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事業報告 

 １．会員の状況 

   全日本たばこ産業労働組合栃木県協議会が退会したため会員数は 64会員となりまし

た。 

 

２．理事会開催状況 

    今年度理事会の開催状況は以下のとおりです。 

開催日 回 主 要 議 題 

2019年 

4月 23日 

 

241回 

 

(1) 代表理事および業務執行理事の職務執行状況の報告 

(2) 事業報告、計算書類、公益目的支出計画実施報告書の

承認について 

（監査報告） 

(3) 役員候補者選考結果について 

(4) 第 54回通常総会の招集について 

(5)第 54回通常総会議案書（社員総会参考書類）について 

(6)ＥＶ(電気自動車)充電器設置について 

6月 14日 臨時 

理事会 

(1)新役員体制について 

(2)当法人選出の他団体役員について 

(3)退任理事・退任監事に対する退任慰労金の支払いにつ

いて 

(4)総会で出された意見要望への対応 

7月 29日 242回 (1) 代表理事および業務執行理事の職務執行状況の報告 

(2) 主な修繕・改修関係について 

(3) 事業概況について 

(4) 役員退任慰労金の支給について 

(5) カルチャースクール上期受講生募集結果について 

(6) その他 

・夏祭りの開催について 

・ＥＶ(電気自動車)普通充電器のご利用について 

10月 21日 

 

 

 

 

243回 

 

 

 

(1)代表理事および業務執行理事の職務執行状況の報告 

(2)主な修繕・改修関係について 

(3)事業概況について 

(4)消費税引き上げに伴う会議室使用料等の改定について 

  (管理運営規程 別表 3「会議室使用料金」について 

(5)館内禁煙について 

(6)その他 
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 ・消防計画に基づく「防災教育(救急救命講習会)」「 

  総合訓練(避難訓練)の実施について」 

12月 17日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)代表理事および業務執行理事の職務執行状況の報告 

(2)主な修繕・改修関係について 

(3)事業概況について 

(4)館内禁煙について 

(5)その他 

  ・総合訓練(避難訓練)の実施について 

 ・大雨で天井から雨漏り 2か所報告 

 ・テナント賃借相談の件 

 ・第４駐車場契約解除の件 

 ・雨漏り対策について 

 ・空調機入替について 

 ・会員の脱会について 

2020年 

 3月 18日 

    

 

245回 

  

 

(1)代表理事および業務執行理事の職務執行状況の報告 

(2)主な修繕・改修関係について 

(3)2019年度決算見込みについて 

(4)2020年度事業計画・収支予算案について 

(5)第 55回通常総会について 

(6)役員関連について 

(7)非営利性が徹底された法人の要件に抵触する「特別の 

  利益を与える取引」の有無について 

(8)その他 

  ・改正健康増進法に基づく受動喫煙対策について 

 ・第 4駐車場契約解除に伴う第６駐車場利用について 

 ・新型コロナウイルスの感染拡大防止について 

 ・2020年度カルチャースクール上期受講生募集について     

   

３．事業別の報告 

（１）カルチャースクールの運営状況について 

    カルチャースクールは、公益事業に認定された事業です。 講座内容・受講料が日

常運営等で公共事業に相応しいものとなるよう細心の留意をしています。 

現講座は、「英会話」「中国語」「書道」「ヨガ」「絵画」「絵手紙」「手話」の 7講座で

年 2回に分け、上期は 6月～11月、12～5月としています。 

尚、下期より受講料を 10,800 円(消費税含)から、11,000 円(同)に改訂しました。

講師は、それぞれの分野の第一人者に依頼しています。(以下、敬称略) 

◎英会話 マーク マコーマック（マコーマック イングリッシュ コーチング代表）他 
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◎中国語 宮郷 礼躍（中国出身講師） 

◎書 道 赤澤  豊（臥龍会） 

◎絵手紙 大和田 初子（日本絵手紙協会公認講師） 

◎絵 画 松野  行（日展準会員・日洋会監事） 

◎ヨ ガ 杉本 沙織（全米ヨガアライアンス公認講師） 

◎手 話 栃木県聴覚障害者協会 

 

      受講生数の状況は、下表のとおりです。今年度は前年度比 33名増加しました。

適正な受講生数確保に向け、講師と連携しながら取り組んでまいります。 

＜講座別受講生数＞ 

       

 

 

 

 

（上期；6 月～11 月、下期；12 月～5 月） 

 

