

E.再開発ビルを再生するための制度、手法等が不十分であること。 

内部環境の問題点・問題点等について指摘し、再開発ビルにおけるＳＣ経営のあり

方や再生のための制度改正などについても提案しています。 

ⅱ. 平成２１年１１月の「処方箋－NO1」では、「PM 会社統合構想」を提言しています。 

ここでは、再開発ビルＳＣの経営変革は一刻の猶予も許されない状況認識のもと

「再開発ビル活性化の処方箋」のシリーズ第二弾として「再開発ＳＣの経営とＰＭ業

務の統合」を提案することとしたものです。 

「経営構造の変革」とは、経営の仕組みや枠組みを変えてしまうことであり、従来の

経営の仕組みや枠組みの中でリフォームする「経営の改革」とは異なることを指摘し

たうえで、経営構造を変革させるためには、「事業」「組織」「財務」の三つの分野を

変革しなければならないとしています。 

「事業面」からは、商店会運営と施設管理及びＳＣ所有者業務が一体になった全

体の事業に組み替えること。 

「組織面」からは、「商店会」「管理組合」「管理会社」の各組織をパートナーシップ

型経営に転換していくこと。 

「財務面」からは、キャシュフローが資産価値の維持、向上に繋がっていくことにな

るため、キャッユフロー経営に転換すること。 

そのうえで、「再開発ＳＣ経営の処方箋」では、ＳＣ経営をリードすべき立場にある

管理会社の再編と統合を提言しています。各管理会社の性格が異なるため単純に

統合することには問題が生じるため、ここでは、ＳＣのマネジメント業務（ＰＭ業務）と
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資産の所有とを分離して統合することを構想しています。 

