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１．定例会議
○企画委員会

２月９日（火）

委員長他６名が出席し、企画委員会を開催しました。
議案について、項目ごとに、事務局がこれまでの実績報告をした後審議した結果、
以下のとおり決定し、理事会に報告して承認を得ることとしました。
【議案】 令和３年度事業計画について
協議目的 令和３年度事業における企画委員会担当事業の計画立案について
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
イ 公共福祉施設等寄贈事業
事務局は、協会三役会において、秋田市保健所を対象に、コロナ対策に役
立つものを寄贈してはどうかといった提案があったことを説明しました。
次に、保健所に打診した結果、寄贈は有難く受けるが、物品の検討に時間
がほしいとする回答があったことを報告し、寄贈について審議をお願いしま
した。
議長は、質問・意見を求めたところ、三役会の提案に即して計画したらど
うかとの意見が出され、協議の結果、相手先は秋田市保健所とし、できる限
り意向に沿えるように寄贈することとしました。
②

地域振興に関する事業
ロ 人材育成・研修事業
事務局は、令和２年度の研修会をコロナ禍のため延期したことを報告し、
来年度に同研修会を実施することについて提案しました。
議長は、質問・意見を求めたところ、働き方改革の一環として、現場担当
者の書類整理等の事務を軽減したいため、オンラインを活用した事務処理に
関する研修を行ってもらいたいとの提案があり、協議の結果、今年度延期し
た研修に加えて実施する予定としました。
開催時期については、コロナ禍の状況を見て検討することとしました。
令和３年度事業
⇒ 研修会
・異常気象への現場対応「防災気象情報とその活用」
（令和２年度研修）
・働き方改革の推進「オンラインを活用した現場監督業務の効率化」
（新規提案）

その他（共益事業）
③ その他の会計
イ 研修・講習・講演会事業
事務局は、視察研修がここ数年実施されていないこと、及び今年度もコロ
ナ禍のため見送ったことを説明し、来年度の計画について検討をお願いしま
した。
議長は、質問・意見を求めたところ、来年度の研修視察は無理とする意見

や、反対に、県内であれば状況によってできるのではないかといった意見が
出され、協議の結果、予算は例年に倣って計上し、場所は未定として、今後
の状況を見て実施するしないについて決めることとしました。
ロ

福利厚生事業
ａ 情報交換会（生ビール会等）
事務局は、今年度、②ロの研修会後に行う予定であった情報交換会（生
ビール会等）を延期したことを説明し、来年度の計画について検討をお願
いしました。
協議の結果、生ビール会等については、情勢を見極めながら研修会と組
み合わせて行うこととしました。
ｂ

ゴルフ大会（協会、土木部会、建築部会共催）
事務局は、今年度の実績を報告し、来年度の計画について検討をお願い
しました。
協議の結果、開催日を令和３年１０月５日（火）～８日（金）
（第１候補
は１０月５日）、場所は秋田椿台ＣＣ、６組、キャディー６人、午前９時前
後スタートとして仮予約をすることとしました。

ハ

その他
ａ 安全祈願祭
事務局は、今年度の安全祈願祭を中止して、協会役員が、太平山三吉神
社に参拝をしたことを報告したうえで、来年度（令和４年１月）は、例年
に倣って安全祈願祭を実施する計画としてよろしいか伺いました。
協議の結果、安全祈願祭を例年どおり行う計画とし、実施日については、
後日、協会会長と相談することとしました。

議長は、すべての議事を終了し、午前１１時５５分に閉会しました。

○工務委員会

２月１７日（水）

委員長他７名が出席し、工務委員会を開催しました。
議案について、項目ごとに、事務局がこれまでの実績報告をした後審議した結果、
以下のとおり決定し、理事会に報告して承認を得ることとしました。
【議案】 令和３年度事業計画について
協議目的 令和３年度事業における工務委員会担当事業の計画立案について
公益目的支出計画対象事業（継続事業）
② 地域振興に関する事業
ロ 人材育成・研修事業
ａ 測量技術研修会
○Ｒ３年度事業
⇒ 事務局は、令和３年度測量技術研修会への対応について検討をお願
いしました。
協議の結果、事業計画に組込んだうえで、秋田市建設技術協会から
の要綱を待って、例年どおり参加することとしました。

