
 

 

 

特定非営利活動法人 

再開発ビル活性化ネットワーク 

 

令和４年度定時総会議案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 的（定款より） 

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り、もって地

域社会、地域経済の発展に資することを目的とする。 

 

 

令和４年１１月２９日 

於 株式会社都市問題経営研究所 

（オンライン開催） 

 

 

人・街・ネットワーク 



 

 

 

 

特定非営利活動法人 

再開発ビル活性化ネットワーク 

令和４年度定時総会次第 

 

(1) 開 会  

 

(2) 理事長挨拶 

  

(3) 議長選任 

  

(4) 議 事 

  

第１号議案 令和３年度活動報告の件  

第２号議案 令和３年度事業会計収支決算の件  

第３号議案 令和４年度活動計画の件  

第４号議案 令和４年度事業会計活動予算の件 

 

(5) 議長解任 

  

(6) 閉 会  

 

 

 

引き続いて、「情報交換会」（オンライン）を開催します。 

 

(1) テーマ「アスピア明石のリニューアルについて」 

 

(2) 講 師 明石地域振興開発株式会社  

代表取締役 平林 陽 氏  



第１号議案 令和３年度活動報告の件 

 

下記のとおり令和３年度の活動を行いましたので報告します。 

 

Ⅰ 活動期間 

 

令和３年度の活動期間 令和３年９月１日から令和４年８月３１日まで 

 

Ⅱ 活動状況 

 

（１） 令和３年度の活動・事業方針 

昨年の総会（令和３年１１月３０日）において策定した方針（概要）は、以下のとおりです。 

 

□令和３年度の活動方針 

①全国の再開発ビル、商業施設との連携、ネットワークの強化 

②情報発信力の強化 

③小規模意見交換会の実施と具体的支援 

 

□令和３年度の事業実施方針 

 

(1)ネットワーク構築、活性化・再生情報の発信 

  感染症対策で始めたオンラインの活動を、感染終息後も活動形態の一つとして取り組んで

いく。会費は試験的に半額として下記の活動を進める。 

①専門分野の会員企業等との連携、情報交換によるネットワークの拡大とともに、幅広い情

報交換が行えるよう更なる当法人のネットワークの強化、多様化を図る。 

②オンライン等の方法も含め研修会や小規模意見交換会、情報交換会を開催し、その成果や

関係団体との情報交換の成果をメールマガジンやホームページ等により情報提供、情報発

信を行う。 

③インターネット、メールマガジン、月例レポート等情ネッツ会サイト（電子会議室）等に

よる双方向の情報交換体制を強化し、再開発ビル活性化に関する情報発信を行う。 

④全国市町村再開発連絡協議会、（一社）再開発コーディネーター協会との連携により、国の

動向や再開発ビル関連制度、活性化策などをテーマに、研修会、情報交換会を実施する。 

⑤国や地方公共団体をはじめ、(公社)全国市街地再開発協会、（一社）再開発コーディネータ

ー協会、(一社)日本ショッピングセンター協会、全国市町村再開発連絡協議会等の関係団

体との情報交換、情報交流を図り、再開発ビル活性化に関する法律・制度上の問題点につ

いて、国土交通省、経済産業省等関係機関への情報提供、協議、制度改善要望等を行って

いく。 

⑥当法人が事務局を務める「全国商業施設運営管理情報ネット交換会」（略称：「情ネッツ

会」）のサイトにより情報発信と情報交換、情報共有を促進します。また「情ネッツ会」

会員向けの月例レポートを引き続き発信する。 



 

 

(2)施設運営、活性化のための支援 

①これまでの支援事業の成果を踏まえ、さらに現場の要請に応じた支援メニューの充実と

支援実施体制の強化に努める。 

  現在の支援メニュー 

1.相談アドバイス、2.商業施設経営診断、3.テナントリーシング支援システム

「SC GATE」、4.省エネ対策支援（LED照明等省エネシステム導入等）、5.「リス

クサーベイ」の無料実施・保険料見直し支援、6.空き床対策－テナントリーシン

グ支援、7.商業施設運営、ＰＭ業務支援、8.駐車場の収益向上、活性化支援、9.

