
平成 24 年度事業報告書 

 

 

１．事業の概要 

  (財)川合芳次郎記念京都仏教美術保存財団では、寄附行為の定めるところに基づいて、京都府

 内の貴重な文化財の保存修理事業に対し助成金を交付して、保存事業の促進をはかるとともに、

 修理技術の継承、保存にも寄与して来ました。平成 24 年度においても、８件､234 万円を助成し、

 発足以来 24 年間で延べ 124 件、助成総額はほぼ 4,700 万円に達しています。 

  また、財団の所有する遺跡地については、周辺住民の要望に応じてその環境保全に腐心するな

 ど、良好な保存管理に努めるとともに、歴史遺産の調査、公開などの事業を進め、関係諸機関へ

 の協力などを通じ、京都府内の文化財保護事業に一定の役割を果たして来ました。 

   一方で、公益法人制度の改革に伴い、当財団では平成 24 年３月の第 50 回役員会における議決

を経て、一般財団法人へ移行することとし準備を進めて来ましたが、ようやく平成 25 年１月 17

日に一般財団法人への移行認可申請書を提出するに至りました。 

 

２．一般財団法人への移行認可の申請 

 (1) 一般財団法人への移行認可申請書の提出（電子申請）－平成 25 年１月 17 日 

 (2) 移行認可申請書の補正・修正 

    平成 25 年３月 21 日申請書の補正要請→３月 26 日補正して提出→３月 28 日申請書の再補

正要請 

  

３．理事再任の登記 

    平成 24 年３月 31 日で任期の満了する当財団の理事７名、監事２名について、平成 24 年３月 30

  日開催の第 50 回役員会で全役員の再任を第５号議案として審議し、承認されました。そのうち登

  記が必要な理事７名について、同年４月 10 日に登記を完了しました。 

 

４．会議の開催 

 (1) 第 51 回役員会の開催 

     日 時  平成 24 年６月 22 日(金) 午後３時から 

     場 所  京都テルサ 西館３階第３会議室 

     出 席    理事５名、監事２名 

     委任状提出    理事２名 

     議 題    ・議事録署名人の選任について                          （可決） 

               ・平成 23 年度事業報告(案)について                （可決） 

               ・平成 23 年度収支決算(案)について                （可決） 



               ・定款変更案について                       （可決） 

 (2) 第 52 回役員会の開催 

     日 時  平成 24 年 10 月 17 日(木) 午後３時から 

     場 所  京都テルサ  西館３階第４会議室 

     出 席    理事７名、監事２名 

     議 題    ・議事録署名人の選任について                     （可決） 

               ・公益目的支出計画（案）について                                （可決） 

        ・一般財団法人川合京都仏教美術財団「理事、監事及び評議員に対する報酬等 

         並びに費用に関する規程」(案)について                          （可決） 

               ・一般財団法人川合京都仏教美術財団「旅費規程」(案)について      （可決） 

               ・一般財団法人川合京都仏教美術財団「資産運用規程」(案)について  （可決） 

 (3) 第 53 回役員会の開催 

     日 時  平成 24 年 12 月 30 日より平成 25 年１月 15 日 

     開催形式  持ち回り(郵送) 

     表決者    理事７名(全員) 

     議 題    ・議事録署名人の選任について                      （可決） 

               ・「定款変更案」の別表「基本財産」の一部訂正について             （可決） 

               ・平成 23 年度収支決算中の「財産目録」の一部訂正について          （可決） 

               ・「公益目的支出計画」の一部訂正について                         （可決） 

 (4) 第 54 回役員会の開催 

     日 時  平成 25 年３月 29 日(金) 午後３時から 

     場 所  京都テルサ  西館３階第４会議室 

     出 席    理事６名、監事２名 

     委任状提出    理事１名 

     議 題    ・議事録署名人の選任について                      （可決） 

        ・平成 25 年度事業計画案について                                  （可決） 

        ・平成 25 年度収支予算案について                                  （可決） 

        ・平成 24 年度修理助成金の交付について                            （可決） 

        ・「会計処理規程」の改訂について                                 （可決） 

        ・「資産運用規程」の一部変更について                             （可決） 

        ・「助成金交付要綱」の申請書・報告書の様式について               （可決） 

 

５．事業関係 

 (1) 新公益法人制度に係る個別相談     

    1)  ｱ)日 時    平成 24 年４月 16 日 15:40～16:25 

        ｲ)場 所    京都府庁 府民総合案内・相談センター応接室 

        ｳ)出席者  京都府－政策法務課(副課長ほか３名)／文化財保護課(専門幹) 