    （２）テナント事業 

       現在の入館団体は、下記一覧のとおりです。 

      ①入館団体一覧                   （2020 年 3 月末日現在） 

フロア 入 館 団 体 

１階 

中央労働金庫宇都宮支店 

中央ろうきんサービス 

福祉センター事務室 

２階 

中央労働金庫栃木県本部 

中央労働金庫審査部（栃木） 

中央労働金庫宇都宮ローンセンター 

３階 
日本労働組合総連合会栃木県連合会（連合栃木） 

連合栃木宇河地域協議会 

４階 

全国一般栃木地方労働組合 

栃木県平和運動センター 

ＵＡゼンセン 

５階 全日本自治団体労働組合栃木県本部（自治労） 

６階 栃木県労働者福祉協議会保険部（栃木ファミリー） 

８階 栃木県労働者福祉協議会 

別館 
日産労連北関東地域本部 

宇都宮地区労働組合会議 

 英会話 中国語 書道 絵手紙 絵画 ヨガ 手話 合計 

前年度（通期） 253 12 48 40 23 50 33 459 

今年度上期 

 〃  下期 

136 

132 

6 

5 

28 

31 

17 

16 

12 

10 

28 

32 

21 

18 

248 

244 

今年度合計 268 11 59 33 22 60 39 492 
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  ② 建物・設備の主な改修等について 

主な工事 概  要 

ＥＶ(電気自動車)充電器設

置 

当会館利用者等のサービス・環境への取り組み

に基づき社会貢献目的としいて整備した。 

おむつ交換台(ベビーシー

ト)設置 

当会館利用者の要望に応えて設置した。 

駐車場のライン修繕工事 一部駐車ラインが磨滅のため整備した。 

防火扉の設置 市の定期報告に伴い、防火装置の点検を行い改

善措置を講じた。 

駐車場案内看板変更及び新

設工事 

第 4駐車場廃止に伴い、第 6駐車場案内板変更

と新設看板設置工事。 

    

 

 

   ③ 災害・非常時に備えて 

       ア）入館団体で福祉センター自衛消防隊を組織し、日常点検を含め防火・防災に

努めています。 

イ）消防計画に基づき、館内防災教育として防火担当責任者会議を開催しました。

参加者 14名(10月) 

ウ）全入館団体等による避難・消火訓練を実施しました。今年も戸祭作業所へ参

加を呼び掛け、消火実技訓練や煙道体験などを一緒に行いました。 

参加者 57名(内、戸祭作業所 12名)（11月） 

エ）災害等に備え、一定量の水や食料品・防災用品等の非常時物資の備蓄を行っ

ています。 

 

      ④ 環境管理・建物等の日常点検について 

ア）定期的に水質検査、環境測定、害虫駆除等を実施し衛生面の安全確保に努め

ています。  

イ）法令に基づく点検や、普段の点検により不具合・不備等への速やかな対応を

行っています。 

 

    （３）駐車場事業 

       当会館の駐車スペースは 153台分で、その 90％近くが入館団体の月極契約駐車

場となっています。このため、特に会館敷地内の駐車スペースは日常的に不足し

ています。カルチャースクール受講生や大きな会議がある場合には、主催者を通

じ比較的余裕のある第 6駐車場（近隣）の利用を案内しています。 

 

    （４）自販機事業 
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       ダイドードリンコの清涼飲料水自販機は、募金機能付きとなっています。（後述

の「社会貢献活動」の項を参照」 

 

    （５）土地賃貸事業 

       事務所・倉庫等の用地として、当法人所有の土地を賃貸しています。現在、賃貸

用として所有している土地は、すべて入館団体により利用いただいています。 

 

    （６）会議室事業 

今年も、スケジュールを組んで計画的に会議室を利用される団体が増えています。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大防止から、予約をしていた会議室がキャン

セルとなり、昨年度を下回る稼働状況となりました。 

       今年度会議室の利用状況は次表のとおりです。 

＜会議室利用状況＞ 

会 議 室 名 2017年度 2018年度 2019年度 

第一会議室（7階西） 142 162 137 

第二会議室（7階東) 105 121 90 

第三会議室（1階正面） 38 44 45 

第四会議室（1階北） 39 47 43 

談話室（8階） 101 96 101 

厚生室（8階）      45 47 46 

合  計     470 517 462 

       （注）「カルチャースクール」の利用は除く。 

 

