
 

平成２７年度事業報告書 

（平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日） 

Ⅰ 概 況 

 一般社団移行二年目は、公益の担い手として積極的に事業を展開し、建設業・本法人に対

する理解の促す新たな事業を行い、地域、関係団体との協働を推進し、小浜市が掲げる“協働

のまちづくり“方針に従い、市民が誰でも安心して暮らせる“小浜“を作り、守るため、市・

市民と一体となって、主体的に本事業を推進しました。 

 また、８月には公益法人化への答申を受け、移行のための準備委員会を立ち上げ、会員皆様

のご理解、ご協力のもと移行へ着手をいたしました。 

 

Ⅱ 庶務報告 

１．総 会 

開催月日 会 議 内 容 開催場所 

 

 

 

5月 21日 

 

 

 

通常総会  

 

ホテル 

アーバン 

ポート 

１．平成２６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．会員規定の一部変更について 

３．平成２６年度事業報告及び平成２７年度事業計画（案）及

び収支予算書（案）についての報告 

 

 
3月 19日 

 

 

臨時総会  

 

市建設会館 
１．公益事業計画（案）について 

２．公益事業収支予算（案）について 

３． 運営委員について 

 

２．役員会（運営委員会）及び監事会 

開催月日 会議内容 開催場所 

４月 ８日 第 1回役員会 監査会及び通常総会に日程について  

 

建設会館 ５月１１日 第１回監事会 平成２７年度収支決算監査 

   〃 第２回役員会 平成２７年度通常総会提出資料の審議 

５月２１日 第３回役員会 平成２７年度水防訓練について アーバンポート 

６月 ９日 第４回役員会 平成２７年度ボランティア活動について  

 

 

 

市建設会館 

 

 

 

７月２４日 第５回役員会 福井県防災訓練の参加について 

９月 ４日 第６回役員会 公益申請の結果報告について 

１１月１３日 第７回役員会 各種事業の報告について 

１月１５日 第８回役員会 公益移行準備について 

 



開催月日 会議内容 開催場所 

２月１５日 第９回役員会 公益法人内容確認について  

 

 

市建設会館 

 

３月１５日 第 10回役員会 臨時総会提出議案の審議 

３月２４日 第 11回役員会 公益事業の取組みについて 

３月３０日 第 12回役員会 公益事業調査報告について 

 

３．総務委員会 

開催月日 会議内容 開催場所 

４月 ８日 第 1回 役員会事前協議 市建設会館 

５月１１日 第２回 平成２７年度通常総会進行について アーバンポート 

 ９月 ４日 第３回 公益申請結果報告について  

市建設会館 
２月２４日 第４回 公益事業収支予算の確認について 

 

４．その他 

開催月日 会議内容 開催場所 

１月 ８日 第 1回 公益移行準備委員会 市建設会館 

１月２２日 公益法人制度移行説明会（公益サポートセンター同席） 〃 

１月２９日 第２回 公益移行準備委員会 〃 

２月１０日 第３回 公益移行準備委員会 〃 

 ２月２４日 公益法人制度移行最終確認（公益サポートセンター同席） 〃 

 

５．各部会 

（１） 総務部会 

実施月日 実 施 内 容 備 考 

７月２４日 会員納涼会 ホテル せくみ屋 

６月１５日 役員ボランティア事業実施（浜の砂移動） 人魚の浜 

６月３０日 会員ボランティア事業実施（浜の清掃、草刈） 人魚、真珠浜 

 

（２） 労務部会 

実施月日 実 施 内 容 備 考 

７月 ７日 平成 27年度建設業労働安全推進大会（４４名参加） 若狭地区建設会館 

１１月３０日 緊急安全パトロールの実施 市内工事現場 

３月１７日 年度末安全パトロールの実施 市内工事現場 

 



（３） その他 

 ①陳情等活動 

実施月日 実 施 内 容 備 考 

１１月１０日 除雪業務についての要望書提出 小浜市役所 

３月 ７日 小浜市区長会（三役）との面談 小浜市役所 

 

 ②その他の活動 

実施月日 実 施 内 容 備 考 

５月３０日 平成 27年度 小浜市水防訓練 南川町河川敷き 

７月 ７日 平成２７年度 暴力追放カーパレード 高浜町文化会館他 

７月１１日 琵琶湖若狭湾快速鉄道期成同盟会総会・記念講演 若狭歴史文化館 

８月３０日 平成 27年度 福井県総合防災訓練 川崎外港 

１０月１６日 全国街道交流会議 若狭路大会 ホテルせくみ屋他 

１１月１３日 防災士養成研修に伴う普通救命講習会（41名参加） 若狭地区建設会館 

１２月１０日 平成２７年度 小浜市市道除雪会議 小浜市役所 

12月 12,13日 防災士養成研修会（40名参加） プラザ萬象（敦賀） 

１２月１３日 2015北陸新幹線若狭ルート建設促進総会決起大会 ＪＡわかさ 

１月１２日 
平成２７年度 福井県県民社会貢献活動等知事表

彰式（知事奨励賞受賞） 
県国際交流会館 

２月２６日 小浜市雪室増設支援 小浜市上根来 

３月 １日 公益事業 員外サポーター登録説明会 ホテル やまね 

３月１０日 小浜市災害ボランティアセンター連絡会 小浜市役所 

３月３１日 公益移行記者発表会 小浜商工会議所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ３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 

 

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   ２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 受託数 

小浜市全域：土砂崩れ、河川氾濫その他の自然災害    ３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 2,500人 

・残土受入：9,986ｍ3 

・建設廃材：5,567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   ２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（４４人） １回 

 

 

 （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 

10月 22～23日 
小浜市林業振興会視察研修 

（木の駅プロジェクト） 
岐阜県 

11月 5～7日 情報交換研修会 長崎県他 

 

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３０日 海浜等保全事業（人魚の浜、真珠浜等） ４３名 

  

 （２）地域支援事業 

実施日 内 容 

７月 ７日 暴力追放カーパレード参加 

３月 ３日 お水送り松明行列後の道路清掃 

  

（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 

 

 

 

 

 

 

 