ｂ 建設技術研修会
講演会開催について
○Ｒ３年度事業（企画委員会と共同開催も検討）
⇒ 事務局は、企画委員会と合同開催としていた今年度の研修会をコロ
ナ禍のため延期したことを報告し、来年度に同研修会を実施すること
について提案しました。
議長は、質問・意見を求めたところ、事務局案のとおり実施する計
画としてよいのではないかとの意見があり、協議の結果、今年度延期
した研修を実施することとし、今後新しいテーマが出てきた場合は、
新年度の委員会で検討することとしました。
令和３年度事業
⇒ 研修会
・働き方改革の推進「建設キャリアアップシステム」
（令和２年度研修）
ｃ 安全管理研修会
○Ｒ３年度
⇒ 事務局は、労働災害に関する連絡会議に例年どおり参加することと
してよろしいか伺いました。
協議の結果、例年どおりの参加として事業計画に組込み、開催案内
を待って対応することとしました。
ｄ 建設現場視察研修会
○Ｒ３年度（土木、建築現場同時研修（市発注工事、協会員受注））
⇒ 事務局は、今年度の実績を報告し、視察対象の候補や開催時期につ
いて提案をお願いしました。
協議の結果、視察は実施することとし、今月２４日開催の土木部会
での検討結果も参考にして、新年度の委員会まで候補を挙げることと
しました。
また、開催時期については、９月、１０月が望ましいとしました。
ニ

安全推進事業
ａ 建設工事現場安全パトロール
○Ｒ３年度
⇒ 事務局は、今年度の安全パトロールは、コロナ禍のため中止となっ
たことを報告し、秋田労働基準監督署及び秋田市工事検査室からの案
内を待って対応することでよろしいか伺いました。
協議の結果、事業に組込んでおいて、例年どおり対応することとし
ました。

その他の会計
③ その他の会計
ハ その他
ａ 道路除排雪に関する安全確保事業

○Ｒ３年度
⇒ 事務局は、道路維持課ゆき対策担当との意見交換会（土木部会役員
合同で対応）について、例年７月と１０月の年２回実施していること
を説明し、来年度も同じ対応でよろしいか伺いました。
議長から、会議は例年どおりとし、これとは別に、除雪終了時期に
意見を出して、会議に先立って市に提出する方法も考えてみてはどう
かとの提案があり、土木部会に工務委員会での検討結果を報告したう
えで調整することとしました。
議長は、すべての議事を終了し、午前１１時３０分に閉会しました。

○理事会

２月２２日（月）

理事１５名、監事２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、議事録署名人の指名にあたって、定款に定める議事録署名人と
して珍田監事、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ばっけの会 監査・役員会（１／２５） 協会２階役員室 出席者７名
②秋田市建築関連団体連絡協議会 監査・役員会（１／２８）
協会２階会議室 出席者１５名
（建築部会７名、管工事業４名、電業協会４名）
③建築部会新年会（１／２８）⇒中止
④企画委員会（２／９）
⑤建築部会役員会（２／１６）
⑥工務委員会（２／１７）
⑦ばっけの会定時総会（２／１９）秋田キャッスルホテル 出席者２１名
事務局は、上記７項目について概要を報告しました。
議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、理事会はこれを了承しました。
≪議事≫
議案１

令和３年度 秋田市建設業協会通常総会の来賓者について
総会開催日：令和３年５月２７日（木）
場
所：秋田キャッスルホテル 矢留の間
時
間：総会 １６：３０、懇談会 １７：３０

資料１

事務局は、協会通常総会の予定を伝え、当日の来賓について、資料により説
明し、今年度予定していた役職と同じ役職に案内をすることとしてよろしいか
伺いました。
また、開催にあたっては、コロナ禍の状況に応じて日中に行うことも検討す
るなど、柔軟に対応していく考えであることを説明しました。
議長は質問・意見を求めたが発言者はなく、理事会は議案１を承認しました。

議案２ 社会貢献活動（公共福祉施設等寄贈事業）について
○三役会（１／２５）の案
対象：秋田市保健所
寄贈：できる限り意向に沿えるよう保健所と協議し好機に実施
予算：５０万円
○理事会（１／２５） ⇒ 企画委員会に早めに検討するよう指示
○企画委員会（２／９）⇒ 三役会の案に即して実施
○保健所の意向
・寄贈は、有難く受ける。年度明けが望ましい。
・寄贈してもらう物品としては、ワクチン接種（４月以降）会場に設置する
ための消毒薬等が考えられるが、検討に時間が欲しい。
事務局は、企画委員会での検討結果及び保健所の意向を報告しました。
また、保健所の意向にできるだけ沿って好機に寄贈できるように、あまり予
算にこだわらず調整することが望ましいとする三役会の協議結果を報告し、寄
贈に向けて、秋田市保健所と協議していくこととしてよろしいか諮問しました。
これに対し理事会は、三役会の考えに即して調整していくことを了承し、議
案２を承認しました。
議案３ 令和２年度予算の年度末における見通しについて

資料２

事務局は、令和２年度予算の年度末における見通しについて、資料に基づい
て概要を説明し、会館の老朽化に伴う大規模な改修に備えて、次年度繰越見通
し額の中から、施設整備等引当金に５００万円を繰入れることについて諮問し
ました。
議長は、将来的に会館を維持していくため、施設整備等引当金への繰入が必
要となることを補足したうえで質問・意見を求め、協議の結果、理事会は、年
度末における予算の見通し及び施設整備等引当金への繰入を承認しました。
議案４ 秋田市に提出した要望書への回答について

