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１．定例会議                          

○工務委員会                      ２月１５日（金） 
委員長他６名の委員が出席し工務委員会を開催しました。 
事務局がこれまでの実績を報告後、各議案について審議した結果、下記のとおり決 

定しました。 
【議題】 平成３１年度事業について 
《公益目的支出計画対象事業（継続事業）》 
地域振興に関する事業 
人材育成推進事業 
ａ測量技術研修会 
   Ｈ３１年度は秋田市建設技術協会測量技術研修会の要綱案内を待って、例 
  年通りの対応を行うこととしました。 

    
ｂ建設技術研修会 

   秋田市工事検査室に工事検査に関する講演を依頼し、新年度早々の実現を 
目指し今後交渉することとしました。 

 
ｃ安全管理研修会 
  秋田労働基準監督署主催の「労働災害防止の秋田地区建設工事関係者連絡 
協議会」の案内を待って、例年通りの対応を行うこととしました。 
 

ｄ建設工事現場視察研修会 
土木工事関連では「市道 川尻新屋線新川橋架替工事」（道路建設課改良 

担当）の視察と、建築関連では和洋高校若しくは平野美術館改修工事を対象 
として、合同による視察を７月中旬頃を目途に検討することとしました。 

 
安全推進事業 
ａ建設工事現場安全パトロール 

秋田労働基準監督署・工事検査室からの照会待って、例年と同じ対応をす 
       ることとしました。 

 
《その他の会計》 

その他 
a道路除排雪に関する安全確保事業 

道路維持課ゆき対策担当との意見交換会を年２回実施する事とし、新年度 
早々の会では今冬の反省について、２回目の１０月頃の会では反省を踏まえ、 
秋田市の対応と考え方について説明を受ける会を計画することとしました。 

 
 

○企画委員会                      ２月２２日（金） 
委員長他９名の委員が出席し企画委員会を開催しました。 
事務局がこれまでの実績を報告後、各議案について審議した結果、下記のとおり決 

定しました。 
【議題】 平成３１年度事業について 
《公益目的支出計画対象事業(継続事業)》 
社会貢献活動事業 
公共福祉施設等寄贈事業 
事務局は昨年度までの実績（新設建築物対象）を説明し、議長は寄贈対象先に 

ついて意見を求めたところ、来年度は土木施設関連を対象に、「観光文化スポー
ツ部 大森山動物園（小松園長）」と「市民生活部 生活総務課の共同墓地」の
２箇所の何れかを対象と決め、次回の理事会に諮問することとしました。 



     

 
地域振興に関する事業 
人材育成研修事業 
具体的な講演テーマは無く、予算のみこれまでの通り計上することとしました。 
尚、新年度役員会時に再度講演について協議することとしました。   
 

《その他の会計》 
研修・講習・講演会事業 
ａ研修視察（自由テーマ） 
  事務局は平成２８年度函館研修視察の経緯について説明し、議長は意見を 
求めたが発言は無く、例年に倣って予算のみ計上することとしました。 
尚、新年度役員会時には再度講演講習等について協議することとしました。 

 
福利厚生事業 
ａ生ビール会 

「落語家による講演と生ビール会」の同時開催とする提案があり、この 
案を理事会に諮ることにしました。 

 
ｂゴルフ大会（協会、土木部会、建築部会協賛） 

毎年同時期に実施していることから、１０月の第何週何曜日として、開催 
日を固定する提案があり協議した結果、１０月の第２週の水曜日かその前後 
を毎年大会開催日とすることを決定し理事会に諮ることにしました。 
 

その他 
ａ安全祈願祭 

２０２０年１月７日（火）から１０日（金）までの間に実施する事を決 
め、開催場所等はすべて今年度並みとして、理事会に諮ることとしました。  

     
 

