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はじめに 

当協会は、2012 年 9 月 11 日に設立しましたが、その後最初の事業スキームである「笑恵館」の立ち上げを優先

し協会は休眠状態のまま放置していました。昨年 4 月、ようやく笑恵館が開業し、その後の運営に携わりながら

ようやく当協会の事業スキームが現実化してきました。そこで昨年 8 月より実質的に新規スタートということで、

税務署に収益事業開始届を提出してまいりました。 

その後 9 月以降は、公益法人の認定取得に向け内閣府の相談会や税務署での相談を経て、公益事業スキームへの

移行と公益認定の申請手続き双方の準備を並行して進め、公益法人への移行に必要な決算期の変更、理事の増員、

定款変更案などに関し、去る 12 月 9 日に臨時総会を開催し承認を得ました。そして、年度末の 12 月 25 日をも

って、初めての土地資源取得契約を締結し、笑恵館の所有者として新年度を迎えます。 

前代未聞のスキームで新天地を歩く思いでおりますので、本年度もご支援、ご叱咤をいただきますよう、お願い

申し上げます。 

 

【環境認識】 

当事業の問題意識と公益目的の関係について、確認します。 

 

○ 【21 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保】 

土地は国民生活に欠かせない資源であり、それらが未利用のまま放置されているのは、供給がなされていない

に等しい。ランドリソース活動とは、まさにこうした土地に関する情報を開示し、自らその所有権を取得する

ことで、土地資源を「永続的」に供給する取り組み。土地を社会の資源として活用したいという所有者の思い

に答え、利活用されているかどうかを問わず、すべての土地の利活用に必要な情報を開示し、資源として社会

に提供する。 

 

○ 【19 地域社会の健全な発展】 

通信や流通のサービスの高度化により、人々の生活は人や場所を介さずとも成り立つようになり、地域社会と

は疎遠になる一方だ。ランドリソース活動とは、個人の民有地を開放し、そこを訪れるすべての人を対象に、

顔見知りの緩やかな関係を作りながら、地域のコミュニティを再生する取り組み。専任の管理者を必ず置いて、

そこを訪れるすべての人たちに土地の利活用と運営への参画を促し、地域社会に貢献する事業や活動を支援す

る。 

 

○ 【20 公正かつ自由な経済活動の機会の確保、促進、活性化による国民生活の安定向上】 

私たちが豊かに暮らすためには、誰もが自分で経済活動を立ち上げ、営むことができる機会が必要だが、自由

で開かれたスペースの確保は難しい。ランドリソース活動とは、「民有地を公開する」ことにより、様々な活

動に対し「自由で公正な場」の提供を行う取り組み。従来にない場所の使い方や、地域社会のニーズに応える

活動に対し、場所の利用料を減免・免除したり、土地の整備や保全に寄与する活動への助成などを行う。 

 

○ 【17 国土の利用、整備又は保全】 

増加を続ける空き家や耕作放棄地は、社会が取り組むべき深刻な国土の荒廃なのに、多くが民有地のため個人

にその対応が委ねられ、社会はその対応に手をこまねいている。ランドリソース活動とは、放置されている個

人所有の土地や建物を、所有者任せにせず地域の資源として確保し、みんなで利用・整備・保全していく取り

組み。この活動の内容を様々な媒体による発信やイベントなどを通じて広く普及し、誰もが当事者として寄与

できるよう啓発する活動を行なう。 
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【事業計画】の見方・使い方 

本書では、目的ごとに事業を分類し、さらに下記の５つの項目に分けて表記しています。 

 

① 企画・構築（考える仕事） 

目的実現のため、日々の作業の傍らで、私たちは下記の２点について目標を掲げ、考える必要があります。 

仕組み作り(減らす) 目的実現のため、何が必要かを常に考え、不要な作業を減らすこと 

内容の充実(増やす) 目的実現のため、何が必要かを常に考え、不足を補充すること 

上記の２つをあえて分離することで、考えるべきこととその成果を明確にします。 

② 業務手順（動かす仕事） 

事業を推進するためには、事業プロセスを下記の３つに分け、実行責任の所在を明確にする必要があります。 

始める段階 事業開始のきっかけを作り、実行に必要な準備をし、事業をスタートさせる仕事 

実行の段階 必要な成果を得るために、事業を実行する仕事 

終わる段階 成果を明確にし、終了に必要な処理をし、次の業務に引き継ぐ仕事 

３つのプロセスには、事業の結果に責任を負う担当者を配置し、事業推進に関する権限を付与します（兼任可）。 

③ 業務仕様（仕事の内容） 

主要な業務の内容について一覧表で表記し、業務の全体像と項目ごとの両面から事業目的との整合性を確認します。 

④ 業務書式（必要書類） 

主要な業務書式を、業務リスト｜業務処理シート｜説明資料｜登録シート｜証書・契約書の5種類に分類整理します。 

⑤ 事業予算（支出と収入） 

事業に伴ない想定される収入と支出について、その内容と計算根拠を明示します。 

なお、上記業務に対する諸費用は、あくまで全体収入の範囲内で計上いたします。 

したがって、必要な収入が確保できない場合は、報酬の有無に関わらず上記業務に取り組みます。 

 

【基本方針】 

以上の環境認識を踏まえ、実質的には活動開始初年度にあたる本年度は次の４点を軸に事業を実施した。 

なお、事業内容については公益法人への移行を前提に定めた「定款変更案」に基づいて作成した、 

 

