
   

 

 

 

 

京都市建築協定連絡協議会 令和２年度総会 次第 

 

  

(1) 議案 

第１号議案 平成３１年度(令和元年度)事業報告及び決算報告について 

◎本活動内容についての承認をいただきたい。 

  

     第２号議案 令和２年度事業計画案及び予算案について 

◎本活動計画についての承認をいただきたい。 

 

     第３号議案 役員の選任について 

◎現役員の任期満了のため、改選を行う。本選任案についての承認

をいただきたい。 

なお、副会長については、候補なしであったことから、欠員が１名

となっている。 

 

     第４号議案 規約の改正について 

◎本改正案についての承認をいただきたい。 

 

 

(2) 質疑 

議案等について質疑がある場合は、６月５日（金曜日）ごろまでに、下記に連絡

をください。 

 
本会事務局お問い合わせ先 

特定非営利活動法人京都景観フォーラム（担当 黒田） 

TEL  ０７５−３５４−５２２４ 

Email  kyotokenchikukyoutei@gmail.com 

郵便  〒600-8191 

京都市下京区五条高倉角境町 21 番地 jimukino-ueda bldg. 206 号 



京都市建築協定連絡協議会 第１号議案 

令和元年度総会 

平成３１年度 (令和元年度)事業報告（案） 
 

 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 

 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 21日（金） 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 
会場：ひと・まち交流館京都 ワークショップルー
ム２ 

 7月〜 各地区の実態調査 

 8月 広報紙「建築協定だより」第 46号発行 

 10月 28日（月） 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 
会場：京都市役所 都市計画局第 3会議室 

 12月 10日（月） 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 
会場：京都市役所 都市計画局第 3会議室 

 1月 19日（日） 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 
会場：職員会館かもがわ 大会議室 
 

 2月 27日（木） 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 
会場：京都市役所 都市計画局第 3会議室 

 3月中旬 広報紙「建築協定だより」第 47号発行 

  

（平成 31 年） 

（令和元年） 

（令和２年） 
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連絡協議会のあり方の検討に向けた各地区の実態調査について 
打合せ（7月 31日、8月 23日、8月 24日） 
ヒアリング 

 対象地区 会場 

7月 21日 桂坂地区 桂坂自治会館 

8月 6日 姉小路界隈、夷町・松

屋町、古門前元町 
京都市役所 

9月 4日 久我御旅町南部住宅、

久我の杜住宅 
久我の杜住宅集会所 

9月 8日 醍醐夢ヶ丘、醍醐柿原

住宅 
柿原住宅集会所 

9月 16日 鳴滝音戸山町 宇多野ユースホステル 

9月 28日 K-City 桂川そよぎ野、阪

急桂南住宅、ガーデンハ

ウス洛西境谷公園住宅 

K-City 桂川そよぎ野地

区 集会所 

10月 12日 洛西ニュータウン、西

竹の里タウンハウス 

西竹の里タウンハウス

地区集会所 

10月 16日 一松町、妙覚寺町１・

２組界隈、選佛寺町南

部、一番町 

上京区総合庁舎 

10月 18日 大原の右京の里 右京の里自治会館 

10月 27日 桂坂地区 桂坂自治会館 

12月 2日 北大路髙野住宅、長谷

住宅 
左京区総合庁舎 

（令和 2年） 

2月 16日 

嵯峨大覚寺門前堂ノ前

町 
委員長宅 

 

 

