
けやき通 り発展期成会

令和 2年度 総会資料

日時 :  令和 2年 7月 15日 (水 )

午後 3時 より

場所 :  赤坂公民館



議  案

第 1号 令和 1年度 活動報告

第 2号 令和 1年度 決算報告並びに監査報告

第 3号 会則の一部変更

第 4号 役員改選

第 5号 令和 2年度 活動目標並びに予算案

【付表】 ①令和2年度 会員名簿

②会則 【第8版】令和2年 7月 15日 改正
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第 1号 令和 1年度 活動報告

1.けやきの保全・啓蒙活動

本年も赤坂小学校に於いて、けやき通 りの景観保全に関する

授業を行いました。また、けやきの樹を 2本、植え替えました。

その際、赤坂小学校 4年生の児童と一緒に植樹式や清掃を

行いました。

また、福岡国際マラソンの前に警固中学校 との合同清掃活動を

行いました。

(上)植樹祭  (下)合同清掃

2.ホ ームページの運用 (http7/www.keyaki‐ st.org)

ホームページでは期成会の目的や活動などの基本情報を掲載 しています。

現在、 リニューアル中で、内容については随時改訂 し行 く予定です。

地域コミュニティの情報ポータルも兼ねる事ができればと考えています。

3.花 ヤヽ っぱヤヽ運動

ボランティアサポー トプロジェクトの一環で、

春 と秋に花壇に花を植えました。

昨年度の補助金は H30年度 と同じ 15万円でした。

4.定期清掃

毎月第 3水曜日の午後 3時 30分から、簡単な清掃を中心に実施する計画でしたが、

近年、ゴミが少ないことから清掃活動の頻度が減っています。

5,そ の他

(1)道路協力団体制度の一環で、護国神社様が、

年末年始にフラッグポールに日章旗を

掲揚されました。

(2)公益財団法人福岡市緑のまちづ くり協会の補助金である「地域の花づ くり活動支援事業」の

補助金ですが、118,000円 から 72,000円 に修正にな りました。

これは年度末に樹木が残っているプランター分が減額 となったためです。

(3)元佐藤工業跡地 (赤坂 3丁 目上 リバス停)における公益財団法人 日本習字教育財団の

「新書道会館」の建物ですが、協議。交渉の上、“黒"か らけやき通 りのベースカラーである

「ベージュ系」に近い茶系統の色に変更して頂きました。
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第 2号 令和 1年度 決算報告並びに監査報告

※「令和」は 5月 1日 からなので、期間は「平成 31年」で表記 しています

け や き 通 り発 展 期 成 会

令和元年度 (第27期)決算報告書

(平成31年4月 1日 ～ 令和2年3民31日 )

(単位 :円 )

収 入 の 部 支 出 の 部

前 期 繰 越 金 1,013.129

活 動 費 (花代) 455,145

活 動 費 (作業用品等) 3.765

電 気  料 323,144

令和元年度 年会費 568,000 水 道  料 0

囲福岡市緑のまちづくり協会 118.000 通 信  費 5,972

l鵜九州地域づくり協会 150,000 会 議 費 6,215

護国神社 22.500 雑    費 3,732

利息 9 保 険 料 (東京海上) 12,520

仮払い戻し 10,000 緑のまちづくり協会返納金 46,000

事 務 局 費 (30年度、元年度分) 20,000

ブックオカ協賛金(2018年分) 30,000

収 入 合 計 868.509 支 出 合 計 906,498

次 期 燥 越 高 975,145

合   計 1,881っ638 合   計 1,881,638

令和2年 5月 8口  決算報告書以上の通り報告致します。

け や き 通 り発 展

無  料 田 政

会計  松 岡 利

監査の結果、迪性妥当相違′Fいものと認めます。
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第 3号 会則の変更 ※アンダーラインの部分が変更箇所です。

1。 (第 7条) 役員

「会計 1名」が明示されていませんでした。

今回の改正で明示したいと考えています。

2.(第 13条)役 員選出

役員の資格条件に「テナント会員」を追加します。

(1)役員は第 3条の正会員、地域団体会員及びテナント会員の中から推薦によって

選任 される。

3。 (第 24条)地 域団体会員の会費支払い方法の表現を変更します。

会費は毎年支払うこととなっておりますが、会員より記載が不明瞭で、会費を

毎年支払うことが判らないとの意見がありました。

その為、下記の通 り変更したいと考えています。

【変更前】

会員は総会の承認した下記の会費及び必要に応じて理事会で決定した臨時会費を

糸内入しなければならない。

年度初めに一括納

(年度初めに一括納入)