駐輪場対策支援、10.効率的なビルの管理運営支援、11.商業施設再生・リニュー

アルに関する調査、計画、コーディネート業務支援 

②専門ノウハウを活用する体制を整え、積極的な施設運営、活性化の支援を行っていく。 

(3)会員サービス等の充実 

①研修会や現地での小規模な意見交換会を開催するなど情報の相互交流、身近な課題を解

決する支援体制の強化、専門家の参加とノウハウ活用の機会を増進するように図ってい

く。 

②支援体制を強化するため、専門分野のノウハウ・技術や支援メニューを充実させ、商業施

設運営や再開発ビル活性化に関する情報の質、精度をより高め、ホームページやメールマ

ガジンで情報発信していく。 

③会員に役立つ情報の提供と会員専用ホームページのデータベースの蓄積、充実を図る。 

④月例レポートの発行のほか「情ネッツ会」に寄せられた意見、質問を整理、会員の問題解

決に向けて情報を発信する。 

 

 (２) 令和３年度の活動概要 

令和３年度は、上記の方針を踏まえて活動を進めましたが、令和２年度に引き続き新型コ

ロナウィルス感染症、度重なる非常事態宣言、まん延防止措置等の影響により活動が大きく

制約されました。令和３年度の会費については試験的に半額として活動を進めました。 

通常の研修会、小規模意見交換会のように集まることができないため、オンラインによる

活動を中心に、定時総会、研修会、小規模意見交換会などを進めることができました。 

研修会ではオンラインでの開催のため、日程設定の自由度が高まるほか、遠方からの参加

が可能となり、会場確保や会場設営等の手間が合理化できるなど、効率的な活動を行うこと

ができました。 

また、オンラインにより国土交通省の政策に関するヒアリングを受け、また実際に国土交

通省の中澤再開発対策官の現地調査（アスピア明石）に協力し、次年度の予算要望に反映い

ただきました。 

 一方で、事務局の事情からメールマガジン等情報発信の活動等、下半期が不十分な活動に

とどまりました。 

 

 

 

  



 

令和３年度の活動報告は、以下のとおりです。 

 

１）会員数は、下記のとおりとなっています。 

  令和３年度は、退会１がありました。 

会員数：５６法人・団体・個人（令和４年８月３１日現在） 

内 訳：正会員４１（法人・団体３７、個人４）、準会員１３（法人・団体１３） 

    賛助会員２（法人・団体２、個人０） 

    ※増加：正会員１、準会員０、賛助会員０ 

     減少：正会員１、準会員０、賛助会員０ 

２）情報交換等及び教育研修・研究活動 

 □情報意見交換会・研修会は、関係団体との共催等により下記のとおり、オンラインで合わ

せて４回開催しました。 

◇１０月 小規模研修会（オンライン） 

日 時：令和４年２月２８日 

テーマ：「会計業務の効率化について」  

講 師：freee（株） 

   参加：５社 

◇２月小規模意見交換会（オンライン） 

日 時：令和４年２月２８日 

テーマ：「高齢化対策と管理組合運営の現状と課題」、「改正マンション管理適正化方

施行への対応」 

   参加：４社 

◇３月研修会－全国市町村再開発連絡協議会との共催、（一社）再開発コーディネーター協

会の協賛（オンライン） 

日 時：令和４年３月２２日 

テーマ：「最近の再開発事業の動向について」 

講 師：国土交通省都市局市街地整備課 課長補佐 的場 弾 氏 

参 加：９２名 

◇７月研修会－全国市町村再開発連絡協議会との共催、（一社）再開発コーディネーター協

会の協賛（オンライン） 

日 時：令和４年７月２６日 

テーマ：「市街地再開発事業等の動向と令和４年度の重点施策について」 

講  師：国土交通省住宅局市街地建築課 企画専門官 細萱 英也 氏 

参  加：６２名 

 

