
第1号議案

２．事業の実施に関する事業（平成29年7月1日～平成30年6月30日）

（１）特定非営利活動に係る事業

実施日時 実施場所
従事者の

人数
受益対象者の
範囲及び人数

支出額
（千円）

毎月１回以
上

市内セサミキッ
チン・委員長宅

5名
伝建地区内

関係者 約50名
25

随時
大正浪漫夢通り

商店街地区
4名

大正浪漫夢通り商
店街振興組合 5名

0

随時 中央通り他 10名
中央通り他関係

者 約50名
0

随時 本町の長屋 4名
菓子屋横丁他関

係者 約20名
0

毎月１回 本町の長屋 10名
一番街商店街他関

係者 約100名
0

随時 川越市内 10名 市民 0

随時 鶴川座 3名 市民 0

随時
依頼された

会場
20名 市内外 50名～ 0

随時 川越市内 10名
市外各団体
約10名～

0

随時
松江町一丁

目
10名 住民 0

4月1日 川越市内 2名 市民 31

6月 川越市内 5名 市民 35

6月 川越市内 8名 市民 341

随時 東秩父村 10名 住民 0

1件 市内 6名 建築主、川越市 249

随時
依頼された

会場
5名 市内外 37

12月31日
市内

時の鐘
15名 市民 4

随時 市内 10名 大学生・市民 0

11月25日 鍛冶町広場 15名 市民 84

7月30日
5月3日

本町の長屋 １0名 市民 184

11月3日
市内

養寿院
30名

川越近郊住民
150名

0

随時 弁天横丁 10名 市民 600

随時
本町の長屋

他
10名 市民 1

随時 市内 20名
建築行為者

10件
0

随時 本町の長屋 10名 － 0

随時 - 10名 会員 0

4回 - 5名 会員 80

6回 本町の長屋 10名 会員 0

8月 市内 10名 市民 45

支援事業１０ 松江町一丁目山車改修

支援事業５ 一番街あきんどの会に対するアドバイス

啓発事業２
歴史的風致維持向上支援法人に向け
た検討

啓発事業１
町並み相談所（町並み形成に対するア
ドバイス）

活性化事業４

支援事業１８ 建築展（建築系大学）

支援事業１６
他のまちづくり団体の大会等への参加
協力

支援事業１５

支援事業１４

建物調査及び報告書作成、改修設計
協力

支援事業９ 視察対応（視察依頼の対応）

その他地域、まちづくりに対するアドバ
イス

支援事業６

支援事業８ 講演会（講演依頼の対応）

平成29年度事業報告書

特定非営利活動法人川越蔵の会

１．事業の成果

大正浪漫委員会（大正浪漫夢通りの町
並み形成に対するアドバイス）

鶴川座保存活用への支援支援事業７

支援事業２

川越町並み委員会（伝建地区内の町並
み形成に対するアドバイス）

支援事業３
中央通り「昭和の街」を楽しく賑やかなま
ちにする会に対するアドバイス

支援事業１

下記事業により少なからず、まちづくりの支援を行うことによって地域社会の発展に寄与した。

事業名 事業内容

支援事業４
菓子屋横丁会議（菓子屋横丁内の町並
み形成に対するアドバイス）

活性化事業３

支援事業１２ 歴まちシンポジウム

支援事業１１ 最明寺ブルーライトアップ事業

東秩父村まちづくり支援

都市景観シンポジウム報告書作成支援事業１３

支援事業１７ 川越市指定文化財 時の鐘　除夜の鐘

川越太郎法要お茶会（お茶会を通じて
の交流）

活性化事業１ 職人の技体験事業

活性化事業２ 長屋Ｂａｒ

啓発事業６ 蔵詩句大賞

弁天横丁「なんとうり」運営事業

活性化事業５ まちなか活性化事業

啓発事業３ メールによる情報配信

啓発事業４ 会報の発行

啓発事業５ 長屋の日（町づくり勉強会）



第2号議案

特定非営利活動法人川越蔵の会

（単位：円）

科目

Ⅰ.経常利益
　1.受取会費 850,000
　2.受取寄付金 100,500
　3.事業収益
　 　 まちづくり支援事業 895,500
 　 　まちづくり活性化事業 1,053,930
 　 　まちづくり啓発事業 9,100
  4.その他収益
　 　 雑収益 139,500
　  　受取利息 107

