
※総会当日は，本議事次第を御持参ください。 
 

 

 

 

 

 

平成３１年度（令和元年度）京都市建築協定連絡協議会総会 

議事次第 

 

 

 

 

 

    と き  令和元年６月 1日（土） 

         午後１時３０分～４時３０分 

 

ところ  職員会館かもがわ ２階 中会議室 

    （京都市中京区土手町通夷川上る末丸町２８４） 

        電話 ０７５－２５６－１３０７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市建築協定連絡協議会 
 



   

 

 

 

平成３１年度 (令和元年度)京都市建築協定連絡協議会総会 次第 

 

 

１３：１０～ 受付開始 

 

１３：３０～ 開 会 

                京都市建築協定連絡協議会 会長 調子 益夫  

 

１３：４０～ 第 1 部 議事 

⑴ 議長選出 

⑵ 議案審議 

          第１号議案 平成３０年度事業報告及び決算報告 

          第２号議案 平成３１年度(令和元年度)事業計画案及び予算案 

⑶ 事務連絡 

⑷ 質疑応答 

 

１４：２５～  （ 休 憩 ） 

 

１４：３５～ 第 ２ 部 各地区の建築協定運営の実態について情報交換 

⑴ 趣旨説明 

⑵ テーブルに分かれてグループヒアリング、情報交換 

 

１６：２０～  閉会挨拶 

 

１６：３０～  閉 会 

        アンケート記入 

 



第１号議案 
 

平成３０年度事業報告 

（平成３０年） ４月１９日（木） 第１回「役員会」 
議題：平成３０年度総会，平成３０年度事業計画・予算案 
会場：ウィングス京都 会議室１ 

 
 ５月１７日（木） 第２回「役員会」 

議題：平成３０年度総会 
会場：京都市役所 都市計画局東会議室 

 
 ６月２日（土） 平成３０年度総会 

第１部：議事，第２部：研修会 
会場：ウィングス京都 セミナー室 B 

 
 ７月１９日（木） 

 
 
 

第３回「役員会」 
議題：総会総括，平成３０年度活動内容，他都市研修会 

（訪問先決定），「建築協定だより」第４４号 
 会場：ひと・まち交流館京都 ワークショップルーム２ 
 

 ８月３０日（木） 広報紙「建築協定だより」第４４号発行 
   
 ９月１１日（火） 

 

第４回「役員会」 
議題：他都市研修会，意見交換会・勉強会 
会場：ひと・まち交流館京都 ワークショップルーム２ 

 
 １１月１０日（土） 他都市研修会 

（訪問先：近江八幡市小舟木エコ村） 
 

 １１月３０日（木） 第５回「役員会」 
議題：他都市研修会総括，意見交換会・勉強会， 

    「建築協定だより」第４５号 
会場：ひと・まち交流館京都 ワークショップルーム２ 

 
（平成３１年） １月１７日（木） 臨時役員会（１） 

 議題：今後の協議会の体制について 
会場：ひと・まち交流館京都 ワークショップルーム２ 

 
 １月２０日（日） 新春のつどい（意見交換会・勉強会） 

テーマ：現在の建築協定の課題を共有し，解決策を考える 
会場：職員会館かもがわ 大会議室 

 ２月１４日（木） 第６回「役員会」 
議題：「建築協定だより」第４５号，新春のつどい総括，

平成３０年度活動総括，平成３１年度事業計画・予
算案，連絡協議会の今後のあり方について, 
平成３１年度総会について 

 会場：ひと・まち交流館京都 ワークショップルーム２ 
 

 ３月５日（火） 臨時役員会（２） 
議題：今後の協議会の体制について 
会場：ひと・まち交流館京都 ワークショップルーム２ 

 
 ３月８日（金） 建築協定に係る専門家向け説明会 

会場：ひと・まち交流館京都 ワークショップルーム２ 
 

 ３月１９日（火）  広報紙「建築協定だより」第４５号発行 

 



 

 

平成３０年度 建築協定アドバイザー制度 活用状況 

 

 

目的地（訪問先） 回 数 

 

上京区 堀川町 

 

 

１ 回 

 

上京区 一番町 

 

 

１ 回 

 

上京区 井田町 

 

 

１ 回 

 

中京区 笹屋町 

 

 

１ 回 

 

右京区 太秦中山町・鳴滝音戸山町 

 

 

１ 回 

 

伏見区 深草大亀谷金森出雲町 

 

 

３ 回 

 

合    計 

 

 

８ 回 

 







第２号議案 
 

 

 平成３１年度 (令和元年度)事業計画（案） 
 

１．今年度の活動目標 

 連絡協議会の中期的な運営方向を検討する。そのために各地域の現状と課題を把握す

るための調査や、会員相互の意見交換の機会を持つ。こうした取り組みを経て、連絡協

議会 30周年にあたる次年度に、中期運営計画を策定することを目標とする。 

 

