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１．定例会議                          
○協会監査                      ４月２２日（木）  

令和２年度に実施した事業及び会計について、長谷川会計理事同席のもと、佐々木

監事、珍田監事及び渡辺監事により監査が実施されました。 

事務局から概要説明後、公共目的支出計画実施報告書、会計諸帳簿及び証拠書類等

について審査が行われ、適切に処理されているとの監査結果でした。 

 

 

○運営委員会                     ４月２３日（火）  
小南委員長他７名が出席し、運営委員会を開催しました。 

委員長が議長に就き、議事録署名人に加藤副委員長を指名した後、次第により、以

下のとおり会議が行われました。 

 

≪報告事項≫ 

退会者 有限会社 ツルタ 代表取締役 鶴 田 定 昭 氏 

（令和３年３月３１日） 

 

事務局は、本年３月３１日付けで、有限会社ツルタ 代表取締役 鶴田定昭 氏 

から、退会の申入れがあったことを報告し、委員会は、これを了承しました。 

 

  ≪議事≫ 

議案１ 令和３年度通常総会について             総会資料 

通常総会 日時 令和３年５月２７日（木） 午後４時３０分 

（懇談会なし） 

場所 秋田キャッスルホテル 

 

第１号議案 令和２年度事業報告及び 

公益目的支出計画実施報告書の件 

第２号議案 令和２年度財務諸表承認の件 

第３号議案 令和３年度事業計画及び収支予算報告の件 

（R3.3.29 理事会承認済み） 

 

事務局は、通常総会の日程について述べた後、総会資料により、第１号議案が報 

告事項であること及びその内容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、委員会はこれを承認しました。 

次に、事務局は、第２号議案が承認事項であること及びその内容について説明し 

ました。 

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、委員会はこれを承認しました。 

次に、事務局は、第３号議案について、３月２９日の理事会で承認を得た内容と 

相違ないことを述べ、説明は省略しました。 

委員会は、内容を確認し、これを承認しました。 

以上、運営委員会は、総会資料について、原案のとおり理事会に諮問することと 

しました。 



     

議案２ 会員権継承について                   資料 

株式会社 トクミツ建築企画 

代表者の変更  旧代表者  徳 光 富 久 氏 

新代表者  徳 光 慎太郎 氏 

（会員権継承願：令和３年４月２０日） 

 

事務局は、資料により、会員権継承に係る届出の内容について説明し、審査基準 

に適合していることを報告しました。 

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、委員会は議案２について承認しま 

した。 

 

議案３ 会員（準会員）入会について               資料 

株式会社 松美造園建設工業 

代表取締役 佐 藤 正 義 

（準会員申込書：令和３年４月１５日） 

 

事務局は、資料により、準会員入会に係る申込みの内容について説明し、審査基 

準に適合していない部分があることを報告しました。 

協議では、新会員の入会は好ましいことであり、会員の拡大を図るため、これを 

機に、基準を緩和する方向で見直したらどうかとの提案があり、基準１－①、③及 

び④－イについて、改正したうえで同案を理事会に諮問し、準会員入会の承認を得 

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。 

 

 

○理事会                       ４月２６日（月） 
理事１１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、林会長が議長に就き、定款に定める議事録署名人として珍田監事、渡

辺監事を指名した後、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青年会監査・役員会（４／８） 

②建築部会講演会、監査・役員会（４／１３）  

③土木部会講演会、監査・役員会（４／２１） 

④協会監査（４／２２） 

⑤運営委員会（４／２３）  

 

事務局は、①～③及び⑤について報告し、④については、４月２１日に加賀屋監事 

から、４月２２日に長谷川会計理事同席のもと、佐々木監事（税理士）、珍田監事、渡 

辺監事の監査を受け、適正に処理されているとの結果であったことを説明しました。 

説明に関して、山岡土木部会長、加藤建築部会長及び伊藤青年会長からの補足はな 

く、質問・意見もなかったことから、理事会は、上記５項目について了承しました。 



     

≪議事≫ 

議案１ 通常総会議案の報告及び承認等について         総会資料 

   第１号議案 令和２年度事業報告及び 

公益目的支出計画実施報告書の件 

第２号議案 令和２年度財務諸表承認の件 

第３号議案 令和３年度事業計画及び収支予算報告の件 

 

事務局は、通常総会の日程について述べた後、総会資料により、第１号議案が報告 

事項であること及びその内容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、内容について承認しました。 

次に、事務局は、第２号議案が承認事項であること及びその内容について説明しま 

した。 

議長は質問・意見を求めたが発言者はなく、理事会は、内容について承認しました。 

次に、事務局は、第３号議案について、３月２９日の理事会で承認を得た内容と相 

違ないことを述べ、説明は省略しました。 

理事会は、内容を確認し、これを承認しました。 

以上、理事会は、総会資料について、原案のとおり通常総会に諮問することとしま 

した。 

 