A) 経営基盤の整備 

(ア) 広報資料の整備、研修プログラムの構築及び全会員の受講    （公３） 

(イ) 公益法人への移行を前提とした事業計画(本書)の策定と整備    （法人） 

(ウ) 給与制確立までの間、委託費による業務進行     （共通） 

(エ) 業務手順の合理化による収益構造の確立      （収益） 

B) 先行事業「笑恵館」での事業構築 

(ア) 認証、取得（委託）など事業着手に必要な諸手続き・契約方法の確立   （公１） 

(イ) コミュニティ運営のマニュアル化と、助成事業の開始（４月より）   （公２） 

(ウ) 業務手順の合理化による収益構造の確立      （収益） 

C) 新規土地資源の登録・取得の推進 

(ア) 登録及び取得相談会の集中開催       （公１） 

(イ) 広報メディアの整備と関連団体との連携・協力の模索    （公３） 

(ウ) 事業パンフレット、ガイダンスシートの整備     （公３） 

D) 公益法人認定の推進と人事構築 

(ア) 協会の事業、機構などの再構築       （法人） 

(イ) 申請準備、書類作成、事前相談、電子手続の実施     （法人） 

(ウ) 会員及び理事の確定        （法人） 

(エ) 作業スタッフの確保        （法人） 

 

事業ごとの計画は、次頁以下のとおりである。  
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I. 公１：登録及び取得事業 
民有地は本来国民生活に欠かせない資源として、誰もが利活用できるよう供給されたはずなのに、一定の役割を終えた多くの土地が、

使われずに放置されている。ランドリソースとは、所有者自らが現状に関する情報を開示し、新たな利活用に関する提案を広く一般

に募ることで社会に供給される「国民生活に資する永続的な土地資源」のこと。本事業では、所有者より提供されたランドリソース

に関する情報を登録・公開し、現状のままでその利活用を推進するための事業を立案し、当法人が主体となって永続的に事業を担う

体制を整備する。 

 

ア 登録事業 【ランドリソースの公開】 

個人所有の土地や建物を資源として社会に供給するため、土地所有者より提供された土地資源に関する情報をデータベース

に登録し、ＷＥＢサイト(公3)などで広く協力者を募るほか、詳細情報を誰もが閲覧できるようにする。 

情報の収集・整理については申請者が自ら行うが、必要に応じて当協会が養成する専門職（ランドキーパー）による代行を

あっせんする。 

① 企画・構築（考える仕事） 

仕組み作り 

(減らす) 

資源ＤＢの構築 現状は、暫定ＤＢで運用 

資料管理システム 土地資源ファイルの管理方法の確立 

内容の充実 

(増やす) 

登録内容の研究 資源シート、保全シート、整備シート、利用シートの内容の吟味 

発信内容の研究 発信に必要な情報のリストアップ 

② 業務手順（動かす仕事） 

相談 ① 登録相談会：所有する土地資源の利用者や協力者を募るため、情報を開示したい人 

② ガイダンス：受付範囲の確定、手続きの説明 

土地資源ファイルの作成支援（代行のあっせん） 

受付処理 登録申請書の提出、登録料の納付、土地資源ファイルの提出 

登録・更新 ③ 暫定ＤＢ登録、ＷＥＢ登録(登録データの有効期限：1 年)→【公 3 広報事業】へ 

④ 土地資源ファイルの保管、供覧 

⑤ 登録証の交付 

登録データの更新(1年毎、最新情報に更新) 

③ 業務仕様（仕事の内容） 

1. 土地資源ファイルの内容 

シート名 提出データ 付属資料 

資源データシート 地形・環境・法規制など現地に関する情報 地図、都市計画図など 

 利用シート 場所・面積・料金など利用に関わる情報 案内図・面積表・価格表など 

  整備シート 工事・修理・調査など整備に関する記録 契約書・報告書・許可証など 

  保全シート 登記・権利・評価など保全に関する情報 登記簿・測量図・課税台帳など 

2. 業務価格表  

  目的 内容 費用 備考 

①登録相談会 受付の受理 相談(1時間) 3,000円/回 初回無料 

③作業代行 資料作成･提出 提供資料から必要事項を転記･作成 別紙参照 ＬＫ※をあっせん 

④登録(必須) 情報開示･保管 情報登録及び保管・供覧 1,000円/年 
 

⑧更新 情報開示･保管 情報更新及び保管・供覧 500円/年 
 

※ＬＫ(ランドキーパー)とは、公 3 啓発事業において、全教科の実習を修了した実務経験者です。 

④ 業務書式（必要書類） 

業務リスト 登録相談リスト、登録資源リスト 

業務処理シート 登録相談シート、登録申請シート 

説明資料(説明) ガイダンスシート登録編 

登録シート(開示) 資源データシート（資源･利用･整備･保全） 

証書･契約(告知) 土地資源登録証 

⑤ 事業予算（数量の想定、支出と収入の計算根拠） 

名称・摘要 想定数量 支出 収入 

無料相談 17件 委託費：¥3,000×17＝¥51,000 相談料：無料 

有料相談(2回目以降) 2回×7件 委託費：¥3,000×14＝¥42,000 相談料：¥3,000×14＝¥42,000 

登録 2か所×10件 委託費：¥1,000×20＝¥20,000 登録費：¥1,000×20＝¥20,000 

更新 1か所 委託費：\500×1＝\500 更新料：\500×1＝500 

データベース運用  委託費：\5000×12＝\60,000  

資料保管 2か所×10式 事務用品費：¥1,000×20＝¥20,000  

 計 \193,500 \62,500 
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イ 取得事業 【ランドリソースの供給】 

