
第１号議案

平成２５年度事業報告並びに同年度収支決算の承認について

平成２５年度事業報告

　　　　　 　自　　平成２５年　４月  １日

　　　　 　　至　　平成２６年　３月３１日

   平成２５年度は、２４度末の大型補正により舗装業界にとりまして、久しぶりの明るい話題と

なったところであります。また、新たに４社が正会員となりました。しかしながら、協会員の受注率

の向上や舗装技術者の確保など厳しい状況となっております。

   このような中、協会としては、舗装専門業者としての自負を持って、公共施設である道路舗装

の質の向上を目指し、技術力の向上と舗装技術者の人材育成を図って参りました。

   また、三つの公益的事業を実施しておりますが、非会員を交えた講習会、研修会等を開催して

舗装の専門的知識の習得や舗装技術者の育成に取り組みました。次に、現場の安全パトロール

を実施しながら現場の安全とともに現場周辺住民の安全・安心や、地域の環境保全に努めてま

いりました。さらに、地域のボランティア活動に参画する一環として、引き続き「愛ロード事業」に

取り組み、継続して地域環境の美化活動を積極的に推進しております。

１．講習会、研修会等事業

   舗装技術者の育成と舗装の専門的知識等の習得のため、６月に舗装施工管理技術講習会を   

７月に舗装技術研修会を開催いたしました。

２．安全パトロール事業

   安全パトロールは、舗装工事における現場の安全と事故や災害を未然に防止するとともに、

現場周辺の住民や通行する第三者の安全を確保し、地域の良好な生活環境を守るため、１１月

と２月の２回実施いたしました。

３．道路環境美化活動事業

   道路は社会経済活動を行う上で最も身近な公共施設の一つであり、清潔で安全・快適に利用

　　さらに、未だ厳しい建設産業界でありますが、広報活動の一環として機関誌「ペーブメント」の

発刊や当協会顧問との懇談会を開催し、情報の共有化や課題解決に取り組んでおります。

　　また、会員相互の連携、情報の共有化を図るため、各種委員会を積極的に行ってきたところ

であります。

　　以下、事業活動について列挙し、事業報告といたします。

できるよう「愛ロードとちぎ」のボランティア活動を県道宇都宮向田線において６回(４月・６月・

８月・１０月・１２月・２月)実施いたしました。



１．会員の異動報告

前年度末会員数 本年度入会者数 本年度退会者数 現在会員数 増    減  （△）

41 4 2 43 2

２．通常総会

平成２５年５月１７日（金）　　　　　　　　　　　　宇都宮グランドホテル

　　　　（１）表彰

永年勤続優良従業員表彰

　　　　（２）議案の審議

　　　　　　　　第１号議案　　平成２４年度事業報告並びに同年度収支決算の承認について

第２号議案　　平成２５年度事業計画並びに同年度収支予算（案）について

第４号議案　　役員の補充選任について

報告事項

以上原案のとおり承認

３．役員会

  ４月１８日  （１）　平成２５年度通常総会提出議案について

                  （２）　入退会規程に伴う「確約書」の提出について

  ５月１７日　 　　　平成２５年度通常総会

  ６月２５日  （１）　定款に基づく反社会的勢力の排除のための確約書について

                  （２）　県管理道路の路面調査について 

                  （３）　県への要望事項・県との意見交換会の実施について

                  （４）　新規会員の入会について

  ７月２３日  （１）　確約書の提出について

                  （２）　広報誌「ペーブメント」の作成ついて 

                  （３）　道路状況調書に伴う事務所別道路管理延長

                  （４）　会員からの意見・要望事項等について

  ８月２１日  （１）　新規入会申込について

                  （２）　意見・要望事項等について 

  ９月１７日  （１）　県との意見交換会について

                  （２）　舗装三県合同協議会の議題について 

１０月　３日  （１）　平成２５年度舗装三県合同協議会について

                  （２）　各種委員会の委員の選出について 

１１月１９日  （１）　アスファルト合材の単価調べについて

                  （２）　全体会議の議題等について 

１２月１７日  （１）　会員の親睦旅行について

                  （２）　新年の挨拶回りついて 