アドバイザー制度 活用状況 
 

 対象地区 会場 

7月 23日 東山区博多町 新道小学校会議室 

（令和 2年） 

2月 15日 

西京区ガーデンハウス

洛西境谷公園地区 

京都市景観・まちづく

りセンター 
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平成３１年度（令和元年度）会計の執行状況

収入の部 （単位　円）

項目 予算額  執行状況 差額

前年度繰越金 23,994 23,994 0

建築協定支援事業補助金 500,000 411,395 88,605 事業費1/2

建築協定連絡協議会負担金 376,000 387,650 △ 11,650

更新時補助等予備費積立金 0 0 0

協賛金 120,000 0 120,000 協賛企業の広告を募集

利息 6 3 3

合計 1,020,000 823,042 196,958

支出の部 （単位　円）

項目 予算額 執行状況 差額 備考

総会費 65,000 38,461 26,539

　　　会場費 20,000 14000 6,000

　　　印刷費 5,000 11624 △ 6,624 議案、案内状等印刷

　　　通信運搬費 10,000 10089 △ 89 案内等送付

　　　講師謝礼 20,000 0 20,000

　　　諸費 10,000 2748 7,252 お茶，交通費等

広報費 355,000 243,639 111,361 広報誌発行（年2回）、表示看板設置補助等

　　　印刷費 200,000 134400 65,600

　　　通信運搬費 70,000 66794 3,206

　　　普及啓発費 80,000 39999 40,001 補修予約3地区＋予備1地区（補修）分

　　　諸費 5,000 2446 2,554

建築協定更新時補助金 0 0 0 更新地区なし

役員会費 75,000 79,689 △ 4,689

　　　会場費 0 0 0 まちセン、京都市役所内会議室を利用

　　　通信運搬費 5,000 5,064 △ 64 調査協力依頼、負担金依頼等

　　　諸費 70,000 74,625 △ 4,625 資料印刷費，役員交通費、お茶

調査費 185,000 63,918 121,082

　　　会場費 50,000 500 49,500

　　　通信運搬費 5,000 0 5,000

　　　諸費 100,000 63,418 36,582 交通費，アドバイザー経費，お茶

　　　予備費 30,000 0 30,000

勉強会・意見交換会 140,000 102,720 37,280

　　　会場費 40,000 17000 23,000

　　　通信運搬費 30,000 3864 26,136 案内送付、資料送付

　　　講師謝礼 40,000 80000 △ 40,000 勉強会ファシリテーター４名、企画運営１名

　　　諸費 30,000 1856 28,144 資料印刷費

HP運営費 150,000 204600 △ 54,600 ホームページリニューアル費

維持費 40,000 86220 △ 46,220 封筒,ロッカー等

雑費 1,000 3543 △ 2,543 振込手数料等

事業費合計（補助金対象） 1,011,000 822,790 188,210

更新時補助等予備費積立金 0 0 0 （補助対象外）

その他 0 0 0

予備費 9,000 0 9,000 （補助対象外）

繰越金 0 252 △ 252 （補助対象外）

合計 1,020,000 823,042 196,958
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平成３１年度（令和元年度）会計の執行状況

更新時補助等予備費勘定

収入の部

項目

積立金残高

利息

更新時補助等予備費積立金

合計

支出の部

項目

更新時補助金補填

繰越金

合計

令和2年3月31日

備考

0

182,820

182,820

決算額

182,820

0

0

182,820

決算額

備考

以上のとおり、平成31年度（令和元年度）の会計報告をいたします。
京都市建築協定連絡協議会　会計　蓑島　潔　　印

令和2年5月11日に上記について、関係書類等を検査した結果、適正に処理されていることを確認いたしましたので、ここに報告い

たします。

京都市建築協定連絡協議会　会計監査　服部真貴子　　印

4
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京都市建築協定連絡協議会 第２号議案 

令和２年度総会 
 

   

 

令和２年度事業計画（案） 
 

 令和 2 年度は、連絡協議会設立 30 周年にあたる。そのため、30 周年を記念したシンポジウム

等の企画を行うとともに、ＨＰや広報誌のリニューアル、交流事業の企画・実施等を進める。 

 

（令和 2 年） 4 月 9 日 

 

 

第１回「役員会」 

議題：令和 2 年度総会，令和 2 年度 事業計画・予算案、広

報（ＨＰの改訂案、建築協定だより改訂等）の検討 

会場：京都市景観・まちづくりセンター 

 5 月中旬 
 

 

第 2 回「役員会」 

議題：令和 2 年度 総会 

会場：京都市景観・まちづくりセンター 

 5 月 31 日 令和２年度総会 

議案郵送による、書面議決 

 

 6 月下旬 

 

