
 

平成２６年度事業報告書 

（平成 26年４月 1日～平成 27年 3月 31日） 

Ⅰ 概 況 

 我が建設業界においては、時代の変化に対応しながら建設業を営む者の技術力、経営能

力の活用と地域社会への貢献を基本に建設業の健全な発達と本法人が地域に信頼され、評

価され、公益の担い手としての理解の促進と事業の推進に誠心誠意取り組んで参りました。 

 具体的には、公共施設の市道等の除雪・排雪事業、雪害防止パトロール等の事業、自然

災害の復旧及び水防・防災訓練等の防止に関する事業、海水浴場の砂浜整地、道路、河川、

海岸等の公共施設の美化清掃事業及び建設工事における労働災害の防止、建築士育成支援

事業等の建設業を営む者の技術力の向上等を図る事業並びに会員の福利厚生その他地域

支援事業などを推進し、小浜市民が安全にかつ安心して暮らすことができる地域社会の実

現その他の諸活動に積極的に努めました。 

 今後においても会員皆様のご協力を得ながら建設業が担う社会的使命を深く自覚しな

がら、その有する技術力、経営能力を活かしながら地域社会への貢献と併せて建設業の健

全な発展に寄与して参りたいと考えております。 

 

Ⅱ 庶務報告 

１．総 会 

開催月日 会 議 内 容 開催場所 

 

 

 

５月 14日 

 

 

 

通常総会  

 

ホテル 

 せくみや 

１．平成２６年暫定年度貸借対照表及び正味財産増減計算書、 

  財産目録の承認について 

２．定款の変更（案）について 

３．理事及び監事の選任について 

４．平成２６年暫定年度事業報告及び平成２６年度事業計画  

（案）及び収支予算（案）について 

 

 

12月 18日 

 

 

臨時総会  

 

建設会館 
１．定款の変更（案）について 

２． 役員の報酬等の支給基準に関する規程（案）について 

３． 会員規程（案）について 

４． 監事 1名の補欠選任について 

 

２．役員会及び監事会 

開催月日 会議内容 開催場所 

４月 14日 第１回三役会 公益法人化について  

 

 

建設会館 

４月 24日 第１回監事会 平成２５年度収支決算監査  

４月 24日 第 1回役員会 平成２６年度総会提出資料の審査 

５月 26日 第２回役員会 新体制等について 

６月 ６日 第２回三役会 ボランティア活動について 

６月 11日 第３回三役会 浜清掃について 

６月 11日 第３回役員会 ボランティア活動等について  
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開催月日 会議内容 開催場所 

７月 30日 第４回役員会 白鳥海岸、真珠浜工事報告について  

 

 

 

 

建設会館 

 

 

 

８月 26日 第 4回三役会 浜清掃業務について 

9月 25日 第 5回三役会 土砂災害仮置場について 

10月 14日 第５回役員会 災害ボランティア協定等について 

12月 11日 第６回三役会 役員会議題事前打合せについて 

12月 11日 第６回役員会 公益法人の申請について 

12月 18日 第７回三役会 臨時総会開催事前打合せについて 

12月 18日 第７回役員会 臨時総会開催事前打合せについて 

2月 20日 第８回役員会 除雪業務について 

   

３．各部会 

（１） 総務部会 

実施月日 実 施 内 容 備 考 

５月１４日 会員懇親会 ホテルやまね 

６月２４日 ボランティア事業実施 真珠浜等 

 

（２） 労務部会 

実施月日 実 施 内 容 備 考 

７月７日 建設業労働安全推進大会（４７名参加） 若狭地区建設会館 

 

（３） その他 

 ①陳情等活動 

実施月日 実 施 内 容 備 考 

４月２５日 副市長等に対する要請について 小浜市役所 

１１月１８日 除雪契約等の情報交換会 小浜市役所 

 

 ②その他の活動 

実施月日 実 施 内 容 備 考 

５月３１日 小浜市水防訓練参加（１トン土のう訓練） 南川下流河川敷き 

６月２１日 北陸新幹線若狭ルート建設促進総会決起大会 小浜商工会議所 

７月１３日 琵琶湖若狭湾快速鉄道決起大会 若狭町歴史文化館 

8月 28・29日 広島土砂災害支援活動（一輪車 20台、スコップ 50本） 広島市安佐北区 

10月 7日 災害時におけるボランティア活動に関する基本協定調印式 小浜市役所 

10月 31日 北陸新幹線若狭ルート早期実現講演会（小浜市民協議会） 市働く婦人の家 

3月 8日 小浜市雪室増設支援 小浜市上根来 
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Ⅲ 事業報告  

１．自然災害の防止及びその他の復旧を図る事業 

（１）公共施設の除雪・排雪、屋根の雪降ろし等の事業 

① 市道等の除雪・排雪、独居老人等屋根の雪降ろし事業（受託事業） 

事業 対象 実施範囲 出動回数 

市道等除雪・排雪 
小浜市全域 

（除雪対象道路総延長：225㎞） 
２１路線 ５回 

独居老人世帯等の 

屋根の雪降ろし 

小浜市全域 

   （８０世帯） 
０世帯 ０回数 

 

② 雪害防止パトロール事業 

対 象 出動回数 

小浜市全域の市道等   ３回 

                       

（２）自然災害の発生の防止及び復旧に関する事業 

① 自然災害の防止、復旧に関する事業（受託事業） 

対 象 パトロール回数 

小浜市全域：土砂崩れ、河川氾濫その他の自然災害   １５回 

 

② 自然災害の予防に関する事業 

対象範囲 パトロール回数 

小浜市全域の公共土木施設 

（土砂崩れ等のおそれがある隣接施設を含む。） 

  １０回 

 

２．建設リサイクルを支援する事業 

  建設リサイクルプラントの維持、存続に必要な事業費の支援 

対 象 処理内容等 

建設リサイクルプラント 

  （小浜市谷田部 2-6-1） 

 残土受入及び建設廃材の再生処理  

・利用者数：延５，０００人 

・残土受入：２１，１０４ｍ3 

・建設廃材：１０，５６９トン 

 

３．建設業を営む者の技術力の向上等を図る事業 

 （１）建設工事における事故防止に関する事業 

① 労働安全パトロール 

対 象 回数等 

小浜市全域の建設工事現場   ４回実施 

 

② 労働安全啓発事業 

対 象 回数等 

(7／7)労働安全啓発事業 労働安全推進大会参加（４７人） １回 
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 （２）建築士育成支援事業 

助成額 100,000円 

  

（３）視察研修その他 

実施日 内 容 実施場所 

６月 19～21日 海外視察研修 韓国 

７月 17・18日 小浜市林業振興会視察研修（バイオマス発電） 岡山県 

 

４．公共土木施設等の美化、清掃その他地域支援事業 

 （１）公共土木施設の美化及び清掃事業 

実施日 実施場所 参加人数 

 ６月 24日 海浜等保全事業（人魚の浜、真珠浜等） ４１名 

  

 （２）地域支援事業 

実施日 内 容 

２月 ２日 お水送り開催場所周辺道路等の安全確認、補修 

７月１０日 暴力追放カーパレード参加 

  

（３）その他の支援活動 

（ア）伝統文化行事（市民夏祭り、お水送り）等の支援 

（イ）地域村づくり支援（小浜市口名田地区） 

（ウ）防犯若狭地区協会事業支援 

（エ）小浜漁港協会及び小浜市林業振興会事業支援 

 

５．その他 

 （ア）小浜市役所内コピー機の設置利用に関する事業 
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