
※総会当日は，本議事次第を御持参ください。 

資料１

平成３０年度京都市建築協定連絡協議会総会 

議事次第 

    と き  平成３０年６月２日（土） 

         午後１時３０分～４時３０分 

ところ  京都市男女共同参画センター ウィングス京都 

２階 セミナー室 B 

    （京都市中京区東洞院通六角下る御射山町 262 番地） 

        電話 ０７５－２１２－７４９０ 

京都市建築協定連絡協議会
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資料１ 

平成３０年度京都市建築協定連絡協議会総会 次第（案） 

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 

 議長選出 

 議案審議

          第１号議案 平成２９年度事業報告及び決算報告

          第２号議案 平成３０年度事業計画案及び予算案

          第３号議案 役員改選

 事務連絡

 質疑応答

１４：２５～  （ 休 憩 ）

１４：３５～ 第 ２ 部 建築協定運営委員研修会

 講習「建築協定とは？」

 民泊について 

 太秦御所ノ内町地区における民泊制限の取組について 

「民泊問題に対する取組－ここちよいまちづくりを目指して－」

講師：石本幸良氏（京・まち・ねっと主宰） 

１６：２０～  閉会挨拶 

１６：３０～  閉 会 

        アンケート記入 
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平成２９年度事業報告 

（平成２９年） ４月６日（木） 第１回「役員会」 

議題：平成２９年度総会，平成２９年度事業計画・予算案 

 会場：職員会館かもがわ 第３会議室 

 ５月９日（木） 第２回「役員会」 

議題：平成２９年度総会 

 会場：職員会館かもがわ 第６会議室 

 ６月３日（土） 平成２９年度総会 

第１部：議事，第２部：研修・意見交換会 

会場：職員会館かもがわ 中会議室 

 ７月１３日（木） 

９月１４日（木） 

第３回「役員会」 

議題：総会総括，平成２９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４２号 

 会場：ウィングス京都 会議室１０ 

第４回「役員会」 

議題：他都市研修会，意見交換会・勉強会 

会場：ウィングス京都 会議室１０ 

 ９月２５日（月） 広報紙「建築協定だより」第４２号発行 

 １０月２８日（土） 他都市研修会 

（訪問先：マザー・ヒルズ高槻地区） 

 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４３号 

 会場：ウィングス京都 会議室２ 

（平成３０年） １月２７日（土） 意見交換会・勉強会 

テーマ：地域運営を『コラボ』する―自治会・町内会×建

築協定運営委員会― 

会 場：職員会館かもがわ 中会議室 

 ２月２２日（木） 第６回「役員会」 

議題：「建築協定だより」第４３号，新春のつどい総括，

平成２９年度活動総括，平成３０年度事業計画・予

算案，平成３０年度総会日程調整，役員改選につい

て 

会場：ハートピア京都 第２会議室 

 ３月１９日（月）  広報紙「建築協定だより」第４３号発行 



京都市建築協定連絡協議会平成２９年度決算報告

収入の部 （単位　円）
項目 予算額 決算額 差額 備考

前年度繰越金 17,537 17,537 0
京都市建築協定支援事業補助金 500 ,00 0 462 ,728 △  37 ,272 事業費×1/2

△  37 ,000建築協定連絡協議会負担金 453,000 416,000

△  1 ,000協定地区運営委員会負担金 373,000 372,000
桂坂くすのき地区の負担金に誤りがあったため
（更新時の区画数減少の見落とし）決算が正

研修会参加負担金 80 ,000 44 ,000 △  36,000 一人2,000円×22名（役員込）
更新時補助等予備費積立金 180,000 180,000 0 補填30,000円＋積立金150,000円

利息 3 2 △  1
合計 1 ,150 ,5 40 1 ,076 ,267 △  7 4 ,273

支出の部 （単位　円）
項目 予算額 決算額 差額 備考

総会費 35,000 19,901 15,099
　　　会場費 20,000 0 20,000
　　　通信運搬費 5 ,000 8 ,462 △  3,462 案内送付，議事次第送付
　　　諸費 10 ,000 11 ,439 △  1,439 お茶
広報費 415,000 323,374 91,626 広報紙発行（年2回），表示看板設置補助等