登録した土地資源を実際に開放して社会に供給するため、土地所有者より委任された管理者が作成した事業計画をもとに当

協会の収支計画および組織や運営体制を調整した上で、当協会がその土地資源の「永続的な経営権」を取得する。 

ここで言う永続的な経営権とは、事業期間の長さではなく事業を中止しないことを意味する。 

なお、土地所有者が委任できる管理者がいない場合は、当協会でその養成を行う(公3)。 

① 企画・構築（考える仕事） 

仕組み作り 

(減らす) 

地域支部体制 地域ごとの土地資源のグルーピングとコミュニティ形成 

  

内容の充実 

(増やす) 

資源事業計画 経営シート、運営シートの研究 

取得契約 契約方法の研究 

② 業務手順（動かす仕事） 

準備・受付 ① 登録相談会：土地資源の利用を促進するため、地域に開放したい人(2 回目以降は有償) 

② ガイダンス：事業手順、必要作業の説明、取得範囲の確定 

③ 専任管理者(ランドキーパー)の選任と資源事業計画の作成支援→【公 3 育成事業】へ 

④ 取得審査受付：申請書及び必要書類一式 

調整・審査 ⑤ 現地確認（専任管理者同行） 

⑥ 事業計画の検証→コミュニティ計画の検証→エリア計画の検証 

⑦ 審査：支部長会議（専門委員のアドバイス）→理事会、 

取得・任命 ⑧ 取得契約・関連諸契約の移行(入居者など) 

⑨ ランドキーパーの任命、コミュニティの設立、支部の設置 →【公 2 運営事業】へ 

⑩ 契約の更新(1 年毎) 

③ 業務仕様（仕事の内容） 

1. 資源事業計画の内容 

名称 提出書類(管理者が作成) 提出時添付書類 調整 審査 

施設計画 資源データシート 登録時の付属書類一式 現地確認、不足資料収集 必須情報の確認 

経営計画 資源経営シート 関連資料一式 支部内連結収支調整 収支検証と採算確保 

利用計画 資源運営シート 関連資料一式 コミュニティ調整 運営体制の確認 

2. 取得契約の種類  

 土地資源による収益の取扱 専任管理者 選択の目安 

a.委託 所有者が協会に収益を寄付 当協会の承認→所有者が選任 資源事業収益[＋]、有資格管理者○ 

b.賃貸借 所有権を賃借し、収益事業を行う 所有者の承認→当協会が選任 資源事業収益[＋]、有資格管理者× 

c.譲渡 所有権を取得し、収益事業を行う 所有者の推薦→当協会が選任 資源事業収益[－] 

契約期間は１年とし、変更がなければ無期限で自動更新する（a.b） 

契約更新時に、上記の取得方法を変更できるが、c.譲渡から他への変更は不可。 

b.賃貸借の場合の賃料は、所有者が負担する「減価償却費、固定資産税、火災保険料など」に相当する額とする 

3. 業務価格表  

  目的 内容 費用 備考 

①取得相談会 受付の受理 相談(1時間) 3,000円/回 初回無料 

③作業代行 資料作成･提出 提供資料から必要事項を転記･作成 別紙参照 ＬＫ※をあっせん 

⑤現地調査 土地資源の現状確認 現地確認､関係者面談､不足情報収集 10,000円/日 実費は別途 

④ 業務書式（必要書類） 

業務リスト 取得相談リスト、取得資源リスト 

業務処理シート 取得相談シート、取得申請シート、 

説明資料(説明) ガイダンスシート取得編 

登録シート(開示) 資源事業計画（資源データシート、経営シート、運営シート）、エリア事業計画 

証書･契約(告知) 取得契約書、専任管理者委嘱状 

⑤ 事業予算（支出と収入） 

名称・摘要 想定数量 支出 収入 

無料相談 10件 委託費：¥3,000×10＝¥30,000 相談料：無料 

有料相談(2回目以降) 2回×3件 委託費：¥3,000×6＝¥18,000 相談料：¥3,000×6＝¥18,000 

現地調査 2日×3件 委託費：¥10,000×6＝¥60,000 現地調査費：¥10,000×6＝¥60,000 

調整・審査 3件 委託費：\20,000×3＝\60,000  

契約事務費 3件 委託費：\5000×3＝\15,000  

 計 \183,000 \78,000 
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II. 公２：運営及び助成事業 
民有地は官有地と異なり、自由な日常生活や経済活動を営める場所なのに、互いを訪ね、迎え入れる市民同士の関係が希薄

になり、地域の活力が低下している。ランドリソース活動が目指すのは、民有地が開かれた自由な活動の場となることで、

地域の顔見知りの輪が少しずつ広がり、やがて誰もが豊かに安心して暮らせる地域社会の実現に寄与すること。本事業では、

地域ごとに誰もが参加できる会員組織を作り、すべての関係者を緩やかに繋ぎながら、地域社会への貢献や新たな利活用に

挑む活動を助成することで、土地資源を中心とした地域コミュニティを育成する。 

 