○理事会                        ２月２５日（月） 
  理事１３名、監事２名が出席し理事会を開催しました。 

恒例により林会長の議長就任後、定款に定める議事録署名人として渡辺監事を指名 
しました。 
次第により以下のとおり会議が行われました。 

《報告事項》 
①土木部会講演会   （２／１３）        
②工務委員会について （２／１５） 
③青年会役員会について（２／１８） 

  ④企画委員会について （２／２２） 
   事務局は講演会の出席状況や秋田市の今後の施設管理等について、また来年度の協 

会事業や予算について概要説明を行いました。特に④の企画委員会の協会ゴルフ大会 
の開催期日については、１０月第２週の水曜日（来年度は９日）に開催することを委 
員会で決め、その後、秋田ＣＣ及び、椿台ＣＣ何れも予約が出来なかったこと、実施 
日を１０日に変更し椿台ＣＣに確認したところ、７組のプレーと 7人のキャデイが予 
約できたこと、その経緯を報告しました。 
議長は質問・意見を求めたが発言者はなく了承しました。 

 
《議事》 

  第１号議案 社会貢献活動の寄贈について 
   事務局は企画委員会での寄贈先候補（大森山動物園又は共同墓地）選定の経緯を報 

告しました。 
議長は質問・意見を求めたところ、共同墓地への寄贈は時期尚早とする意見ととも 

に、大森山動物園が相応しいとの発言から協議した結果、議長は来年度の対象として 



     

大森山動物園に決定することに意見を求めたが発言者は無く、今後事務局が動物園に 
対し交渉を進めることを指示しました。 

 
第２号議案 協会通常総会・懇談会来賓者の確認について 
事務局は昨年度懇談会の来賓案内者のリストを提示し、今後の人事異動により人選 

変更が伴うこと、及び関連部署肩書き者を例年通り対象者としてきた事を説明しまし 
た。 
議長は質問・意見・追加案内について発言を求めたが質問等は無く、議長は例年通 

りの人選として来賓案内を行うよう事務局に対し指示をしました。 
 

第３号議案 仁井田浄水場更新計画等への対応について 
仁井田浄水場更新計画の経緯等について、事務局、議長及び山岡副会長が順次説明 

を行いました。説明の意図は、地元建設業者が元請として受注できることを望むもの 
で、その後協議した結果、秋田市長、秋田市議会議長、上下水道局事業管理者の三者 
に対し、「分離発注と地元業者のみによる受注となる発注要件」の要望を行うこととし 
ました。 
理事会終了後、協会三役に加藤俊介理事が加わり、要望書提出時期について協議し 

  た結果、議会中の建設委員会開催前日までに、上記三者に対し面談のうえ要望書を提 
示することとしました。 
 

《協会関係行事の日程等について》 
①建築部会役員会    平成３１年度事業計画(案)と予算(案)    ２／２７（水） 
②土木部会役員会          〃             ３／  ４（月） 
③イオン講演会     イオン外旭川開発計画            ３／１９（火） 
④運営委員会  平成３１年度事業計画(案)と予算(案)・会員権継承 ３／２０（水） 
⑤土木部会役員会   平成３０年度事業報告と決算について      ４／ ９（火） 
⑥建築部会役員会   平成３０年度事業報告と決算について    ４／９･１１･１２   
⑦協会 理事会     土木・建築部会総会資料 理事会承認      ４／１７（水）  
⑧土木部会定時総会 メトロポリタ秋ン秋田            ４／１８（木） 
⑨土木部会講演会    平成３１年度秋田市土木関連事業等         ４／１８（木） 
⑩建築部会定時総会 秋田ビューホテル             ４／２４（水）   
⑪建築部会講演会    平成３１年度秋田市建築関連事業等      ４／２４（水）  
⑫協会 講演会   秋田市工事検査室             ５／８～１０ 
⑬青年会定時総会   メトロポリタン秋田             ５／１４（火） 
⑭運営委員会     平成３０年度事業報告と決算・会員権継承    ５／１４（火）  
⑮協会通常総会    秋田キャッスルホテル            ６／  ４（火） 