　　　印刷費 250,000 199,080 50,920
　　　通信運搬費 60 ,000 63 ,194 △  3 ,1 94
　　　普及啓発費 100,000 60,000 40,000 看板設置補助申請　３件
　　　諸費 5,000 1,100 3,900
建築協定更新時補助金 164,000 136,000 28,000

5,200 0 5,200 久我の杜（東）住宅（13区画）
65,600 65,600 0 桂坂もみのき第２（164区画）
6,000 6,000 0 桂坂もみのき第３（15区画）
47,600 25,600 22,000 長谷住宅（64区画）
20,400 20,400 0 桂坂つばき東第１（51区画）
19,200 18,400 800 一松町（46区画）

役員会費 73,000 60,964 12,036
　　　会場費 18 ,000 18 ,360 △  3 60
　　　通信運搬費 5 ,000 1 0 ,862 △  5 ,86 2
　　　諸費 50,000 31,742 18,258 お茶，交通費
研修会費 215,000 196,571 18,429 高槻市マザー・ヒルズ高槻地区
　　　研修会実施費 205,000 184,646 20,354
　　　通信運搬費 5 ,000 5 ,265 △  26 5
　　　諸費 5 ,000 6 ,660 △  1 ,66 0

△  60 ,187意見交換会・勉強会費 40,000 100,187
　　　会場費 10 ,000 14 ,000 △  4 ,0 00
　　　通信運搬費 5 ,000 1 1 ,472 △  6,472 アンケート送付，案内送付，資料送付
　　　講師謝礼 20 ,000 60 ,000 △  40,000 講師20,000円×３名
　　　諸費 5 ,000 1 4 ,715 △  9 ,71 5
ホームページ運営支援事業費 50,000 50,000 0
維持費 6 ,000 3 6 ,299 △  30,299 備品維持管理費
雑費 2 ,000 2 ,160 △  160 振込手数料等
事業費合計（補助金対象） 1,000,000 925,456 74,544

更新時補助等予備費積立金 150,000 150,000 0
その他 0 0 0
予備費 540 0 540 （補助対象外）

繰越金 0 81 1 △  811 （補助対象外）
合計 1,150,540 1,076,267 74,273
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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

平成30年3月31日
　以上のとおり，平成29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

京都市建築協定連絡協議会　　会計監査　　服部　真貴子　　印

　平成30年4月16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。

30,000

172,693

202,693

150,000

202,693

決算額 備考

決算額 備考
52,693

0
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平成３０年度事業計画（案） 

（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２ 

 ５月１７日（木） 第２回「役員会」 

（議題：平成３０年度総会） 

 ６月２日（土） 平成３０年度総会 

（第１部：議事，第２部：研修） 

 ７月中旬 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） 

 ８月下旬 広報紙「建築協定だより」第４４号発行 

 ９月中旬 第４回「役員会」 

（議題：他都市研修会，勉強会・意見交換会） 

 １１月上旬～中旬 他都市研修会 

（訪問先：未定） 

 １２月中旬 第５回「役員会」 

（議題：他都市研修会総括，勉強会・意見交換会， 

 「建築協定だより」第４５号） 

（平成３１年） １月下旬 

 ～２月初旬 

勉強会・意見交換会 

（テーマ：未定） 

 ２月下旬 第６回「役員会」 

（議題：勉強会・意見交換会総括，平成３０年度活動総括， 

 平成３１年度事業計画・予算案，平成３１年度総会日程調

整，「建築協定だより」第４５号） 

 ３月上旬  広報紙「建築協定だより」第４５号発行 



平成30年度予算案 平成30年5月17日

収入の部 （単位　円）
項目 予算額

前年度繰越金 811

京都市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 470,000
協定地区運営委員会負担金 370,000
研修会参加負担金 100,000 50名参加×2,000円
更新時補助等予備費積立金 30,000

利息 2

合計 1,000,813

支出の部 （単位　円）
項目 予算額

総会費 60,000
　　　会場費 20,000
　　　通信運搬費 10,000 案内送付料
　　　講師謝礼 20,000 講師1名分
　　　諸費 10,000
広報費 405,000
　　　印刷費 260,000 44号：6頁（12万），45号8頁（14万）
　　　通信運搬費 60,000 44号：6頁（3万），45号8頁（3万）
　　　普及啓発費 80,000 補修予約4地区
　　　諸費 5,000
建築協定更新時補助金 51,200

