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はじめに 

 平素は一般社団法人むろらん 100 年建造物保存活用会(以下、「当会」といいます)に対し、多大なるご支援を賜わ

り厚く御礼申し上げます。 

 

さて、むろらん 100 年は、2014 年度から室蘭の歴史を発信してきましたが、今年度の北海道新聞社げんき大賞を

受賞したことを機に、ロンドン、パリと同様に「歴史と文化の薫るまち」と感じていただけることを目指して活動することにいた

しました。 

 

来年は設立当初から一つの目標にしてきた明治維新北海道開基 150 年。 

そこで、来年に向けて「むろらん１００年・“室蘭の歴史と文化”連続講演会」を行い、埋もれた歴史、市民の記憶を

引き出します。特に、教育関係者には教材にしていただきたいと考えます。これには道新さんから頂いた、げんき大賞の賞

金を活用します。 

 

この講演会の先には、以前から計画していた「角ちゃん祭り」と称する 103 年を行います。これは、森蘭航路、明治産

業革命遺産はもちろん、100 年の老舗、街に生きた人たちの心、等にフォーカスし、講演会、仮装イベントなどを通して、

足元の歴史からパワーを感じるものにします。 

 

歴史に関して、一貫して、大切にしたいことは、有名とか権威ではなく、まちを支え、まちの DNA を変えた人の、希望、

苦境、勇気、そして感情を感じること。この点を重視する理由は、まちの歴史を知った人が、“一生忘れられない”と感じて

いただきたいからです。 

 

また、来年度は、旧三菱合資会社室蘭出張所の補修工事、周辺の整備を行い文化財登録への準備をはじめます。

建屋は、道庁が登録を目指している日本遺産リストに入っています。そして法人として北海道遺産への登録を目指す活

動も開始します。ご一緒に進めていけたらと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

2017 年 9 月 23 日 

 

一般社団法人むろらん 100 年建造物保存活用会 

代表理事     村田 正望 
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2016 年度 事業報告 

 

 ボランティア愛ランド北海道 2016 in むろらん 分科会⑦むろらん歴史街歩き (2016/8/27) 

➢ 蘭歴建見会と共催。 

➢ 全道からボランティア団体があつまる大会の分科会の一つとして、むろらん歴史街歩きを実施。10 名✕10 チ

ームの計約 100 名が参加。2 つのコースに分かれて実施。 

 

 百年ローズ保全のための剪定作業(2016/9/4) 

➢ 旧三菱合資会社室蘭出張所裏手にあるシンボルツリー「100 年ローズ」が台風で被災したため、木の保全の

ために枯死した枝の剪定作業を行った。 

➢ サポーターズクラブの呼びかけで約 10 名が参加し作業した。 

 

 近代化遺産一斉公開 炭鉄港・むろらんデー(2016/10/15) 

(共催：NPO 法人炭鉱の記憶推進事業団) 

➢ 炭鉄港連携フォーラム開催に合わせ、歴史まち歩きと、懇親会を実施。 

➢ 室蘭の発信を促進するため、SNS での発信を呼びかけつつ実施した。 

 

 2016 年度総会(2016/12/10) 

➢ 2015 年度事業報告・収支決算報告 

➢ 2016 年度事業計画・収支予算 

 

 建屋周辺の草刈り・清掃活動(2017/6/3) 

➢ 建屋周辺の草刈り・清掃活動を実施。 

➢ サポーターズクラブの呼びかけで約 10 名が参加し作業した。 

 

 旧三菱合資会社室蘭出張所 102 年祭(2017/6/17) ※ろうきん社会貢献助成制度対象事業 

➢ ワークショップ「歴史と文化の薫る街・むろらんをデザインしよう」 

 第一部 むろらんの資源・課題徹底分析 

 発表！4 つの重要プロジェクト(村田) 

 自然・歴史資源・文化遺産分析(関・山田) 

 人口展望、観光の現状分析(モカ・高橋) 

 市民、近隣市町村の思い(全員) 

 第二部 観光・製作&ビジネスプランニング 

 「歴史と文化の薫る」空間大作戦 

 「旧絵鞆小学校・みたら」活用作戦 

 103 年祭「角ちゃん祭り」大作戦 

 ミニ講演「むろらんの歴史と文化を観光に活かせ！」 

札幌国際大学 観光学部 吉岡宏高教授 

➢ JAZZ NIGHT 

出演：室蘭工業大学・JAZZ 研 

 