２．背景と課題の想定 
 

（１）建築協定制度の活用方向の見直し 

 近年、民泊問題が顕在化する中で、対策の一つとして建築協定制度が注目され、新し

く締結する地区が出ている。建築協定の新しい活用意義が広がる可能性がある一方で、

既存の地区では、参加数の減少は、運営の形骸化などの課題も散見される。既存地区は

もちろん、新規に活用される可能性も含めてその意義を見直す時期ではないか。 

 

（２）建築協定の普及と加盟団体の拡大 

 前述のように建築協定の今後の活用方向も検討しつつ、建築協定制度の認知度の向

上、普及を図る。新規地区の締結にあたっては、情報提供や相談等を通じて支援し、連

絡協議会への加盟を促す。 

 

（３）地域における建築協定の運用ノウハウの更なる進化と共有 

 各地域において、長年の運用ノウハウが蓄積されており、昨年度にはこれらを生かす

建築協定アドバイザー制度の運用も始まった。こうした地域のもつ運用ノウハウを、既

存も新規も含め、多くの地区と共有し、またそのノウハウを進化させてはどうか。 

 

（４）制度改善や行政との連携のあり方の再検討 

 確認検査機関が行政から外部化されたこともあり、建築協定地区での制度周知が徹底

できないケースがある他、建築協定の強制力が強くない中で、より有効に活用していく

ための、行政との連絡協議会のあり方や制度の活用方法を見出すことが課題になってい

るのではないか。 

 

（５）連絡協議会のあり方の検討 

 次年度には連絡協議会が設立されて 30 周年を迎えるが、当面京都市が事務局を担う

としてこれまでやってきた。この節目に、改めて連絡協議会の担い手や、自立化の可能

性など、今後の運営のあり方について検討してはどうか。 

 

 

３．事業計画 

 今年度は、建築協定制度及び連絡協議会のあり方を検討するために、各地区の現状や

課題など実態調査を実施するとともに、連絡協議会のあり方について会員相互に意見交

換する機会を設ける。  



 

 

 

（平成 31 年） 4 月 11 日（木） 

 

 

第１回「役員会」 

議題：平成 31 年度 (令和元年度)総会，平成 31 年度 (令和

元年度) 事業計画・予算案 

会場：ひと・まち交流館京都 ワークショップルーム２ 

（令和元年） 5 月 17 日（金） 
 

 

 

第 2 回「役員会」 

議題：平成 31 年度 (令和元年度) 総会 

会場：ひと・まち交流館京都 ワークショップルーム２ 

 6 月 1 日（土） 平成 31 年度 (令和元年度)総会 

第 1 部：議事，第 2 部：ワークショップ 

会場:職員会館かもがわ 中会議室 

 6 月下旬 第 3 回「役員会」 

議題：総会総括，平成 31 年度 (令和元年度) 活動内容，各

地区の実態調査の内容，「建築協定だより」第 46 号 

 7 月上旬 連絡協議会のあり方の検討に向けた各地区の実態調査開始 

 8 月下旬 広報紙「建築協定だより」第 46 号発行 

 10 月中旬 第 4 回「役員会」 

議題：実態調査の中間まとめ，勉強会・意見交換会 

 11 月上旬 連絡協議会のあり方の検討に向けた各地区の実態調査終了 

 12 月中旬 第 5 回「役員会」 

議題：実態調査まとめ，勉強会・意見交換会，「建築協定だ

より」第 47 号 

（令和 2 年） 1 月下旬 

 ～2 月初旬 

勉強会・意見交換会 

テーマ：実態調査の総括・課題共有・運営体制等 

 2 月下旬 第 6 回「役員会」 

議題：勉強会・意見交換会総括，平成 31 年度 (令和元年度)

活動総括，令和 2 年度事業計画・予算案（※30 周年記念事

業含む。），令和 2 年度総会日程調整，「建築協定だより」第

47 号 

 3 月中旬  広報紙「建築協定だより」第 47 号発行 

 



第２号議案

平成3１年度（令和元年度）予算案

収入の部 （単位　円）
項目 予算額

前年度繰越金 23,994
建築協定支援事業補助金 500,000 事業費1/2
建築協定連絡協議会負担金 376,000
協定地区運営委員会負担金 376,000
更新時補助等予備費積立金 0
協賛金 120,000 協賛企業の広告を広報誌へ掲載

利息 6

合計 1,020,000

支出の部 （単位　円）
項目 予算額

総会費 65,000
　　　会場費 20,000
　　　印刷費 5,000
　　　通信運搬費 10,000 案内送付料
　　　講師謝礼 20,000 ファシリテーター経費
　　　諸費 10,000 お茶，交通費等
広報費 355,000
　　　印刷費 200,000 46号：4頁（6万），47号8頁（12万）
　　　通信運搬費 70,000 46号：4頁（3万），47号8頁（4万）
　　　普及啓発費 80,000 補修予約3地区＋予備1地区（補修）分
　　　諸費 5,000
建築協定更新時補助金 0