(年度初めに一括納入)

(年度初めに一括納入)

【変更後】

会員は総会の承認 した下記の会費及び必要に応 じて理事会で決定 した臨時会費を

納入 しなければならない。尚、年会費は毎年、年度初めに一括で納入する。

(1)法人会員

(2)個人会員

(3)テナント会員

(4)地域団体会員

(1)法人正会員

(2)個人正会員

(3)テ ナント会員

(4)地域団体会員

言己

年会費 36,000円

年会費  5,000円

年会費 10,000円

世帯数による

記

年会費 36,000円

年会費  5,000円

年会費 10,000円

χ 記載省略 豚 ″の会興4/ど 姥郷御下ざレリ

つきましては、会則の変更について、決議の程 よろしくお願い申し上げます。
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第 4号 役員改選

前期の役員が全員任期満了にな りました。

つきましては、本年度は役員改選になります。

下記の役員候補をご提案 しますので、決議願います。

任期は令和 2年 4月 1日 から令和 4年 3月 末までです。

顧問 鶴田 政秀  (鶴田建物)

会長 大井 実   (ブ ックスキューブリック)

副会長 水早 一郎  (赤坂二丁目 1区  自治会長)

理事 酒匂 いずみ (美松花園)

理事 福永 博   (福永博建築研究所 )

理事 田村 豊彦  (福岡懸護国神社)

会計 松岡 利奈  (冨治商会)

監査 裕紀  (福岡銀行 けやき通 り支店長)

事務局長 寿康  (福永博建築研究所 )

尚、昨年度まで会長を務めて頂いた顧間の鶴田様を当会の「名誉会長(兼務)」 に

推薦 します。「名誉会長」は会則に表記されていませんが、当会に多大な貢献をされた

会長への栄誉職 としての呼称です。

創設期の会長である松田和実 様も「名誉会長」です。

重
　
　
野

森
　
　
草
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第 5号 令和 2年度 活動目標並びに予算案

【活動目標】

1.花いっぱい運動

春 。秋の 2回、既設のプランターに花を植え込みます。現在は、期成会の会員や地元の

小学校 と一緒に行っています。尚、夏期の散水については皆様や地域の方々の協力が

不可欠です。つきましては、会員の皆様におかれましても、お近 くのプランパーヘの散水に

ご協力下さい。尚、今期の国交省からの補助金は現時点で未定です。補助金については、

国全体 としてなくなる方向にありますので、今後は期成会が花代を追加負担 してい くことに

なります。

2.定期清掃

引き続き、毎月第 3水曜日の午後 3時 30分から、簡単な清掃を中心に実施 します。

また、適宜、花の植え替えや刈 り込み、水まき等もお願いします。

以前に比べて、ご参加いただける人数が減少 してお りますので、皆様方のご協力をお願い

申し上げます。尚、ゴミは年々減ってきている為、今後は、ガラスのモニュメントやライ ト

アップ用の照明器具の清掃等を活動に加えることを検討 します。

3,ラ イ トアップ

平成 29年度から冬期のライトアップを再開 しています。

今年も冬期に限 リライトアップを行います。

今年度のライ トアップは 11月 から3月 まで、時間は 18:00～22:00(4時間)で

実施 したいと考えています。

4.ホ ームページの運用

ホームページのリニューアル中です。ホームページを積極的に活用する為に、当面の間、

ホームページの運用を外部に委託 しています。マップとの連動を含め、地域の情報も掲載 し、

地域のポータルサイ ト的な役割も検討 しています。まずは地域の年間行事などを掲載 してみ

たいと考えています。地域の情報があれば、事務局までお寄せ ください。また、Facebook等

の SNSの活用も検討 しています。

5。会員の拡大

これまでは法人主体の構成になっていますが、これからは住民などの個人会員や

テナント会員、自治会、マンション管理組合等を重点的に拡大 したいと考えています。

ついては既存会員の皆様にも新会員の勧誘にご協力の程お願い申し上げます。

6.道路協力団体制度に関する事業

平成 29年 に道路協力団体に認定され、昨年は認定が更新されました。

道路協力団体 としての事業は、「フラッグの掲揚」です。

今年度もブックオカや年末年始の日章旗の掲揚を予定 しています。
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既存会員 会員数 年会費 合計