ア 運営事業 【ランドリソースの開放(支部)】 

原則としてすべての土地資源を開放し、無料で利用できるようにします（一部、専用利用できる権利を収益事業として販売）。 

専任の管理者を配置し、来訪者への対応と、施設を利用・整備・保全するための必要な管理を行います。 

誰でも入会できるクラブ組織を作り、顔見知りのコミュニティを作ることで、誰もが安心して利活用できる場を提供します。 

① 企画・構築（考える仕事） 

仕組み作り 

(減らす) 

資源管理業務 より多くの年地源を管理するために、合理的な仕組みを考案する 

クラブ管理業務 より多くのクラブ事業を管理するために、合理的な仕組みを考案する 

内容の充実 

(増やす) 

土地活用事例研究 土地資源の利活用に関し、新たな可能性を模索する 

クラブ事業開発 土地資源を活用したコミュニティによるビジネスを考案する 

② 業務手順（動かす仕事） 

報告・宣言 ①年次業務 決算、契約･情報更新、総会など事業の節目、 

運営・実施 ②日常業務 清掃、開閉、日報など、毎日やるべき業務 

③定例業務 運営会議、定例イベント、広報など、繰り返しやるべき業務 

④随時業務 来訪者対応、入退会、会計など、必要に応じて常に対応すべき業務 

企画・広報 ⑤企画業務 事業計画、編集、イベント企画、設計・見積など、定めた期限までにやるべき業務 

③ 業務仕様（仕事の内容） 

1. 開放と管理 

資源開放(専任管理者) 資源管理(協会支部) 

種別 施設の開閉 来訪者対応 資源の種別 利用 整備 保全 

常駐管理（居住） 毎日開閉 常時対応 拠点 水光熱費管理 

消耗品補充 

点検、清掃、緑化 

設備、備品、掲示 

 

修理、手入れ 

保険・固都税※ 常勤管理（通勤） 開放日開閉 開放中対応 サテライト 

巡回管理（通勤） 常時開放 問合せ対応 フィールド 

2. 開放と占有利用 

 一般利用部分 予約利用部分 契約利用部分 管理部分  

場所の開放性 A公開 B開放 C一般 D会員 E共用 E専用 F管理  

一般 ◎ ○ △ × × × ×  

クラブ会員 ◎ ○ △ △ △ △ × 顔見知りになることで受け入れる 

契約関係者 ◎ ○ △ △ ◎ △ × 契約者の訪問者、家族 

契約者 ◎ ○ △ △ ◎ ◎ × 契約者本人 

管理関係者 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎ 管理者の 

凡例： ◎随時利用 ○閉館時利用不可 △予約･契約時利用不可 ×無断立入禁止 

3. クラブ組織の概要 

項目 内容 会計：独立会計 

組織 非営利団体 収入の部 支出の部 

代表 土地資源所有者または管理者(当協会の正会員または支部会員) 前期繰越金 クラブ事業経費 

会員 誰でも入会可、年会費500円程度 会費収入 会員親睦経費 

クラブ事業 土地資源を活用して会員が運営する事業(予約・契約以外) クラブ事業収入 運営事務経費※ 

運営事務※ 入退会、会計管理、総会運営等を当協会に有償で委託する 寄付収入 次期繰越金 

④ 業務書式（必要書類） 

業務リスト 管理者シフト表 クラブ運営 会員名簿 

業務処理シート 業務日誌、本日の利用予定、   

説明資料(説明) ガイダンスシート運営編、地域マップ、  クラブ案内 

登録シート(開示) 土地資源管理シート   

証書･契約(告知)   会員証、入会申込書、各種契約書、規約 

① 事業予算（支出と収入） 

名称・摘要 支出 収入 

クラブ管理事務 委託費：¥15,000×12＝¥180,000 ¥15,000×12＝¥180,000 

専任管理 

 

委託費：20×¥8,500×12＝¥2,040,000  

臨時雇賃金：¥21,000×12＝¥252,000  

資源管理 

 

消耗品費：\5,400×12＝¥64,800  

消耗什器備品費：¥20,000×12＝¥240,000  
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その他管理費 

（収益事業と按分） 

光熱水費、修繕費、および賃借料  

上記の按分額：\1,383,844  

合計 \4,160,644 ¥180,000 

 

イ 助成事業 【ランドリソースの利用促進(支部)】 

土地資源の利用・整備・保全を促進するため、新規もしくは一定の条件を満たした活動に対し、助成を行います。 

また、継続助成の条件として、助成対象の全活動に対し活動レポートの提出を義務付け、広報事業(公３)にも貢献します。 

 

① 企画・構築（考える仕事） 

仕組み作り 

(減らす) 

活動事例の紹介 活動の告知、レポートを効果的に発信するシステムの考案 

助成申請手続き 助成申請のための新たな書類や処理を省略するための仕組みづくり 

内容の充実 

(増やす) 

助成基準 より効果的な助成基準の開発 

活動助成 助成対象活動の企画 

② 業務手順（動かす仕事） 

申請・受付 ①相談・説明 

②申請書受理→受付(管理者) 

③減免料金などの支払い(減免助成の場合) 

④助成対象活動情報の事前告知 

実施 ⑤活動の実施 

報告・助成 ⑥イベントレポートの提出・支給助成金の支払い 

⑦事例発信 

③ 業務仕様（仕事の内容） 

1. 助成方法 

名称 原状復帰 該当部分 助成対象 助成内容 

チャレンジ利用 必要 全ての部分 予約利用料 無償提供 

新規利用 必要 予約利用部分 予約利用料 減免(貸切、有償公開) 

