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(一社)秋田市建設業協会

一般社団法人に移行
「社団法人 秋田市建設業協会」は、公益法人改革に伴い、平成 25 年 4 月
1 日から「一般社団法人 秋田市建設業協会」と名称を変更いたしました。
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１．定例会議
◎理 事 会

３月２５日(月)

《報告》

１．委員会の委員長報告
阿部運営委員長より運営委員会及び運営・組織検討特別委員会の審議内容につい
て報告があり了承されました。また、小南青年会会長より、除雪ボランティアにつ
いて報告があり了承されました。
２．一般社団法人の認可について
事務局より、平成 25 年 3 月 21 日に秋田県から平成 25 年 3 月 19 日付の認可書が
交付されたことが報告され、了承されました。
３．平成 24 年度寄贈事業について
平成 25 年 3 月 11 日 協会から秋田市に「発電機１台（道路維持課）」「秋田杉ベ
ンチ３台（公立秋田美術大学サークル棟）」を寄贈し、穂積秋田市長から感謝状が
林会長に贈呈されたことが報告され、了承されました。
４．協会の関係行事について
議長より、３月に実施した協会関係行事が報告され、了承されました。
《議題》

１．正会員・準会員の退会届について
事務局より、正会員瀬下建設工業株式会社代表取締役瀬下和夫及び準会員千代田
興業株式会社代表取締役社長藤澤正義並びに有限会社武藤建設代表取締役武藤富
夫から退会届が提出されていることが報告され、会長から三役等が退会届を撤回し
ていただけるよう説得に努めたが残念ながら実らなかったとの報告があり、定款第
８条に基づき了承されました。
２．会員権継承について
事務局より、正会員株式会社足利工務店足利公雄から足利健への会員権継承願
について説明があり、審議の結果、規約第４条及び会員権継承審査基準に基づき、
承認することといたしました。
３．会員権継承について
事務局より、正会員秋田ボーリング株式会社福岡政弘から福岡健への会員権継
承願について説明があり、審議の結果、規約第４条及び会員権継承審査基準に基づ
き、承認することといたしました。
４－１～４－２２の審議に先立ち、事務局より、一般社団法人への移行に伴う規則・規
程の変更等について変更の方針・概要の説明がありました。

４－１．一般社団法人秋田市建設業協会の会費規程
事務局より会費規程の制定について説明があり、審議の結果、承認すること
といたしました。
４－２．一般社団法人秋田市建設業協会の正会員入会審査基準
事務局より正会員入会審査基準の改正について説明があり、審議の結果、
承認することといたしました。
４－３．一般社団法人秋田市建設業協会の準会員入会審査基準
事務局より準会員入会審査基準の改正について説明があり、審議の結果、
承認することといたしました。
４－４．一般社団法人秋田市建設業協会の退会届
事務局より退会届の改正について説明があり、審議の結果、承認すること
といたしました。
４－５．一般社団法人秋田市建設業協会の会員権継承審査基準
事務局より会員権継承審査基準の改正について説明があり、審議の結果、
承認することといたしました。
４－６．一般社団法人秋田市建設業協会事務局規程
事務局より事務局規程の改正について説明があり、審議の結果、承認する
ことといたしました。
４－７．一般社団法人秋田市建設業協会職員就業規則
事務局より職員就業規則の改正について説明があり、審議の結果、承認す
ることといたしました。
４－８．一般社団法人秋田市建設業協会旅費規程
事務局より旅費規程の改正について説明があり、審議の結果、承認するこ
とといたしました。
４－９．一般社団法人秋田市建設業協会職員退職手当規程
事務局より職員退職手当規程の改正について説明があり、審議の結果、承
認することといたしました。
４－10．一般社団法人秋田市建設業協会会館管理規程
事務局より会館管理規程の改正について説明があり、審議の結果、承認す
ることといたしました。
４－11．一般社団法人秋田市建設業協会慶弔見舞規程
事務局より慶弔見舞規程の改正について説明があり、審議の結果、承認す
ることといたしました。
４－12．一般社団法人秋田市建設業協会表彰規程
事務局より表彰規程の改正について説明があり、審議の結果、承認するこ
とといたしました。
４－13．一般社団法人秋田市建設業協会理事会運営規則
事務局より理事会運営規則の制定について説明があり、審議の結果、承認
することといたしました。
４－14 一般社団法人秋田市建設業協会運営委員会規程
事務局より運営委員会規程の改正について説明があり、審議の結果、承認