0 更新予定地区なし
役員会費 75,000
　　　会場費 0 まちセンを利用
　　　通信運搬費 5,000
　　　諸費 70,000 役員交通費，アドバイザー経費，お茶
調査費 185,000
　　　会場費 50,000
　　　通信運搬費 5,000 各運営委員会送付料（チラシ5枚ずつ）
　　　諸費 100,000 役員交通費，アドバイザー経費，お茶
　　　予備費 30,000
勉強会・意見交換会 140,000
　　　会場費 40,000
　　　通信運搬費 30,000
　　　講師謝礼 40,000 複数名を想定
　　　諸費 30,000
HP運営費 150,000 ホームページリニューアル費
維持費 40,000 封筒,ロッカー等

雑費 1,000 振込手数料等

事業費合計（補助金対象） 1,011,000

更新時補助等予備費積立金 0
その他 0
予備費 9,000

繰越金 0

合計 1,020,000



更新時補助等予備費勘定

収入の部
項目 決算額

積立金残高 182,820
利息 0

更新時補助等予備費積立金 0

合計 182,820

支出の部
項目 決算額

更新時補助金補填 0

繰越金 182,820

合計 182,820



事務連絡 

   

 

１ 京都市建築協定連絡協議会会員数（平成 31 年 3 月 31 日時点） 

会員数 38（加入地区数：60 地区 ／ 建築協定地区数：70 地区 ＝ 加入率：約 86％） 

２ 昨年度の認可状況（平成 31 年 3 月 31 日時点） 

地区名 認可日 区画数の変化 備考 

上京区 一松町地区（宿泊施設） H30.6.15 49 新規（合意型），協議会加入 

右京区 太秦御所ノ内町地区 H30.6.22 164 新規（合意型） 

伏見区 久我の杜（東）住宅地区 H30.10.10 13 → 13 
更新（一人型 → 合意型） 

※平成 31 年度まで協議会加入 

西京区 桂坂あすなろ第１地区 H30.10.22 115 → 111 更新（一人型 → 合意型） 

東山区 古門前通元町地区 H31.2.7 79 新規（合意型），協議会加入 

上京区 選佛寺町南部地区 H31.2.22 15 新規（合意型），協議会加入 

右京区 太秦中山町地区 H31.3.27 25 
新規（合意型） 

※令和元年度から協議会加入 

３ 今年度に有効期限を迎える地区 

地区名 有効期間満了日 現在の区画数 備考 

左京区 下鴨第１住宅地区 H31.9.1 86 更新（合意型 → 合意型） 

４ 表彰制度への推薦 

   平成 30 年度京都市自治記念式典における表彰（H30.10.15） 

氏名 又は 団体名 経歴等 

西京区 桂坂もみのき地区建築協定運営委員会 

   ・桂坂もみのき第１地区 

・桂坂もみのき第２地区 

・桂坂もみのき第３地区 

 

(当初認可時)H6.11.1 発効 

  〃   H9.4.3 発効 

  〃   H9.4.3 発効 

 

(24 年目) 

(22 年目) 

(22 年目) 

西京区 桂坂くすのき地区建築協定運営委員会 

   ・桂坂くすのき東地区 

   ・桂坂くすのき中・北地区 

 

(当初認可時)H7.12.12 発効 

  〃   H8.8.30 発効 

 

(23 年目) 

(22 年目) 

伏見区 向島リバーサイド津田地区建築協定運営

委員会 

(当初認可時)S61.7.15 発効 (32 年目) 

    

５ 建築協定地区表示看板の設置等に係る補助金交付 

平成 30 年度 補助金交付実績：新設 1 件，補修 2 件 

地区名 補修／新設 補助金（円） 

上京区 選佛寺南部地区 新設 37,800 

西京区 桂坂つばき地区 補修 20,000 

西京区 桂坂ひいらぎ地区 補修 20,000 

 

平成 31 年度（令和元年度） 補助金交付状況：新設 0 件，補修 0 件，予約 3 件 

地区名 補修／新設 

西京区 桂坂あかしあ地区 補修（予約） 

伏見区 桃山与五郎町地区 補修（予約） 

西京区 桂坂もみのき地区 補修（予約） 

※ 令和元年度内に予約をされる地区は，

必ず年度内に看板設置を完了し，補助金

の交付申請を行ってください。 



 

 

 

 

 

６ 京都市建築協定連絡協議会事務局（平成 31 年度（令和元年度）） 

事務局 

（京都市都市計画局建築指導部建築指導課） 

   文山 達昭（建築指導課長）       

   立石 涼一（建築相談第二係長）  

   川妻 壱暢（担当係員） 

  （公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター） 

   野間 久世（事業第二課長） 

   山村 恵子（担当係員） 

  （特定非営利活動法人京都景観フォーラム） 

   森川 宏剛（専務理事） 

   黒田 素子（事務局長） 

 