免除(無料公開) 公益目的利用 必要 

整備利用 不要 契約利用部分 契約利用料 減免（償却費50%相当） 

保全活動 不要 指定の部分 指定の活動 活動費の助成 

助成金は、活動レポートの提出と引き換えに支給します。(同一活動は複数回分をまとめてよい) 

2. 助成基準 

名称 助成対象となる条件 

チャレンジ利用 従来にない新たな方法で利用する場合 

新規利用 はじめて予約利用する場合 

公益目的利用 公益を目的とする活動(※1)が、繰り返し予約利用(※2)する場合 

※1.公益目的を別表の22項目から選択すること 

※2.前回利用時の活動レポートが提出されていること 

整備利用 施設を自費で整備して契約利用する場合 

保全活動 当協会が助成事業として募集する保全活動に応募して採用された場合 

  

④ 業務書式（必要書類） 

業務リスト 助成対象者リスト 

業務処理シート 助成活動提案書 

説明資料(説明) ガイダンスシート助成編 

登録シート(開示) 活動レポート 

証書･契約(告知)  

⑤ 事業予算（支出と収入） 

名称・摘要 想定 支出 収入 

支払助成金    

保全活動助成金 ¥10,000×5団体 ¥50,000  

減免助成金 キッチン ¥1,000×1h＝¥1,000 

食堂 ¥500×20h＝¥10,000 

ほほえみ ¥800×25h ＝¥20,000 

にこにこ ¥600×10h ＝¥6,000 

その他 ¥500×1h＝¥500 

\37,500×12＝\450,000  

合計  \500,000  
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III. 公３：広報及び啓発事業 
空き家や耕作放棄地の増加は、国土の荒廃として誰もが取り組むべき課題なのに、民有地であるがゆえその対応は所有者個

人に委ねられ、人々は手をこまねいている。ランドリソース活動とは、個人の財産として放置されている土地や建物を所有

者任せにせず、みんなの資源として確保し、みんなが所有者になったつもりで利用・整備・保全していく取り組みのこと。 

本事業では、この活動の内容を様々な媒体による発信やイベントなどを通じて広く普及し、「空き家の無い社会の実現」に

向けて誰もが当事者として寄与できることを啓発し、活動の担い手を事業者として育成する。 

 

ア 広報事業 【ランドリソースの普及活動】 

土地資源の現状や課題(資源登録データ)、課題に挑む方法の提案(当事業の仕組み)、活動事例の紹介(活動レポート情報)に

ついて、電子媒体、紙媒体、イベントなどを介して広報する事業。 

① 企画・構築（考える仕事） 

仕組み作り 

(減らす) 

情報発信システム WEBサイト間の連動、投稿型サイトの設置 

情報配布システム ポスティング戦略、配布用ボックスの設置 

内容の充実 

(増やす) 

イベント集客戦略 他団体との連携、広報チラシのデザイン 

コンテンツ企画 各種イベント、広報物の内容に関する研究開発 

② 業務手順（動かす仕事） 

 電子媒体 紙媒体 イベント 

計画・準備 システム構築、データ受付 企画・デザイン、入稿 イベント企画作成、告知 

開催・発信 データ登録、発信 編集、発行・配布 申込受付、設営・開催 

反復・更新 データ更新 改訂 反復開催 

③ 業務仕様（仕事の内容） 

1. コンテンツ 

内容 電子媒体 紙媒体 イベント 

事業の仕組み 協会サイト：1月更新 協会パンフレット 説明・相談会 

土地資源の現状 支部サイト・予約サイト 支部だより 交流会 

活動の事例 活動サイト 助成レポート 展示会 

2. 情報収集 

 協会の情報 地域の情報 活動の情報 

説明情報 

(説明資料) 

ガイダンスシート(全編) 

協会案内･支部案内(3ｱ) 

地域マップ･クラブ案内(2ｱ) 

 

利用方法(3ｱ) 

助成制度(3ｲ) 

開示情報 

(登録シート) 

資源(1ｱ)、広域事業計画(1ｲ) 

認定管理者(3ｲ) 

事業計画(1ｲ) 

予約・契約状況(収) 

助成活動レポート(2ｲ) 

告知情報 

(証書･契約) 

資源登録(1ｱ)、資源取得(1ｲ) 

管理者認定(3ｲ) 

 助成活動募集(2ｲ) 

④ 業務書式（必要書類） 

業務リスト ＷＥＢサイトリスト、広報物リスト、イベントリスト 

業務処理シート ホームページ設計シート、広報物企画シート、イベント企画シート 

説明資料(説明) ガイダンスシート広報編、協会案内、支部案内、 

登録シート(開示) イベントデータシート 

証書･契約(告知)  

⑤ 事業予算（支出と収入） 

名称・摘要  支出 収入 

電子媒体 ＷＥＢサイト運用 

協会、支部、活動サイト 

委託費：¥20,000×12＝\240,000  

紙媒体 SHO-KEI-KAN展図録（A5,12P,4C） \0 販売：\100×100=\10,000 

紙媒体 ガイドブック 

（A4,12P,4C,500部） 

印刷製本費：¥50×500=¥25,000 

制作費：¥50,000 

販売：\200×500=¥100,000 

 

紙媒体 チラシ（A4,2P,4C,1000部） デザイン費：1式 ¥20,000 

印刷製本費：¥6,000 

 