議案２ 各部会定時総会における事業報告と収支決算の承認について 資料１ 

 

事務局は、資料について、今月開催された土木部会、建築部会及び青年会の各役員 

会において承認を得た内容と相違ないことを説明し、内容については省略しました。 

理事会は、資料を確認したうえで、議案２について承認しました。 

 

議案３ 会員権継承について                   資料２ 

株式会社 トクミツ建築企画 

代表者の変更 

旧代表者 代表取締役 徳 光 富 久  

新代表者 代表取締役 徳 光 慎太郎  

（会員権継承願：令和３年４月２０日） 

 

事務局は、資料により、会員権継承に係る届出の内容について説明し、審査基準に 

適合していることを報告しました。 

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、理事会は、議案３について承認しま 

した。 

 

議案４ ①会員（準会員）入会について              資料３ 

株式会社 松美造園建設工業 

代表取締役 佐 藤 正 義 

（準会員申込書：令和３年４月１５日） 

 

②準会員入会審査基準の一部改正について         資料４ 



     

 

事務局は、資料により、準会員入会に係る申込みの内容について説明し、審査基準 

に適合していない部分があることを報告しました。 

また、運営委員会では、新会員の入会は好ましいことであり、会員の拡大を図るた 

め、これを機に、基準を見直したらどうかとの提案があり、改正案を理事会に提出し、 

そのうえで、承認を受けることとしたことを報告しました。 

次に、審査基準新旧対照表（資料４）により改正内容を説明し、同基準に適合する 

ものとして、入会を承認してよろしいか諮問しました。 

協議の結果、理事会は、改正案並びに入会について承認しました。 

 

議案５ 役員ゴルフ大会について 

・開催の可否 ・開催日 ・会 場  

ゴルフ： 

懇談会（表彰式）： 

 

事務局は、今年度の役員ゴルフ大会について、三役会では、実施する方向で理事会 

に諮ることに決定したことを報告し、開催の可否について諮問しました。 

協議の結果、理事会は、役員ゴルフ大会を実施することとし、小南理事と珍田監事 

を大会幹事に選定し、次の予定で会場を予約しました。 

 

日程：令和３年７月７日（水） ３組 ９：００～９：３０のスタート 

場所：秋田カントリークラブ 

      （懇談会：１８：００～ 「藤の家」） 

 

議案６ 仁井田浄水場整備事業に係る要望書について        資料５ 

 

林会長から要望の趣旨等について説明があり、連休明けに市長と面談して要望書を 

提出したいとの考えが述べられました。 

協議では、プラント部分について、地元建設企業が、優先的に参入できる仕組みを 

作ってもらうことはたいへん重要であるとの意見が出され、要望内容を承認しました。 

なお、要望書提出にあたっては、今後、事務局が日程調整をすることとしました。 

 

≪協会関係行事の日程等≫ 

①三役会、理事会 ５／１０（月）（予定）   

②土木部会定時総会 ５／１４（金） ホテルメトロポリタン秋田 

総会：午後４時３０分、懇談会：なし  

③建築部会定時総会 ５／２０（木） 秋田キャッスルホテル 

総会：午後５時００分、懇談会：なし 

④青年会定時総会 ５／２５（火） 秋田ホテル（旧秋田ビューホテル） 

総会：午後６時００分、懇談会：６時３０分 

⑤協会通常総会 ５／２７（木） 秋田キャッスルホテル  

総会：午後４時３０分、懇談会：なし 

 



     

事務局は、①について、今回の理事会で議案が全て承認されたことから、開催は不 

要となったことを説明し、理事会はこれを了承しました。 

また、②～⑤について説明し、理事会は、これを了承しました。 

 

次回の理事会を５月３１日（月）三役会１０：００・理事会１１：００に開催する 

こととし、すべての議事を終了し、午前１１時５５分に閉会しました。 

 

 

２．部会・青年会等の活動                          
○青年会監査及び役員会                ４月８日（木）  

令和２年度財務諸表等の監査が行われ、適切に処理されているとの結果でした。 

その後、伊藤会長ほか６名の役員が出席して役員会を開催し、議案「令和２年度決 

算について」並びに「令和３年度総会について」の２件について審議し、原案のとお 

り総会に諮問することとしました。  

 

○建築部会講演会                  ４月１３日（火）  
「令和３年度 秋田市建築関連事業等について」をテーマに講演会を開催し、建築 

部会員２４名が参加しました。 

講演では、秋田市建設部建築課牧野課長、鈴木副参事並びに教育委員会総務課鈴木 

副参事から、それぞれ所管する事業に関して説明をいただきました。 

 

○建築部会監査及び役員会              ４月１３日（火）  
令和２年度財務諸表等の監査が、工藤監事、珍田監事により行われ、適切に処理さ 

れているとの結果でした。 

その後、加藤建築部会長ほか１０名の役員が出席して役員会を開催し、次第により、 

以下のとおり会議が行われました。 

 