することといたしました。
４－15 一般社団法人秋田市建設業協会企画委員会規程
事務局より企画委員会規程の改正について説明があり、審議の結果、承認
することといたしました。
４－16 一般社団法人秋田市建設業協会工務委員会規程
事務局より工務委員会規程の改正について説明があり、審議の結果、承認
することといたしました。
４－17 一般社団法人秋田市建設業協会災害対策委員会規程
事務局より災害対策委員会規程の改正について説明があり、審議の結果、
承認することといたしました。
４－18 一般社団法人秋田市建設業協会組織検討特別委員会規程
事務局より組織検討特別委員会規程の制定について説明があり、審議の結
果、承認することといたしました。
４－19 一般社団法人秋田市建設業協会入札制度の検討等特別委員会規程
事務局より入札制度の検討等特別委員会規程の制定について説明があり、
審議の結果、承認することといたしました。
４－20 一般社団法人秋田市建設業協会建築部会規程
事務局より建築部会規程の改正について説明があり、審議の結果、承認す
ることといたしました。
４－21 一般社団法人秋田市建設業協会土木部会規程
事務局より土木部会規程の改正について説明があり、審議の結果、承認す
ることといたしました。
４－22 一般社団法人秋田市建設業協会青年会規程
事務局より青年会規程の改正について説明があり、審議の結果、承認する
ことといたしました。
５．平成 24 年度決算見込み及び科目流用について
事務局より平成 24 年度の決算見込みと科目の流用につい説明があり、審議の結果、
承認することといたしました。
６．平成 25 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
事務局より平成 25 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について説明があり、
審議の結果、承認することといたしました。
７．事務局長の任免について
会長より、平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 31 日までの事務局長に遠藤博を
任命することが説明され、承認されました。
その他
足利公雄理事から理事辞任（会員権継承）の申し出があり、退任の挨拶がありま
した。
また、事務局より穂積志氏を市長選挙の候補者として推薦していることが改めて
報告され、支援のお願いがありました。

◎運営委員会
３月１８日(月)
議題１．正会員・準会員の退会届について
事務局より、正会員及び準会員の退会届について報告があり、理事会に諮るこ
とといたしました。
議題２．会員権継承について
正会員 株式会社足利工務店 足利公雄から足利健への会員権継承につい
て、規約第４条及び会員権継承審査基準に基づき審議の結果、運営委員会として
了とし、理事会に諮ることといたしました。
議題３．会員権継承について
正会員 秋田ボーリング株式会社 福岡政弘から福岡健への会員権継承につい
て、規約第４条及び会員権継承審査基準に基づき審議の結果、運営委員会として
了とし、理事会に諮ることといたしました。
議題４．一般社団法人への移行に伴う規則・規程等の変更について
事務局より、一般社団法人への移行に伴い、社団法人の現規程等を改正する必
要があるとの説明があり、審議の結果、下記の規程等を運営委員会として了とし、
理事会に諮ることといたしました。
１．一般社団法人秋田市建設業協会の会費規程
２．一般社団法人秋田市建設業協会の正会員入会審査基準
３．一般社団法人秋田市建設業協会の準会員入会審査基準
４．一般社団法人秋田市建設業協会の退会届
５．一般社団法人秋田市建設業協会の会員権継承審査基準
６．一般社団法人秋田市建設業協会事務局規程
７．一般社団法人秋田市建設業協会職員就業規則
８．一般社団法人秋田市建設業協会旅費規程
９．一般社団法人秋田市建設業協会職員退職手当規程
10．一般社団法人秋田市建設業協会会館管理規程
11．一般社団法人秋田市建設業協会慶弔見舞規程
12．一般社団法人秋田市建設業協会表彰規程
議題５．平成 24 年度決算見込みについて
事務局より、平成 24 年度の協会本部の決算見込の説明があり、審議の結果、
決算見込及び科目流用を運営委員会として了とし、理事会に諮ることといたしま
した。
議題６．平成 25 年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
事務局より平成 25 年度事業計画(案)及び収支予算(案)の説明があり、審議の
結果、運営委員会として了とし、理事会に諮ることといたしました。
◎運営・組織検討特別委員会
３月１８日(月)
議題１．一般社団法人への移行に伴う規則・規程等の変更について
事務局より、一般社団法人への移行に伴い、理事会運営規則等の制定及び現規
程を変更する必要があるとの説明があり、審議の結果、下記の規則の制定及び規
程の変更を運営・組織検討委員会として了とし、理事会に諮ることといたしまし
た。