③「管理会社が破綻しないために」を策定 

「処方箋－NO2」では、第三セクターの喫緊の課題であるキャッシュフローの確保を確

実にするために「管理会社が破綻しないために」と題し、ＮＰＯ法人でのトップ研修会資

料として策定しました。 

④「商業施設＆再開発ビルの再生戦略（急所）事例集」出版（総合ユニコム） 

平成２２年度に総合ユニコムから「商業施設＆再開発ビルの活性化・再生への取組み

方」と題して、「リニューアル事例研究」「コンバージョン事例研究」「建替え事例研究」「商

業施設の創造的コストダウン事例」「商業施設の賑わいづくり事例」「商業施設の駐車

場・駐輪場との連携事例」などについての事例集を出版しました。（平成２３年１月刊行） 

⑤「再開発ビル商業施設のマネジメントの今後の方向」を取りまとめ 

平成２４年４月「再開発ビルの抱える現下の課題」をもとに「再開発ビル商業施設のマ

ネジメント」の今後の方向について、本ＮＰＯ法人からの提言を取りまとめました。 

この提言では、「管理組合」が抱える管理費削減、削減の限界、管理費滞納、不払い、

長期修繕計画と積立金不足、区分所有者の高齢化などの問題や「商店会」の空き床対

策とリーシング体制、転貸床の増加、販売促進活動、イベントなどの問題、また、「管理

会社」の資金繰り、逆ザヤ、業務報酬の減額、サブリース等財務上の問題、人材育成・

人材確保難など総合的な問題点や課題を取り上げて、再開発ビル全体の経営、マネジ

メントがない又は不足していることや管理会社が統一運営をするために管理から運営へ

の転換の必要性を提言しています。 

⑥「『商業施設の賃料・共益費等』から市街地再開発ビルのマネジメントを再考する」を公表 

市街地再開発ビルの商業施設を取り巻く経営環境は、少子高齢化による市場の縮小、

消費者のニーズの変化、e－コマースの著しい伸長、大都市における中心部の大型商

業施設の整備など都市間・地域間の競合、業際を超えた商業施設の競合などから市街

地再開発ビルの商業施設経営は、ますます厳しさが増してきており、商業施設を抱える

市街地再開発施設にとっては死活問題になりかねない事態であるとの認識から、本ＮＰ

Ｏ法人では、平成２６年３月商業施設が抱える諸問題をはじめ、商業施設の経営要素の

全てを総合的に包含して決められている「賃料と共益費」を分析することによって、「市街

地再開発ビルの商業施設におけるマネジメントのあり方を考える」ことを試みました。 

この試みでは、ＳＣ協会の「賃料・共益費調査」をはじめ各種の調査をもとに、商業施

設の賃料・共益費の傾向や特徴、賃料と共益費の基本、変わる賃料や共益費、業種に

よって異なる商業施設テナントの負担可能賃料などについて分析することにより、これか

ら７回シリーズのレポートで市街地再開発ビルのマネジメントの問題点、課題、対応策な

どについて検討しています。 
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２）「研修会」等の開催 

①大阪での研修会など 

平成１５年に「再開発ビル管理ネットワーク準備会」ができた当時から、盛んに研修会が

実施されてきました。本ＮＰＯ法人が設立されてからは、実質的に第一回目の研修会とな

る平成 18 年４月 28 日に開催された「設立記念シンポジウム」以降、これまでに次のような

内容で「研修会・シンポジウム」を開催して参りました。 

②東京での研修会など 

東京における本ＮＰＯ法人単独の研修会等は、平成 22 年６月 30 日、平成 22 年 10 月

27 日、平成 23 年 10 月４日の３回開催しました。また、平成 28 年９月 28 日には、本ＮＰＯ

法人設立 10 周年を記念して再開発コーディネーター協会との共催により、東京で研修会

を実施しました。 

③共催による「合同研修会」の開催 

これまでに、本ＮＰＯ法人、全国市町村再開発連絡協議会、大阪市街地再開発促進協

議会、再開発コーディネーター協会との間で、二者、三者又は四者による合同研修会をは

じめ、その他の団体との共催によるさまざまな形態の合同研修会を実施てきました。 

平成18年４月28日 設立記念シンポジウム 

再開発ビル・リニューアル元

年 

関西学院大学教授   石原 武政 氏 

国土交通省課長補佐  成田 潤也 氏 

経済産業省専門官   日村 健二 氏 

総務省         読谷山 洋司 氏 

        （愛媛県総務部長） 

日本ＳＣ協会理事    藤山 正道 氏 

平成18年６月22日 

（逆瀬川活性化委員

会と合同開催） 

①地域住民と連携したＳＣプ

ロモート戦略 

②アピア活性化報告とパネル

ディスカッション 

㈱ウェルウェスト       大西 直良氏 

 

経済産業省       日村健二専門官 

宝塚市都市産業活力部 村上真祥部長

宝塚市内NPO代表ほか 

平成18年10月16日 

 

再開発ビルの再々開発 

－桑名駅前を事例として－

三交不動産㈱       安田 尚史 氏 

㈱環境企画設計   堀口 浩一 氏 

平成18年12月14日 

 

商業施設等の自転車管理 NPO法人自転車環境創造ﾈｯﾄﾜｰｸ 

      副理事長 岡 賢治氏 

長岡京都市開発㈱    溝入 隆 氏 

平成18年10月16日 再開発ビルの再々開発－桑

名駅前を事例として－ 

三交不動産㈱        山田 尚史 氏 

 

平成18年12月14日 

 

再開発ビルの駐輪対策－有

料化の効果－ 

長岡京都市開発㈱     溝入 隆 氏 

NPO法人自転車環境創造ﾈｯﾄﾜｰｸ 

            副理事長 岡 賢治 氏 

平成19年2月23日 商業施設のぐるなび活用術 ㈱ぐるなび 取締役営業本部副本部長

吉田 真由美 氏

平成19年5月29日 施設運営におけるES・CS（従

業員満足・顧客満足） 

㈱一・四・一 顧問     中村 泰博 氏

平成19年7月27日 

 

ホスピタリティの真髄－お客様

に喜び、笑っていただくため

に－ 

日本旅行西日本営業本部 

販売マネージャー      平田 進也 氏
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平成19年9月12日 空床対策－商業・テナントの

新動向 

㈱新商業環境開発 顧問  重村 清 氏

平成19年11月７日 

情報交換会 

①中心市街地活性化の推進

について 

②近畿経済の活性化と中心

市街地の活性化について 

国土交通省市街地整備課 

再開発係長 森 伸太朗 氏

近畿経済産業局流通・サービス産業課 

中心市街地活性化専門官 

八杉 訓生 氏

平成20年２月19日 

 

商業施設の活性化 

－デパ地下－ 

㈱サエグサ流通研究所代表取締役 

前阪神百貨店会長  三枝 輝行 氏

平成20年５月７日 商業施設の経営・マーケティ

ング 

㈱リゾーム 代表取締役  

中山 博光 氏 

平成20年８月６日 米国ＳＣ業界の潮流 Office J.K. Int’I,Inc   

代表 Jay Hiroyama(ジェイ広山氏)  