資料３

事務局は、要望の要点と秋田市からの回答の概要を説明し、継続要望への回
答については、昨年度から大きく変わった点はないことを報告しました。
議長は、回答に進展が見られなかったことから、切り口を変えて要望する必
要があるとしたうえで質問・意見を求めたところ、理事会は議長の考えに同意
し、次年度は、様々な観点から思案して要望することとしました。
≪その他≫
(1)協会関係行事の日程等
①土木部会役員会（２／２４（水））
②青年会役員会（２／２５（木））
③秋田市建築関連団体連絡協議会定時総会
（３／２（火）秋田キャッスルホテル）
④運営委員会（３／２４（水））
事務局は、上記４項目の予定について説明しました。
議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、理事会はこれを了承しました。

※ 次回の理事会を令和３年３月２９日（月）とし、三役会を午前１０時００分、理
事会を午前１１時００分に開催することとしました。
議長は、すべての議事を終了し、新年度予算案件が提出される次回理事会への多数
の出席を求めたうえで、午前１１時３５分に閉会しました。

２．部会・青年会等の活動
○建築部会役員会

２月１６日（火）

部会長他９名が出席し、次第により以下のとおり会議が行われました。
≪事業報告≫
①秋田市建築関連団体連絡協議会監査・役員会（１／２８）
建築部会７名 管工事業４名 電業協会４名
議案１ 令和３年定時総会について
⇒ 定時総会 ３／２（火） 秋田キャッスルホテル
総
会 午前１１時００分
市長祝辞 午前１１時３０分
議案２ 役員の変更について
②建築部会新年会（１／２８） ⇒ 中止
事務局は、上記２項目の概要を説明し、議長は、質問・意見を求めたが、発言
者はなく了承されました。
≪議題≫
議案１ 令和３年度事業計画（案）・予算（案）について

資料

事務局は、今年度のこれまでにおける事業実績を報告した後、資料により、
令和３年度事業（案）及び予算（案）について、例年に倣った事業計画のもと
予算を編成していることを説明し、実施にあたっては、その時のコロナ禍の状
況を見ながら進めていくこととしてよろしいか伺いました。
また、合同ゴルフ大会が、今月９日（火）の企画委員会において、１０月５
日（火）、秋田椿台ＣＣ、９時３分スタート、６組の予定で開催することが決
まったことを報告しました。
議長が、質問・意見を求めたところ、新築視察研修会について意見が交わさ
れ、協議の結果、１０月頃に、市立秋田総合病院とあきた芸術劇場（令和２年
度に続き２回目）の２施設を候補として実施することとし、議案１を承認しま
した。
議案２ 令和３年度建築部会定時総会について
① 総会準備
⇒ 監査日・役員会開催日（事業報告と決算）
４月中旬予定
② 理事会承認
⇒ ４月理事会（４／２６（月））での事業報告・収支決
算、事業計画（案）・収支予算（案）の承認
③ 定時総会開催日 ⇒ 令和３年
月
日（
） 午後
時
分
※５月上旬（連休明け）予定

※協会通常総会の予定
５月２７日（木） キャッスルホテル
総 会 午後４時３０分
懇談会 午後５時３０分
④
⑤

総会開催会場
来賓案内予定者

⇒
⇒

※令和２年度来賓案内予定者（９名）
秋田市：上下水道事業管理者、建築課長、建築指導課長、住宅整備課長、
教育委員会総務課長
他団体：管工事業協同組合理事長、電業協会会長、
協 会：建設業協会会長及び土木部会長
事務局は、令和元年度及び今年度の総会について状況を報告し、来年度の建
築部会定時総会について、４月２６日（月）の理事会から、協会通常総会の予
定日である５月２７日（木）の間に実施することで検討をお願いしました。
協議の結果、定時総会を５月２０日（木）の開催とし、場所は秋田キャッス
ルホテル、総会を午後５時から、懇談会を午後５時３０分に行うこととしまし
た。
また、来賓者については、今年度と同じ９名に案内をする予定とし、コロナ
禍の状況に応じて適宜対応することとしました。

議案３

講演会並びに情報交換会の開催について
テーマ「令和３年度 秋田市建築関連事業等について」
令和３年
月
日（
）
※定時総会と同時開催の検討
講 演 会 午後
時
分～
情報交換会 午後
時
分～
会
場