　経常収益計 3,048,637

Ⅱ.経常費用
　1.事業費
　　　人件費 683,000
　　　業務委託費 0
　　　諸謝金 40,000
　　　福利厚生費 21,060
　　　交際費 0
　　　印刷製本費 94,550
　　　会議費 0
　　　旅費交通費 0
　　　車両費 800 イベント駐車場代
　　　通信運搬費 65,764 蔵詩句たいむす送付代
　　　材料費 241,223 長屋Ｂａｒ、職人の技体験事業等
　　　消耗品費 718 防虫剤等
　　　地代家賃 600,000 なんとうり家賃
　　　会場設営費 0
　　　諸会費 25,000
　　　保険料 9,450
　　　支払寄付金 0
　　　支払手数料 816
　　　公租公課 70,000
　　　雑費 0
　　事業費計 1,852,381
 2.管理費
　　　人件費 110,700
　　　諸謝金 0
　　　福利厚生費 12,775 長屋そうじお疲れ会、川越まつり懇親会費用
　　　交際費 29,600
　　　印刷製本費 150,876
　　　会議費 3,500 定期総会会場代
　　　旅費交通費 0
　　　通信運搬費 147,768 電話代、プロバイダ利用料、総会案内はがき代等
　　　消耗品費 31,081 インクカートリッジ、事務用品
　　　地代家賃 360,000 本町の長屋家賃
　　　備品費 0
　　　諸会費 42,000 全国町並み保存連盟、小江戸川越観光協会、川越環境ネット
　　　支払寄付金 150,000
　　　支払協賛金 0
　　　支払手数料 2,774
　　　公租公課 0
　　管理費計 1,041,074

　経常費用計 2,893,455

当期正味財産増減額 155,182
前期繰越正味財産額 6,090,230

次期繰越正味財産額 6,245,412

以上の通りご報告申し上げます
特定非営利活動法人川越蔵の会 代表理事　　原　知之

平成29年度収入・支出とも正当なものとして認めます。
平成30年  月　　日 監　　事 　　　藤井　潔

監　　事 　　　西川　孝博

川越町並み委員会30周年記念誌負担金

振込手数料、各種証明書発行手数料等

金額

なんとうり家賃、長屋Ｂａｒ、職人の技体験事業等
除夜の鐘保険料徴収費等

備    考

会費延べ170名
養寿院/女蔵部、町並み委員会30年誌売上等

平成29年度　活動計算書
平成29年7月1日〜平成30年6月30日まで

事務局スタッフバイト代

都市景観シンポジウム報告書委託費、実測調査等

長屋利用料、備品貸出し等
特別積立金利息含む

新年会参加費、川越まつり祝い等
総会資料製本代

実測調査、都市景観シンポジウム報告書作成等

職人技体験事業（職人さんへ）
イベントスタッフ昼食代・飲み物代

蔵詩句たいむす（4回発行）、都市景観シンポジウム報告書等

職人の技体験事業、除夜の鐘

人件費振込手数料等
市民税、県民税、住民税

川越町並み委員会



特定非営利活動法人川越蔵の会

（単位：円）

Ⅰ　資産の部
1　流動資産
    現金 6,673
    普通預金 4,723,766
流動資産合計 4,730,439
2　固定資産
    定期預金 1,014,973
    (株)まちづくり川越出資金 500,000
固定資産合計 1,514,973
資産合計 6,245,412