 炭鉄港ミニ講演(2017/6/26) 

➢ 「炭鉄港入門」 むろらん 100 年建造物保存活用会 副代表理事 山田 
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受賞等 

 2017 年 道新 地域げんき大賞 受賞 

 

 

補助金採択等 

 北海道労働金庫(ろうきん) 社会貢献助成制度 
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2016 年度（第３期） 事業活動収支計算書 

期間：２０１６年 7 月 1 日から ２０１７年 6 月 30 日まで 

勘定科目 一般会計（非営利事業） 営利事業（不動産・小売） 合計 

I 経常収益    

受取会費    

正会員受取会費 29,000  29,000 

賛助会員受取会費 77,000  77,000 

受取寄付金    

受取寄付金 286,860  286,860 

事業収益    

事業収益  524,382 524,382 

その他収益    

雑収入 200,000  200,000 

受取利息  15 15 

収益計 592,860 524,397 1,117,257 

売上原価  96,610  

期首商品棚卸高  157,010  

仕入高  50,400  

期末商品棚卸高  110,800  

    

経常収益 592,860 427,787 1,020,647 

    

II 経常費用    

事業費    

(1)人件費   0 

人件費計 0 0 0 

(2)人件費以外の経費    

消耗品費 1,504 6,136 7,640 

支払手数料 6,760 31,374 38,134 

広告宣伝費 7,210  7,210 

会議費   0 

通信費 11,970 309 12,279 

荷造運賃 1,410 5,512 6,922 

印刷製本費   0 

新聞図書費 20,475  20,475 

保険料 700  700 

交際費 5,010  5,010 

諸会費  6,000 6,000 

貸借料 3,500  3,500 

租税公課  107,300 107,300 

人件費以外の経費計 58,539 156,631 215,170 

事業費計 58,539 156,631 215,170 

    

管理費 0 0 0 

経常費用計 58,539 156,631 215,170 

    

税引前当期正味財産増減額 534,321 271,156 805,477 

法人税住民税および事業税  131,200 131,200 

当期正味財産増減額 534,321 139,956 674,277 

前期繰越正味財産額 5,988,969 32,843 6,021,812 

次期繰越正味財産額 6,523,290 172,799 6,696,089 

 

  

（単位:円） 
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一般社団法人事業会計貸借対照表 

2017 年 6 月 30 日現在 

資産の部 負債及び正味財産の部 

I 資産の部 

 【流動資産】 

  現金 

  預金 

  未収入金 

  商品 

 

 

 

16,703 

2,381,696 

0 

110,800 

 II 負債の部 

 【流動負債】 

  未払金 

  未払法人税 

  未払事業税 

  預り金 

 

 

170,096 

122,100 

9,100 

30,000 

 

 

  流動資産合計 2,509,199   331,296  

 【固定資産】 

  土地 

 

8,018,186 

  【固定負債】   

  固定負債合計 0  

負債合計 331,296  

III 正味財産の部 

 基金 

 前期繰越正味財産 

 当期正味財産増加額 

 

3,500,000 

6,021,812 

674,277 

 

固定資産合計 8,018,186  正味財産合計 10,196,089  

資産合計 10,527,385  負債及び正味財産合計 10,527,385  

監査報告 

 

 法令及び定款の定めに基づき、一般社団法人むろらん１００年建造物保存活用会（以下「当会」という。）

の 2016 年度（2016 年 7 月 1 日から 2017 年 6 月 30 日まで）の監査を実施した結果、以下のとおり報告

いたします。 

 

1. 事業報告は、法令及び定款に従い、当会の状況を正しく示しているものと認めます。 

2. 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は 

認められません。 

3. 計算関係書類及びその附属明細書は、当会の財産及び損益（正味財産増減）の状況を 

全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。 

以 上 

 

一般社団法人むろらん 100 年建造物保存活用会 

 

 

 監事       大谷  ゆかり         
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2017 年度 事業計画 