□ホームページ、メールマガジンの発行による情報提供 

  再開発ビル活性化、中心市街地に関する情報を掲載したマールマガジンの発行を１３６

号から１３８号まで作成、会員を始め研修会に参加いただいた方々や情ネッツ会の会員等

約７８３名の方々に発信しました。また、ホームページにメールマガジンのバックナンバ

ーを掲載するほか、研修会等の開催状況や関係資料の掲載を行いました。 

 



 

□「情ネッツ会」による情報交換、情報共有 

 

「情ネッツ会」の電子会議室では、下記のテーマ設定が行われ、意見、コメントが寄せ

られました。転貸床の解消に関する事例について－情報提供のお願い－（コメント１） 

 また、「情ネッツ会」の会員（６０団体、個人）向けに商業施設運営管理をテーマに下記

の月例レポートを発行し、電子会議室資料室にアップロードしました。  

①７月「電子商取引市場」と「新たなビジネスモデル」 

②８月 商業施設の運営管理事業者において「入居テナントや協力会社などの従業員等

に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が発生した場合の対応」（事例集） 

③９月 マンション管理・評価制度から「再開発ビルの管理・評価」を考える 

④10月 「マンション標準管理規約（単棟型）の改正」について 

⑤11月 情報処理促進法と企業・店舗のＤＸ化促進 

⑥12月 小売業界でも「ダイナミックプライシング」の導入が進むか 

⑦１月  ２０２２年流通業界の展望 

 

３）相談・アドバイス事業及び活性化支援事業 

□支援事業の実施 

 令和３年度は継続中のテナントリーシング支援事業「SC GATE」の共同利用５件に対応し

ました。 

また、会員会社からのテナントリーシングや施設運営に関する相談に対応し、ノウハウ

を持つ会員会社や専門会社の紹介を行いました（２件） 

□支援事業メニュー 

 現在以下の支援事業メニューを行っています。 

  1.相談アドバイス 

2.商業施設経営診断 

3.テナントリーシング支援システム「SC GATE」 

4.省エネ対策支援（LED照明等省エネシステム導入等） 

5.「リスクサーベイ」の無料実施・保険料見直し支援 

6.空き床対策－テナントリーシング支援 

7.商業施設運営、ＰＭ業務支援 

8.駐車場の収益向上、活性化支援 

9.駐輪場対策支援 

10.効率的なビルの管理運営支援 

11.商業施設再生・リニューアルに関する調査、計画、コーディネート業務支援 

 

４)制度改善等の提言、要望事業 

□ ３月９日、国交省都市局市街地整備課からの要望に応じて再開発ビルの再生、運営に関

するヒアリングを受け、理事を中心に再開発ビルの抱える課題等について説明と要望を行

いました。 

 また、６月１４日には理事会社である明石地域振興開発（株）（アスピア明石）に、中澤

再開発対策官と緑川係長が現地調査に赴かれ、国土交通省「都市計画基本問題小委員会」



の論点加えていただきました。 

 

５）関係機関との連携 

□全国市町村再開発連絡協議会 

－令和４年３月研修会、７月研修会を、全再連の再開発塾と共催、情報提供、情報交換を

行いました。 

以上 

 

□令和３年度の主な活動状況（令和３年９月～令和４年８月） 

 