法人会員 9 36,000 324,000

地域団体会員 6 6,000-36,000 144,000

テナント会員 10 10,000 100,000

個人会員 1 5,000 5,000

計 573,000

令和 2年度 予算書  (案)

(令和2年 4月 1日 ～令和3年 3月 31日 )

◆予定する年会費

◆令和2年度 予算 (案 )

次年度繰越金 1,564,638

別記1:冬期 :11～ 3月 (5ヶ 月)18～ 22時 / (参 考)令和元年度の電気代は約33万 円/年

別記2:レ ンタルサーバーを変更 (Wix)

運用委託費として月額5,000円 ×12ヶ 月を計上

サーバー移行に伴い、ホームページのプログラムを変更

将来的には会員の担当者 (素人)で も変更・更新ができる仕組みを目指 します。

別記3:一時的に、事務局費の一部をホームページ運用委託費に充てます。

事務局費 :6→ 1万 円、会計費 :2→ 1万円、計 :8→ 2万 円

※水道代及び花代の一部については国交省が負担 しています。

世帯数で異なる

単年度

573,000

150,000

72,000

795,000

…177,000
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収入

前期繰越金 1,881,638

年会費 573,000

地域活性化事業補助金 (国/協会 ) 150,000

地域の花づ くり活動支援事業補助金 (市/協会) 72,000

収入 合計 2,676,638

支出

ライ トアップ 電気代 (別記 1) 330,000

水道代 国交省負担

花いっぱい運動 (国 ・街路分) 春・秋 国交省一部負担

花いっばい運動 (期成会補填分) 春・秋 460,000

ホームページレンタルサーバー費用 (別記2) 12,000

ホームページ運用委託費 (別記2) 60,000

ホームページリニューアル費用 (別 記2) 140,000

活動費 (作業用品等) 10,000

事務運営費 l男 J記3) 20,000

会議費 10,000

通信費 10,000

保険料 (傷害、旗掲揚 ) 15,000

雑費その他 (ブ ックオカ協賛金 3万円合む) 45,000

支出 合計 1,112,000

330,000

460,000

12,000

60,000

10,000

20,000

10,000

10,000

15,000

45,000

972,000



添 付 資 料

令和 2年 7月 15日



けやき通り発展期成会

会  則

令和 2年 7月 15日 改正

第 8版



第 1章 総則

第 1条 名称及び事務局

本会は「けやき通り発展期成会Jと称し、略称を「けやき会」とし、

事務局を福岡市中央区赤坂 2丁 目4番 5号  (株)福永博建築研究所内に置く。

第 2条 目的

本会は、警固四つ角から護国神社・NHKま での区間の、通称 「けやき通り」と称する地域を、

美しい街並みと落ち着いた情景の中で、人が楽しく散策することができ、

しっとりと成熟した環境において、人の息吹と静かなる躍動感を感じられるような街並みの

保全をし、市民から憧憬されるような街づくりを行うことを基本精神として、会員相互の連帯

協力でこれを行うことによって、本会の発展と会員の繁栄を図ることを目的とする。

第 3条 会員組織

本会の会員は次の通りとする。

(1)法人正会員

「けやき通り」地域内 (以下
″
地域

″
と称す)に営業拠点があって、前条に掲げる本会の

趣旨に賛同し、本会の運営に協力できる事業所をもって組織し、その事業所を法人正会員

という。ここで示す「事業所」は、事務所 。店舗・管理組合・各種団体とする。

(2)個 人正会員

〃
地域

″
内に居住し、前条に掲げる本会の趣旨に賛同して、自発的に入会する個人は、

個人正会員という。

(3)テ ナント会員

″
地域

″
内において自己で建物を所有せず、テナントとして入居し、営業活動を行っている

小規模な店舗・事務所であり、前条に掲げる本会の趣旨に賛同して、本会の運営に

協力できる会員を、テナント会員という。

僻)地域団体会員

″
地域

″
内及び周辺で活動している町内会・自治会等の地域団体で、前条に掲げる本会の

趣旨に賛同して、本会の運営に協力できる会員を、地域団体会員という。

第 4条 入会

本会に入会を希望するものは、所定の申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
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第 5条 退会

第 6条 活動

本会の会員が退会を希望する場合は、書面をもって理事会に届けなければならない。

但し、会費を 1カ 年以上未納した場合、理事会は協議の上、当該会員を退会したものと

見なすことができる。また、本会の会員で、本会の名誉を著しく傷つけ、または本会に

重大な損害を及ばした場合は、理事会の決議を経て除名することができる。

第 2章 活動

本会は第 2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)広報宣伝 PRに 関する事項                  (広 報宣伝委員会)