                  （３）　ホームページの更新について

　　表彰規程第５条第１項該当者(１５年表彰)　　　　　　　　　１１名

　　表彰規程第５条第２項該当者(２５年表彰)　　　　　　　　　　７名

第３号議案　　定款の一部改正(案)について

                   (３)  総務委員会の活動方針について



  １月２２日  （１）　親睦旅行の概要について

                  （２）　役員選任に伴う役員会・委員会の構成メンバーについて 

                  （３）　平成２６年度事業計画及び予算について

                  （４）　総会の日程について

  ２月２０日  （１）　親睦旅行について

                  （２）　平成２５年度の決算について 

                  （３）　平成２６年度の予算について

                  （４）　役員・委員の選出について

  ３月２６日  （１）　平成２５年度事業報告並びに決算について

                  （２）　平成２６年度事業計画並びに予算について 

                  （３）　役員の改選について

４．監査会

　４月１８日　　平成２４年度事業報告並びに同年度収支決算の承認について

５．陳情・要望

１０月３１日　　自民党政策懇談会

                  （１）　舗装維持修繕予算の確保について 

                  （２）　県内業者の保護育成について 

６．講習会・研修会

　６月　５日　 舗装施工管理技術講習会　　於　二荒山会館

　６月１９日　 安全衛生大会・安全衛生セミナー・暴力対策連絡大会　　於　二荒山会館

　７月１７日　　舗装技術研修会　　於　アピア

１０月　３日　　県土整備部との意見交換会

１１月１１日　 建設雇用改善推進協議会

１１月１８日　 安心・安全の道づくりを求める県民大会

７．部外関係機関との協議会並びに懇談会等

　７月１２日　　栃木県魅力ある建設事業推進協議会総会

　７月１２日　　土木学会関東支部栃木会総会

　７月１９日　　建設事業関係功労者及び優良建設工事表彰式

１１月１４日　　平成２５年度「土木の日」 の集い

８．委員会等の主な行事

総務委員会

　４月１０日　　第１回愛ロードとちぎ

　７月１６日　　国土交通Day記念講演会

10月9～10日　道路舗装実務研修

　４月１６日　(１） 舗装協会の諸問題について

                  (２) 合材協会との連携について



　６月１２日　　第２回愛ロードとちぎ

　８月　７日　　第３回愛ロードとちぎ

１０月　９日　　第４回愛ロードとちぎ

１２月１１日　　第５回愛ロードとちぎ

　２月１２日　　第６回愛ロードとちぎ

技術委員会

　６月　５日  舗装施工管理技術講習会

安全管理委員会

　５月２３日 安全管理正副班長会議

　６月１９日 安全衛生大会・安全衛生セミナー・暴力対策連絡大会の実施

１１月　１日 安全管理正副班長会議

１１月１２日 安全管理委員会

　７月２６日　(１）  新規会員の審査について

                  (２)  県に対する意見・要望事項等について

　８月１９日　(１)  県に対する意見・要望事項等の取りまとめについて

　　　　　　　　(２) 舗装協会の諸問題について

１０月１７日　(１) 舗装資材の単価調査について

　　　　　　　　(２) 県への意見・要望事項等の結果について

１１月１９日　(１)  舗装資材の単価調査の結果について

　　　　　　　　(２)  全体会議の議題等について

　３月１４日　(１) 平成２６年度の事業計画及び予算について

　　　　　　　　(２) 各委員会の構成委員について

　５月３０日  (１) 技術講習会について

                 (２) 舗装研修会のテーマについて

                 (３）技術委員会での検討事項について

　７月１７日  (１)共通仕様書の記載変更について

                 (２) 県に対する意見・要望事項等について

                 (３) 舗装技術研修会について

                 (４) 舗装実務研修の協賛と講師派遣について

　９月　４日  (１)「快適ドライブを支える舗装技術」研修の講師派遣について

                 (２) 県との意見交換会について