≪事業報告≫ 

講演会（４／１３） 参加者２４名 

「令和３年度 秋田市建築関連事業等について」 

 

事務局は、本日午前中に講演会を開催したことを報告し、了承されました。 

 

≪議事≫ 

議案１ 定時総会について         

決定事項：建築部会定時総会 

日 時 令和３年５月２０日（木） 午後５時００分 

懇談会 午後５時３０分 

場 所 秋田キャッスルホテル 

①令和２年度事業報告及び収支決算について（監査 ４／１３） 

②総会資料確認 

③議長の選任 加藤建築部会長 

④議事録署名人の選任 役員以外の会員の指名 



     

 

事務局は、①の令和２年度収支決算について、前回の役員会（２／１６）以降、変 

動があった事項を中心に説明した後、監査により、適切に処理されているとの結果で 

あったことを報告しました。（事業報告は、前回役員会と内容が変わらないため省略） 

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、役員会は、①について承認しました。 

次に、事務局は、総会資料について確認を求めたところ、阿部幹事から、会員２９ 

名の内訳について質問があり、正会員２７名、準会員２名であることを説明しました。 

また、役員会は、現在の準会員を正会員に勧誘することとしました。 

他に質問・意見はなく、②について承認されました。 

③定時総会の議長は、これまでに倣って、加藤建築部会長が就任することとなりま 

した。 

④議事録署名人については、当日の出席者の中から議長が指名することとしました。 

他に質問・意見はなく、議案１は承認されました。 

 

議案２ 総会後の懇談会について 

①実施の可否について 

※令和２年度定時総会 ＝ 懇談会なし（出席会員に折詰配付） 

 

事務局は、懇談会について、協会通常総会では開催しないこと（３／２９理事会決 

定）、及び土木部会役員会（４／２１）においても、中止の方向で検討されることを報 

告し開催の可否について諮問しました。 

役員会は、協議の結果、コロナ禍の状況を考慮して、他の会に倣って懇談会は行わ 

ないこととしました。 

 

議長は、すべての議事を終了し、午後１時４０分に閉会しました。 

 

○土木部会講演会                  ４月２１日（水）  
「令和３年度 秋田市土木関連事業等について」をテーマに講演会を開催し、土木 

部会員２２名が参加しました。 

講演では、秋田市建設部楢岡次長、都市整備部後藤次長、産業振興部佐々木農地森 

林整備課長並びに上下水道局滝沢副理事から、それぞれ所管する事業に関して説明を 

いただきました。 

 

○土木部会監査及び役員会              ４月２１日（水）  
令和２年度財務諸表等の監査が、加賀屋監事、渡辺監事により行われ、適切に処理 

されているとの結果でした。 

その後、山岡土木部会長ほか７名の役員が出席して役員会を開催し、次第により、 

以下のとおり会議が行われました。 

 

≪事業報告≫ 

講演会「令和３年度 秋田市土木関連事業等について」  参加者２２名 

 

事務局は、本日午前中に講演会を開催したことを報告し、了承されました。 



     

 

≪議事≫ 

議案１ 定時総会について         

決定事項：土木部会定時総会 

日 時 令和３年５月１４日（金） 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 ３階 ジュエルＡ 

 

①令和２年度事業報告及び収支決算について（監査 ４／２１） 

②総会資料確認 

③議長の選任 山岡土木部会長 

④議事録署名人の選任 役員以外の会員の指名 

 

事務局は、令和２年度事業の主な会議・行事に関して報告しました。 

また、令和２年度収支決算について説明した後、監査では、適切に処理されている 

との結果であったことを報告しました。 

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、役員会は、①について承認しました。 

次に、事務局は、令和３年度事業計画及び収支予算について、２／２４日の役員会 

並びに３／２９の理事会で承認をいただいた内容と変わらないことを説明し、総会資 

料の確認を求めました。 

協議の結果、令和３年度事業のうち、忘年会を新年会に変更することとし、資料に 

ついて承認しました。 

③定時総会の議長は、これまでに倣って、山岡土木部会長が就任することとなりま 

した。 

④議事録署名人については、当日の出席者の中から議長が指名することとしました。 

他に、質問・意見はなく議案１は承認されました。 

 

議案２ 総会後の懇談会について 

①実施の可否について 

※令和２年度定時総会 ＝ 懇談会なし（出席会員に折詰配付） 

 

事務局は、懇談会について、協会通常総会では開催しないこと（３／２９理事会決 

定）、及び建築部会においても中止とされたこと（４／１３役員会決定）を報告し開催 

の可否について諮問しました。 

役員会は、協議の結果、コロナ禍の状況を考慮して、他の会に倣い懇談会は行わな 

いこととしました。 

 

議長は、すべての議事を終了し、午後１時００分に閉会しました。 

 

 