平成20年10月２日 ①再開発ビルの直近の課題

と取組み 

②再開発ＳＣの経営診断 

①ジョルノビル管理、関西都市居住サー

ビス、パルティ川西 

②当法人 理事長代行   藤山 正道 氏

平成20年11月６日 情報交換会 ①中小企業基盤整備機構 

支援拠点サポート課長 長坂 泰史 氏

②国土交通省都市・地域整備局 

市街地整備課係長 森 伸太郎 氏

平成21年１月22日(SC

協会ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｪｱ） 

関西商業再編を目前にして フィールド・ハーツ研究所 

 代表 山本 敬二 氏

平成21年２月26日 

経営者懇談会 

再開発ビル商業施設の生き

残りのために何をなすべきか

当法人理事長代行   藤山 正道 氏 

同理事     大嶋 翼 氏 

同理事      重村 清 氏 

平成21年６月11日 

経営者懇談会 

管理会社が破綻しないため

に－管理会社の緊急対策－

当法人理事長代行  藤山 正道 氏 

平成21年８月25日 

 

地域商店街活性化法と関連

施策について 

経済産業省近畿経済産業局 流通・サ

ービス産業課総括係長  安藤 慎二 氏

同課中心市街地活性化専門官 

中島 和男 氏

平成21年９月30日 

 

建物の固定資産税評価の実

態と軽減について 

㈱建物鑑定 代表取締役  

佐藤 政昭 氏

平成21年11月13日 

情報交換会 

 

①再開発ビル活性化への処

方箋 NO.2 

②中心市街地、商業活性化

の支援措置について 

③身の丈再開発について 

①当法人理事長      藤山 正道 氏 

②近畿経済産業局流通・サービス産業

課中心市街地活性化専門官 

                  中島 和男 氏 

③国土交通省市街地整備課 

課長補佐 村上 真祥 氏

平成22年１月29日 ノバティながの再生・リニュー

アル事業 

元河内長野都市開発株式会社 

顧問 高橋 成明 氏

平成22年４月26日 

 

シリーズテーマ 

「創造的ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ」 

 

 

①「保険料をいかにおさえる

か！」 

②「消防法改正・新しい設備

導入の仕組み創り」 

③「『少子高齢化社会』のファ

シリティマネジメント」 

①講 師：㈱アドバンスクリエイト ｼﾆｱｺﾝ

ｻﾙﾀﾝﾄ 玉谷一夫 氏

②講師：㈱リソウズ  

取締役事業部長 永留 君明 氏

③講師：ジョルダン㈱ 企画営業部 

マネージャー 小山 才喜 氏
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平成22年６月30日 

(東京) 

再開発ビルにおける省エネ

対策について 

講師：㈱山武 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進部 

環境企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ   岩瀬 治 氏  

平成22年７月26日 再開発ビルにおける省エネ

対策について～商業施設に

おける LED 照明の導入事例

～ 

講師:㈱パルコ 環境企画課 

                  三原 慎一 氏 

平成22年10月27日 

（東京） 

なぜ駐車場は、中心市街地

活性化に役立つのか？ 

講師：㈱駐車場綜合研究所 

代表取締役会長 大嶋 翼 氏 

平成22年11月15日 

（情報交換会） 

①中心市街地・商店街活性

化策 

 

②空き床対策としての『楽市

楽座』 

経済産業省近畿経済産業局流通・サー

ビス産業課中心市街地活性化専門官  

中島 和男 氏 

㈱ストリーム 

代表取締役  相馬 一郎 氏 

平成23年１月31日 マンションの電力を３割削減 講師:㈱エクセルイブ 

       代表取締役 尾浦 英香 氏 

平成23年７月25日 ①地下２階の野菜工場・市民

農園 

②トランクビジネスの展開 

   

①㈱森久エンジニアリング  

代表取締役 森 一生 氏

②㈱アンビシャス 

   代表取締役 徳永 暢也 氏 

平成23年10月４日 

（東京） 

①マンションの電力料を３割

削減 

②保険料をいかにおさえる

か！～目から”ウロコ”の具

体例 ～ 

①㈱エクセルイブ 

代表取締役 尾浦 英香 氏

②㈱アドバンスクリエイト 

シニアコンサルタント 玉谷 一夫 氏 

平成23年11月11日 

（情報交換会） 

再開発ビル再生に向けた大

阪府の取り組みについて 

大阪府市街地整備課再開発グループ 

課長補佐  板田 昌彦 氏 

平成24年２月13日 

 

