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第９期 事業報告書 

特定非営利活動法人 かしわらイイネット 

 

Ⅰ 事業期間 

令和元年９月１日～令和２年８月３１日 

 

Ⅱ 事業の成果 

 

【過去から将来の事業を再検討し、次の実行へ】 

 

 ９期は新体制のもと、これまでの事業の整理と見直しを実施。かしわらイイネットの将

来への取り組みを再構築した年度となった。 

 

しかしながら新型コロナウイルスの感染拡大防止につき、大阪府・柏原市が 2月 18日に

国より先行して自粛要請を行い、その後、政府の緊急事態宣言が 4 月 7 日に発令されたこ

とに伴い、市民の生活はこれまで経験したことのない制限が加えられることとなった。 

 

その影響により、通常事業に加え、新たに予定していた自主企画が延期・中止。他団体

のイベントも相次いで中止となり、取材活動も中断。３月～７月までは事業を縮小するこ

ととなった。さらに、緊急事態宣言のさなかに情報発信の要となる Web サイトに障害が発

生し、長くその対応に追われる状況に陥った。 

 

 社会活動が停滞し、テレワークやオンライン授業が新たな様式として浮上していたにも

かかわらず、地域情報化を目的とする当法人が積極的なサポートをできなかったのは大き

な反省点と考える。 

 

 緊急事態宣言解除後は理事会・スタッフの勉強会を実施し、サイトの再構築を行い、次

へ向けた取り組みを進めた。その経過を、管理費と事業費に沿って報告する。 
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[組織のあり方を再構築（管理費）] 

 

● ターゲットの設定 

 

 これまでもたびたび総会で議論してきたターゲット設定であるが、「内向き」か「外向き」

かの選択としては、「現在柏原市に居住している人々へ」の事業であることを再確認。 

 

その上で、例えば「30 代～40 代の子育て世代」で「柏原市に移り住んだ」「地域社会へ

の貢献」「スキルを持ちながら働く時間が取れない」などの層をターゲットの１つとして設

定した。 

 

 これは該当しないターゲットを無視、排除するものではなく、軸となる発信対象を明確

にすることで、波及効果（地域外交流、外からの移住、高齢者と若い世代との関わり、な

ど）も想定している。 

 

今後の団体会員や他の地域団体、市民などのステークホルダー（利害関係者）との連携

事業のためにも必要な設定と考えている。 

 

 

 

● 事業内容をわかりやすく、「伝える」「広げる」「学ぶ」の３項目に絞る 

 
 

明確化したターゲット設定に基づき、入会促進と集客へ結びつけるための新たなリーフ

レットを制作した。（担当：鈴木理事） 
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イイネットの事業内容を知らない読者の視点に立ったもので、手に取りやすくなる表紙

デザインと、把握のしやすさまでを検討したリーフレットである。 

 

この作業で、これまで細分化していた当法人の事業を「伝える」「広げる」「学ぶ」と大

きく３つに分け、事業方針がより明確になった。 

 

（支出） 

デザイン・印刷代 

B5 判三つ折 500 部  

A4 判    100 部   

計      181,940 円 

 

 

 

● サイトデザインの変更について 

 

続いて、理事会ではサイトリニューアルについての議論も行った。これまでのサイトは

大村理事が Wordpress によって構築してきたもので、テンプレート以外は無償で制作・管

理してきた。 

 

前回総会で正会員からの意見集約でも「サイトの見やすさ」の指摘があり、よりわかり

やすく伝えることを念頭に、記事内容の充実で事業拡大を検討したものである。 

 

しかしながら、予算が限られていること、リニューアル委託予定業者との意思疎通の欠

如、さらにはサイトの障害が相次いだため中断。大きな反省点が残った。これらの対応に

ついては、事業報告とともに後述する。 

 

 

● その他 

 

理事会と事務局の意思疎通、事業の円滑な運営、見える化をはかるため、スケジュール

とタスク管理を共有できる仕組みをネット上で整えた（提案・鈴木理事）。 

 

さらに同じ目的で内部（理事・事務局・サポートスタッフ）の勉強会も実施。本来であ

ればランチミーティングの予定だったが、新型コロナウイルスの影響により、緊急事態宣

言解除後の７月に勉強会を実施した（提案・大村）。 
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【通常の事業とともに新たな企画も】（事業費） 