年月日 事業・活動 内 容 

令

和

３

年 

前年度より継続 支援事業（継続） 「SC GATE」の共同利用 

９月１２日 情ネッツ会 

９月月例レポート 

商業施設の運営管理事業者において  

「入居テナントや協力会社などの従業員

等に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚

接触者が発生した場合の対応」（事例

集） 

９月２８日 情ネッツ会 

９月月例レポート 

 マンション管理・評価制度から「再開発ビ

ルの管理・評価」を考える 

１０月２０日 情ネッツ会 

１０月月例レポート 

「マンション標準管理規約（単棟型）の改

正」について 
１０月２１日 小規模オンライン研修会 会計業務の効率化について（freee（株）） 

参加５社 

１１月５日 メールマガジン１３６号  

１１月２０日 
情ネッツ会 

１１月月例レポート 
情報処理促進法と企業・店舗のＤＸ化促進 

１１月１１日 電子理事会 定時総会議案書、役員候補について 

１１月３０日 令和３年年度定時総会 

（オンライン総会） 

第１号議案 令和２年度活動報告の件 

第２号議案 令和２年度事業会計収支決算

の件 

第３号議案 令和３年度事業計画の件 

第４号議案 令和３年度事業会計活動予算

の件 

第５号議案 役員選任の件 

１２月２日 電子理事会 役職の選任 

 理事長 藤山正道 副理事長 大嶋翼 

１２月２０日 情ネッツ会 

１２月月例レポート 

 小売業界でも「ダイナミックプライシング」

の導入が進むか 

令

和

４

年 

１月１４日 メールマガジン１３６号   

１月２０日 
情ネッツ会 

１月月例レポート 
 2022年流通業界の展望 

３月３日 電子理事会 情ネッツ会登録 

２月８日 
情ネッツ会 

１月月例レポート 
「２０２２年流通業界の展望」 

２月２１日 メールマガジン１３７号  



年月日 事業・活動 内 容 

２月２８日 小規模意見交換会 

（オンライン、３社参加） 
テーマ：「高齢化対策と管理組合運営の現

状と課題」 

「改正マンション管理適正化方

への対応」 

３月３日 電子理事会 情ネッツ会登録 

３月９日 国土交通省ヒアリング 
制度設計のため再開発ビルの再生、運営に

関するヒアリング 

３月２９日 ３月研修会 

第６４回再開発塾 

（オンライン、１０６名参加） 

テーマ：「最近の再開発事業の動向」 

講師：国土交通省市街地整備課 

     課長補佐 的場 弾 氏 

６月２日 電子理事会 ７月研修会について 

６月１４日 国土交通省現地調査 アスピア明石（明石地域振興開発（株））の

施設運営、再生の取組みについて 

７月３０日 ７月研修会 

第６５回再開発塾 

（オンライン、７４名参加） 

テーマ：「市街地再開発事業等の動向と令

和４年度の重点施策について」 

講師：国土交通省市街地建築課 

     企画専門官 細萱 英也 氏 

 

□メールマガジンバックナンバー（令和３年９月～令和４年８月） 

【１３６号】１１月３０日（火）令和３年度定時総会／情ネッツ会１０月レポートの配信／７月研

修会動画と資料の配信／小規模意見交換会の開催／情ネッツ会月例レポート－バックナンバ

ー／情ネッツ会個人会員登録募集のお知らせ（再掲）／再生・活性化アラカルト－国交省／マ

ンション管理計画認定制度関連 2指針を改定－ 

【１３７号】定時総会報告／情ネッツ会１１月レポート、１２月レポートの配信／マンション関係

－３題／小規模意見交換会の開催－募集／情ネッツ会月例レポート－バックナンバーのご案

内／情ネッツ会個人会員登録募集のお知らせ（再掲）／再生・活性化アラカルト－マンショ

ン建て替えやすく－賛同 4分の 3以下に－－マンション修繕積立金、3.5 倍に増額も－工事費

高騰、国も指針を見直し－－マンション修繕周期長く－積立金不足解消へ－ 

【１３８号】３月２２日研修会の開催／小規模意見交換会（オンライン）の開催／情ネッツ会１月

レポートの配信／情ネッツ会月例レポート－バックナンバーのご案内／情ネッツ会個人会員

登録募集のお知らせ（再掲）／再生・活性化アラカルト‐再建のハードル緩和－建替決議要

件－‐マンション管理の新制度が普及するために 

 