①街路灯の管理・運営

②広報 。宣伝 。PR

(2)環境整備に関する事項                     (環 境委員会)

①美しい街並みの形成と保全

②防犯 (風俗営業・交通規制・消防警備)

③衛生・清掃

(3)営業企画運営に関する事項                 (営 業企画委員会)

①「けやき会」として全体的に行うイベント企画・運営

②共同販促等その他営業に関する事項

他)会員相互の研修・福利厚生、親陸、会員名簿の作成、議事録等の作成等、

その他総務に関する事項                    (総 務委員会)

(5)経理に関する事項                       (経 理委員会)

①予算編成及び会費の徴収

②期中の出納業務

③決算及び決算報告書の作成

(6)そ の他必要な事項
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第 7条 役員

本会には次の役員を置く。

(1)会長        l名
(2)副会長       若千名

(3)理事       若干名

但)会計        1名
(5)監事        l名

第 8条 会長

会長は本会を代表し、会務を統括する。

第 9条 副会長

第 10条 理事

第 11条 監事

監事は会計の監査を行う。

第 12条 相談役・顧問

本会に相談役・顧間を置くことができる。

第 13条 役員選出

第 14条 役員の任務

副会長は会長を補佐し、会務を掌握する。

会長が執務を執り行えない場合は、これを代行する。

理事は会長の意図を受け、本会の業務を執行する。

(1)役員は第 3条の正会員、地域団体会員及びテナント会員の中から推薦によって選任される。

(2)会長、副会長、理事、監事は選任された役員の中から互選により選任される。

(3)相談役、顧問は必要に応じ理事会の決議を経て会長が推薦する。

但)第 1項及び第 2項により選任された役員は、第 16条の総会において承認を得るもの

とする。

(5)役員の解任、補欠選任については、会長が理事会の決議を経て決定し、必要に応じ

臨時総会を召集し、承認を得るものとする。

本会役員の任期は 2カ年とし、役員に欠員が生じた時の後任者の任期は、先任者の残存期間

とする。役員は任期満了の後、後任者が就任するまで、その職務を遂行 しなければならない。
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第 3章 会議

第 15条 会議

本会には次の会議をおく。

(1)総会

(2)理事会

第 16条 総会

総会は本会を組織する正会員及び地域団体会員をもって構成し、総会は毎年 1回会計年度

終了後、3ヶ 月以内に開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。

第 17条 総会の定足数

総会は正会員の過半数が出席しなければ、議案を決議することはできない。

但 し、出席者に委任状を加えた数が過半数を超える場合は、議案を決議することができる。

第 18条 総会の決議事項

総会で決議する事項は次の通 りとする。

(1)収入、支出、予算及び活動計画の決定

(2)活動報告及び決算の承認

(3)会則の変更

他)その他、重要な事項

第 19条 理事会

理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し、必要に応じて開催し、本会則に

定めるもののほか、主として次の事項について審議・決定する。

(1)総会の議決した事項の執行に関する事項

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第 20条 理事会の定足数

理事会は、理事の過半数が出席しなければ、議案を決議できない。
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第 21条 決議及び代理人、委任状

決議は、その構成員の過半数によって決定する。可否同数の場合は、会長がこれを決定する。

やむを得ない自由により総会及び理事会に出席できない正会員又は役員は、他の正会員又は

役員若しくは議長を代理人として書面をもって評決を委任することができる。

第 21条 会議の招集

会議は会長がこれを召集して議長となる。会長がやむを得ない事由により出席できない

場合は、副会長が議長となる。

第 4章 会計

第 23条 運営

本会の運営は会費、臨時会費、寄付金、その他の収入をもって、これに充てる。

第 24条 会費

会員は総会の承認した下記の会費及び必要に応じて理事会で決定した臨時会費を

納入しなければならない。尚、年会費は毎年、年度初めに一括で納入する。

記

(1)法人正会員     年会費  36,000円

(2)個 人正会員     年会費  5,000円

(3)テナント会員    年会費  10,000円

僻)地域団体会員    世帯数による

<世帯数>        ～50世帯まで     6,000円
51～ 100世帯まで    12,000円
101～ 300世帯まで    24,000円

301世帯以上    36,000円

第 25条 会計年度

本会の会計年度は 4月 1日 より翌年の 3月 31日 までとする。
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