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１．定例会議                          

○協会通常総会                      ６月４日（火） 

一般社団法人秋田市建設業協会の令和元年度通常総会（第３９回）が、６月４日（火） 

午後４時３０分から秋田キャッスルホテルにおいて、出席者４０名（他委任状１４名） 

の参加のもと開催されました。 

はじめに昨年度の総会以降に逝去されました会員各社の従業員や家族に対し、黙祷 

をもって哀悼の意を表し、続いて開会にあたり林明夫会長が挨拶を行いました。 

また、平成３０年度内に準会員から正会員になられた会員及び会員権継承者につい

て司会者が紹介いたしました。 

 次に議長の選出方法を諮ったところ事務局一任の声があり、事務局は運営委員長の 

石黒望氏を提案し満場一致で承認されました。議長席に着いた石黒氏は就任の挨拶を 

行い、下記の議案の審議に入りました。 

 

《議事の経過及び議案別議決の結果》 

   第１号議案 平成３０年度事業報告及び公益目的支出計画実施報告書の件 

    議長は第１号議案の事業報告､会員の消息及び公益目的支出計画実施報告書につ 

いて報告を求め事務局は説明を行いました。 

説明後議長は説明内容及び総会資料について意見を求めたが「なし」の声があり 

了承されました。 

 

第２号議案 平成３０年度財務諸表承認の件 

 議長は平成３０年度財務諸表の件について事務局に説明させた後、監査の結果報 

告を求めました。監事の渡辺憲介氏は一般社団法人秋田市建設業協会の業務及び財 

産について、また監事の佐々木茂美氏は公益目的支出計画実施報告書に関する監査 

についてそれぞれ報告を行いました。両監事とも監査の結果、適正であったことを 

報告しました。 

 議長は順次質問及び意見を求めたが発言者は無く「異議なし」の声があり、議案 

は満場一致をもって承認されました。 

 

第３号議案 会費規定別表の一部改正承認の件 

    議長は事務局に第３号議案の説明を求め、事務局は別表の改正部分及び改正理由 

について説明を行いました。その後議長は質問、意見を会員に求めたが、「異議な 

し」の声があり議案は満場一致をもって承認されました。 

  

   報告事項 令和元年度事業計画及び収支予算報告の件 

    議長は報告事項について説明を求め、事務局は事業計画及び収支予算の説明を行 

いました。議長は意見を求めたが「異議なし」の声があり了承されました。 

  

 議事が終了し、議長は議事進行への協力に感謝を申し上げ退任しました。 

 

《その他》 

   「その他」について発言はありませんでした。 



     

○企画委員会                     ６月１９日（水） 
委員長ほか１２名の委員が出席し委員長挨拶の後、令和元年度の企画委員会担当事 

業の実施内容について協議致しました。 
《公益目的支出計画対象事業(継続事業)》 

①社会貢献活動事業 公共福祉施設等寄贈事業について 
寄贈先 － 秋田市観光文化スポーツ部 大森山動物園  小松園長 
取 組 － 企画委員会承認（Ｈ３１・１・１８） 

 － 理事会承認  （Ｒ 元・５・２７） 
 － 大森山動物園訪問、寄贈受諾及び品目確認  

  寄贈品 － 丸太ベンチ（長さ 1800×座面高 360×座面 360φ/2）  
  数 量 － １０台 
  見積り － ２社（製作先の検討）  

伊藤工業株式会社（秋田市）・株式会社室岡林業（上越市） 

事務局はこれまでの経緯と二社からの見積り内容について説明しました。議長は 7 
月下旬から 8月上旬に寄贈先へ搬入予定であることを告げ質問・意見を求めたところ、 
丸太材の「ＡＡＣ加圧木材防腐処理」は絶対に必要とする意見が多く、同額かつ同仕 
様で会員の伊藤工業株式会社が引き受けてくれるのであれば依頼することとし、不可 
の場合は株式会社室岡林業に依頼する事に決定しました。                   
  

②地域振興に関する事業 
人材育成研修事業 

事務局は昨年度の例として「働き方改革の講演会」について説明した後、議長は今 
年度の対応に意見を求めたが発言者は無く、議長は最近多い高齢者の交通事故問題に 
関連する講演会開催を提案しました。その後、講演内容や講演時間等について協議し 
たところ下記のとおり決定しました。 