①電気料金削減と発電事業

の動向について         

②ＳＣ運営の効率化 ～テナ

ント統合管理システム～ 

①㈱日本プレミアム  

代表取締役 柳沼 紀之 氏 

②㈱イースト        井上 元治 氏 

平成24年５月21日 

 

①「再開発ビルのリニューア

ルに向けた方策検討・と

りまとめ」について 

②「会員制急速充電サービ

スビジネスモデル実証実

験」について 

③「再開発ビル商業施設の

マネジメント」の今後の方

向（提言） 

①大阪府市街地整備課課長補佐   

平井 秀樹 氏 

 

②大阪府新エネルギー産業課主査  

渡部 孝彦 氏 

 

③ＮＰＯ法人再開発ビル活性化ネットワ

ーク    理事長 藤山 正道 氏 
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平成24年８月９日 

 

①「阿倍野再開発の意義と

現況」について 

②「あべのマーケットパーク

キューズモール～開発概

要および施設運営～」 

③「再開発ビルに付加価値

と収益＋αを創造する 

 ～床を有効に活用して再

開発ビルに楽しさと販促を

強化、そして収益＋αを

仕掛ける～」 

 

 

①大阪市阿倍野再開発事務所  

経営担当課長 小田 章夫 氏 

②東急不動産ＳＣﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 徳永 伊知朗 氏 

 

③ＮＭＲ流通綜研商業開発本部 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾌﾘｰﾀﾞｰ 中坊 宗嗣 氏 

㈱ﾋﾛﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ  

代表取締役 内藤 弘之 氏 

 共同受信サービス㈱  

取締役営業部長 谷口 友一 氏 

ＴＳジャパン㈱  

代表取締役 香月 仁 氏 

平成24年11月30日 

 (情報交換会) 

①大阪府市街地整備課より

「再開発ビル再生」について

②保険料の削減「経費削減

実績」について  

①大阪府市街地整備課課長補佐   

平井 秀樹 氏 

②(有)スパーク 代表  玉谷 一夫 氏 

     

平成25年２月15日 

(全国市町村再開

発連絡協議会、

大阪市街地再開

発促進協議会の

三者共催) 

 

「国土交通省の平成２５年度

重点施策」について 

①「都市の低炭素化の促進

に関する法律」（「エコまち

法」）について 

②「平成２５年度予算概算要

求の内容（重点施策等）に

ついて「 

③「 近の都市再開発事業

等における動向について「 

国土交通省都市局市街地整備課  

課長補佐 東野 文人 氏 

平成25年７月３日 

(三者共催) 

「都心におけるエリアマネジ

メント－グランフロント大阪の

取り組み」について 

一般社団法人グランフロント大阪ＴＭＯ 

事務局長 廣野 研一 氏 

平成25年８月６日 

(三者共催) 

「市街地再開発事業の動向

－今後の展開・施策につい

て」            

国土交通省住宅局市街地建築課 

  課長補佐 吉竹 宣也 氏 

平成25年11月29日 

（情報交換会） 

 

①「再開発ビル再生につい

て」 

②「地域の活性化とタウンマ

ネジメントについて」（ 

①大阪府市街地整備課 

 

②伊丹市文化振興財団  

ﾀｳﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ 中脇 健児 氏

平成26年２月５日 

(三者共催) 

「市街地再開発事業等の

近の動向について」   

国土交通省都市局市街地整備課 

課長補佐 恵﨑 孝之 氏

平成26年７月24日 

(大阪市街地再開発

促進協議会との共

催) 

「大阪府の市街地再開発事

業の今後について～再開発

ビルの再生を中心として」 

大阪府都市整備部市街地整備課

再開発グループ  

統括主査 末吉 公太郎 氏

平成26年８月26日 

(全再連、大阪市促

進協、コーディ協と

の四者共催) 

「市街地再開発事業の 近

の動向について」 

    

 

国土交通省都市局市街地整備課 

 再開発係長 早川 秀樹 氏



16 
 

平成26年10月１日 

 

小規模情報・意見交換会 

（於アステ川西）

川西都市開発㈱ 

㈱パルティ川西 

㈱ジョイン川西 

㈱シャンテ 

平成26年11月27日 

（情報交換会） 

 

①「リベル出屋敷（兵庫県尼

崎市）のリニューアルにつ

いて」 

②「セルバ守山（滋賀県守山

市）のリニューアルについ

て」 

①㈱オーク計画研究所 

   主任 木戸 康介 氏 

 