□情ネッツ会月例レポートバックナンバー（令和３年９月～令和４年８月） 

【７月月例レポート】 テーマ－「電子商取引市場」と「新たなビジネスモデル」 

１．令和 2年（2020年）の日本国内の BtoC-EC市場規模は「19兆 2,779億円」 

２．国内電子商取引市場規模（CtoC） 

３．日本・米国・中国 3 ヵ国間の越境 EC 市場規模 

４．Eコマースの動向と新たな展開 

【８月月例レポート】特集－「入居テナントや協力会社などの従業員等に新型コロナウイルスの陽

性者や濃厚接触者が発生した場合の対応」（事例集） 

１．危機的な感染状況   

２．商業施設内で養成や濃厚接触者が発生した場合の対応（事例） 



(1)総論 

・商業施設の施設構成と対応ルール・対応ルールの制定・店舗企業とのコミュニケーシ

ョン・先ずは、感染予防の徹底  

(2)各論 

・感染患者発生の把握・感染症発生時の患者等への対応・濃厚接触者への対応・施設・

店舗の消毒、費用負担等・感染に関する告知等・業務の再開、継続等 

【９月月例レポート】テーマ－マンション管理・評価制度から「再開発ビルの管理・評価」を考え

る 

１．マンション管理と評価制度 

２．【「老朽化」と「高齢化」だけではないマンションの問題点 

３．「管理計画認定制度」と「マンション管理適正評価制度」  

【１０月月例レポート】テーマ－「マンション標準管理規約（単棟型）の改正」について 

１．マンション標準管理規約（単棟型）の改正の概要 

２．マンション標準管理規約（単棟型）の改正（案）の概要説明 

(1)IT を活用した総会における理事長の事務報告  (2)ITを活用した「総会の招集手続」 

(3)IT を活用した理事会の招集手続  (4)ITを活用した総会における議決権行使 

(5)IT を活用した総会の会議及び議事  (6)ITを活用した理事会の会議及び議事 

(7)共用施設の使用停止等 ＆ 置き配  (8)総会の延期  (9)専有部分配管 

（10）管理計画認定と要除却認定の申請 

【１１月月例レポート】テーマ－情報処理促進法と企業・店舗のＤＸ化促進 

１．「情報処理促進法」改正の背景 

２．現状は DXの取組みに消極的な日本企業 

３．小売・飲食店舗の運営とデジタル化 

４．DX 推進の課題 

５．「2025年の崖」とは 

【１２月月例レポート】テーマ－小売業界でも「ダイナミックプライシング」の導入が進むか 

１．ダイナミックプライシングとは 

２．ダイナミックプライシングの事例 

３．ＡＩによるダイナミックプライシングの普及 

４．ダイナミックプライシングのメリットとデメリット 

５．ダイナミックプライシングの今後の展望 

【１月月例レポート】テーマ－2022年流通業界の展望 
マクロ環境／消費者動向／流通業の概要 

百貨店／ＧＭＳ総合スーパー／ＳＭ食品スーパー／ＣＶＳコンビニ／家電量販店／ドラッグ

ストア／ＨＣホームセンター／アパレル・ファッション／外食／ＳＣショッピングセンター

／ＥＣ電子取引 

以上 



第２号議案　令和３年度事業会計収支決算の件

(単位：円）

Ⅰ 経常収益

1 入会金 0 0

2 受取会費

法人正会員会費 380,000

法人準会員会費 60,000

法人賛助会員会費 50,000

個人正会員会費 20,000

個人賛助会員会費 10,000 520,000

3 事業収益

研修会収入 0

懇親会収入 0

調査・相談アドバイス収入 0 0

4 その他収益

普通預金利息 12

雑収入 2 14

経常収益計 520,014

Ⅱ 経常費用

1 事業費

(1)情報交換・情報提供事業

情報交換会懇親会会費 0

ホームページ運営、メールマガジン発行 264,000 264,000

(2)教育研修・研究事業

会場費 0

会議費 0

印刷費 0

通信費 11,200

旅費交通費 0

会費 20,000 31,200

(3)調査相談アドバイス事業

調査研究費 0 0

事業費計 295,200

特定非営利活動法人 再開発ビル活性化ネットワーク

活　動　計　算　書

（令和3年9月1日から令和4年8月31日まで）

金　　　　額科　　　　目



金　　　　額科　　　　目

2 管理費

(1)その他経費

交際費 0

通信費 19,110

消耗品費 0

旅費交通費 0

雑費 37,895

支払手数料 132,000

租税公課 1