　３月２７日  (１)平成２６年度のスケジュールについて

                 (２) 技術委員会の委員の選出について

                (１) 安全衛生大会・安全衛生セミナー並びに暴力対策連絡大会について

                (２) 優良安全管理現場代理人の確認について

                (３) 建災防との合同安全パトロールについて

                (４) 道路舗装状況調査について

                (５) 平成２５年度正副班長の選任について

                (１) 平成２５年度安全管理委員会の開催について

                (２) 第１回安全パトロールの実施について



　１月２３日 安全管理正副班長会議

　２月１３日 安全管理委員会

　２月１９日 建災防との合同安全パトロール

　３月１９日 安全管理正副班長会議

広報委員会

　８月３０日 原稿蒐集及び校正などの進捗状況

　９月１９日 ペーブメント第３８号の最終校正・配布先・配布担当等

１０月２４日 ペーブメント配布

９．公益並びに友好団体行事への参加

　４月１５日　　栃木県建設産業団体連合会正副会長会議

　４月２２日　　栃木県建設産業団体連合会理事会

　４月２２日　　栃木県建設産業団体連合会監査会

　４月２４日　  建設業労働災害防止協会宇都宮分会役員会

　４月２５日 　 栃木県土木施工管理技士会理事会

　４月２５日 　 建設業労働災害防止協会栃木県支部理事会

　５月２３日 　 栃木県土木施工管理技士会通常総会

　５月２３日　　栃木県建設産業団体連合会通常総会

　５月２４日　  建設業労働災害防止協会栃木県支部総会

　６月　４日　　栃木県建設産業団体連合会団体長・事務局長会議

　６月１０日　  建設業労働災害防止協会栃木県支部理事会

                (１) 平成２５年度第１回安全パトロールの実施について

                (２) 建災防との合同安全パトロールについて

                (３) 県管理道路の舗装補修・修繕の必要箇所の調査について

                (１) 第１回安全パトロールの結果について

                (２) 第２回安全パトロールの実施について

                (１) 第１回安全パトロールの結果について

                (２) 第２回安全パトロールの実施について

                (３) 建災防との合同安全パトロールの実施について

                (１) 第２回安全パトロールの結果について

                (２) 優良安全管理現場代理人の選出について

                (３) 平成２６年度のスケジュールについて

　７月２５日  (１) ペーブメント第３８号について

                 (２) ホームページの更新について

                 (３) 協会PRについて

　５月２２日　  (公財)栃木県暴力追放県民センター定例評議会

　５月２４日　　(一社)日本道路協会通常総会

　５月２４日　　(一社)栃木県建設業協会通常総会

　６月１０日　　(一社)日本道路協会関東支部定時総会



　６月２０日　　土木学会関東支部栃木会幹事会

　７月１２日　　土木学会関東支部栃木会総会

　７月１５日　　栃木県建設産業団体連合会正副会長会議

　７月１７日 　 建設業労働災害防止協会栃木県支部安全衛生大会セミナー

　７月１９日　  国土建設週間建設事業関係功労者及び優良建設業者表彰式

　９月１８日 　 建設業労働災害防止協会栃木県支部宇都宮分会役員会

１０月　７日　　建設労働災害防止協会宇都宮分会安全パトロール

１１月１１日　　栃木県建設雇用改善推進大会

１１月２９日　　栃木県建設産業団体連合会事務局長会議

　１月　８日　　栃木県建設産業団体連合会新春賀詞交歓会

　１月２９日　　栃木県建設産業団体連合会事務局長会議

　１月３０日 　 建設業労働災害防止協会栃木県支部理事会

　２月　６日　　栃木県建設産業団体連合会副会長会議

　６月１７日　　C・C・Iとちぎ幹事会

　７月１２日　　C・C・Iとちぎ通常総会

10月21～22日  舗装三県合同連絡協議会　　　於　大洗

１０月２９日　　(公財)栃木県暴力団追放県民大会　　於　佐野
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