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１．定例会議                          

○企画委員会                     ６月１４日（月）  

委員長ほか７名が出席し、委員長あいさつ、議長選出及び議事録署名人の選任の後、 

以下のとおり議事が進められました。 

 

議案 令和３年度事業計画について 

≪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 

 寄 贈 先 秋田市保健所 

寄 贈 品 ４０型タッチディスプレイ、自動体外式除細動器、ＡＩ翻訳機、 

自動消毒器スタンドセット 

金  額 ７１６，６５０円 

目録贈呈 ６／１７（木）午後３時３０分（市長面談） 

 

事務局は、社会貢献活動事業の公共福祉施設等寄贈事業について、企画委員 

会及び理事会におけるこれまでの検討内容を説明し、寄贈先、寄贈品目、発注 

金額等について決定したことを報告しました。 

また、今月１７日（木）に、協会三役と企画委員長が秋田市長と面談して、 

物品を寄贈する予定であることを説明しました。 

議長は、説明に対して質問・意見を求めたが発言者はなく、公共福祉施設等 

寄贈事業は承認されました。 

 

② 地域振興に関する事業 

ロ 人材育成・研修事業 

講演会、研修会、視察等（工務委員会と共同開催も検討） 

テーマ ・異常気象への現場対応「防災気象情報とその活用」 

・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」       

 

事務局は、人材育成・研修事業について、コロナ禍のため、昨年度実施でき 

なかった講演・研修会を今年度に延期して実施する予定としていることを説明 

し、検討をお願いしました。 

議長は、質問・意見を求めたところ、予定しているテーマとは別に、学生の 

就労支援に関する企画を組んで、建設業のイメージアップにつなげる事業を展 

開してはどうかとの提案がありました。 

協議の結果、今年度は、昨年度実施できなかったテーマに関して講演・研修 

会を実施し、提案された事業については、今後の実施に向けて検討を図ってい 

くこととしました。 

 



     

≪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、その他会計の研修・講習・講演会事業については、主に視察研修 

を実施していることを説明し、今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、ワクチン接種が進んできており、秋口 

に向けて計画を組んでおいた方がよいとする一方で、今年度は様子を見るべき 

といった意見も出され、協議の結果、今年度の視察研修は実施しないこととし 

ました。 

 

ロ 福利厚生事業 

ａ 情報交換会（生ビール会等） 

 ②ロの研修会との組合せも検討 

 

情報交換会について、現時点では、講演・研修会と併せて行う予定とし、 

その時の状況に応じて対応することとしました。 

 

ｂ ゴルフ大会（協会、土木部会、建築部会共催） 

＜ゴルフ＞ 

日程 １０／５（火）  

場所 秋田椿台ＣＣ（予約完了） 

＜表彰式、懇談会＞ 

日程 １０／５（火） 午後５時３０分 

場所 未定 

 

事務局は、ゴルフ大会が上記日程で行われる予定であることを報告し、表 

彰式・懇談会について検討をお願いしました。 

協議の結果、現時点では実施する予定とし、その時の状況に応じて対応す 

ることとしました。 

 

ハ その他 

ａ 安全祈願祭 

 

事務局は、例年、安全祈願祭を１月中旬に行っていることを説明し、日程 

について検討をお願いしました。 

協議の結果、例年どおり実施する予定とし、日程は、会長に相談して決定 

することとしました。    

 

 

 



     

 ○工務委員会                     ６月２２日（火）  
委員長ほか７名が出席し、委員長あいさつ、議長選出及び議事録署名人の選任の後、 

以下のとおり議事が進められました。 

 

議案 令和３年度事業計画について 

≪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 

 秋田市建設技術協会測量技術研修会の要綱による（例年１０月開催） 

 

事務局は、測量技術研修会について、これまでの検討結果を報告し、主催 

者の要綱に従って、参加に向けて進める予定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、予定どおり要綱を待って研 

修会に参加することとしました。 

 

ｂ 建設技術研修会 

 講演会、研修会等（企画委員会と共同開催も検討）   

テーマ 働き方改革の推進「建設キャリアアップシステム」 

 

事務局は、コロナ禍のため、昨年度実施できなかった講演会について、今 

年度、同じテーマで、企画委員会と合同で実施する予定であることを説明し、 

開催について検討をお願いしました。 

協議の結果、講演会を同じテーマで開催することとし、その時期について 

は、コロナ禍の状況等を考慮しながら決定することとしました。 

 

ｃ 安全管理研修会 

 労働災害防止の秋田地区建設工事関係者連絡会議 

開催予定日 ７／２１（水）  

出席予定者 工務委員長、事務局 

 