４．社会貢献活動 

（１）自動販売機募金システム 

       自動販売機募金システムとは、当センターの販売手数料の一部と販売業者が負

担する同額を加算して、寄付を行うものです。 

       1階エレベーター前に設置しているダイドードリンコ（株）は、盲導犬育成募金

自動販売機となっています。この自販機による今年度の寄付金は 10,674円（業者

負担分を含む）になりました。 

 

（２）周辺道路の清掃 

       毎月第三金曜日に入館団体のみなさんの参加を得て、日光街道の県体育館前か

ら松原交差点までと、センター東側の道路清掃を実施しています。 

 

   （３）ハンディキャップを持つ方々への就労支援 

       毎週火・金曜日は、ハンディキャップを持つ方々の自立を支援する NPO 法人チ

ャレンジド・コミュニティが運営する「コパン」のパン販売場所として、会館ロビ
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ーを提供しています。今年度の売り上げは 444,070円となりました。また、「コパ

ン」は栃木労福協主催の福祉まつりに、パンの出張販売として参加しています。 

 

   （４）子供の「かけこみお宿」 

       戸祭小学校の「かけこみお宿」として登録しています。ロビーや会館脇通路は、

小学生の通学路となっています。 

 

   （５）献血 

       年 2 回、センターを会場に日本赤十字社の献血車による献血を行っています。

今年度は、昨年度より多く延べ 31名の館内や近隣のみなさんから献血のご協力を

いただきました。 

 

   （６）電気自動車（ＥＶ）充電スタンド 

       当会館利用者等のサービスや利用向上に併せ、環境への取り組みの一環に基づ

き社会貢献を目的に整備しました。 

 

５．全国会館協及び同東部ブロック会との連携について 

     全国労働者福祉会館協議会（全国会館協）に加盟し、同協議会および同東部ブロッ

ク会加盟団体との情報交換などを行っています。 

     現在、全国会館協に加盟している会員は 20会館となっています。東部ブロック会は

当法人をはじめ、4会館で構成しています。 

      

     ＜全国労働者福祉会館協議会（全国会館協）加盟会館一覧＞      

地域 会 館 名 府県 

北部 

一般財団法人青森県労働福祉会館（ハートピアローフク） 青森 

一般社団法人山形県勤労者福祉センター（大手門パルス） 山形 

一般社団法人宮城県労働福祉センター（ハーネル仙台） 宮城 

東部 

 

 

 

 

 

 

 

 

中部 

一般社団法人栃木県労働者福祉センター 栃木 

一般社団法人神奈川県労働福祉センター（ワークピア横浜） 神奈川 

一般社団法人富山県労働者福祉協会 

富山県勤労者総合福祉センター（ボルファートとやま） 
富山 

株式会社春日温泉観光開発（ゆ～とりあ越中） 富山 

富山県労働者共済生活協同組合  

勤労者保養センター（越中庄川荘） 
富山 

一般社団法人石川県労働者福祉協議会 

石川県勤労者福祉文化会館（フレンドパーク石川） 
石川 

一般社団法人福井県労働福祉会館（ユニオンプラザ福井） 福井 

一般財団法人守山野州市民交流プラザ（Riseville 都賀山） 滋賀 

一般財団法人彦根勤労福祉会館（たちばな） 滋賀 

公益財団法人京都労働者総合会館（ラボール京都） 京都 
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＜全国会館協東部ブロック会加盟会館＞ 

○ 一般社団法人栃木県労働者福祉センター 

○ 一般財団法人埼玉県勤労者福祉センター（ときわ会館）（※） 

○ 一般社団法人神奈川県労働福祉センター（ワークピア横浜） 

○ 一般財団法人山梨県労農センター（※） 

（※は全国会館協には加盟せず、東部ブロック会のみ加盟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業報告附属明細書 

  2019年度（令和元年度）は、「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当するものはあ

りません。 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人岐阜県勤労福祉センター（ワークプラザ岐阜） 岐阜 

公益財団法人三重県労働福祉会館（三重県勤労者福祉会館） 三重 

一般社団法人伊勢志摩労働者福祉協議会 

伊勢志摩労福協会館（伊勢志摩レインボープラザ） 
三重 

一般社団法人徳島県労働福祉会館（ヒューマンわーくぴあ徳島） 徳島 

西部 一般社団法人愛媛県勤労会館（ピュアフル松山） 愛媛 

一般社団法人福山労働会館（みやび） 広島 

一般社団法人広島労働会館（ワークピア広島） 広島 


