
平成 21年度事業報告 
 

 自 平成 21年 4月  1日 
 至 平成 22年 3月 31日 

 
 
1 事業の実施状況 
   事業計画に基づき、次のとおり各事業を実施した。 
 
（1）食品及び食生活に関する消費者への啓蒙 
    次の行事等を通じて、食品及び食生活に関する消費者への啓蒙を推進し

た。 
  ①フードバーゲンフェアの開催 
     一般消費者等を対象にフードバーゲンフェアを 6月及び 10月の 2回

開催した。 
  ②講演会の開催 
    船橋市消費生活モニターを対象に「食の安全、消費者の信頼確保のた

めの取組み」のテーマで、農林水産省関東農政局千葉農政事務所消費・

安全部消費生活課齋藤豊課長を講師に、講演会を開催した。 
  ③コンビナート活動についての消費者への啓蒙 
    会員各社の工場見学を斡旋した。 
  ④「ふなばし市民まつり」行事への参加 
    第 42回ふなばし市民まつり行事の一環として、船橋の工業を広く市 
   民に紹介する「めいど・いん・ふなばし」が、7月船橋市市民ギャラリ 
   ー（船橋スクエア 21）で開催され参加した。 
    又、7月実施された船橋港親水公園花火大会へ協力した。 
  ⑤「船橋市農水産祭」への参加 
    第 42回船橋市農水産祭が、11月船橋市中央卸売市場内で開催され、 
   コンビナートから 2社が参加した。 
 
（2）社会福祉施設に対する食品・飲料の援助 
    社会福祉法人千葉県社会福祉協議会と協力し、12月に県内の社会福祉 
   施設（191ヶ所）へ、ケーキを寄贈した。 
 
（3）労働安全衛生の改善・向上 



    労働安全衛生の改善・向上に資するため、労働安全衛生委員会の活動を  
   通じて、労働安全衛生の確保、良好な職場環境の形成や労働災害防止の 
   推進に努めた。 
 
（4）環境の整備・保全対策の推進 
    コンビナート内及び周辺の環境の整備・保全の一層の充実のため、千葉 
   県、船橋市等関係機関のご協力を得て、街路の清掃・交通安全対策等を行 
   うと伴に、コンビナート内共有地の維持管理に努めた。 
    又、地域貢献活動の一環として、三番瀬クリーンアップ並びに船橋ベイ 
   エリアをきれいにする日清掃活動に参加した。 
 
（5）赤十字献血への協力 
    10 月及び 22 年 3 月に会員企業の従業員の協力を得て、千葉県赤十字

血液センターの一般献血に協力した。 
 
（6）通勤バスの運行 
    公共交通機関が整備されていないコンビナートの地域特性をカバーす 
   るため、関東陸運局のご指導の下、バス運営委員会を通じ、通勤バスの円 
   滑な運営に努めた。 
 
（7）公益法人制度改革への対応 
    平成 20年 12月 1日付にて施行された公益法人制度改革三法に基づく、    

公益法人制度改革への対応として、平成 21年 5月 25日開催の通常総会
において、一般社団法人への移行決議と一般社団法人への移行に伴う定

款の変更案のご承認を頂き。その後認可申請書を作成し、千葉県総務部

政策法務課公益法人室と事前相談を行った。その結果、共有地施設維持

管理引当金及び減価償却引当金については、公益目的財産額から控除さ

れない事が判明したので、理事会の承認を得て、一般社団法人移行認可

申請に先立ち、「南・北バース電気防食更新工事等共有地施設の大規模補

修工事」並びに「コンビナート会館及び防災センターの大規模修繕工事」

を平成 21年度中に施工した。 
 
（8）コンビナート新年会の開催 
    総務委員会の主催により、平成 22年 1月 12日サッポロビール(株)千

葉工場マリンハウスにおいて、来賓及び会員計 85 名のご出席を得て開
催した。 



 
2 会議の開催状況 
（1）総 会 
   開催月日：５月 25日 
   開催場所：京葉食品コンビナート会館 3階会議室 
   議  案：平成 20年度事業報告・収支決算及び会計監査報告、災害時食

料品確保基金の共有地施設維持管理基金への統合及び共有地施

設維持管理基金の積立て、平成 21 年度事業計画案・収支予算
案、新公益法人制度改革施行に伴う一般社団法人への移行、一

般社団法人への移行に伴う定款の変更案、京葉食品コンビナー

ト協議会規約の廃止及び会費規程の制定、役員の選任 
   
  ◎役員の選任 

藤田雅昭理事の辞任に伴い、福永尚理事を補充選任した。 
 

（2）理事会 
  ① 開催月日：５月 25日 
    開催場所：京葉食品コンビナート会館 3階会議室 
    議  案：平成 20 年度事業報告・収支決算及び会計監査報告並びに京

葉食品コンビナート協議会規約の廃止及び会費規程の制定、

役員候補の選任 
  ② 開催月日：５月 25日 
    開催場所：京葉食品コンビナート会館 3階会議室 
    議  案：会長の選任 
  ③ 開催月日：10月 13日 
   開催場所：京葉食品コンビナート会館 3階会議室 

   議  案：一般社団法人移行認可申請に先立ち、南・北バース電気防食

更新工事等共有地施設の大規模補修工事施工 
  ④ 開催月日：22年 2月 8日 
   開催場所：京葉食品コンビナート会館 3階会議室 
   議  案：一般社団法人移行認可申請に先立ち、コンビナート会館及び

防災センターの大規模修繕工事施工 
  ⑤ 開催月日：22年 3月 24日 
   開催場所：三井物産(株)本店 4階会議室 
   議  案：役員候補企業の選任及び当協議会の今後の運営体制、平成 22