 今年度、当会では主要な 2 つの事業分野において、正会員と賛助会員から専門的知識・スキルを持つメンバーを募り

プロジェクトチームを組織して事業を展開いたします。 

 

 旧三菱合資会社室蘭出張所建屋の保存・維持管理事業 

➢ NPO 法人れきけんやヘリテージマネージャーとの連携により文化財化への道筋をつける。 

➢ 建屋の価値を説明し発信するパンフレットを制作し、見学者に配布する。 

➢ (仮称)建屋保全プロジェクト 

 ペンキ塗りや草刈り、花壇造成など、できることから建屋の保全美化に取り組む。 

 

 歴史と文化の薫るまち推進事業 

➢ むろらん１００年・“室蘭の歴史と文化”連続講演会の企画・実施 

➢ 旧絵鞆小活用プロジェクト 

 旧絵鞆小円形校舎 2 棟保存に向けて、各種団体との連携を進め、全市民的な動きを作り出す。 

 具体的な校舎用途を検討・提言し、校舎の 2 棟保存・活用を目指す。 

➢  (仮称)地方史調査プロジェクト 

 市民から郷土史に係る資料を広く収集し、保存活用と研究を進める。 

 旧絵鞆小学校に保存されている写真等の資料を引き取り、保全を図る。 

➢ (仮称)歴史と文化の発信プロジェクト 

 地方史調査 PJ とも連動し、写真展やパネル展を開催することで市民の理解の裾野を広げる。 

➢ (仮称)IT 利活用プロジェクト 

 IT の技術を用いて、各プロジェクトのバックボーンを支えると共に、ホームページや SNS を通じたインターネ

ットへの発信を強化する。 

➢ (仮称)イベント企画プロジェクト 

 チャリティーバザーやローズナイト、まち歩きや建屋での定期的な茶話会などを企画・運営し、市民の理解

を広げる。 

 2018 年 6 月に建屋 103 年祭・角ちゃん祭りを企画・開催する。 

➢ (仮称)炭鉄港プロジェクト 

 空知・小樽との交流を続け、炭鉄港ストーリーの深化に取り組み、日本遺産への登録を目指す。 

 北海道遺産サポーターに法人として加入し、室蘭の近代化遺産を北海道遺産にノミネートして登録を

目指す。 

 

 講師派遣事業 

➢ 大谷室蘭高校「室蘭学」への協力 

 講師を派遣し、若者の郷土愛向上に貢献する。 

➢ その他 

 講師派遣要請があれば随時対応していく。 

 

 商品開発・物品販売事業 

➢ 歴史・文化的情緒を育むオリジナルグッズや書籍を開発・販売する。 

➢ 販売管理については室蘭 NPO 支援センターに委託する。 
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実施スケジュール 

 2017 年 7 月 

➢ 新年度スタート 

➢ 炭鉄港ミニ講演 

 

 2017 年 8 月 

➢ 旧絵鞆小 2 棟保存に向けたパネル展 第 1 回実施 

 

 2017 年 9 月 

➢ 撮りフェス in 室蘭 2017 協賛 建屋特別公開・キャンドルナイト 

➢ むろらんカルチャーナイト 2017 協賛 特別公開・キャンドルナイト 

➢ （一社）むろらん 100 年建造物保存活用会 総会 

➢ サポーターズクラブ総会 

➢ 大谷室蘭高校「室蘭学」第 3 回 

 

 2017 年 10 月 

➢ 大谷室蘭高校「室蘭学」第 4 回 

➢ [仮]ペンキ塗り作業 

➢ 室蘭歴史街歩き ※ろうきん社会貢献助成制度対象事業 

 

 2017 年 11 月 

➢ 旧絵鞆小活用 PJ「縄文講座」 

 

 2017 年 12 月 

➢ 歴史ガイド冊子 増刷 ※ろうきん社会貢献助成制度対象事業 

 

 2018 年 6 月 

➢ 建屋 103 年祭・角ちゃん祭り 

➢ ローズナイト 
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2017 年度(第 4 期) 収支予算書 