Ⅱ　負債の部
1　流動負債
    預り金 25,000
流動負債合計 25,000
負債合計 25,000

Ⅲ　正味財産の部
前期繰越正味財産 6,090,230
当期正味財産増減額 130,182
正味財産合計 6,220,412

負債及び正味財産合計 6,245,412

（単位：円）

金　  額

Ⅰ　資産の部

1　流動資産

現   金 6,673

普通預金 ゆうちょ銀行 916,792

普通預金 埼玉りそな銀行川越支店（一般会計） 385,500

普通預金 埼玉りそな銀行川越支店（事業費） 2,551,157

普通預金 埼玉懸信用金庫川越西支店 870,317

流動資産合計 4,730,439

2　固定資産

普通預金 埼玉りそな銀行川越支店 7

定期預金 埼玉りそな銀行川越支店 1,014,966

㈱まちづくり川越出資金 500,000

固定資産合計 1,514,973
資産合計 6,245,412

Ⅱ　負債の部

1　流動負債

    預り金 25,000

流動負債合計 25,000

負債合計
25,000

正味財産 6,220,412

1.　重要な会計方針

（１）　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基
準協議会）によっています。

平成30年6月30日現在

平成29年度 貸借対照表

科　　　目 金　　額

平成29年度　計算書類の注記

平成29年度　財産目録

平成30年6月30日現在

科　  目

特定非営利活動法人川越蔵の会



第3号議案

２．事業の実施に関する事業（平成30年７月１日～平成31年６月３０日）

　特定非営利活動に係る事業

実施予定日
実施予定

場所
従事者の
予定人数

受益対象者の範
囲及び予定人数

支出
見込み額
（千円）

毎月１回以
上

市内セサミキッ
チン・委員長宅 10名

伝建地区内
関係者 約50名

25

随時
大正浪漫夢通り

商店街地区 10名
大正浪漫夢通り商
店街振興組合 5名 0

随時 中央通り他 10名
中央通り他関係

者 約50名
未定

随時 鶴川座 10名 市民 未定

随時 本町の長屋 5名
菓子屋横丁他関

係者 約20名
0

毎月１回 本町の長屋 10名
一番街商店街他関

係者 約100名 0

随時 未定 10名 市民 未定

随時
依頼された

会場
20名 市内外 50名～ 0

随時 川越市内 10名
市外各団体
約10名～

0

随時 川越市内 5名 川越氷川祭の山車行事保
存会、松江一丁目自治会 2400

随時 川越市内 25名 建築主、川越市 未定

随時
依頼された

会場
5名 市内外 10

12月31日
市内

時の鐘
10名 市民 5

随時 川越市内 10名 大学生・市民 0

未定 鍛冶町広場 15名
会員・市民

200名
未定

7月･5月 本町の長屋 １0名 市民 200

11月3日
市内

養寿院
30名

川越近郊住民
150名

0

随時 弁天横丁 10名 市民 600

随時 弁天横丁 10名 市民 未定

随時
本町の長屋

他
10名 市民 1

随時 川越市内 20名
建築行為者

10件
0

随時 川越市内 10名 市民 0

随時 - 10名 会員 0

4回 - 5名 会員 80

4回 本町の長屋 10名 会員 0

随時 本町の長屋 10名 市民 1653

支援事業１１
建物調査及び報告書作成、改修設計協
力

川越市指定文化財 時の鐘　除夜の鐘

啓発事業４ 会報の発行

啓発事業１
町並み相談所（町並み形成に対するアド
バイス）

啓発事業３ メールによる情報配信

啓発事業２ 　　景観整備機構指定に向けた検討

活性化事業６ まちなか活性化事業（ウィンドウギャラリー）

建築展（建築系大学）

活性化事業５ 空き家活用検討事業

活性化事業２ 長屋Ｂａｒ

啓発事業６
文化庁：「設計・施工者情報集」による歴史
的建造物活用の啓発促進

活性化事業３

活性化事業４ 弁天横丁「なんとうり」運営事業

川越太郎法要お茶会（お茶会を通じての
交流）

啓発事業５ 長屋の日（町づくり勉強会）

平成30年度事業計画書（案）

特定非営利活動法人川越蔵の会

１．事業実施の方針

　地域に根ざした市民としての自覚を持ってまちづくりを自ら実践するとともに、住民が主体性を持って行うまちづくりの
支援を行うことによって地域社会の発展に寄与する事業。