   事務局は今後のスケジュールを固めるため今理事会終了後において、個別に各代表 
に対し打合せを求めました。 
 
次回理事会は３月２５日（月）三役会１０時・理事会１１時に決定し閉会しました。 

 
   理事会後、各部会等との調整により、土木部会、建築部会の各総会後の同日に「平 

成３１年度の秋田市の土木・建築予算に関する講演会」を開催する事、及び講師に対 
し来賓案内を行うことを確認しました。 
 また、３月三役会・理事会には４月の三役会・理事会開催日を４／１７とすること、 
関連する監査、役員会、工務・企画・運営委員会を４月理事会前に開催すること、更 
には秋田市工事検査室の工事検査に関する講演を５月１０日（金）を予定し依頼する 
ことを案件として諮問することとしました。 

 
   

 

 

 



     

２．部会・青年会等の活動                          

○青年会除雪ボランティア               ２月４日（月） 
秋田市ボランティアセンターからの要請に応え、河辺三内字下寺田の個人住宅に午 

   前９時半に会員１４名が集合し、住宅周囲の除雪作業を行いました。 
    今後も会員に働きかけて対応することとしております。 

 
 

○土木部会講演会                     ２月１３日（水） 
   今年度事業の一環として秋田市の施設維持管理計画について、会員やその社員２３ 

名が参加し、下記テーマによる講演会を開催しました。 
  テーマ  「秋田市公共施設の整備、維持管理計画等について」 

講師   ○「秋田市公共施設等総合管理計画について」 
総務部 公共施設管理室長   菅生 琢  様 

○「道路・橋梁等について」 
建設部道路維持課主席主査   斎藤慎一  様 

         ○「公園施設等について 
建設部公園課長        保坂正誠  様 

○「下水道施設等について」 
上下水道局下水道整備課参事 関谷浩昭  様  

 
 
○建築部会関連   

秋田市建築関連団体連絡協議会要望書提出  ２月１４日・１５日（金） 
秋田市長、市立秋田総合病院理事長、市議会議長及び建設委員長に対して、「独立 

行政法人市立秋田総合病院改築工事」の発注を控え、秋田市建築関連団体連絡協議会 
林会長ほか三役は個別訪問し要望書を提出致しました。 
 要望文は以下のとおり。 

 

平成３１年２月１５日 
地方独立行政法人 市立秋田総合病院 
 理事長 小松眞史 様 
 
                                      秋田市建築関連団体連絡協議会

会 長  林   明 夫 
（秋田市建設業協会長） 

 
副会長  加 藤 俊 介 
（建設業協会建築部会長） 

                                               
副会長  本 多 秀  文 
(管工事業協同組合理事長) 
 

副会長  松 澤 國 彦 
（秋田県電業協会副会長） 



     

「地方独立行政法人 市立秋田総合病院改築工事」 
発注にあたっての要望について 

 
 貴病院のますますのご発展を心よりお慶び申し上げます。 
 日頃より当協議会に対しまして、格別のご指導ご協力を賜り厚くお礼申し
上げます。 
 私ども協議会会員は市民の安全・安心・雇用の確保及び社会インフラの整
備や災害時の応急・復旧工事など、建設業の役割を果たし地域に根差す企業
として、常にその信頼に応えたいと考えております。 
しかしながら、現在地元建設業界は長期にわたる建設投資縮減による不況

のなか、若手入職者の減少や高齢化の進行などの課題を抱え、更には働き方
改革による職場環境への改善が求められ、会社経営においては一段と厳しさ
が増しております。 
つきましては、標記工事発注を地元建設業者の受注機会の好機と捉えてお

りますので、同工事の発注要件を決める際には、秋田市が従来から採用し地
元経済への波及効果が大きく、多数の地元建設業者の参入が叶う「分離発注
方式」をご採用頂きたく、下記により要望させて頂きますのでどうぞよろし
くお願い申し上げます。 

 
記 

 

 