記 
 
     １．講演会開催日： ７／３１（水）又は８／１（木）理事会で決定。 

２．講演テーマ ： ①秋田県免許センター 交通安全課 ３０分～４５分 
テーマ「高齢者の交通事故と免許返納」 

②秋田市所要時間 ２０分 

・市環境部 廃棄物対策課 
産廃電子マニフェストに関する講演 

・秋田市産業振興部 企業立地雇用課 
  添付資料３項目に関する講演 

３．会場・会費 ： 会場は優先１番がメトロポリタン又はキャッスルホテル 

会費は昨年度並み。 
４．来賓・時間 ： 講師及び講師の関係者対象。時間は昨年並み。 

 
《その他会計 共益事業》 
ａ．福利厚生事業 
①意見交換会（生ビール会）  

上記講演会に示す通り。 
 

②ゴルフ大会（協会、土木部会、建築部会協賛） 
開催日 － １０／１０（木）、８時２１分スタート 



     

場所 － 秋田椿台ＣＣ、７組、キャディ付（予約完了） 

事務局は説明を行い昨年度並み（参加賞・会費等）の計画とし、詳細は小南副委員 
長と田村委員を幹事に任命し今後詳細について検討する事としました。 

    
ｂ. その他 

 令和元年度安全祈願祭 
事務局は昨年度の予約状況や時期について説明した後、委員会は祈願祭を今年度も 

開催することを決め、開催日（１／９～１／１７）、神主及び会場については理事会で 
決めて頂くよう委員長から指示がありました。 
 
《その他》  
事務局は発言を求めましたがありませんでした。 

 
 
○工務委員会                     ６月２０日（木） 

委員長ほか５名の委員が出席し委員長挨拶の後、令和元年度の工務委員会担当事業 
の実施内容について協議致しました。 
《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 
 ａ. 人材育成研修事業 
   ①労働災害に関する連絡会議 

○令和元年度 
労働災害防止に関する秋田地区建設工事関係者連絡協議会  

   ７／１８ 秋田市文化会館第６会議室 午後２時 ～ ３時３０分 
   監督指導結果、労働災害発生状況、安全衛生対策等について 

協議会 － 秋田地域振興局、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、 
井川町、大潟村及び建設業協会等の建設関係者 

事務局は今年度の実施概要について説明を行い協議した結果、事務局が出席するこ
ととしました。  

 
②建設技術研修会 
研修会（建設工事現場視察） 
○令和元年度 

土木  市道 川尻新屋線新川橋架替工事（継続 昨年度未実施） 
建築  令和元年度 秋田市発注建築工事           

事務局は昨年予定した土木・建築の視察が未実施となった経緯を説明しました。そ 

の後協議を行ったところ今年度の視察に関しては、秋田市発注の土木・建築工事で当 
会員が関わる工事かつ両工事の進捗状況を考慮して同日に実施する事としました。 

 
③講演会 

       講演会要請（秋田市） 
・秋田市環境部 廃棄物対策課 産廃電子マニフェスト 
・秋田市産業振興部 企業立地雇用課 

ｱ 秋田市資格取得助成事業 － 資格取得者に費用の一部助成 
   ｲ 秋田市アンダー４０正社員化促進事業（非正規雇用者から） 
   ｳ 秋田市なでしこ環境整備補助金 － 女性の職場環境の改善 



     

事務局は秋田市から今年度要請があった上記項目について説明を行い、また昨日の 

企画委員会での抱き合わせ案（同日開催・講演会主催は工務委員会・意見交換会主催 
は企画委員会担当）を説明しました。 
協議した結果、これを了とし、開催日など詳細については三役会及び理事会で決め 

て頂く事にしました。 
 

④測量技術研修会 
○令和元度 
秋田市建設技術協会測量技術研修会 

事務局はこれまでの経緯や昨年度の総合優勝について説明を行いました。 
議長は意見・質問を求めたが発言者は無く、今年度も総合優勝を目指し取組むこと 

としました。 
     

ｂ.安全推進事業 
①建設工事現場安全パトロール 
○令和年度 

事務局はこれまで秋田労働基準監督署及び工事検査室からの照会文書を待って対応 
してきたことを説明しました。 
議長は意見・質問を求めたが発言者は無く今年度も例年通り対応することとしまし 

た。 
 

《その他会計 共益事業》 
ａ.その他 

①道路除排雪に関する安全確保事業（土木部会と共催） 
○令和年度 

昨冬 － 昨冬の反省 秋田市建設部道路維持課ゆき対策担当課長       
今冬 － 今冬の秋田市の取組み等について 

事務局は前回の当委員会に於いて、反省と対応の観点で年２回の開催を望む意見が 
あったことを報告し協議した結果、議長は年２回を実現するため、事務局から秋田市 
に対し要望するよう指示をしました。 