事務委託費 400,000 589,006

管理費計 589,006

経常費用計 884,206

Ⅲ経常外収益 ―

Ⅳ経常外費用 ―

税引前当期正味財産増減額 △ 364,192

法人税・住民税及び事業税 70,000

当期正味財産増減額 △ 434,192

前期繰越正味財産額 1,112,420

次期繰越正味財産額 678,228

1、重要な会計方針

（6）消費税の会計方針
　　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

計 算 書 類 の 注 記



（単位：円）

Ⅰ資産の部

１、流動資産

現金 138,855

普通預金 955,373

未収金 54,000

流動資産合計 1,148,228

２、固定資産

0

固定資産合計 0

資産合計 1,148,228

Ⅱ負債の部

１、流動負債

未払金 400,000

仮受金 0

未払法人税等 70,000

流動負債合計 470,000

２、固定負債

0

固定負債合計 0

負債合計 470,000

Ⅲ正味財産の部

前期繰越正味財産 1,112,420

当期正味財産増減額 △ 434,192

正味財産合計 678,228

負債及び正味財産合計 1,148,228

金　　　　　　額科　　　目

特定非営利活動法人 再開発ビル活性化ネットワーク

貸　借　対　照　表

令和4年8月31日現在





第３号議案 令和４年度活動計画の件 

 

令和４年度活動計画(案) 

（令和４年９月１日から令和５年８月３１日まで） 

 

□目 的 

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り、もって地域社会、地域経

済の発展に資することを目的とする。（定款第３条） 

 

□基本方針 

 －当法人の活動基本方針 

  (1)再開発ビル活性化に関する組織や情報のネットワークの拡大、発展 

(2)再開発ビル施設運営の支援 

(3)会員サービスの充実と会員拡大 

－令和４年度の活動方針 

①全国の再開発ビル、商業施設との連携、ネットワークの強化 

②情報発信力の強化 

③小規模意見交換会の実施と具体的支援 

 

□実施方針 

新型コロナウィルス感染症対策で始めたオンラインによる研修会、小規模意見交換会は、参

加のしやすさや講師の時間的な制約も減ることから、活動方法として優れた点があるため、引

き続き重要な活動形態の一つとして取り組んでいきたいと考えています。 

また、一方で直接会員同士が、意見や情報交換できる機会について、感染状況に留意しなが

ら、会員の意向を踏まえ取り組んでいきたいと思います。 

昨年度は試験的に年会費を半額にさせていただきました。今年度も経費の節減を図ることで

半額の会費で運営できるよう努めていきたいと思います。 

 

(1) ネットワーク構築、活性化・再生情報の発信 

① 専門分野の企業等との連携、情報交換によるネットワークの拡大とともに、幅広い情報交

換が行えるようにさらなる当法人のネットワークの強化、多様化を図ります。 

② オンライン等の方法を含め研修会や小規模意見交換会、情報交換会を開催し、その成果

や、関係団体との情報交換の成果をメールマガジンやホームペイジ等により情報提供、情

報発信を行います。 

③ インターネット、メールマガジン、月例レポート等情ネッツ会サイト（電子会議室）によ

る双方向の情報交換体制を強化し、再開発ビル活性化に関する情報発信を行っていきま

す。 

④ 全国市町村再開発連絡協議会、(一社)再開発コーディネーター協会との連携により、国の

動向や再開発ビル関連制度、活性化策などをテーマに研修会、情報交換会を実施していき



ます。 

⑤ 国や地方公共団体をはじめ、(公社)全国市街地再開発協会、(一社)再開発コーディネータ

ー協会、(一社)日本ショッピングセンター協会、全国市町村再開発連絡協議会等の関係団

体との情報交換、情報交流を図り、再開発ビル活性化に関する法律・制度上の問題点につ

いて、国土交通省、経済産業省等関係機関への情報提供、協議、制度改善要望等を行って

いきます。 

⑥ 当法人が事務局を務める「全国商業施設運営管理情報ネット交換会」（略称：「情ネッツ会」）

のサイトにより情報発信と情報交換、情報共有を促進します。また「情ネッツ会」会員向け

の月例レポートを引き続き発信していきます。 

 