要望事項 
 １．分離発注の要望。 

秋田市が従来から採用する建築、機械、電気など、業種単位での共同 
  企業体による発注方式の採用と、更には、地元建設業者の受注機会が増 

えることを目的として、医療棟（１３階建て）、医療支援棟（４階建て） 
及び解体・外構工事の３分離により発注して頂きますよう要望致します。 

 
２．医療支援棟（４階建て）の企業体構成への要望。 

   これまで地元建設業者には、医療支援棟と同規模程度の工事実績が多 
くありますので、同工事の企業体構成を決定する際には、企業体代表業 
者も含め、全て地元建設業者の構成による発注要件として頂きますよう 
要望致します。 

 
今後も地域を守る建設業として、秋田市発展に寄与して参りますので、よ

ろしくお願い致します。 
 
 
 
 



     

秋田市建築関連団体連絡協議会総会・懇談会      ２月２０日（水） 
標記協議会の平成３１年定時総会が秋田キャッスルホテルに於いて、会員４０名 

（代理含む、委任状３９名）が出席し行われました。 
総会は司会及び議長の持ち回りにより、今年は秋田市建設業協会建築部会が担当し 

林会長の挨拶後下記議案について審議致しました。 
    議案第１号平成３０年事業報告及び収支決算の承認について、阿部幹事長より総会 

資料に基づき説明が行われ、引き続き塩谷監事から監査報告がなされ、これを異議な 
く満場一致で承認しました。                                 

     また、議案第２号２０１９年事業計画（案）及び収支予算（案）については、阿部 
幹事長より総会資料に基づき説明がなされ、これを異議なく満場一致で承認しました。                   
総会は午後５時 1４分閉会し引き続き懇談会を開催しました。秋田市から来賓とし 

て出席を頂いた穂積市長ほか７名の市議会議員及び市幹部職員とともに、建設業界の 
現状や課題などについて意見交換を行いました。 

 

○青年会役員会                   ２月１８日（月） 
    加賀屋会長ほか６名が出席し役員会を開催しました。 

議案１の２０１９年度事業計画並びに予算については、ゴルフ大会、ビール大会、 
   ボーリング大会及び麻雀大会などを計画し、会員相互の親睦を図ることとしました。 

予算についてはこれまでの実績により編成することとしました。 
 また、総会については５月１４日午後５時半よりメトロポリタン秋田に於いて開催 
することとしました。 

 

○建築部会役員会                  ２月２７日（水） 
   加藤部会長ほか７名が出席し役員会を開催しました。 

 事務局は新年会と秋田市建築関連団体連絡協議会役員会の件及び定時総会について 
報告を行い、議長は意見、質問を求めたが発言者はありませんでした。 
次に議案１平成３１年度事業計画(案)・予算（案）について、事務局は資料により 

説明を行いました。議長の加藤部会長は、特に来年度実施を予定するオリンピック施 
設見学について、受け入れ先の問題をクリア出来次第、実現に向けて検討を行うこと 
としました。また、予算について事務局は、昨年度実績を説明しオリンピック視察研 
修の実施に向け、約３０万円程の経費を見込むことを説明しました。 

  議長は、同議案に対して意見・質問を求めたところ、新年会の経費を押さえ他の事 
業に予算を回す提案があったことから、協議した結果、新年会は他の会場も視野に入 
れ開催することとしました。 
議案２建築部会定時総会については、総会の日程を４月２４日（水）、総会５時、講 

演会（秋田市新年度事業及び工事検査室）は５時３０分、懇談時６時開会と決定し、 
監査日・役員会開催日は４月上旬に予定することとしました。 
 総会・懇談会会場は秋田ビューホテルの２室を予約し、来賓案内予定者は３０年度 
と同じ関係者に案内することを決め、昨年度欠席した住宅整備課及び教育委員会施設 
担当への案内も行うこととしました。 
議案３講演会並びに情報交換会の開催日は総会後の４月２４日同日に行い、「Ｈ３１ 

年度秋田市建築関連事業等について」と「秋田市工事検査について」をテーマとして 
今後調整を行うこととしました。 
その他では、「向浜のユナイテッド５００億円事業」に関連し、施設見学や同計画内 

  容に関する講演会を、相手先と調整を図り今年中の実施を目途に検討することにしま 
した。 