②滋賀県守山市商工観光課  

係長 今江  氏 

平成26年12月９日 

（四者共催） 

「マンションの建替えの円滑

化等に関する法律の一部を

改正する法律について」 

国土交通省住宅局市街地建築課 

マンション政策室  

課長補佐 竹村 好史 氏

平成27年２月２日 

（四者共催） 

「市街地再開発事業等の

近の動向について」 

国土交通省都市局市街地整備課 

 課長補佐 恵﨑 孝之 氏

平成27年５月20日 

（促進協と共催） 

①「大阪府の市街地再開発

事業を取り巻く状況につい

て」 

②「香里園駅東地区第一種

市街地再開発事業につ

いて」 

③「和泉府中駅東第一地区

第二種市街地再開発事

業について」 

①大阪府都市整備部計画推進課 

市街地整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ 濱川 真一 氏 

②寝屋川市まち政策部都市 

再開発事業室課長 仲西 淳 氏 

③和泉市道路河川室 

総括主査 大内 浩平 氏 

 

平成27年８月26日 

（４者共催） 

「市街地再開発事業の 近の

動向について」 

国土交通省都市局市街地整備課 

企画専門官 丸山 宏司 氏 

平成27年10月22日 

 

①「テナントリーシングツール

「SC GATE」について」 

②「 新の駐車場運営とマ

ーケティング「パーキング

アナライザー」について」 

①㈱リゾーム        金藤 純子 氏 

 

②㈱駐車場綜合研究所 大嶋 翼 氏 

平成27年11月25日 

（情報交換会） 

「再開発ビルの省電力化に

ついて」 

㈱グリーンユーティリティ 

 代表取締役 森 幸 一  氏

平成28年１月26日 

（促進協と共催） 

①「再開発ビルの商業施設

づくりの方向性と問題点」 

②「駅前整備と再々開発事

業の取り組み事例」 

①㈱ＡＵＣ計画研究所  

代表取締役 有田 浩志 氏

②茨木市都市整備部市街地新生課 

  参事 馬場 克二 氏

枚方市都市整備部都市整備推進室 

 係長 宮木 一也 氏

平成28年２月８日 

（４者共催） 

「市街地再開発事業の動向

について」 

国土交通省都市局市街地整備課 

 課長補佐 杉田 牧子 氏

平成28年８月16日 

（４者共催） 

「再開発法の改正点及び再開

発事業の動向について」 

国土交通省住宅局市街地建築課  

企画専門官 岸田 里佳子 氏

平成28年９月28日 

設立10周年記念 

(東京開催、ｺｰﾃﾞｨ

「都市再開発法の改正と再開

発ビルの活性化」 

①「平成 28 年都市再開発法の改正」 

国交省市街地整備課 

 課長補佐 小富士 貴 氏
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協との共催) ②「ｽﾏｰﾄﾊﾟｰｷﾝｸﾞと ITC 化」 

㈱駐車場綜合研究所 

代表取締役  大嶋 翼 氏

③「全国 SC・百貨店ｼｮｯﾌﾟ出退店ﾃﾞｰﾀ

ﾍﾞｰｽを活用する新しいﾘｰｼﾝｸﾞ手

法」 

㈱リゾーム専務取締役  金藤 純子 氏

 

３）「小規模意見交換会」の実施 

平成２３年度に実施したアンケートを基づいて、従来型の研修会・意見交換会から小規模

での情報・意見交換会を企画し、実施することとしました。できるだけ詳細な情報から問題点

を抽出し、その解決策を探るための意見交換会で、平成 25 年４月（24 年度）から実施してい

ます。 

平成25年４月９日 

 

小規模情報・意見交換会 

（於アドバンスねやがわ）

アドバンスねやがわ管理株式会社摂

津都市開発株式会社 

大東市再開発ビル株式会社 

平成25年５月28日 

 

小規模情報・意見交換会 

（於フレンテ西宮）

西宮都市管理株式会社 

みなとがわ未来株式会社 

平成26年４月１日 

 

小規模情報・意見交換会 

（於アスピア明石）

イーグレひめじ管理(株) 

加古川再開発ビル(株)    

姫路再開発ビル(株)    

みなとがわ未来(株) 

明石地域振興開発(株) 

平成26年７月15日 

 