イベント 説明・相談会 

第3火14時より笑恵館で 

委託費：¥5,000×12=¥60,000 参加費： 

¥1,000×5×12=\60,000 

イベント 月例交流会 

各回5名、第2火19時笑恵館で 

委託費：¥5,000×12=¥60,000 参加費： 

¥1,000×5×12=\60,000 

イベント ランドリソース展 

5月上旬に笑恵館で開催 

設営費：1式 ¥50,000 出展費： 

¥2,000×10組=¥20,000 

合計  \511,000 \250,000 
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イ 啓発事業 【ランドキーパー養成講座】 

土地資源の利用・整備・保全を担う人を「ランドキーパー（土地資源管理者）」と命名し、その養成講座を開講します。 

土地資源の所有者はもちろんのこと、専任管理者として土地資源運営の担い手を目指すすべての人が対象です。 

土地資源の登録や取得手続きについて知りたい方など、該当する講座だけを選んで受講することもできます。 

また、資料作成、計画立案、資源管理などに対するサポートが必要な場合は、当講座の修了者をあっせん紹介します。 

① 企画・構築（考える仕事） 

仕組み作り 

(減らす) 

配信システム 遠隔地での受講を可能にする仕組みの構築 

業務学習システム 業務を行うことで学習できる仕組みの考案 

内容の充実 

(増やす) 

コンテンツ研究  

講師養成  

② 業務手順（動かす仕事） 

説明・受付 ①相談・説明会 

②受講受付 

講義・体験 ③セミナー、体験ワークショップ、計画実習 

修了・認定 ④公開審査会 

⑤修了証授与→管理者認定 

⑥管理者登録 

⑦業務のあっせん 計画業務、管理者業務、講師業務 

③ 業務仕様（仕事の内容） 

1. カリキュラム 民有地の保全・整備・利用について、講義・体験・実習で実践的に学ぶ 

講座名 （開催月） １講義 ２講義 ３講義 ４体験 ５実習 

Ａ所有･保全(3,9月) 過去(調査) 現状(確認) 未来(想像) 調査体験 土地資源データシート作成 

Ｂ管理･整備(4,10月) 内部(施設) 外観(立地) 外部(位置) 管理体験 事業計画作成 

Ｃ運営･利用(5,11月) 個別(私) 部分(共) 全体(公) 運営体験 規約・契約書作成 

受講料 
基本 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円※ 

5,000円 
個別指導 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円※ 

開催日 
平日クラス 第1火,15-17時 第2火,15-17時 第3火,15-17時 第4日曜日 

10-17時 
火・日17-21時 5回まで 

集中クラス 第3日,10-12時 第3日,13-15時 第3日,15-17時 

※体験プログラムは、現地集合、実費は各自負担 

2. プログラム 目的に応じて必要なことを選んで学ぶ 

コース名 クラス選択 １～３講義 ４体験 ５実習 基本受講料 個別受講料 備考 

Ｌリーダー 単クラス 必修 必修 必修 15,000円 25,000円 分野毎に学ぶ 

Ｍマネージャー 全クラス 任意 任意 必修 15,000円 15,000円 実務を学ぶ 

Ｋキーパー 全クラス 必修 必修 必修 45,000円 75,000円 トータルに学ぶ 

Ｆフリー 任意 任意 任意 任意 － － 自由に学ぶ 

・Ｌ，Ｍ，Ｋの修了者には、修了証を授与 

・Ｍ，Ｋの修了者は、ランドキーパーに認定する 

④ 業務書式（必要書類） 

業務リスト 受講者リスト、 

業務処理シート 講義資料、体験シート、計画シート 

説明資料(説明) ガイダンスシート啓発編 

登録シート(開示) 認定管理者データシート 

証書･契約(告知) 受講申込書、講座修了証書、ＬＫ認定証書 

 

⑤ 事業予算（支出と収入） 

名称・摘要 支出 収入 

ランドキーパー養成講座 

3～5、9～11月の２回開催 

委託費 

企画・運営(資料作成含む)： ¥200,000 

講師報酬：9×2×¥5,000 ¥90,000 

WS運営費：3×2×¥10,000 ¥60,000 

実習指導費：12×2×¥5,000 ¥120,000 

受講料 Ｌコース ¥15,000×3×2=¥90,000 

 Ｍコース ¥15,000×5×2=¥150,000 

 Ｋコース ¥45,000×2×2=¥180,000 

 Ｆコース ¥3,000×10×2=¥60,000 

   

合計 \470,000 \480,000 
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IV. 収益事業 
当協会が取得した土地資源において、排他的な占有利用を希望する利用者から、その対価として「占用料」を得る事業です。 

当事業では取得した土地を開放し無償で利用できる資源として供給しているので、これは利用料ではありません。 

したがって、利用を前提としない占有や、利用しなかった場合の払い戻しには、一切対応じません。 

また、当事業の対象は、地域コミュニティの一員であるクラブ会員に限定します。 

資源の整備や保全に寄与する行為に対しては、助成の対象となる場合があります。 

ア 契約利用（支部） 

住居や事業所など、一定期間の占有利用を希望する場合、1ヶ月単位で占用料を定め、1年単位で契約します。 

① 企画・構築（考える仕事） 

仕組み 契約利用管理 契約利用者に管理業務を簡素化し、収益力を高める取り組み 

施設改善システム 契約者の希望に沿った施設の改良をローコストで実現する仕組みづくり 

内容 契約方式の研究 入居利用契約、同居利用契約の他、多様な契約形態の開発 

利用方法の研究 入居利用を促進するため、新たな利用形態を開発する 

② 業務手順（動かす仕事） 

契約・入居 ①相談・説明 

②クラブに入会（未入会の場合） 

③利用契約の締結 預託金など諸費用の支払い 

居住 ④契約に定めた範囲での利用 

⑤契約利用料の支払い(前月28日まで) 

