
一般社団法人地域力研究所理事会

令和2年度第1回臨時理事会議事録（書面決議）

理事会の決議があったものとみなされた日：令和2年1月17日

理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事：岡直樹

議事録作成者：代表理事岡直樹

理事会の決議があったものとみなされた事項の内容（決議事項）

第1号議案事業計画（案）について

事業計画（案）について、承認する。

第2号議案収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込み（案）について

収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込み（案）について承認する。

第3号議案入会申込書の設定について

入会申込書について、別添様式を承認する。

第4号議案大宮台ひだまりと本の家委員会の設置について

大宮台ひだまりと本の家委員会を令和2年1月17日付で設置する。

また委員に、岡直樹、成瀬麦彦、金子純の3名を選任する。

別添のとおり大宮台ひだまりと本の家委員会規約を定める。

令和2年1月17日、代表理事岡直樹が上記議案を全理事に対して提案し、当該

議案について全員から同意の意思表示を得たので、定款第33条に基づき、当該議

案を可決する旨の理事会があったものとみなされた。

以上、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にする為、定款第35

条に基づき、本議事録を作成する。

令和2年1月17日
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一般社団法人地域力研究所理事会

令和2年度第1回臨時理事会（書面決議）

日時：令和2年1月17日

出席者：岡直樹、金子純、成瀬麦彦、鈴木清美

議案：

第1号議案事業計画（案）について

定款第43条に基づき、別添のとおり令和2年度事業計画（案）について諮

り決議するものとする。

第2号議案収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込み（案）について

定款第43条に基づき、別添のとおり令和2年度収支予算並びに資金調達及

び設備投資の見込み（案）について諮り決議するものとする。

第3号議案入会申込書の設定について

定款第6条に基づき、別添のとおり入会申込書について諮り決議するものと

する。

第4号議案大宮台ひだまりと本の家委員会の設置について

定款第36条に基づき、大宮台ひだまりと本の家委員会の設置及び委員の選

任、また別添の委員会規約について諮り決議するものとする。



一般社団法人地域力研究所事業計画
第1期（2020年1月17日～2020年12月31日）

･本年度の基本方針

設立初年度となる本年は、承継した事業の体制を整理し安定して継続できる体制を構築

すると共に、来期より本格的な展開ができるように本研究所の認知向上に向け継続的な広

報活動に努める。

重点事項

・空き家再生事業「大宮台ひだまりと本の家」について、今期中の黒字化を目指す。

・空き家再生事業の第2号事例を実施する。

・商店街活性事業「ちぱぎんざ図書館」について、春の再開を目指す。

・商店街活性事業において、カフェテラスの検討を進める。

・地域団体連携事業において、NPO法人情報ステーションとの協定を整備する。

・地域団体連携事業の第2号事例を実施する。

組織基盤強化

。広く会員を募集し、20名の会員登録を目指す。

oWEBサイトを中心に継続的な広報活動を進める。

･事業計画

空き家再生事業（空と本の家プロジェクト）

（1）大宮台ひだまりと本の家

空き家再生事業の第1号物件となる「大宮台ひだまりと本の家」は、時間貸し等での

収益化を図ると共に、地域文庫の開設により地域住民の参加を促し、事業モデルの確立

を図る°その為に、ボランティアDAYを継続的に行うほか、ポスティング等による寄

贈本の募集や、見学会などを実施する。これらにより、今期中には2階も含めた建物全

体の利用を実現し、単月収支の黒字化を目指す。

また、蔵書の貸出し･古本の販売・新刊書籍の取寄せを一体的に行う新しい事業モデ

ル（仮称：針鼠文庫）の実証実験を行う。

（2）第2号物件（千葉県北西部を想定）

空と本の家プロジェクト第2号の物件を今期後半には稼働させる。それに向け、物件

の公募、オーナーの募集などを広く告知し、空き家再生事業の物件募集から収益化まで

の一連の事業スキームをつくる。



商店街活性事業

（1）ちばぎんざ図書館

昨年末閉館した、千葉銀座商店街振興組合及びNPO法人情報ステーションが運営す

る「ちぱぎんざ図書館」を復活させ、前述した針鼠文庫や会員制度の導入により自立運

営できる民間図書館の実証実験を行う。

同時に、時間貸しや荷物保管などの収入源を確保し、早期の収益改善に取り組む。

（2）カフェテラス

習志野市袖ヶ浦団地ショッピングセンターで過去に実施されたアンケート調査による

と、回答者の26％から喫茶店の要望が集計された。この結果を鑑み、低客単価でも運

営のできる喫茶店事業を企画したい。

今期は、実施主体の検討も含め各種調査研究を行い、来期には企画検討結果を公表し

たい。

地域団体連携事業（地域活性パートナーシップ）

(1)NPO法人情報ステーション

民間図書館を中心とする、いくつかの業務委託契約については承継する。同時に、活

動全体を包括するパートナーシップの協定を締結するように、検討・連携を進める。

（2）第2号団体（船橋エリアを想定）

情報ステーションの事例を元に、パートナーシップを結ぶことのできる団体について

調査・検討を進め、今期中にもう1団体との協定を実施する。

法人運営

（1）会議等

社員総会の開催

会費など組織運営にが必要な事項を定めるために、設立時に臨時総会を開催する。

理事会の開催

今期の理事会は、 6月、 12月に通常理事会を開催する。

また、各事業の開始にあたり委員会の設置にあたっては、都度臨時理事会を開催する。

委員会の開催