小規模情報・意見交換会 

（於ゆめニティまつばら）

松原都市開発㈱ 

河内長野都市開発㈱ 

三日市都市開発㈱ 

ベルヒル商業部会事務局 

平成26年10月１日 

 

小規模情報・意見交換会 

（於アステ川西）

川西都市開発㈱ 

㈱パルティ川西 

㈱ジョイン川西 

㈱シャンテ 

平成27年４月16日 

 

小規模情報・意見交換会 

（於ベルヒル北野田）

ベルヒル管理組合 

河内長野都市開発㈱ 

三日市都市開発㈱ 

平成28年６月20日 小規模情報・意見交換会 

（於高石都市開発㈱）

 

高石都市開発㈱ 

ベルヒル管理組合 

河内長野都市開発㈱ 

豊中都市管理㈱ 

平成28年９月14日 小規模情報・意見交換会 

（於ｱｼﾞｱ太平洋ﾄﾚｰﾄﾞｾﾝﾀｰ

㈱）

アジア太平洋トレードセンター㈱ 

㈱大阪市開発公社 

ベルヒル管理組合店舗部会 

 

（４）活性化のための支援事業 

１）支援事業 
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  支援事業には、商業施設の個別事情に合わせたさまざまな事業がありますが、本ＮＰＯ法

人がこれまでに実施してきた主な支援事業の内容は次の通りです。 

①「アピア 1-2」活性化調査 

②「アントレいこま」駐車場調査 

③「アスタプラザファースト」（新長田）へのテナント誘致 

④「ソリオ宝塚」リニューアル基本計画等の業務 

      ⑤「ノバティながの」ニューアル事業 

      ⑥「エトレ豊中」経営健全化計画 

      ⑦「アドバンスねやがわ」経営健全化計画 など 

２）「ノバティながの」の再生・リニューアル事業 

平成２１年の３月に支援要請があり、会員企業のコンサルタント事務所複数社に依頼して

商圏調査、リニューアル計画、権利調整、テナントリーシング等を実施、第３セクターを中心

に管理組合、店主会が進める再生リニューアル事業の支援を行ってきました。平成元年に

竣工した再開発ビル「ノバティながの」（大阪府河内長野市）は、核テナントの西友、南海が

本年３月に退店したことにより８割近くが空き店舗となり「幽霊ビル化」と「駅前中心地区の空

洞化」の危機に陥っていました。消費者離れが懸念されるなか、スピード感を持ってリニュー

アルしなければならないという切迫した状況下でのリニューアル事業でしたが、平成２２年 

６月に国土交通省の「エリアマネジメント支援事業」の適用を受け、７月に地元の食品スー

パー「サンプラザ」のプレオープン、９月以降共用部分等の環境工事の実施を経て、歳末商

戦を控える１１月２６日にリニューアルオープンしました。 

３）平成２３年度「創造的コストダウン」のテーマのもとに支援体制の強化 

平成２１年度から設定したシリーズテーマ「創造的コストダウン」への取り組みから、支援事

業の充実が可能となり、平成２３年度には、これまでの支援事業メニューを改定し、拡充する

ことができました。 

「創造的コストダウン」とは、本ＮＰＯ法人の事業活動には、再開発ビルの管理法人の外、

公益企業、コンサルタント事務所、メンテナンス会社、不動産会社等、様々な企業・団体等

の参加とご協力をいただいています。「単なるコストダウン」を業者に要請するだけでは、新し

い価値が創造できません。本ＮＰＯ法人はこれらの企業・団体等と協力し、再開発ビルが直

面している課題の解決につながる情報やノウハウ、商品等の提案・プロポーザルを行い、新

しい価値を生み出しながら課題解決とコストダウンを図って行こうとする取り組みです。 

ｱ) 商業施設診断  

ｲ) 商業施設リニューアル・活性化調査支援  

ｳ) テナントリーシング支援  

ｴ) 長期修繕計画作成支援  

ｵ) 省エネシステム導入支援   

ｶ）電力一括供給によるマンションへの電気料

節減支援  

ｷ) リスクサーベイと損害保険料の見直し

支援  

ｸ) 駐車場の収益向上支援  

ｹ) 駐輪場対策支援 

ｺ) 建物の耐震診断支援 

ｻ）効率的なビルの管理運営支援 
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４）テナント・リーシング支援として「SC GATE」と「出店ダイレクト」の活用 