第 3 回「役員会」 

議題：総会総括，令和 2年度活動内容、交流事業の進め方、

ＨＰの改訂案の検討、「建築協定だより」第 48 号、30 周年

記念事業 

 7 月上旬 交流事業 開始 

新ＨＰ試験運用開始 

 8 月下旬 広報紙「建築協定だより」第 48 号発行 

 9 月中旬 第 4 回「役員会」 

議題：30 周年記念事業、交流事業について経過確認と進め

方、連絡協議会リーフレット 

 11 月中旬 第 5 回「役員会」 

議題：30 周年記念事業、「建築協定だより」第 49 号、連絡

協議会リーフレット発行 

（令和 3 年） 1 月下旬 

 ～2 月初旬 

30 周年記念事業 シンポジウム or 意見交換会 

テーマ：建築協定と連絡協議会のこれから 

※新型コロナウイルスの影響下での状況次第で開催を判断 

 2月下旬 第 6 回「役員会」 

議題：30 周年記念事業総括，令和 2 年度活動総括，令和 3

年度事業計画・予算案、令和 3 年度総会日程調整、「建築協

定だより」第 49 号 

 3 月中旬  広報紙「建築協定だより」第 49 号発行 
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京都市建築協定連絡協議会

令和２年度　総会

第２号議案

収入の部 （単位　円）

項目 予算額

前年度繰越金 252

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 535,548

協定地区運営委員会負担金 396,000

更新時補助等予備費積立金 139,548

協賛金 120,000 協賛企業の広告を募集

利息 0

合計 1,155,800

支出の部 （単位　円）

項目 予算額 備考

総会費 24,000

　　　印刷費 12,000 議案、案内状等印刷

　　　通信運搬費 10,000 案内等送付

　　　講師謝礼 0

　　　諸費 2,000 交通費等

広報費 595,000

　　　印刷費 150,000 広報誌（年２回）、リーフレット

　　　通信運搬費 80,000

　　　普及啓発費 110,000 表示看板設置　新設予約１地区　補修予約２地区＋予備1地区（補修）分

　　　ホームページ改修費 250,000

　　　諸費 5,000

建築協定更新時補助金 198,800

9,200 K-City桂川そよぎ野地区（23区画×400円）

159,200 大原野右京の里地区（398地区×400円）

5,200 桂坂くすのき西地区（13区画×400円）

8,000 桂坂もみのき第5地区（20区画×400円）

17,200 久我御旅町南部住宅地区（43地区×400円）

役員会費 85,000

　　　会場費 0 まちセン、京都市役所内会議室を利用

　　　印刷費 20,000

　　　通信運搬費 5,000

　　　諸費 60,000 役員交通費、お茶

交流事業費 60,000

　　　会場費 10,000

　　　通信運搬費 5,000

　　　企画調整・運営支援費 40,000

　　　予備費 5,000

記念事業費 125,000

　　　会場費 40,000

　　　通信運搬費 30,000 案内送付、資料送付

　　　企画調整・運営支援費 40,000

　　　諸費 15,000

ホームページ運営支援事業費 60,000

維持費 7,000 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） 1,155,800

更新時補助等予備費積立金 0 （補助対象外）

その他 0

予備費 0 （補助対象外）

繰越金 0 （補助対象外）

合計 1,155,800
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京都市建築協定連絡協議会

令和２年度　総会

第２号議案

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 139,548

繰越金 43,272

合計 182,820
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京都市建築協定連絡協議会 

令和２年度総会         第３号議案 

 

 

京都市建築協定連絡協議会役員の選任（案） 

 

任期：令和 2年 6月 15日～令和 4年度総会の日まで 

役  職 氏  名 建築協定地区名 

会  長 調子 益夫 伏見区桃山与五郎町地区 

副会長 伊藤 哲 中京区夷町・松屋町地区 

副会長 （欠員※理由裏面）  

会  計 蓑島 潔 西京区桂坂ひいらぎ北地区 

幹  事 大西 鐵也 上京区一松町地区 

幹  事 岡谷 雅明 西京区阪急桂南住宅地区 

幹  事 前田 卓 上京区妙覚寺町１・２組界隈地区 

幹事兼顧問 桑原 尚史 西京区桂坂にれのき北地区 

会計監査 服部 真貴子 西京区桂坂しらかば地区 

ただし，任期満了後も後任者が就任するまではその任務を行う。 

 

   

 （参考：現在の役員） 

役  職 氏  名 建築協定地区名 

会  長 調子 益夫 伏見区桃山与五郎町地区 

副 会長 伊藤 哲 中京区夷町・松屋町地区 

副 会長 矢木 昭雄 上京区一松町地区 

会  計 蓑島 潔 西京区桂坂ひいらぎ北地区 

幹  事 大西 功 西京区阪急桂南住宅地区 

幹  事 大西 鐵也 上京区一松町地区 

幹事兼顧問 桑原 尚史 西京区桂坂にれのき北地区 

会計監査 服部 真貴子 西京区桂坂しらかば地区 
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京都市建築協定連絡協議会 