事務局は、毎年、労働基準監督署主催による労働災害防止の秋田地区建設 

工事関係者連絡会議に、工務委員長と事務局が出席していることを報告し、 

今年度も、７月２１日に開催される会議に出席する予定であることを説明し 

ました。 

また、同会議において、現場におけるコロナウイルス感染症や熱中症対策 

への取組について、協議が行われることから、協会会員にアンケート調査を 

実施し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、了承されました。 

 

 



     

ｄ 建設現場視察研修会 

 

事務局は、建設現場視察研修会について、土木部会及び建築部会の結果を 

報告し、検討をお願いしました。 

協議の結果、土木工事については、現時点で候補となる現場が見当たらな 

いため、場合によっては、建築部会にお願いして、建築工事の現場を合同で 

視察することとしました。 

 

ニ 安全推進事業 

ａ 建設工事現場安全パトロール 

 秋田労働基準監督署及び秋田市工事検査室からの依頼に基づいて対応 

 

事務局は、建設工事現場安全パトロールについて、７月２１日の建設工事 

関係者連絡会議の議題となっていることを説明し、実施の場合は、秋田市か 

ら対象となる現場について指定されるため、協力をお願いしました。 

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。 

 

≪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 

 道路維持課ゆき対策担当との意見交換会（２回／年 土木部会役員合同）  

 

事務局は、５月開催予定の意見交換会が事情により中止になったことを説 

明し、今後の動きについて検討をお願いしました。 

協議の結果、同会議が、例年７月と１０月の年２回開催されることから、 

７月の会議において、意見・要望等を道路除排雪基本計画に反映してもらう 

よう求めることとしました。 

 

○運営委員会                     ６月２４日（木）  
委員長ほか６名が出席し、委員長あいさつ、議長選出及び議事録署名人の選任の後、 

以下のとおり議事が進められました。 

≪報告事項≫ 

①運営委員会（４／２３） 

   ・会員権継承 ⇒ 承認 

（会員権継承者） 

株式会社 トクミツ建築企画 徳 光 慎太郎 氏 

・準会員入会 ⇒ 入会審査基準を一部改正（緩和）し、理事会に諮問 

（準会員入会申込者） 

株式会社 松美造園建設工業 佐 藤 正 義 氏 

 



     

②理事会（４／２６）  

・会員権継承、準会員入会審査基準の一部改正及び同会員入会を承認 

事務局は、会員権継承及び準会員入会について、運営委員会及び理事会を経て承 

認され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、了承されました。 

 

≪議事≫ 

議案 正会員入会について                     

・準会員２社から正会員入会申込書提出 

  山建開発株式会社 代表取締役 山 内 智 博 氏 

             （令和３年５月１０日申込） 

 

  明和ハウス工業株式会社 代表取締役 打 矢 富 雄 氏 

（令和３年５月２５日申込） 

 

事務局は、正会員の入会について、山建開発㈱と明和ハウス工業㈱の２社から申 

込書が提出されていることを報告しました。 

次に、それぞれの正会員入会調書の内容について説明し、審議をお願いしました。 

審議の結果、両社とも、長年準会員として協会に貢献しており信用もあることか 

ら、正会員入会に「問題なし」として承認し、理事会に諮問することとしました。 

 

○入札制度の検討等特別委員会             ６月２５日（金）  

委員長ほか１２名が出席し、委員長あいさつ、議長選出及び議事録署名人の選任の 

後、以下のとおり議事が進められました。 

 

≪議事≫ 

議案１ 「令和３年度 秋田市発注の建設工事に関する入札制度等についての 

改善要望」について                     

  

事務局は、今年度の「秋田市発注の建設工事に関する入札制度等について」の改 

善要望について、土木、建築両部会役員会において、令和２年度と同じ流れで行う 

としたことを報告した後、委員会の進め方について検討をお願いしました。 

委員長から、昨年度は、契約課への事前説明から要望書提出までの期間が短く、 

事務レベルでの打合せができなかったことから、本委員会開催の前に、案の段階で 

契約課に事前説明を行い、調整（修正）を行ったうえで要望書を提出したらどうか 

との提案があり、協議の結果、委員会はこれを了承し、提案のとおり進めることと 

しました。 

 

議案２ 秋田市発注建設工事の工事検査に関する改善要望について   

 

事務局は、４月の建築部会の講演会後、議案に関することが話題になったことを 



     

述べ、工事検査を受検する立場から要望書を提出するためにアンケート調査を行っ 

たことを報告した後、資料により要望内容について説明しました。 

議長は、質問・意見を求めたところ、要望内容の妥当性について検証すべきとの 
意見が出され、このことに基づいて検討した結果、内容等については妥当であると 
されました。 