5,200 久我の杜(東)住宅地区（13区画×400円）

46,000 桂坂あすなろ第１地区（115区画×400円）

役員会費 63,000
　　　会場費 8,000
　　　通信運搬費 5,000
　　　諸費 50,000 役員交通費，お茶（7名）
研修会費 240,000
　　　研修会実施費 225,000
　　　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 10,000
意見交換会・勉強会費 90,000
　　　会場費 20,000
　　　通信運搬費 15,000
　　　講師謝礼 40,000 複数名を想定
　　　諸費 15,000
ホームページ運営支援事業費 60,000 HPの改善のため
維持費 30,000 封筒等

雑費 800 振込手数料等

事業費合計（補助金対象） 1,000,000

更新時補助等予備費積立金 0
その他 0
予備費 813

繰越金 0

合計 1,000,813
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更新時補助等予備費勘定

収入の部
項目 予算額

積立金残高 172,693
利息 0

更新時補助等予備費積立金 0

合計 172,693

支出の部
項目 予算額

更新時補助金補填 30,000

繰越金 142,693

合計 172,693
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議案 3 

京都市建築協定連絡協議会役員改選（案） 

任期：平成 30年 6月 3日～平成 32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 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

※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

会計監査 服部 真貴子 西京区桂坂しらかば地区

顧 問 桑原 尚史 西京区桂坂にれのき北地区
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事務連絡

１ 建築協定連絡協議会会員数（平成 30年 3月 31 日時点） 

会員数 36（京都市内の建築協定地区数：66地区 加入地区数：57 地区 加入率：約 86％）

２ 昨年度の認可状況（平成 30年 3月 31日時点） 

地区名 認可日 区画数の変化 備考

西京区 桂坂もみのき第２地区 H29.4.3 159 → 164 更新（一人型→合意型） 

西京区 桂坂もみのき第３地区 H29.4.3 15 → 15 更新（一人型→合意型） 

左京区 下鴨第２住宅地区 H29.8.4 81 → 112 更新（合意型→合意型） 

上京区 一松町地区 H29.8.10 48 → 46 更新（合意型→合意型） 

上京区 妙覚寺町１・２組界隈地区 H29.10.19 21 
新規認可（合意型） 

連絡協議会加入 

左京区 長谷住宅地区 H29.11.21 119 → 65 更新（合意型→合意型） 

西京区 桂坂つばき東第１地区 H29.12.11 51 → 51 更新（一人型→合意型） 

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 区画数

西京区 桂坂あすなろ第１地区 H30.10.21 115 

４ 表彰制度への推薦

平成 29年度京都市自治記念式典における表彰（H29.10.15） 

氏名 又は 団体名 経歴等

地区 西京区 桂坂さつき地区 

（さつき東，さつき西，さつき北第１，

さつき北第２） 

(当初認可時)S62. 9.24 発効 

  〃   S62. 9.30 発効 

  〃   H4.8.18 発効 

  〃   H5.6.18 発効 

(29 年目) 

(29 年目) 

(24 年目) 

(23 年目) 

西京区 桂坂けやき東・中・西地区 (当初認可時)H2.3.26 発効 (27 年目) 

伏見区 久我御旅町南部住宅地区 (当初認可時)S60.6.4 発効 (31 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 29年度 補助金交付実績：新設 0件，補修 3件 

地区名 補修／新設 補助金（円）

西京区 桂坂くすのき地区 補修 20,000 
西京区 桂坂しらかば地区 補修 20,000 
西京区 阪急桂南住宅地区 補修 20,000 

平成 30年度 補助金交付状況：新設 0件，補修 0件，予約 4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）

西京区 桂坂ひいらぎ地区 補修（予約）

※ H30 年度中に予約をされる地区は，必ず年度中

に看板設置を完了し，補助金の交付申請を行って

下さい。
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事務連絡

６ 京都市建築協定連絡協議会事務局（平成 30年度）

事務局（京都市都市計画局建築指導部建築指導課）

   髙木 勝英（建築指導課長）      

   立石 涼一（建築相談第二係長） 

   辻  祐実（担当係員）

   中村 早希（担当係員）