年度事業計画案・収支予算案、会員の脱会、 



 
（3）業務推進委員会 
    本年度は 2回開催され、平成 20年度事業報告・収支決算、京葉食品コ

ンビナート協議会規約の廃止及び会費規程の制定、平成 22 年度事業計
画案・収支予算案などについて審議した。 

 
（4）総務委員会 
    本年度は 4回開催され、第 27回通常総会提出予定議案、共有地施設維

持管理状況、船橋ベイエリアをきれいにする日、各種依頼事項、一般献

血などについて協議した。 
   
（5）労働安全衛生委員会 
    労働安全衛生活動を自主的、積極的に推進し、労働災害の防止及び労務 
   管理の改善・向上に資するため、本年度は次のとおり講習会等を 8回開   
   催した。 
    ①6月 22日 船橋労働基準監督署による講習 
     講 師：船橋労働基準監督署次長      松崎  勉 
     内 容：安全管理活動について 
    ②7月 14日船橋市保健所による講習 
     講 師：船橋市保健所衛生指導課食品指導係獣医師  森山 直樹 
     内 容：重点監視事項・カンピロバクター等細菌の食品衛生事情 
   ③9月 18日・19日・20日及び 21日 フォークリフト運転技能講習 
     委託先：（社）ボイラ・クレーン安全協会千葉事務所 
     ④10月 9日優良企業視察研修 
     視察先：ライオン(株)千葉工場  

  ⑤11月 12日喫煙対策推進教育研修 
     講 師：(社)千葉県労働基準協会連合会 

快適職場推進アドバイザー   栗山  静             
   ⑥年末・年始の事故防止啓蒙ポスターの作成・配布 
     掲載期間：12月１日～22年１月 15日 
 ⑦22 年 1 月 25 日危険予知訓練法(ＫＹＴ)並びにリスクアセスメント実

施法の講習 
       講 師：(社)日本労働安全衛生コンサルタント会千葉県支部  
           白石一成・鍛冶壮吉・清宮昭夫 
     内 容：講義、実務演習、発表、意見交換、講評  
   ⑧22年 3月 8日船橋労働基準監督署並びに会員企業による事例発表 



     講 師：船橋労働基準監督署安全衛生課長  北村 明典 
     内 容：平成 22 年度安全衛生行政運営方針並びに労働災害防止対

策  
     発表者：文明堂製菓(株)取締役船橋工場長  川上 仁明 
     内 容：安全衛生管理体制の構築  
 
 
3 食品工業団地形成促進要綱に基づく手続き 
   食品工業団地形成促進要綱（昭和 45年 9月 18日付 45農経Ｃ第 2903）  
に基づき、フジフーズ株式会社に係る食品工業団地基本計画変更認定申請書

及び平成 21年度実施計画変更認定申請書並びに平成 20年度実施状況報告及
び平成 22 年度実施計画認定申請書を関東農政局を経由し、農林水産大臣に
提出した。 

 
 
4 公益法人認可機関への報告 
   公益法人設立に関する規則に基づき、平成 20年度事業実施状況報告並び
に平成 21年度事業実施計画及び理事変更登記届を千葉県知事に提出した。 

 
 
5 公益法人検査 
   民法第 67条第 3項の規程による公益法人検査が、平成 22年 2月 15日
実施された。 

 
 
6 表彰等 
   平成 21年度船橋市市政功労並びに教育功労表彰式典において、船橋市長
より、当協議会が児童福祉の向上に多大なる貢献をしたとのことで、表彰

状が授与された。 
 
 
7 協議会と協力関係にある団体等への参画・協力 
   次の行事等に参画又は協力した。 
   ( 1) 千葉県臨海北部工業連絡協議会総会 
   ( 2) ふなばし市民まつりめいど・いん・ふなばし部会 

( 3) 船橋市臨海工業地区連絡協議会総会 



( 4) 船橋市環境フェア実行委員会 
   ( 5) 船橋市地域工業団体連合会総会 

( 6) 第 12回船橋市環境フェア 
   ( 7) 千葉港・木更津港(合同)保安委員会 
   ( 8) ちばの「食」産業連絡協議会総会 
   ( 9) ふなばし市民まつり花火委員会 
   (10) 第 26回めいど・いん・ふなばし 

(11) 千葉県臨海北部工業連絡協議会役員会 
(12) 船橋港親水公園花火大会 
(13) 船橋三番瀬クリーンアップ 2009実行委員会 
(14) 船橋市保健所主催「ふなばし食の安全・安心フォーラム」 
(15) 第 3回船橋ベイエリアをきれいにする日事務打合せ会議 
(16) 千葉食品コンビナート野球大会開会式及び前夜祭 
(17) 第 3回船橋ベイエリアをきれいにする日清掃活動 
(18) 船橋三番瀬クリーンアップ 2009 
(19) 第 3回船橋ベイエリアをきれいにする日実施に伴う意見交換会 
(20) 平成 20年度公益法人事務担当者講習会 
(21) 千葉港葛南港区保安対策協議会 
(22) 京葉ガス 2009総合設備展 
(23) 千葉港葛南港区保安対策協議会情報伝達訓練 
(24) 年末調整説明会 
(25) 観光物産展 10周年記念講演会 
(26) 船橋サッポロ星の会 
(27) 船橋市工業団体視察研修会 
(28) 千葉県漁業操業安全対策協議会研修会 
(29) 新春経済界賀詞交歓会（船橋市他経済 10団体共催） 
(30) 船橋市臨海工業地区連絡協議会新春懇談会 
(31) ちばの食育シンポジューム 2009 
(32) 船橋市地域工業団体連合会新春懇談会 
(33) 千葉県臨海北部工業連絡協議会役員会 
(34) 船橋商工会議所工業活性化セミナー 

以上 
 
 
 