事務局は、上記テーマの講演会について、定時総会と同時開催にするか、切
り離して開催するかについて検討をお願いしました。
議長が質問・意見を求めたところ、できるだけ早めに発注情報を把握するこ
とが必要であり、定時総会と同日では遅いため、時期等について、秋田市の担
当課に問い合わせをしてはどうかとの意見がだされ、協議の結果、基本的に定
時総会とは切り離し、開催時期について、秋田市の担当課と調整することとし
ました。
議長は、すべての議事を終了し、午前１１時４５分に閉会しました。

○土木部会役員会

２月２４日（水）

部会長他８名が出席し、次第により以下のとおり会議が行われました。
≪事業報告≫
①土木部会新年会（１／２１） ⇒ 中止
上記報告について、役員会は了承しました。

≪議題≫
議案１ 令和３年度事業計画（案）・予算（案）について

資料

事務局は、今年度のこれまでにおける事業実績を報告した後、資料により、
令和３年度事業計画（案）及び予算（案）について、例年に倣った事業計画と
して予算を編成していることを説明し、実施にあたっては、その時のコロナ禍
の状況を見ながら進めていくこととしてよろしいか伺いました。
また、合同ゴルフ大会が、今月９日の企画委員会において、１０月５日（火）、
秋田椿台ＣＣ、９時０３分スタート、６組の予定で開催することが決まったこ
とを報告しました。
議長は、質問・意見を求め、協議の結果、例年どおり事業を行う計画とし、
コロナ禍の状況に応じて適宜対応することとして、議案 1 を承認しました。
議案２ 令和３年度土木部会定時総会について
① 総会準備
⇒ 監査日・役員会開催日（事業報告と決算）
４月中旬予定
② 理事会承認
⇒ ４月理事会（４／２６（月））での事業報告・収支決
算、事業計画（案）・収支予算（案）の承認
③ 定時総会開催日 ⇒ 令和３年
月
日（
） 午後
時
分
※４月下旬～５月上旬（連休明け）予定
※協会通常総会の予定
５月２７日（木） キャッスルホテル
総 会 午後４時３０分
懇談会 午後５時３０分
④ 総会開催会場
⇒
⑤ 来賓案内予定者 ⇒
※令和元年度来賓案内者
秋田市：上下水道局副理事、建設部次長、都市整備部次長、
産業振興部次長
協 会：林会長、加藤建築部会長

※建築部会定時総会

５／２０（木）

総 会 午後５時００分
懇談会 午後５時３０分
於：秋田キャッスルホテル

事務局は、令和元年度及び今年度の総会について状況を報告し、来年度の土
木部会定時総会について、４月２６日（月）の理事会から、協会通常総会の予
定日である５月２７日（木）の間に実施することで検討をお願いしました。
協議の結果、５月１０日の週に、ホテルメトロポリタン秋田を会場として開
催することとし、同ホテルに空き状況を問い合わせて日程を決めることとしま
した。
また、例年どおりの形で開催する計画とし、来賓の出席が見込めない場合は、
新年会に案内するなど、コロナ禍の状況に応じて適宜対応することとしました。

⇒

議案３

問合せ後、部会長に報告し、次のとおり開催することに決定しました。
日 時 令和３年５月１４日（金） 総 会 午後４時３０分
懇談会 午後５時３０分
場 所 ホテルメトロポリタン秋田
来 賓 令和元年度案内者に同じ
講演会並びに情報交換会の開催について
テーマ「令和３年度 秋田市土木関連事業等について」
令和３年
月
日（
） ※定時総会と同時開催の検討
講 演 会 午後
時
分～
情報交換会 午後
時
分～
会
場

※建築部会講演会

⇒

・定時総会と切り離して実施予定（早めに情報を入手
するため）
・開催時期について、秋田市担当課と調整

事務局は、上記テーマの講演会について、定時総会と同時開催とするか、切
り離して開催するかについて検討をお願いしました。
議長は、質問・意見を求め、協議の結果、定時総会とは切り離し、秋田市担
当部局と調整してタイミングよく開催することとしました。
また、除雪に関する意見交換会について、例年、市側の計画が出来上がって
から行われるため形骸化していることから、方法を変えてはどうかとの意見が
出され、３月初めに、工務委員会と合同で、土木部会員を対象に、今冬の除雪
に関する課題・意見等についてアンケート調査を実施し、同月中旬に、結果を
道路維持課ゆき対策担当に提出したうえで、１回目の意見交換会を早期に実施
してもらうよう申し入れることとしました。
議長は、すべての議事を終了し、午前１１時３５分に閉会しました。

○青年会役員会

２月２５日（木）

会長他９名が出席し、次第により以下のとおり会議が行われました。
≪議題≫
１ 令和３年度予算について
小中学生現場見学会を実施する計画とし、予算を了承しました。
また、研修視察については、コロナ禍の状況を見ながら適宜対応することと
しました。
２

令和３年度定時総会について
定時総会を５月２５日（火）午後６時から、秋田ビューホテルにおいて開催
することとしました。