制定
１．一般社団法人秋田市建設業協会理事会運営規則
２．一般社団法人秋田市建設業協会組織検討特別委員会規程
３．一般社団法人秋田市建設業協会入札制度の検討等特別委員会規程
変更（改正）
１．一般社団法人秋田市建設業協会運営委員会規程
２．一般社団法人秋田市建設業協会企画委員会規程
３．一般社団法人秋田市建設業協会工務委員会規程
４．一般社団法人秋田市建設業協会災害対策委員会規程
５．一般社団法人秋田市建設業協会建築部会規程
６．一般社団法人秋田市建設業協会土木部会規程
７．一般社団法人秋田市建設業協会青年会規程

２．行事報告
【寄贈事業】

３月１１日（月）市長応接室において、林会長から穂積秋田市長に対し、平成２４年
度の社会貢献活動の一環として「秋田公立美術大学サークル棟に秋田杉ベンチ３台」
「道
路維持課に発電機１台」が寄贈され、穂積秋田市長より林会長に感謝状が贈呈されまし
た。
寄贈式には、協会から林会長、加賀屋会計理事、古戸企画委員長が出席いたしました。

【一般社団法人の認可について】
平成 25 年 3 月 21 日 秋田県庁第二庁舎 ８階 大会議室において、秋田県公益認定等委
員会から秋田県知事に対して移行を認める旨の答申が決定している法人のうち、平成 25
年４月１日付の移行登記を希望する法人に対し、秋田県総務部総務課公益法人班から平
成 25 年 3 月 19 日付の認可書が交付されました。
平成 25 年 3 月 19 日 指令総－ 2352
「 認可書 」
法人コード ： Ａ０１９３３４
法人の名称 ： 社団法人秋田市建設業協会
許可を受けた後の法人の名称 ： 一般社団法人秋田市建設業協会
代表者の氏名 ： 林 明夫

３．部会の活動
○建築部会役員会
３月６日（水）協会会議室で建築部会役員会を開催いたしました。
≪議題≫
１．建築部会規程改正について
事務局より社団法人から一般社団法人への移行に伴い、新定款第３６条に基
づき、部会の現規程の改正が必要であるとの説明があり、一部改正（案）を審
議した結果、一部改正（案）は承認されました。
２．平成２４年度事業報告及び収入決算見込みについて
事務局より事業報告及び収入支出決算見込の説明があり、了承されました。
３．平成２５年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
事務局より事業計画（案）及び収支予算（案）の説明があり、審議の結果、承
認されました。
○土木部会役員会
３月１１日（月）協会会議室で土木部会役員会を開催いたしました。
≪議題≫
１．土木部会規程改正について
事務局より社団法人から一般社団法人への移行に伴い、新定款第３６条に基
づき、部会の現規程の改正が必要であるとの説明があり、一部改正（案）を審
議した結果、一部改正（案）は承認されました。
議題２．平成２４年度事業報告及び収入決算見込みについて
事務局より事業報告及び収入支出決算見込の説明があり、了承されました。
議題３．平成２５年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
事務局より事業計画（案）及び収支予算（案）の説明があり、審議の結果、承
認されました。
○建築部会月例会
３月１３日（水）月例会を下記により開催いたしました。
日 時：平成 25 年 3 月 13 日(水)
講演会 午後 5 時 00 分～
場 所：パークホテル
懇談会 午後 5 時 30 分～
講演テーマ：平成２５年度建築関連工事について
講 師：若松建築課長ほか２名
〇耐震改修工事に関する研修会
建築部会及び秋田市住宅・建築物耐震改修促進器用議会並びに秋田市建築指導課との
共催により、下記の講演会を開催いたしました。
日 時：平成 25 年 3 月 14 日(木)
講演会 午後 2 時 00 分～
場 所：にぎわい交流館
講演テーマ：「耐震リフォームの申請・計画・施工時のポイント」
講 師：(株)ワタケン代表取締役 渡部俊省