期間：２０１７年 7 月 1 日から ２０１８年 6 月 30 日まで 

勘定科目 一般会計（非営利事業） 営利事業（不動産・小売） 合計 

 本年度 

予算 

昨年度 

決算 

増△減 本年度 

予算 

昨年度 

決算 

増△減 本年度 

予算 

昨年度 

決算 

増△減 

I 経常収益          

受取会費          

正会員受取会費 30,000 29,000 △1,000    30,000 29,000 △1,000 

賛助会員受取会費 100,000 77,000 △23,000    100,000 77,000 △23,000 

受取寄付金          

受取寄付金 0 286,860 △286,860    0 286,860 △286,860 

事業収益          

事業収益    500,000 524,382 △24,382 500,000 524,382 △24,382 

その他収益          

雑収入 0 200,000 △200,000    0 200,000 △200,000 

受取利息    0 15 △15 0 15 △15 

収益計 130,000 592,860 △462,860 500,000 524,397 △24,397 630,000 1,117,257 △487,257 

売上原価    90,000 96,610 △6,610    

期首商品棚卸高    110,800 157,010 △46,210    

仕入高    50,000 50,400 △400    

期末商品棚卸高    70,800 110,800 △40,000    

          

経常収益 130,000 592,860 △462,860 410,000 427,787 △17,787 540,000 1,020,647 △480,647 

          

II 経常費用          

事業費          

(1)人件費       0   

人件費計 0   0   0   

(2)人件費以外の経費          

消耗品費 1,500 1,504 △4 6,100 6,136 △36 7,600 7,640 △40 

支払手数料 6,500 6,760 △260 31,000 31,374 △374 37,500 38,134 △634 

広告宣伝費 7,000 7,210 △210    7,000 7,210 △210 

会議費       0 0  

通信費 12,000 11,970 30 500 309 △191 12,500 12,279 221 

荷造運賃 1,500 1,410 90 5,500 5,512 △12 7,000 6,922 78 

印刷製本費       0 0  

新聞図書費 20,000 20,475 △475    20,000 20,475 △475 

保険料 1,000 700 300    1,000 700 300 

交際費 5,000 5,010 △10    5,000 5,010 △10 

諸会費    6,000 6,000  6,000 6,000  

貸借料 3,500 3,500     3,500 3,500  

租税公課    107,000 107,300 △300 107,000 107,300 △300 

人件費以外の経費計 58,000 58,539 △539 156,100 156,631 △531 214,100 215,170 △1,070 

事業費計 58,000 58,539 △539 156,100 156,631 △531 214,100 215,170  

          

管理費 0   0   0 0  

経常費用計 58,000   156,100 156,631 △531 214,100 215,170 △1,070 

          

税引前当期正味財産

増減額 

72,000 534,321 △432,321 253,900 271,156 △17,256 325,900 805,477 △479,577 

法人税住民税 

および事業税 

   130,000 131,200 △1,200 130,000 131,200 △1,200 

当期正味財産増減額 72,000 534,321 △462,321 123,900 139,956 △7,300 195,900 674,277 △478,377 

前期繰越正味財産額 6,523,290 5,988,969 534,321 172,799 32,843 139,956 6,696,089 6,021,812 674,277 

次期繰越正味財産額 6,595,290 6,523,290 72,000 296,699 172,799 123,900 6,891,989 6,696,089 195,900 

  

（単位:円） 
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役員・正会員名簿 

2016 年 6 月 30 日現在 

 

役員 

代表理事 村田 正望 工学博士 / Hoqsei Candle Museum 代表 

副代表理事 山田 正樹 むろらん・てつのまちグループ主宰 

理事 吉田 みゆき NPO 法人室蘭映画製作応援団 副団長 

理事 三木 真由美 NPO 法人室蘭 NPO 支援センター 理事長 

理事 故西原 羊一 故人 / 室蘭きのこの会 前会長 

監事 大谷 ゆかり フェアトレードショップ「ほしのおくりもの」 代表 

 

正会員 

高橋 慎吾 むろらん 100 年サポーターズクラブ 会長 

平賀 由美 むろらん 100 年サポーターズクラブ 副会長 

関  浩勝 むろらん 100 年サポーターズクラブ 事務局長 

 

※上記役員と正会員を以って、定款上ならびに法令上の正社員とします。 

 

 

役員・会員数 

2016 年 6 月 30 日現在 

 

正会員 8 名 

（うち役員） （5 名） 

賛助会員 82 名 

合計 90 名 

 