退去 ⑥年次更新 

⑦解約・退去 

⑧預託金の精算 

③ 業務仕様（仕事の内容） 

1. 専用契約の概要 

種別 入居占用契約 同居占用契約 

利用範囲 

契約期間 

更新 

連帯保証人 

占用料 

敷金 

その他 

該当室及びクラブ会員として利用できる範囲 

契約日よりその年の12/31まで 

その後1年ずつ自動更新(無期限)、更新料不要 

不要：緊急連絡先の届出 

土地資源ごとに定める 

不要：指定月数分の利用料を預託 

土地資源ごとに定める 

入居占用契約者の許可のもと、同左 

同左 

同左 

同左 

20,000円(高校生以下無料) 

同左 

同左 

2. 利用契約料金 

土地資源ごとに別途定める 

④ 業務書式（必要書類） 

業務リスト 利用契約リスト 

業務処理シート  

説明資料(説明) ガイダンスシート契約利用 

登録シート(開示)  

証書･契約(告知) 占用契約書、領収書綴り 

⑤ 事業予算（支出と収入） 

名称・摘要 支出 収入 

占用料収入  101 ¥71,000 12ヶ月 ¥852,000 

102 2× ¥20,000 12ヶ月 ¥480,000 

103 3× ¥20,000 12ヶ月 ¥720,000 

104 ¥60,000 12ヶ月 ¥720,000 

105 ¥20,000 12ヶ月 ¥240,000 

201 ¥70,000 12 ヶ月 ¥840,000 

202 ¥68,000  12 ヶ月 ¥816,000 

203 ¥68,000  12 ヶ月 ¥816,000 

204 免除  12 ヶ月 ¥0 

契約・賃料管理 委託費：¥20,000  12 ヶ月 ¥240,000  

その他管理費 

（公2運営事業と按分） 

光熱水費、修繕費、および賃借料 

上記の按分額：\1,132,556 

 

合計 \1,372,556 \5,484,000 

 

  



 

日本土地資源協会    11 

 

イ 予約利用（支部） 

一般及び会員用の部分を、一定時間の占有利用(占用)を希望する場合、１時間単位で料金を定め、予約を受け付けます。 

① 企画・構築（考える仕事） 

仕組み 予約管理 予約利用に関する管理業務を簡素化し、収益力を高める取り組み 

仮予約 ＷＥＢサイト上から予約スケジュールを確認し、仮予約をするシステム 

内容   

利用方法の研究 予約利用を促進するため、新たな利用形態を開発する 

② 業務手順（動かす仕事） 

仮予約 ①仮予約 システムより入力 

②仮予約の重複 先着仮予約者に連絡し、３日以内に支払いが無ければ解除し、次の仮予約を受

付 

利用承認・本予約 ③予約申込 所定の用紙を提出 

④本予約 予約利用料の支払い 

⑤予約の変更 随時精算をした時点で完了 

⑥利用日の７日前 入金の無い仮予約を取消、これ以降の仮予約は受け付けず、全て本予約扱い 

キャンセルなど ⑦本予約後のキャンセル 利用日の６～２日前：５０％、１日前～当日：１００％ 

⑧当日利用しなかった場合 返金致しません 

③ 業務仕様（仕事の内容） 

1. 予約申し込みの内容 

項目 記載事項 

必須事項 カテゴリー、イベント名、開催日、利用時間、開催場所、主催者名、利用料金 

告知情報(貸切以外の場合) 開催時間、参加料金、持ち物、講師、内容、参加方法、電話・メール連絡先 

参加者対応 問い合わせや申し込みの対応は、すべて主催者側で行なうこと 

2. 利用予約料金表(笑恵館) 

名称 食堂 キッチン ほほえみ ニコニコ 屋外各所  

広さ 3.68坪 2.12坪 6.13坪 4.90坪 －  

一般料金(/h) 1,000円 2,000円 1,600円 1,200円 1,000円  

公益料金(/h) 500円 1,000円 800円 600円 500円 取扱は、2ｲ助成事業参照 

④ 業務書式（必要書類） 

業務リスト  

業務処理シート  

説明資料(説明) ガイダンスシート予約利用 

登録シート(開示)  

証書･契約(告知) 利用申込書 

⑤ 事業予算（支出と収入） 

名称・摘要 支出 収入 

契約利用料収入  キッチン ¥2,000 ×1×12 ＝¥24,000 

食堂 ¥1,000 ×2×12 ＝¥240,000 

ほほえみ ¥1,600 ×25×12 ＝¥480,000 

にこにこ ¥1,200 ×10×12 ＝¥144,000 

その他 ¥1,000 ×1×12 ＝¥12,000 

予約管理 委託料： ¥20,000 12 ¥240,000  

ＷＥＢシステム使用料 委託料： ¥1,500 12 ¥18,000  

合計 \258,000 \900,000 
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V. 法人事業 
当法人の会員及び会員同士の交流などに関する事業 

 

ア 会員管理 

 