各事業の円滑な推進を図るために、各事業・部門ごとに委員会を設置し、必要に応じて随時

開催する。



（2）会員・ボランティア

会員の入会については広く募集し、多くの方の参画を求める。また、各事業についてボラン

ティアの参加を募り、地域に開かれた事業活動を行っていく。

そのための、入会・参加等に係る事務の整備や、連絡・管理等の業務を行う。

（3）総務・経理

設立に伴う各種届出等を遅滞なく行えるように務める。また、事業・部門別の会計管理を徹

底し、情報公開を促進する。

（4）広報

設立初年度となる今期は、地域での認知を上げるために、WEBサイトを中心とする継続的

な広報活動に努める。

o役員

代表理事

理 事

理 事

監 事

岡直樹

金子純

成瀬麦彦

鈴木清美

※理事の任期は2020年1月17日から2022年1月開催予定の定時総会まで

※監事の任期は2020年1月17日から2024年1月開催予定の定時総会まで



正味財産増減計算書予算書
一般社団法人地域力研究所第1期
（自今和2年1月17日 至舎和2年12月31日）

科目 予算額

1 －般I三味財産増減の部

1 経常増減の部

（1）経常収益

基本財産運用益

基本財産受取利息 ¥0

特定資産運用益

特定資産受取利息 ¥0

受取会費等

入会金 ¥150,000

r会員会費 ¥1,250,000

賛助会員会費 ¥100,000

事業収益

空き家再生事業収益 ¥250,000

商店街活性事業収益 “50,000

地域団体連携事業収益 ¥2,800,000

受取補助金等

受取補助金 ￥0

受取負担金

受取負担金 ¥0

受取寄付金

受取寄付金 ￥0

雑収益

受取利息 ¥0

雑収益 ¥0

経常収益計 ¥5,000,000

（2）経常費用

事業費

空き家再生事業

水道光熱費 ¥100,000

通信費 ¥100 000

支払手数料 ¥150 000

地代家賃 ¥500 000

消耗品費 ¥250 000

商店街活性事業

水道光熱費 ¥150,000

通信費 ¥60 000

支払手数料 科0 000

地代家賃 ¥550 000

消耗品費 ¥100 000

地域団体連携事業

外注費 ¥1,7000000

一般管理費

役員報酬 ￥960,000

支払手数料 料0 000

租税公課 ¥100 000

雑費 ¥2m 000

経常費用計 ¥5,000 000

当期経常増減額 ¥0

一般正味財産期首残高 ¥0

一般正味財産期末残高 ¥0

II 正味財産期末残高 ¥0



一般社団法人地域力研究所入会申込書

年 月 日

一般社団法人地域力研究所

代表理事 岡直樹殿

会社・団体名

氏 名 印

一般社団法人地域力研究所の趣旨に賛同し、入会を申込みます。

□一般会員（入会金o円・年会費1万円）

口正会員（入会金3万円・月会費1万円）

o会員の種別

｡申込み種別 口法人・団体

口個人

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
〕

･連絡先など 住 所（〒

電話番号（

生年月日（

ご紹介者（

口掲載する（表記

口掲載しない

●WEB掲載

口）･会費・期日 加入口数（

入会希望日 年 月 日



一般社団法人地域力研究所

大宮台ひだまりと本の家委員会規約

第1条大宮台ひだまりと本の家委員会（以下、本委員会という。 ）は、大宮台ひだまり

と本の家に関する事業（以下、本事業という。 ）を推進することを目的とする。

第2条委員は会員より理事会が選出し、正会員は1口以上、賛助会員は年間12口以上

の会費を納入しなければならない。

第3条委員が本委員会の委員を退任しようとする時は、退任を希望する日の6か月以上

前に本委員会に申し出なければならない。

第4条委員が次のいずれかに該当するときは、本委員会において、委員全員の決議を

もって、当該委員を除名することができる。

（1） この規約、定款その他の規則に違反したとき。

（2）その他除名すべき正当な事由があるとき。

第5条本委員会は、すべての委員をもって構成する。

第6条本委員会は、次の事項について決議する。

（1）本事業に関する業務執行の決定

（2）本事業における利益の処分方法

（3）委員の除名および追加
第7条本委員会における議決権は、委員1名につき1個とする。

第8条本委員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総委員の議決

権の過半数を有する委員が出席し、出席委員の議決権の過半数をもって行う。

第9条本委員会に出席できない委員は、他の委員を代理人として議決権を行使する事が

できる。この場合においては、当該委員又は代理人は、代理権を証明する書類を

本委員会に提出しなければならない。

第10条委員が、本委員会の目的である事項について提案をした場合において、その提

案について、委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと

きは、その提案を可決する旨の本委員会の決議があったものとみなす。

第11条本委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2議事録には、出席した委員全員が記名押印しなければならない。

第12条本事業の事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した

書類については、毎事業年度の開始の日の1か月までに、本委員会が作成し、

理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

第15条本委員会の設置時の委員は、次のとおりとする。

設置時委員岡直樹成瀬麦彦金子純

第16条本規約に定めのない事項は、定款および一般法人法その他の法令に従う。

第17条本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

第18条本規約の運用において、個別条項と齪酪が生じた場合には、理事会決議が優先

される。

第19条本規約は令和2年1月17日より施行する。