4．青年会の活動
○役員会
３月７日(木)
議題１．平成 25 年度総会資料の予算・規約変更等について審議いたしました。
議題２．会員懇談会並びに除雪ボランティア慰労会について開催する事を決定いたしま
した。
○会員懇談会並びに除雪ボランティア慰労会
３月２５日(金)
青年会員とＯＢ会社の除雪ボランティアにご協力いただいた方あわせて１４名で、
一楽土で懇談を兼ね慰労会を行いました。
○除雪ボランティア活動表彰
３月２６日(土)
青年会の活動の除雪ボランティアに対し、北ロータリークラブより職業奉仕賞をいた
だきました。

５．平成２５年度秋田市当初予算(関係分)について
平成２５年度当初予算など審議する市議会定例会が終了し予算案が原案のとおり可決
されました。
主な工事関係事業は次のとおりです。
新新規事業 [成]成長戦略
(単位：千円)
【農林部】
●新地方卸売市場施設整備事業（内部改修等）
27,030
●[成]園芸振興拠点施設整備事業（管理棟建設ほかエリアの造成等）

288,113

●農道舗装事業

7,600

●県単局所防災事業
実施地区
25 年度事業

7,800
雄和碇田字段ノ前
のり枠工：Ａ＝200 ㎡

【商工部】
●[成]エコ動物園推進事業
汚水管入替および水槽排水切替工事

3,538

●大森山公園整備事業
園路・広場・休養施設・上水道施設の整備、既存施設の解体撤去
【都市整備部】
●秋田駅東第三地区土地区画整理事業
都市計画道路築造 3 路線 Ｌ＝390ｍ
区画道路築造
9 路線 Ｌ＝580ｍ
建物移転
43 戸
他

165,000

1,449,888

●既設市営住宅耐震改修事業
対象団地 旭南市営住宅(３棟 52 戸)
横森市営住宅(４棟 96 戸)

28,334

【上下水道局】
●管渠建設事業
汚水管整備
下浜羽川・桂根、河辺等 21 路線(4,170 ㎡)
下水道管改築等
４３路線（2,623ｍ）
●ポンプ場建設事業

1,621,455

301,801

土崎ポンプ場雨水調整池設備更新工事
川口ポンプ場耐震補強工事 他
●特定環境保全公共下水道事業
汚水管整備
太平・柳田・仁井田横山等

734,300
10 路線(5,690ｍ)

●農業集落排水事業
⑴農業集落排水建設事業
実施地区
金足地区の一部
事業期間
平成 19 年度～25 年度

88,912

36,617

実施内容
舗装工
⑵農業集落排水建設改良事業
雄和向野処理場の機能強化実施設計業務委託
【建設部】
●街路事業
外旭川新川線(寺内工区)
泉外旭川線
千秋久保田町線

他

663,600

秋田環状線(牛島駅前工区)
●幹線道路整備事業
割山南浜線(茨島工区)

52,295

Ｌ＝683ｍ
Ｌ＝600ｍ
Ｌ＝120ｍ

Ｗ＝18ｍ
Ｗ＝25ｍ～35ｍ
Ｗ＝18ｍ

Ｌ＝660ｍ

Ｗ＝16ｍ
1,500

Ｌ＝620ｍ

Ｗ＝16ｍ

●道路改良事業
生活道路改良事業
鹿野戸安養寺線
中の沢線

133,613
10 路線

Ｌ＝729ｍ
Ｌ＝65ｍ
Ｌ＝50ｍ

●側溝改良事業
ポプラ団地 4 号線ほか 28 路線

219,000
Ｌ＝3,900ｍ

●道路維持修繕事業
川尻八橋線ほか

339,900

●橋りょう修繕事業
白熊橋ほか

183,130

●地下道等改修事業
千秋トンネル

77,600

●橋りょう整備事業

100,000

本田妙法線本田橋(上部工)
●河川改修事業
普通河川古川 護岸整備等

23,200
Ｌ＝50ｍ(両岸)、ほか

●生活排水路等環境整備事業
排水路整備
牛島字東潟敷地内ほか４箇所
●浸水対策下水事業
雨水管整備
旭南一丁目等
●防雪柵等整備事業
新四ツ小屋大通１号線

50,000

595,500
４路線(815ｍ)
56,409

Ｌ＝370ｍ

●除排雪関係経費

1,000,000

【消防本部】
●消防団器具置場改築事業
太平分団十三岱班、豊岩分団小山班、金足分団大清水班
【子ども未来部】
●児童福祉施設整備費補助金
社会福祉法人友陸会(やまばと保育園)増改築
社会福祉法人グリーンローズ(手形第一保育所)増改築
社会福祉法人秋田聖徳会(牛島保育所)増改築
●新[成]上北手児童館(仮称)整備事業
施設概要 遊戯室、図書室、集会室、事務室等
【市民生活部】