令和２年度総会         第３号議案 

 

 

 

 

京都市建築協定連絡協議会規約（抜粋） 

（役員等） 

第３条 本会には，次の役員を置く。 

 会長 １名    副会長 ２名    会計 １名    幹事 若干名 

２ 本会には，会計監査２名以内を置く。 

３ 本会には，顧問若干名を置くことができる。 

（役員等の選出）  

第４条 役員は，各運営委員会の委員又は各運営委員会の設置根拠となる建築

協定に合意している者のうち当該運営委員会の推薦を受けた者の中から，総

会において，互選により選出する。ただし，欠員が生じた場合は，第９条に

定める役員会（以下「役員会」という。）の議決によって補充することがで

きる。 

２ 会計監査及び顧問は，役員会の承認を得て会長が委嘱する。 

 

 

（※副会長欠員の理由） 

副会長については、規約上２名置くこととなっているが、新型コロナウイルス感染

症の影響で選任の議論が不十分であるため、当分の間１名とする。 
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京都市建築協定連絡協議会 

令和２年度総会 第４号議案 

京都市建築協定連絡協議会規約（改正案） 新旧対照表 

新 旧 

（略） 

 

（事務局）  

第７条 本会の事務局設置については、役員会の定めるところによ

る。  

２ 本会の活動と事務局の運営については，京都市と連携して取

り組むこととする。 

  

（略） 

 

（会計）  

第１１条 本会の運営に必要な財源は，次に掲げるものをもって構

成する。 

(1) 負担金  

(2) 補助金  

(3) 協賛金  

 (4) 寄付金  

 (5) その他  

２ 前項の負担金は，別表に掲げる額とする。  

   

（略） 

（略） 

 

（事務局）  

第７条 本会の事務局は，当分の間，京都市都市計画局建築指導部建

築指導課に設ける。   

 

 

 

（略） 

 

（会計）  

第１１条 本会の運営に必要な経費は，会員からの負担金の合計に京

都市からの補助金を加えたものとする。  

 

 

 

 

 

２ 前項の負担金は，別表に掲げる額とする。  

  

（略） 
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京都市建築協定連絡協議会 
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   附 則  

 この規約は，平成２年９月８日から施行する。  

   附 則（平成３年６月１５日）  

 この規約は，平成３年６月１５日から施行する。  

   附 則（平成７年６月１７日）  

 この規約は，平成７年６月１７日から施行する。  

   附 則（平成１１年８月２８日）  

 この規約は，平成１１年８月２８日から施行する。  

   附 則（平成１６年６月１２日）  

 この規約は，平成１６年６月１２日から施行する。  

附 則（平成１９年６月２日）  

この規約は，平成１９年６月２日から施行する。  

  附 則（平成２１年６月１３日）  

この規約は，平成２１年６月１３日から施行する。  

  附 則（平成２５年６月１日）  

 この規約は，平成２５年６月１日から施行する。  

  附 則（平成２６年６月７日）  

 この規約は，平成２６年６月７日から施行する。  

   附 則（平成２７年６月８日）  

 この規約は，平成２７年６月８日から施行する。  

附 則（令和２年６月１５日）  

 この規約は，令和２年６月１５日から施行する。 

（略） 

  

   附 則  

 この規約は，平成２年９月８日から施行する。  

   附 則（平成３年６月１５日）  

 この規約は，平成３年６月１５日から施行する。  

   附 則（平成７年６月１７日）  

 この規約は，平成７年６月１７日から施行する。  

   附 則（平成１１年８月２８日）  

 この規約は，平成１１年８月２８日から施行する。  

   附 則（平成１６年６月１２日）  

 この規約は，平成１６年６月１２日から施行する。  

附 則（平成１９年６月２日）  

この規約は，平成１９年６月２日から施行する。  

  附 則（平成２１年６月１３日）  

この規約は，平成２１年６月１３日から施行する。  

  附 則（平成２５年６月１日）  

 この規約は，平成２５年６月１日から施行する。  

  附 則（平成２６年６月７日）  

 この規約は，平成２６年６月７日から施行する。  

   附 則（平成２７年６月８日）  

 この規約は，平成２７年６月８日から施行する。  

      

  

 （略） 
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