① 企画・構築（考える仕事） 

仕組み   

  

内容 諸規程  

  

② 業務手順（動かす仕事） 

報告・宣言 ①年次業務 決算、契約･情報更新、総会など事業の節目、 

運営・実施 ②日常業務 清掃、開閉、日報など、毎日やるべき業務 

③定例業務 運営会議、定例イベント、広報など、繰り返しやるべき業務 

④随時業務 来訪者対応、入退会、会計など、必要に応じて常に対応すべき業務 

企画・広報 ⑤企画業務 事業計画、編集、イベント企画、設計・見積など、定めた期限までにやるべき業務 

③ 業務仕様（仕事の内容） 

1. 会員の種別 

種別 入会金 会 費  

正会員 50,000円   5,000円／月 当法人の目的に賛同し事業に参加する人 

地域会員 10,000円 1,000円／月 当法人の支部に所属し事業に参加する人 

賛助会員 なし 1口 50,000円(法人)、5000円(個人) 当法人の事業を援助する人 

ＮＥＴ会員 なし なし 当協会のメール通信を購読する人 

2. 会員組織・管理機構図 

所属 責任者 会員種別 

資源 ※LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK 正or地域会員 

クラブ 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 正or地域会員 

支部 支部長 支部長 支部長 支部長 正会員 

広域エリア エリア統括理事 エリア統括理事 正会員 

本部 代表理事、専門LK 正会員 

※「LK」は土地資源管理者(ランドキーパー)の略称 

④ 業務書式（必要書類） 

業務リスト 会員名簿 

業務処理シート  

説明資料(説明) ガイダンスシート会員編 

登録シート(開示)  

証書･契約(告知) 入会申込書 

⑤ 事業予算（支出と収入） 

名称・摘要 支出 収入 

正会員受取入会金 

正会員受取会費 

 新規4  ¥50,000 ¥200,000 

既存4＋新規4 ¥60,000 ¥480,000 

地域会員受取入会金 

地域会員受取会費 

 新規会員1  ¥10,000 ¥10,000 

新規会員1  ¥1,000 ¥12,000 

法人賛助会員受取会費 

個人賛助会員受取会費 

 新規会員1  ¥50,000 

新規会員1  ¥5,000 

  ※上記のうち50%を公益事業収益(共通)に按

分する 

会員管理事務費 \0  

合計 \0 \378,500 
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イ 組織運営 

事業計画に基づき事業全体を推進し、現場や外部からのフィードバックを収集・検討して次年度の計画に収斂する 

① 企画・構築（考える仕事） 

仕組み 全体業務システム 当協会全業務の仕組み把握と合理化 

全体データシステム 当協会全体のデータ管理に関する把握と合理化 

内容 業務フローの研究 業務マニュアル(対内部用)  

社会の動向リサーチ 土地資源活用に関する情報収集と分析 

② 業務手順（動かす仕事） 

計画立案 ①事業計画書作成・発表 

作業 ②日常業務 

③定例業務 

④随時業務 

報告・発表 ⑤事業報告書提出・報告 

③ 業務仕様（仕事の内容） 

1. 業務分掌 

 企画・管理 総務・経理 

本部 各種統計・市場調査 

情報網・連絡網の整備、他団体との交流 

人事、組織の管理、運営(共益) 

エリア、支部管理(公2) 

諸会議の運営 

定款、規約、マニュアルの整備・運用 

登記の事務、行政庁への対応 

出納及び会計事務 

コンプライアンス管理 

業務文書、印章の管理 

協会施設管理 

庶務、その他一切の事務 

支部 クラブ運営の管理(公2) 

土地資源管理者の管理(公2) 

土地資源の管理(公2) 

収益事業管理(収益) 

2. 会議体 

 統括者 構成員 議長 間隔 開催日 内容 

本部 総会 全ての正会員 代表理事 年1回 2月下旬 協会全体の運営 

理事会 全ての理事 代表理事 月1回 第3火曜 全エリアの運営 

支部長会 全ての支部長 代表理事 年1回 7月上旬 全支部の運営 

エリア会議 エリア内の支部長 エリア担当理事 月1回 第1火曜 エリアごとの運営 

支部 支部総会 支部内のクラブ代表及びＬＫ 支部長 年1回 1月中旬 支部ごとの運営 

クラブ会議 クラブの代表、ＬＫ、運営委員 支部長 月2回 第2，4火曜日 クラブごとの運営 

④ 業務書式（必要書類） 

業務リスト  

業務処理シート  

説明資料(説明)  

登録シート(開示)  

証書･契約(告知)  

⑤ 事業予算（支出と収入） 

名称・摘要 支出 収入 

事務委託費(法人)  ¥20,000 12 ¥240,000  

広告宣伝費  ¥1,000 12 ¥12,000  

会議費(法人)  ¥2,000 12 ¥24,000  

事務用品費(法人)  ¥7,500 12 ¥90,000  

印刷製本費(法人)  ¥4,000 12 ¥48,000  

光熱水料 電気代：102 ¥200 12 ¥2,400 

電気代：103 ¥200 12 ¥2,400 

ガス代：102 ¥100 12 ¥1,200 

ガス代：103 ¥100 12 ¥1,200 

水道代：102 ¥300 12 ¥3,600 

水道代：103 ¥300 12 ¥3,600  

 

租税公課  ¥10,000 1 ¥10,000  

支払手数料  ¥0  

合計    \438,400   

   

 