本ＮＰＯ法人は、平成２７年度に株式会社リゾームの協力を得て当法人会員向けに「SC 

GATE」を運用しています。「SC GATE」のこのシステムには新機能として『出店ダイレクト』と

いう新たな支援ツールを開発され、サービスを開始されました。 

『出店ダイレクト』は、SC に出店したい専門店様の情報を掲載して、それを見た商業施設

のテナントリーシングご担当者から連絡を取っていただくというマッチングサービスですので、

テナント・リーシング等が厳しくなってきているなか、これからさらに「SC GATE」システムの有

効な活用が期待されます。 

５）まちづくり活性化支援事業 

～東日本大震災支援と新長田まちづくりの活性化事業～ 

①東日本大震災支援の義援金募集 

2011 年 03 月 28 日に本ＮＰＯ法人では、（社）日本ショッピングセンター協会の呼びか

けに応じて、東日本大震災支援の義援金を募集し、お送りしました。 

②「新長田音楽プロジェクト」がスタート 

2012 年１月 17 日は、阪神淡路大震災から１７年。本ＮＰＯ法人では甚大な被害を受け

た神戸市新長田の復興の証としての再開発ビルを支援してきましたが、東日本大震災が

１年を迎える 2012 年 3 月 11 日に向けて、新長田の皆さんと一緒に、被災地への応援メ

ッセージを届ける「わたしたちの頑張りを東日本に届けよう！新長田音楽プロジェクト」を

立ち上げました。 

この「新長田音楽プロジェクト」では、著名な作詞家である松本一起氏が作詞、プロデ

ュースしたオリジナル曲「帰り道の途中」を地元の小学生からお年寄りまで幅広い年齢層

で構成された「１１７人の合唱団」が参加し、東北の被災者に向けて大きな声で合唱し「元

気」と「復興を願おう」というものです。松本一起氏の指導のもとに練習を重ねてきた「１１７

人の合唱団」は「１・１７ＫＯＢＥに灯りを ｉｎ ながた」に参加し、ＦＭ７７．８を通じて東北の

被災者に向けて「元気」を送りました。 

③東日本大震災の被害を受けた石巻市を訪問し、追悼式に参列 

東日本大震災ご１年目にあたる 2012 年 3 月 11 日、新長田の「１１７名の合唱団」を代

表して阪神淡路大震災の年に生まれた兵庫高校、野田高校の１７歳の高校生７名と保護

者、松本一起氏ほか音楽プロジェクト関係者の総勢１６名が、被災地石巻市を訪問しまし

た。仮設の市役所に亀山市長を訪ね、「１１７名の合唱団」を代表して高校生達から「帰り

道の途中」のＣＤを贈呈、復興へのメッセージを伝えました。市長からは、お礼の言葉と

庁内のＢＧＭとして使うことが表明され、今後も交流を深めていくことが約束されました。 

その後、市庁内で行われた追悼式に参列し、一同で献花を行うとともに市内の石巻イ

オンモールで行われた追悼行事に参加して「帰り道の途中」を熱唱し、東日本の皆さん

に新長田からのメッセージを届けました。 

④東日本大震災２年目「震災復興応援プロジェクト」 
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      阪神淡路大震災１８周年となる 2013 年１月 17 日に、「１１７名の新長田合唱団」は、ＪＲ