                    財 団－理事２名、監事２名 

    ｴ)相談事項 ①「定款変更案」について 



          ②公益目的保有財産について 

          ③公益目的支出計画について 

    2)  ｱ)日 時    平成 24 年５月 25 日 15:50～16:35 

        ｲ)場 所    京都府庁 府民総合案内・相談センター応接室 

        ｳ)出席者  京都府－政策法務課(副課長ほか)／文化財保護課(専門幹) 

                    財 団－理事２名、監事２名 

    ｴ)相談事項 ①「定款変更案」について 

          ②「報酬等に関する規程(案)」について 

          ③公益目的保有財産について 

          ④公益目的支出計画について 

                    ⑤代表理事と業務執行理事の選任・定款への記載等について 

 (2) 新公益法人制度に関する説明会 

     ｱ)テーマ  ①移行登記申請手続について(一般財団法人) 

                  ②移行前後の事務手続き等の注意点(一般財団法人) 

      ｲ)日 時   平成 24 年 11 月 15 日(木)  午後２時から 

      ｳ)出席者  理事１名、監事１名 

 (3) 京都府教育委員会関連 

    ①平成 23 年度事業報告書・平成 23 年度収支決算書の提出（平成 24 年７月４日） 

    ②平成 24 年度特例民法法人調査票の提出（平成 25 年１月 31 日） 

 (4) 文化財修理助成事業(「寄附行為」第４条第１号関係) 

   1)平成 24 年度文化財修理助成金交付内容（８件、合計 2,340,000 円） 

    １．重要文化財「紺紙金銀泥法華経宝塔曼荼羅」８幅             300,000 円 

      ２．重要文化財「紙本墨画出山釈迦図及び紙本墨画梅花図」３幅対              300,000 円 

      ３．重要文化財「木造円鑑禅師坐像像内納入品(63 巻) 

            及び木造釈迦如来坐像像内納入品(６巻)」（紙本墨書・巻子装）300,000 円 

      ４．京都府指定文化財「雪江宗深像文明五年自賛(特芳禅傑関係資料のうち)」    300,000 円 

      ５．重要文化財「三代集－後撰和歌集・拾遺和歌集・古今和歌集」 

                                                (勅撰和歌集 32 点付１点のうち)   300,000 円 

    ６．国宝「三十帖冊子」のうち第 13 帖～24 帖                 300,000 円 

      ７．重要文化財「八瀬童子関係資料」のうち古文書・記録類／装束等            240,000 円 

      ８．重要文化財「方丈障壁画」のうち 54 面                                   300,000 円 

     2)助成文化財の修理状況の視察 

(平成 25 年３月 14 日／京都国立博物館内文化財保存修理所) 

      ・４業者、６件の修理状況を視察しました(理事３名、監事１名)。 

     3)文化財修理助成申請に向けての活動 

       ・例年どおり、事務局次長が各方面に対して助成申請の呼びかけをしました。 

 (5) 情報公開について 

   1)ホームページ関連－(財)京都高度技術研究所 

   ①再開第１回協議（平成 24 年 10 月 10 日）－従来の経緯と今後の方向についての確認 

   ②第２回協議（平成 24 年 11 月 30 日）－ホームページ構成案の説明と見積の依頼 



   ③見積書の提示（平成 25 年１月 16 日）－構築初期費用／維持管理費用 

      ④ホームページの原稿の作成 

 (6) 文化遺産の保存活用等(「寄附行為」第４条第２号関係等) 

   ◇木津川市加茂町所在の遺跡地関連 

    1)維持管理－境内地の樹木の剪定と草の刈り取り等については、今年度から業者に依頼するこ

         とにしました。 

       ①境内地の草刈り等－年４回実施（５月 26 日、７月 31 日、10 月 11･12 日、12 月８･９日）

       ②境内地の樹木剪定等－樹木剪定(９月５･６日)、庫裏の屋根掃除(９月７日)、周辺の市道

      の樹木の枝払い(９月 12 日) 

    ③庫裏屋根瓦の修理－庫裏南面屋根の丸瓦列のズレの修理(９月５日)  

    ④庫裏の雨漏り－平成 25 年３月 13 日確認 

    2)文化財の活用 

       ①収蔵庫の公開等 

    ・11 月３日(祝)－恒例の年１回の収蔵庫の公開を今年度も実施し、25 名の来訪者があり 

             ました。 

        ・１月 25 日(金)－「宇治歴史探訪会」の 25 名が来訪され、川合庸隆氏に応対して頂きま

            した。 

 (7) その他 

    ◇伊勢市の遺跡地については、例年どおり地元三重県宗務所との管理委託契約に基づいて、良

好な管理に努めるとともに、随時、事務局次長が管理状況等の確認調査のために現地に赴い

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