今期後半は新型コロナウイルスの影響で、人が集まる自主事業、イベントが相次いで中

止となり、取材も中断。主に前半（2019 年 9 月～2020 年 2 月）と期末（6 月下旬～8 月）

の報告である。 

 

 

１）地域情報発信事業 

 

● 柏原の人にスポットを当てた「深掘り記事」 （新規） 

サイトリニューアル作業と並行する

作業として、柏原市で暮らし仕事をする

「人」に焦点をあてた深掘り記事を新し

く掲載することとした。（提案・鈴木理

事） 

 

第 1 回目は、先に挙げたターゲット設

定（30～40 代の子育て世代）と団体賛

助会員から、カタシモワイナリーの五代

目にあたる高井麻記子さんに依頼。2020 年 2 月に同社を訪問し、理事会＋スタッフの計４

名（聴き手・大村・黒崎理事とスタッフ山本、ディレクション・鈴木理事）＋外部スタッ

フ（カメラマン）による取材を敢行した。 

 

当時はまだ新型コロナウイルスが拡大する前

であり、取材そのものには大きな影響が出なか

ったが、サイトリニューアル後の発信としてい

たこと、感染拡大、深刻化するにつれ、発信の

タイミングを再検討したこと、後述するアクシ

デントなどにより、掲載が大幅に遅れることと

なった。 

 

サイト再構築の目途が立った９月１日～２日

に前編・後編の連載記事として掲載の運びとな

った。 

 

（支出） 

外部スタッフ（カメラマン）撮影代  24,000 円 
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● 新型コロナウイルスの影響により、独自の情報、困窮した飲食店のテイクアウト情報を

発信。（新規・単発） 

 

 

新型コロナウイルスの影響で市民の日常生活に制限が加えられることとなり、かしわら

イイネットでも生活支援・休業に関するまとめページを作成し、発信を行った。飲食店に

おいては営業時間や会食の自粛などで事業がひっ迫する状況が見られた。 

 

そんななか、をかしわらマルシェ実行委員会の依頼を受け、飲食店のダメージを抑制す

る目的でテイクアウト情報を行政より先がけて発信した。（その後、柏原市が「柏原エール

飯」を実施） 

 

テイクアウトが広まりつつあるタイミングであったことから、緊急に理事会グループ

（SNS）で確認のうえ、会員・非会員関係なく収支を度外視した情報発信を行った。  

 

一時はサイトのアクセスが 1 日あたり 400 以上（通常は 200 前後）を超えるなど、注目

度の高い記事であった。（提案・大村理事） 

 

 

 

● LINE 公式アカウントの開設 

 

テイクアウト情報をより迅速に届けるため、LINE公式アカウントを4月20日に開設した。 

無料プランでは 1 ヵ月あたりの発信数が限定されていることから、頻繁に行えないのが難

点だが、幅広い年代に利用されている LINE の特性を踏まえ、今後の情報発信に活かしてい

きたいと考えている。（提案・大村理事） 
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● 団体会員のニーズを踏まえた料理教室 

 

岡村製油株式会社（団体賛助会員）における

コットンキッチンは、同社の直売所＋カフェの

有効活用と、同社製品の認知度を上げることを

目的としたもので、基本的に毎月第３水曜に実

施している。（担当：山本・大村） 

 

９期内での収支は下記のとおり。３月～６月

と８月は新型コロナウイルスの影響で中断し

たため、今期の開催は 2019 年 9 月～2020 年 2 月、2020 年 7月の計７回となった。 

 

経費については、岡村製油株式会社からの協賛もいただき、支出の内訳は講師謝金・材

料費・保険代である。 

 

９期内（計７回の収支） 

     収入 121,000 円 

     支出  87,633 円 

（収入－支出）  33,367 円 

 

※１回あたり平均    4,766 円 

 

【予定していた新企画の延期・中止】 

 黒崎理事より提案のあった「SDGs de 地方創生 in 柏原」は、昨今社会的に広がりを見

せている SDGs（2015 年に国連が定めた「持続可能な開発目標」）をカードゲームでわかり

やすく自分ごととして学んでもらおうと企画した。3月 6日の実施予定で直前まで準備して

いたが、大阪府独自の自粛要請を鑑み、延期とした。 

 

 また大村理事が提案した「イイネットのサロン」は、かつて実施していた「ヨルゼミ」

を自主予算でアレンジした事業。知識やスキルを持つひとに毎回話題提供してもらい、極

力安価な参加費によって、ともに語り合い、学ぶ企画として準備していたが、これもいっ

たん中止とした。（第 1回目の予定は 3月 20 日・中止） 

 