  
《その他》  

事務局は発言を求めましたがありませんでした。 
 
 
○運営委員会                     ６月２０日（木） 

委員長ほか８名の委員が出席し委員長挨拶の後、会員からの申請による「会員権継 
承」について協議致しました。 
《議事》 

    第１号議案 会員権継承について                   
       株式会社 加賀屋組 
        代表者の変更 
         旧代表者 加 賀 屋 賢 二 
         新代表者 加 賀 屋   篤 （代表取締役社長） 

事務局は申請内容について説明し定款１２条及び会員権継承審査基準に基づき審査 

した結果、適合することを報告しました。 



     

その後、議長は質問・意見を求めたが発言者は無く、運営委員会として同議案を満

場一致で承認し、６月２４日の理事会に諮問することとしました。 

《その他》  
事務局は発言を求めましたがありませんでした。 

 
 
○理事会                       ６月２４日（月） 

   理事１０名、監事１名、会長特命参与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、議事録署名人として伊藤監事、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協会通常総会（６／４） 

②企画委員会（６／１９） 
③工務委員会（６／２０） 
④運営委員会（６／２０） 
事務局は①～④について報告を行いました。以後議長は意見・質問を求めたが発言 

者は無く理事会はこれを了承しました。 
 

《議事》 
第１号議案 会員権継承願について 

          株式会社 加賀屋組 
       代表者の変更 
       旧代表者  加 賀 屋 賢 二 
       新代表者  加 賀 屋   篤 （代表取締役社長） 

事務局は運営委員会に諮問した結果、承認されたことを報告しました。 
議長は申請内容を事務局に説明させ、質問・意見を求めたが発言者は無く承認し 

ました。 
 

第２号議案 社会貢献活動事業の寄贈品について 
 事務局は、予算（￥５００，０００円）、寄贈先（秋田市観光文化スポーツ部大森 
山動物園  小松園長）、寄贈品丸太ベンチ（約長さ 1800×座面高 360×座面 360φ/2） 
数量１０台等、これまでの経緯と企画委員会での協議（防腐処理）に基づき伊藤工 
業社長と打合せた結果、ベンチ発注は、株式会社 室岡林業（新潟県上越市下荒浜 
393-1、予定額￥４９９，５００円）に決定したことを報告しました。 
議長は室岡林業を発注先とすることに対し質問・意見を求めたが、発言者は無く 

満場一致で承認しました。 
  

第３号議案 雑誌のスポンサーについて（協会のＰＲ） 
       秋田市立新屋図書館 館長 平山義尚（前 秋田市建設部長） 

    事務局は内容を説明した結果、理事会として雑誌のスポンサーになることを承認
しました。 
また、対象図書館を新屋図書館とし、図書は「週刊文春・スポンサー料２０，０ 

００円／年」に決定しました。 
尚、ブックカバー表裏のＰＲについては事務局が作成することとしました。 

 



     

第４号議案 講演会と意見交換会の実施日について 

         企画委員会・工務委員会協議済み 
○講演会（工務委員会）午後４時開宴 ７０分間 
①秋田市環境部 廃棄物対策課 
 テーマ 「産廃電子マニフェスト」 
②秋田市産業振興部 企業立地雇用課 
 テーマ 
「秋田市資格取得助成事業 － 資格取得者に費用の一部助成」 

     「秋田市アンダー４０正社員化促進事業（非正規雇用者から）」 
     「秋田市なでしこ環境整備補助金 － 女性の職場環境の改善」 

       ③秋田県警 秋田県免許センター 交通企画課 森川係長 
        テーマ 「高齢者の交通事故と免許返納実態等について」 
      

∴協議項目 
      ○意見交換会（企画委員会）午後５時２０分 ～  
      ○開催日 ： ７／３１（水）又は ８／１(木) 

○会場  ： 第一希望 メトロ   第二希望 キャッスル 
○会費  ： ５，０００円／人 

      ○対象  ： 会員 
      ○来賓  ： 講師対象 

事務局は会場、開催日、講演内容、開催時間及び意見交換会実施内容等につ 
いて理事会に説明したところ、開催日のみ８／２（金）に変更決定し、その他 
は両委員会案通り行うことを決定しました。  

 
《その他 関係行事等の連絡》 

役員ゴルフ大会の開催日（７／３）、会場（秋田ＣＣ）、参加者数（役員１０人＋ 
１人参加）について事務局は報告しました。 
また、山岡副会長は春の叙勲として旭日双光章を受賞した県法人会連合会副会長 

であり当協会長でもある林会長に対して、お祝い金２０万円の報奨金を送る提案を 
したところ、理事会としてこれを承認しました。       

 
 

 次回の開催日を、７月２９日（月）、三役会午前１０時、理事会１１時に開催す 
ることを決め、午前１１時３９分閉会しました。  

 