新長田駅前広場で行われた追悼行事「１．１７ＫＯＢＥに灯りをinながた」に参加しました。

昨年同様、東北支援のオリジナルソング「帰り道の途中」を熱唱、東北の被災地へメッセ

ージを送りました。 

また、この年は、オリジナルソング「帰り道の途中」の歌詞の変更を松本一紀氏に依頼

し、「この国には愛が」という曲にして、兵庫県下の小学生、中学生、高校生、大学生、一

般、シニアの６世代の合唱団に歌のリレーしていただき、ＤＶＤにして被災地の１７自治体

を通じて、被災者の皆さんにお届けする取り組みを行いました。 

⑤東日本大震災３年目「震災復興応援プロジェクト」 

阪神淡路大震災１９年目、東日本大震災３年目の年も、新長田で行われた「ＫＯＢＥに

灯りをｉｎながた」に参加しました。また、東日本大震災３年目にあたる３月１１日、阪神淡

路大震災の被災地、新長田（神戸市長田区）から「１１７名の合唱団」の代表とともに石巻

市を訪問、市内のショッピングセンターでの追悼行事で合唱団のオリジナル応援ソング

「帰り道の途中」を熱唱してきました。この年も「音楽による街づくり」、新長田音楽プロジェ

クトを実施し、阪神淡路大震災の被災地新長田と東北の被災地をつなぐ活動を続けて行

くことができました。 

⑥「新長田音楽祭」の開催 

阪神淡路大震災 20 年目を迎える新長田において、「音楽で街おこし！」「新長田音楽

祭」を実行するという企画を行いました。阪神・淡路大震災で も被害の大きかった新長

田地区が元気になった姿を音楽を通して全国に発信していくための音楽祭の開催です。

アマチュアバンドコンテストを実施し、次代を担うアーティストの輩出を通して街づくりに貢

献していこうというものです。コンテストでは２回の予選が行われ後、2015 年１月 18 日に

決勝大会が開催され、優勝者が決定しました。優勝グループに「こんぺいとうベイビー」

が選出されました。審査委員長である新堂本兄弟のプロデューサーである吉田建氏のプ

ロデュースでＣＤを制作するとともにＦＭわいわいの出演権利が贈られ、以後１年間、新

長田での様々なイベントへ出演することになりました。 

（５）制度改善等の提言、要望事業 

次のような関係機関、団体への制度改善や提言を行いました。 

１）再開発基金による債務保証制度のリニューアル・改修工事等への適用 

２）区分所有法改正、リニューアル新法、民法共有規定の改正について提案、議論 

３）「再開発ビル活性化への処方装－NO1,NO2」に基づくパート－ナ－シップ型の SC 経営

への転換及び PM 業務統合構想 

（６）その他事業 

１）各関係機関及び関係団体との連携 

平成１７年度に「設立記念シンポジウムを」開催したことにより、国土交通省、経済産業省、

総務省、社団法人全国市街地再開発協会、社団法人再開発コーディネーター協会、社団
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法人日本ショッピングセンター協会、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企

業基盤整備機構、大阪府、兵庫県、全国再開発市町村連絡協議会、大阪市街地再開発

促進協議会、兵庫県再開発促進協議会等々、再開発ビルの活性化、中心市街地活性化

に関わる諸官庁、関係団体、民間企業等関係機関に当法人の設立の意義、活動について

の認識を頂くことができ、その後の活動の基盤ができました。 

２）国土交通省の調査研究会に参加 

国土交通省が実施した「地方都市等における再開発ビル等の再生方策に係る検討調

査」（平成 22 年 3 月策定）の研究会に参加しました。 

国土交通省では、「都市再開発法に基づく市街地再開発事業は約 40 年が経過し、これ

までに竣工した約７００地区の再開発ビル等においては、その間の社会経済情勢の変化、

中心市街地の衰退、建築躯体や設備等の老朽化などにより、経営や管理運営上の課題を

有するビルが増えている。このため、国土交通省において、再開発ビル等の現状把握を行

い、再生のために必要と考えられる枠組みや、その具体化にあたっての課題等を整理し、

再開発ビル等の再生方策についてとりまとめを行いました。」としています。 

その研究成果として、調査報告書の概要版とともに、本ＮＰＯ法人の診断表を参考に再

開発ビル等の自己診断・自己再生のためのチェックリストが公表されていますのでご活用く

ださい。 

 ３）大阪府の「市街地再開発事業の今後の展開に関する検討会」にオブザーバー参加 

大阪府では、再開発ビルにおける施設の老朽化や空き床の発生など多くの課題を解決

し、活性化へと導くための再生方策の検討を目的として平成２３年７月に『市街地再開発事

業の今後の展開に関する検討会』を設立しました。 

設立の目的は、行政における再開発実務担当者の「問題意識の共有」「情報交換と継

承」「専門家との交流」「地方の声を集約する場として活用」にありますので、本ＮＰＯ法人は、

オブザーバーとして参加しています。大阪府の HP「市街地再開発事業」に市街地再開発

に関する多くの情報が掲載されています。 

６、本ＮＰＯ法人の理事一覧 

本ＮＰＯ法人の事業活動を行っている理事又はこれまでの 10 年間に事業活動に貢献して来ら

れた理事一覧は次の通りです。 

理事長 柳田勝敏 藤山正道 

副理事長 前田孝男 大嶋 翼 重村 清 

理 事 今井克至 大島憲明 大矢達郎 小柳和彦 坂上茂樹 高橋成明 高原政玉

中村 豊 丹羽正次 浜里良雄 林田 治 秀平譲二 堀口良平 桝村 治

溝入 隆 溝畑富廣 横山 譲 吉田康則 渡邊嘉久 

監 事 横島 毅 

以上 