 コットンキッチンとともに、以上の２企画は自主事業のため、これまでの情報発信事業

として報告するが、今後はネットワークづくり OR 学びなどの別事業として目的を明確に

した事業名に分類したいと考える。 
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２）地域情報化促進・啓発事業 

 

● 柏原市公募によるかしわらガイドマップを制作   新規（単発事業） 

 

 

 

柏原市の提案型プロポーザル事業で観光者向けの「かしわらガイドマップ」制作に応募、

審査の上で承認、取り組むこととなった。Ａ１サイズかつ特殊な折り加工、国土地理院の

許可申請、さらに当時は新型コロナウイルスが起こる前（2019 年 10 月）であったため、外

国人向け翻訳（英語・中国語簡体字＋繁体字・韓国語の４種類）もあり、限られた日程と

予算のなかでの作業であった。（担当・鈴木メイン・大村サブ） 

 

提案したポイントは、見映え重視のコンテンツ選択と持ち運びたくなるデザイン。柏原

市との打ち合わせや画像素材の提供、予算内の印刷＋折り加工など難航した状況も多かっ

たが、鈴木理事のタスク＋スケジュール管理のもと、契約どおりに納品した。 
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 自団体にとっても、町の名所や風景など記録保存の重要性を認識させられた案件でもあ

った。 

（下記柏原市サイトにすべての言語による地図が掲載） 

http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2016041100010/ 

 

     収入 863,500 円 

     支出 855,635 円 

（収入－支出）   7,865 円 

 

 

                  

 

    

 

 

 

【柏原ぶどう直売所マップ 紙版＋Web 版】 

 前期制作した「柏原ぶどう直売所マップ」紙版（柏原市果樹振興会）の改訂作業を実施。

（2020 年 6 月～7月） 

 

 前回と同じスタイル（携帯しやすい六ツ折形式）で新たな直売所を

追加。地図の修正などを実施した。 

 

 高低差の表現や店舗写真など改善の余地があり、次期依頼があれば、

より見やすいようアップデートを行いたい。 

 

かしわらイイネット（担当：大村）が構成し、リバースデザイン株

式会社のデザインで制作。 あわせてこれまでの WEB 版も更新した。 

 

収入 94,056 円 

     支出 88,556 円 

（収入－支出）  5,500 円 

 

 

 

※ディレクション費はレンタルサーバ年間使用料（11,000 円）を含む。 

（支出の内訳）    デザイン費 220,880 円 

      ディレクション費 255,000 円 

翻訳費 320,012 円 

印刷費(1,000 部)  34,860 円 

折り加工費(1,000 部)  22,440 円 

                     地図購入   2,443円 

計      855,635 円 

（支出の内訳）    デザイン費  16,500 円 

      ディレクション費  27,500 円 

印刷費(2,000 部)  44,550 円 

計      88,556 円 
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【かしわらもんメニュー】 

柏原市農業啓発推進協議会による、ぶどう（デラウェア）を

使った飲食店メニューのフライヤーを制作。 

 

地域の名産をアピールするとともに、市内飲食店のアイディ

アでの地産地消を促進する効果を考えた。（担当：大村） 

 

 

 

 

 

 

収入 87,835 円 

     支出 86,020 円 

（収入－支出）  1,825 円 

 

 

 

その他の地域情報化促進・啓発事業としては、柏原市障害者自立支援協議会、イエロー・

ライン・プロジェクトなどの Web サイト SNS サポート、柏原まちじゅうクリスマスマーケ

ットの記録を実施した。 

 

その一方、SNS 講習会（2020 年 3 月実施予定）が中止となるなど、事業縮小もあった。 

 

 

３）その他の事業 

 今期も販売事業はなし。独自の販売や制作物についてのあり方を再検討し、NPO 活動資

金づくりを行なう必要がある。 

 

-------------------------------------------------------- 

＜その他＞ 

【デザインの力で商品の力を魅せるためのヒアリングを実施】（大村・鈴木） 

 今後の展開として、例えば「ぶどう箱のデザインを変え、ぶどうの高級感とその店舗の

持つブランド力を表現する」など、商品の良質なイメージを発揮させるため、鈴木・大村

で団体賛助会員向けのヒアリング・提案を実施した。こちらも新型コロナウイルスなどの

影響ですべて回り切れていないが、次期以降も行っていく。 

（支出の内訳）    デザイン費  44,000 円 

      ディレクション費  16,500 円 

印刷費(1,000 部)  25,520 円 

計      86,020 円 
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【Web サイトの障害と再構築について】 