大正浪漫委員会（大正浪漫夢通りの町並
み形成に対するアドバイス）

事業名 事業内容

支援事業１

支援事業２

川越町並み委員会（伝建地区内の町並み
形成に対するアドバイス）

支援事業３
中央通り「昭和の街」を楽しく賑やかなまち
にする会に対するアドバイス

活性化事業１

支援事業７ その他地域、まちづくりに対するアドバイス

鶴川座保存活用への支援支援事業４

視察対応（視察依頼の対応）

支援事業１４

職人の技体験事業

支援事業１３

支援事業１２
他のまちづくり団体の大会等への参加協
力

支援事業５

支援事業６

菓子屋横丁会議（菓子屋横丁内の町並み
形成に対するアドバイス）

一番街あきんどの会に対するアドバイス

講演会（講演依頼の対応）

支援事業１0 松江一丁目山車修理

支援事業９

支援事業８



第4号議案

特定非営利活動法人川越蔵の会

（単位：円）

科目
Ⅰ.経常利益
　1.受取会費 1,050,000
　2.受取寄付金 0
　3.事業収益
　　 まちづくり支援事業 2,500,000
 　　まちづくり活性化事業 1,000,000
 　　まちづくり啓発事業 1,800,000
4.その他収益
　　雑収益 120,000
　　受取利息 700
　経常収益計 6,470,700
Ⅱ.経常費用
　1.事業費
　　　人件費 2,738,400
　　　業務委託費 500,000
　　　諸謝金 56,000
　　　福利厚生費 0
　　　交際費 0
　　　印刷製本費 396,000
　　　会議費 120,000  
　　　旅費交通費 220,000
　　　車両費 0
　　　通信運搬費 85,000
　　　材料費 200,000
　　　消耗品費 31,000
　　　地代家賃 600,000
　　　諸会費 25,000
　　　会場設営費 0
     　保険料 5,000
　　　公租公課 70,000
　　　支払寄付金 0
　　　支払手数料 35,200
　　　雑費 0
　　事業費計 5,081,600
 2.管理費
　　　人件費 450,000
　　　諸謝金 10,000
　　　交際費 30,000
　　　印刷製本費 150,000
　　　会議費 3,500
　　　旅費交通費 0
　　　通信運搬費 150,000
　　　消耗品費 40,000
　　　地代家賃 480,000
　　　備品費 0
　　　諸会費 42,000
　　　支払寄付金 0
　　　支払協賛金 0
　　　支払手数料 3,000
　　　公租公課 0
　　管理費計 1,358,500
　経常費用計 6,440,100
次期正味財産増減額 30,600
当期繰越正味財産額 6,245,412
次期繰越正味財産額 6,276,012

平成30年度　活動予算書(案)
平成30年7月1日〜平成31年6月30日まで

市民税、県民税、住民税

松江一丁目山車修理仮設設置委託等

町並み委員会

長屋利用料等
特別積立金利息含む

金額

弁天横丁「なんとうり」家賃収入、長屋BAR収入他

文化庁自立支援モデル検討事業

松江町一丁目山車修理

備    考

会員210名

振込手数料、各種証明書発行手数料等

事務局：事務局長･スタッフバイト代･なんとうり管理運営費

総会資料製本代

町並み保存連盟、小江戸川越観光協会、川越環境ネット

インクカートリッジ等
電話代、ネット利用料、総会案内はがき代等

弁天横丁「なんとうり」大家への家賃
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