(2) 施設運営、活性化のための支援 

① これまでの支援事業の成果を踏まえ、さらに現場の要請に応じた支援メニューの充実と支

援実施体制の強化に努めます。 

現在の支援メニュー 

1.相談アドバイス、2.商業施設経営診断、3.テナントリーシング支援システム「SC 

GATE」、4.省エネ対策支援（LED 照明等省エネシステム導入等）、5.「リスクサーベ

イ」の無料実施・保険料見直し支援、6.空き床対策－テナントリーシング支援、7.

商業施設運営、ＰＭ業務支援、8.駐車場の収益向上、活性化支援、9.駐輪場対策支

援、10.効率的なビルの管理運営支援、11.商業施設再生・リニューアルに関する調

査、計画、コーディネート業務支援 等 

② 専門ノウハウを活用する体制を整え、積極的な施設運営、活性化の支援を行っていきま

す。 

 

(3) 会員サービスの充実 

① 研修会や小規模意見交換会を開催するなど情報の相互交流、身近な課題を解決する支援体

制の強化、専門家の参加とノウハウ活用の機会を増進するように図っていきます。  

② 支援体制を強化するため、専門分野のノウハウ・技術や支援メニューを充実させ、商業施

設運営や再開発ビル活性化に関する情報の質、精度をより高め、ホームページやメールマ

ガジンで情報発信していきます。 

③ 会員に役立つ情報の提供と会員専用ホームページのデータベースの蓄積、充実を図ります。 

④ 月例レポートの発行のほか「情ネッツ会」に寄せられた意見、質問を整理、会員の問題解

決に向けて情報を発信します。 

以上 

 



（単位：円）

Ⅰ 経常収益

1 入会金 0 0

2 受取会費

法人正会員会費 380,000

法人準会員会費 60,000

法人賛助会員会費 50,000

個人正会員会費 20,000

個人賛助会員会費 10,000 520,000

3 事業収益

研修会収入 0

懇親会収入 0

調査・相談アドバイス収入 0 0

4 その他収益

普通預金利息 12

雑収入 2 14

経常収益計 520,014

Ⅱ 経常費用

1 事業費

(1)情報交換・情報提供事業

情報交換会懇親会会費 0

ホームページ運営、メールマガジン発行 264,000 264,000

(2)教育研修・研究事業

会場費 0

会議費 0

印刷費 0

通信費 11,200

旅費交通費 0

会費 20,000 31,200

(3)調査相談アドバイス事業

調査研究費 0 0

事業費計 295,200

第４号議案　令和４年度事業会計活動予算の件

特定非営利活動法人 再開発ビル活性化ネットワーク

活動予算（案）

（令和４年９月１日から令和５年８月３１日まで）

金　　　　額科　　　　目

情報交換会、研修会、総会等をオンラインによって開催するなど経費の合理化を図り、合わせて正味財産の
減少を抑制するために事務局費用を抑えることとし、昨年度に引き続き会費を半分とした予算としています。



金　　　　額科　　　　目

2 管理費

(1)その他経費

交際費 0

通信費 19,110

消耗品費 0

旅費交通費 0

雑費 37,895

支払手数料 132,000

租税公課 1

事務委託費 200,000 389,006

管理費計 389,006

経常費用計 684,206

Ⅲ経常外収益 ―

Ⅳ経常外費用 ―

税引前当期正味財産増減額 △ 164,192

法人税・住民税及び事業税 70,000

当期正味財産増減額 △ 234,192

前期繰越正味財産額 678,228

次期繰越正味財産額 444,036
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