 

● Web サイトの障害について 

2020 年 5月 20 日・6月 7日の二度にわたり、当サイトに障害が発生。使用できない状況

となった。サイトやサーバに個人情報は保管していなかったものの、ちょうど新型コロナ

ウイルスの影響で社会が停滞、新しい生活様式が問われるなかで、サイトの再構築に長く

従事せざるを得ない状況となったのは大きな反省として考えている。 

 

本来であればサイトリニューアルを検討して

いたところであるが、予算の問題もあり途中で

中断、その後の障害であった。復旧には外部の

サポートも得て、今後の運用に関してはセキュ

リティ対策含めた保守も依頼することとした。

レンタルサーバ会社も変更。（別紙参照） 

 

そのうえで閲覧者にとってわかりやすいよう、

理事会ではカテゴリの見直し・整理作業を実施

した。内容は大きく分けて「NEWS（ニュース）」

「EVENT（イベント）」「PEOPLE（人）」「GOURMET（グルメ）」「REPORT（リポート）」として分

類。 

 

これまでの過去記事がいったん消失し、URL が変更となった記事もあるため（いずれも

404 エラーとなる）、SEO（検索エンジン 適化）の評価に時間を要すと思われるが、今後新

しい記事を頻繁に更新することで検索されやすいよう作業を積み重ねていく。 

 

今回の支出分を取り戻すべく、記事の充実と頻繁なサイト更新を手掛けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

（支出の内訳）    サイトリニューアル時の準備費  22,440 円 

      サイト再構築費  66,550 円 

ドメイン移管  1,518 円 

新サーバ契約・利用費(今期分)  5,445 円 

保守費用（8月分）  5,500 円 

計      101,453 円 
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Ⅲ 事業の実施状況 

特定非営利活動に係る事業 

（１）地域情報発信活動事業 

（内 容） 「かしわらイイネット」サイト・SNS を軸とする情報発信活動 

 

① 閲覧やフォロワー数について 

● 「かしわらイイネット」Web サイト 

再開前のユニークユーザー数 １ 日あたり平均 247。昨年は 181。  

  再開後のユニークユーザー数 １ 日あたり平均 138。 

 

● Facebook ページ全体の「いいね」数 

2019 年 8月 31 日   1,254 →  2020 年 8月 31 日  1,282 

 

● Twitter（ツイッター） フォロワー数   

2019 年 8月 31 日   2,069 →   2020 年 8月 31 日   2,136  

 

● Instagram（インスタグラム）  

2019 年 8 月 31 日   887  →   2020 年 8 月 31 日 1,102 

 

● LINE 公式アカウント （2020 年 4月 16 日より開始） 

2020 年 8月 31 日   102 

 

 

② 柏原市内における地域活動など取材 

[時系列を把握しやすくするため、自主事業も記載] 

（実施場所） 柏原市内各所 

（実施日時） 随時 

（事業の対象者） 柏原市の各団体・事業者・個人へ取材。 

 内容はサイトや Facebook にて公開 

文末の★は特集記事、●は団体賛助会員関連、■は寄稿 

※日付は掲載日のため、取材日と誤差あり。 

 

 

令和元年 

９月  ９日  茶吉庵 取材 ● 

９月 １０日  若手ぶどう生産者による共同管理園を訪問 
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９月 １４日   ＪＡまつり（大和川河川敷公園） 

９月 １８日  コットンキッチン ●  

９月 ２１日  岡村製油株式会社感謝セール ● 

 

１０月 ３日   エリアのリ・ブランディングセミナー 

１０月 ９日   総会＋懇親会（台風 19号により総会は延期、懇親会を中止） 

１０月１０日  太幸寿司 取材 

１０月１３日  をかしわらマルシェ 

１０月１６日 コットンキッチン ●  

 

１０月１６日  かしわらイイネット定期総会 

 

１０月１９日  柏原市民総合フェスティバル 

１０月２７日  としょかんマルシェ（スタッフ岡田）■ 

１０月２７日  関西福祉科学大学 美葉祭 取材 

 