14,274

340,931

94,419
246,512
86,222

延べ床面積 280 ㎡

●東部部市民サービスセンター(仮称)整備事業
平成 25 年～平成 27 年継続費設定
総事業費 約 11 億 5,000 万円
公民館・コミセン、子育て支援、地域活動支援等
施設構造 鉄筋コンクリート造 2 階建て
延床面積 2,374 ㎡
●秋田駅東口駅前広場施設改修経費
電熱線融雪設備改修工事
●秋田駅東西連絡自由通路施設改修経費
トップライトガラス取替工事 26 枚
【教育委員会】
●体育施設整備補修等経費
秋田市立体育館メインアリーナトップライト屋根パネル改修工事

80,407

7,915

13,650

3,500

●小学校大規模改造事業
185,600
広面小学校管理棟の耐震補強、大規模改造および給食室のドライ化
平成 25 年度～26 年度
総事業費 5 億円
●小・中学校施設等改修経費
桜小学校屋体の屋根改修

142,945

港北小学校、外旭川小学校、城南中学校の外壁改修
城東中学校のテニスコート築造
秋田西中学校木造校舎の解体
●秋田商業高等学校施設等改修経費
管理・特別教室棟およびセミナーハウストイレ改修工事、ほか

30,757

6．平成 2４年度工事落札高
７．平成
23 年度工事落札高
平成 25 年 3 月 31 日
単位：円
種

別

23 年度

24 年度

道路(舗装除く)

545,357,000

648,225,000

102,868,000

18.9

舗装

354,862,000

314,006,000

△ 40,856,000

-11.5

河川

68,458,000

53,451,000

△ 15,007,000

-21.9

1,013,368,000 △ 158,551,000

-13.5

上下水道

土
木

1,171,919,000

都市開発(街路・公園等)

0

△ 64,590,000

-100.0

区画整理

103,783,000

43,070,000

△ 60,713,000

-58.5

農林

157,173,000

161,550,000

4,377,000

2.8

47,100,000

275,725,000

228,625,000

485.4

2,513,242,000

2,509,395,000

△ 3,847,000

-0.2

会員・準会員

1,710,886,000

1,989,833,000

278,947,000

16.3

非会員

802,356,000

519,562,000 △ 282,794,000

-35.2

学校

1,210,339,000

379,850,000 △ 830,489,000

-68.6

住宅

37,453,000

計

その他

1,582,369,000

解体

築

252,070,000

30,880,000

△ 6,573,000

-17.5

1,396,998,000 △ 185,371,000

-11.7

△ 64,871,000

-25.7

3,082,231,000

1,994,927,000 △ 1,087,304,000

-35.3

会員・準会員

2,885,400,000

1,770,516,000 △ 1,114,884,000

-38.6

非会員

196,831,000

計
会員・準会員
非会員

5,595,473,000
4,596,286,000
999,187,000

計

合

187,199,000

224,411,000

27,580,000

14.0

4,504,322,000 △ 1,091,151,000
3,760,349,000 △ 835,937,000
743,973,000 △ 255,214,000

-19.5
-18.2
-25.5

【工種別落札区分】

23

24

前年度対比％

64,590,000

その他(学校等)

建

増 減 高

種
別
区分
会員・準会員
非
会
員
計
会員・準会員
非
会
員
計

単位：千円
土木(舗装含む)

建築(解体含む)

落札額 比率％ 落札額 比率％
1,711
802
2,513
1,990
520
2,510

68.1%
31.9%
100.0%
79.3%
20.7%
100.0%

2,885
197
3,082
1,770
224
1,995

88.2%
11.8%
100.0%
88.9%
11.1%
100.0%

23 年度落札額
24 年度落札額
合 計
5,595
4,504
※ 前倒し工事(債務負担工事)の落札額は次年度へ参入

合

計
4,596
999
5,595
3,760
744
4,504

比率％
82.1%
17.9%
100.0%
83.5%
16.5%
100.0%

単 位 ：千 円
増 減 高
前年度対比％
△ 1,091
-80.5%