１１月 ２日  オガタ通り商店街ジオラマ展示会（～３日）● 

１１月 ５日 柏原芸術祭＋河太郎 取材 

１１月 ９日 柏原芸術祭 

１１月 ９日 をかしわらマルシェ 

１１月１０日  おいな～れ国分祭り 

１１月１０日  ecoeat 柏原 取材 

１１月１２日 ブランシェタカギ２号店 取材 

１１月１４日 瑠璃光寺の紅葉 

１１月１４日 彩アトリエ 取材 

１１月１６日  イエロー・ライン・プロジェクト 取材 ● 

１１月１６日  柏原よしもと芸術文化祭（リビエールホール） 

１１月１７日  おもろいやん！カタシモワイン祭り 2019 ● 

１１月１７日  近鉄ハイキング 

１１月２０日 コットンキッチン ●  

１１月２１日  柏原はしご酒（アントワーヌ・CANCAN） 取材 

１１月２ ２日  ドローン技術講習会 見学 

１１月２ ２日  たいけんひろば 見学 （黒崎理事 タイピングなど PC の個人企画） 

１１月２ ７日  オガタ通り商店街 取材 ● 

１１月３０日 イエロー・ライン・プロジェクト結成 10 周年 ●  
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１２月 １日 いたに萬幸堂感謝市 ● 

１２月 １日 柏原まちじゅうクリスマス オープニング取材  

１２月 ３日 柏原市学校園保健会 聴講（医師会・薬剤師会など）  

１２月 ７日 かしわら森の会 リースづくり 

１２月 ８日 をかしわらマルシェ 

１２月 ８日 喫茶ベリー 取材 

１２月１１日 コットンキッチン ●  

１２月１５日 柏原クリスマスフェスタ（第九コンサート） 

１２月１９日 kabasan 取材 

１２月２０日 かしわらイイネット忘年会（Ciao） 

１２月２１日 TAMARU 訪問 ● 

１２月２４日 ほっとステーション（クリスマスアドベントカレンダー 取材） 

１２月２４日 新進工房 訪問 

１２月３１日 年末年始の開店日情報 

 

 

令和２年 

１月 １日  アンジュブラン 

１月 ８日  東洋フレーム 訪問 

１月１３日  山丁 取材 

１月１５日 コットンキッチン ●  

１月１７日  フローラル市民大学講座（SDGs） 聴講 

 

 

 ２月 ３日 古八太鼓堂 取材 

 ２月 ４日 大阪万博から 50 年～田中友幸が描いた未来～（柏原市立歴史資料館） 

２月 ６日 ファイト!!マルシェ＆カフェ セミナー取材 ● 

 ２月 ９日 リビエールホールこども会 絵画展 

 ２月 ９日  をかしわらマルシェ 

 ２月１０日  株式会社 SLCA 面会 ● 

２月１２日 コットンキッチン ●  

 ２月１７日 うまいもん南部屋 取材 

 ２月２１日 カタシモワイナリー インタビュー取材 ● ★  

 ２月２６日 商店街空き店舗遊休不動産活用セミナー（大商） 聴講 

 

３月 １日 Ciao 休店取材 
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３月 ８日 タマルメガネテン（TAMARU）ワークショップ 体験取材  ● 

３月 ９日 SDGs de 地方創生 in 柏原 【延期】 

 ３月１０日 青谷ゴルフガーデン 訪問（出張サポート） 

 ３月１９日 かしわら手ぬぐい WEEK 

 

３月２０日 宮沢賢治の地学サロン  【中止】 

 ３月２３日 柏原市 Facebook 講習会 【中止】 

 

 ３月２０日 コットンキッチン ● 【中止】 

 ３月２１日 原川の桜 開花状況 

 ３月２４日 ブランシェタカギ 取材 

 ３月２５日 岡村製油株式会社感謝セール ●（新型コロナで形式を切り替え） 

 ３月２６日 岡田染工場 取材 （スタッフ山本）■ 

 

 ４月 １日 大和川のクローバー・高尾山の桜 （スタッフ岡田・日置） ■ 

 ４月 ６日 原川と長瀬川の桜 

 ４月 ７日 明神山 取材 （午後に緊急事態宣言） 

 

 ４月１７日 うまいもん南部屋 テイクアウト 

 ４月２８日 国分西地区のテイクアウト状況 

 ４月３０日 大和川親水公園 閉鎖 取材 

 

 

 ５月 １日 tant-tant テイクアウト 

 ５月 ２日 創作料理膳所 テイクアウト 

 ５月１３日 焼肉苑母屋 テイクアウト 

 ５月１７日 スーパーライフ臨時休業 

 ５月１８日 カフェ・ド・まあゆ テイクアウト＋手づくりマスク販売 

 ５月２０日 柏原市立市民プラザ会議室の新型コロナ対策について 

 

 ６月は取材・訪問活動なし 

 

 ７月 １日 ファイト!!マルシェ＆カフェ 営業再開（スタッフ山本） ■ 

７月１２日 をかしわらマルシェ（スタッフ山本）  

 ７月１５日 コットンキッチン ●  

 ７月２２日 Stanbrooks Fish＆Chips 営業再開（スタッフ山本） ■  
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 ７月３１日 大県のドラッグストア 開店状況 

 ８月 １日 茶吉庵 取材 ●  

 ８月 ２日 いたに萬幸堂感謝市（新型コロナ対策） ●  

 

 

 

Ⅳ 理事会その他の役員会の開催状況（主な議題）  

   

第１回理事会  １０月１６日（水） 柏原市立市民プラザ 

・総会後に顔合わせ リーフレットについて 

 

第２回理事会  １１月２１日（木） ふれあい館オガタ 

（議題） 

・理事とスタッフの役割、今後の事業（全般）について 

・かしわらガイドマップの進捗状況について 

 

 

第３回理事会  １２月１２日（木）ふれあい館オガタ 

（議題） 

・SDGs de 地方再生 カードゲームについて  

・カタシモワイナリー取材について 

 

 

第４回理事会  １月１６日（木） ふれあい館オガタ 

（議題）  

・SDGs de 地方再生 カードゲーム の実施へ向けて（3/6） 

・Web サイト デザイン変更案 

・日常業務 および ランニングコストなど 

 

 

第５回理事会  ２月２０日（木） ふれあい館オガタ 

（議題）  

・新型コロナウイルス感染拡大防止の動きのなか、３月の企画実施について 

  大阪府と柏原市が 3月 20日まで主催イベントを中止（2/18 発表） 

・会員増加につながる事業展開について 

・理事・スタッフ合同ミーティングの開催について 
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第６回理事会  ５月２２日（金） 柏原市立市民プラザ会議室＋リモート 

（議題） 

・イイネット Web サイトのリニューアル → マイナーチェンジ 

・新型コロナによる経済状況を踏まえた年会費免除について 

・飲食店支援のヒアリング 

 

第７回理事会  ７月２日（木）  柏原市立市民プラザ会議室 

（議題） 

・イイネット Web サイトのマイナーチェンジ 

・自主企画の再開について 

 

第８回理事会＋スタッフミーティング  ７月２０日（月） 柏原市立市民プラザ会議室 

（内容） 

・顔合わせ 

・イイネットの活動経緯について 

・意見交換 

 

第９回理事会  ８月２２日（土） リモート 

（議題） 

・イイネット Web サイトのマイナーチェンジについて 

・SDGs de 地方再生 カードゲーム の実施について 

 

※後半は新型コロナウイルス感染拡大防止につき、Facebook メッセンジャーグループでの

協議やリモートでの打ち合わせも随時行った。 

 

 

（９期の運営状況・会員状況について） 

組織運営の状況は、令和 2 年 8 月 31 日時点において、個人正会員 11 人、個人賛助会員

8人 団体賛助会員 12 団体。 

 

なお、前述のとおり、今期は新型コロナウイルスの影響を考慮し、1期分の免除を決定し

ているものの、前期より増の会費収入となっている。皆様のお心遣いに感謝申し上げ、今

後の運営を進めていく。 

 

8 期） 206,000 円  → 9 期） 233,000 円 
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Ⅴ 今期の収支状況について 

 

会計報告にも記載しているように、今期は設立以来初めて、収支が赤字となった。入

会促進用ツール制作への投資、外部委託の比率とともに、新型コロナウイルスの影響と

サイト障害が大きかった。 

 

新型コロナウイルス関連では感染拡大防止の観点から訪問活動もできず、会費免除、

自主企画の中止があった（事業者向け臨時給付金は得ていない）。サイト障害では復旧に

かかる経費が大きく膨らんだ。 

 

次期以降もアフターコロナ、with コロナのなかでの事業となるが、情報発信の充実と

情報化への貢献、交流の場づくりなどを行うことで事業を拡大し、サイトや SNS の発信

体制を、保守管理も含めて整備していく考えである。 

 

 