次に、事務局は、今月２８日（月）の理事会で承認を得た後、秋田市工事検査室 

に打診して提出する予定であることを述べ、承認されました。 

また、提出にあたっては、委員長と事務局の２名が出席することとしました。 

 

○理事会                       ６月２８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、加 

賀屋監事を指名した後、以下のとおり議事が進められました。 

 

≪報告事項≫ 

①企画委員会（６／１４） 

②土木部会役員会（６／１５） 

③建築部会役員会（６／１６）  

④社会貢献活動・寄贈事業（６／１７） 

⑤工務委員会（６／２２） 

⑥運営委員会（６／２４） 

⑦入札制度の検討等特別委員会（６／２５） 

 

事務局は、①～③及び⑤に関して、今年度事業の具体化や担当者の選任について、 

協議が行われたことを報告しました。次に④に関して、協会三役と企画委員長が秋 

田市長と面談し、４０型ディスプレイほか３点、総額約７２万円相当を寄贈したこ 

とを報告しました。また、⑥に関して、本日の議題１の正会員入会について審議さ 

れ、２社の申込みを承認したことを報告しました。⑦に関しては、本日の議題２の 

工事検査に関する要望について審議され、結果、要望内容を妥当とし、委員長と事 

務局が総務部長と面談して、要望書を提出する予定であ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、上記７項目について了 

承しました。 

 

≪議事≫ 

議案１ 正会員入会について                    

・準会員２社から正会員入会申込書提出 

・運営委員会（６／２４）において承認  

 

山建開発株式会社 代表取締役 山 内 智 博 氏 

             （令和３年５月１０日申込） 

 



     

  明和ハウス工業株式会社 代表取締役 打 矢 富 雄 氏 

（令和３年５月２５日申込） 

 

事務局は、正会員の入会について、山建開発㈱と明和ハウス工業㈱の２社から申 

込書が提出されていることを報告し、それぞれの会社概要について説明しました。 

次に、運営委員会において、両社ともこれまで準会員として所属し会社の信用も 

あることから、「問題なし」として申込みを受け入れ、理事会に諮問することに決定 

したことを報告し、審議をお願いしました。 

議長は、運営委員長に補足を求めたところ、事務局の説明に相違なく、全会一致 

で「問題なし」としたことが説明されました。 

これを受け、議長は、質問・意見を求めたが「なし」の声があり、両社の正会員 

入会について承認されました。 

 

議案２ 秋田市発注建設工事の工事検査に関する改善要望について   

 

事務局は、４月の建築部会の講演会後に、議案に関することが話題になったこと 

を述べ、工事検査を受検する立場から要望書を提出するためにアンケート調査を行 

ったことを報告し、資料により要望内容について説明しました。 

次に、今月２５日の入札制度の検討等特別委員会において、要望内容について妥 

当とされ、提出にあたっては、同委員会委員長と事務局が出席する予定であること 

を説明し、審議をお願いしました。 

理事会は、要望内容、提出先及び協会出席者について審議した結果、妥当である 

として要望書の提出を承認しました。 

 

議案３ 青年会事業「建設業を体感しよう！」について 

 

青年会会長から、８月に、小学生高学年を対象にした「建設現場見学」及び「建 

設機械体験」について、秋田市教育委員会から後援を得て実施する予定であること 

が説明されました。 

議長は、秋田市の後援を得て行う事業でもあり、協会から支援することを提案し 

たうえで質問・意見を求めたところ、同意する旨の意見があり、全会一致で事業に 

支援することとしました。 

 

≪その他≫ 

(1) 協会関係行事の日程等 

①役員ゴルフ大会  ７／７（水） 

秋田カントリークラブ（午前９時１７分スタート） 

表彰式・懇談会：午後６時００分 「藤の家」 

②協会安全祈願祭 Ｒ４／１／１１（火） 祭 事 午後５時００分 

懇談会 午後５時３０分 

ＡＮＡクラウンプラザホテル秋田（現：秋田ホテル） 



     

神官 太平山三吉神社  

③建築部会新年会 Ｒ４／１／２１（金） 午後５時３０分 濱乃家 

④土木部会新年会 Ｒ４／１／２６（水） 午後５時３０分 

ホテルメトロポリタン秋田 

 

事務局は、行事予定を説明し、①の懇談会の開催の可否について検討をお願いし 

ました。 

このことについて、議長から、コロナ菌によるクラスターが発生している状況で 

あるため、中止にしたいとの意見が出され、検討の結果、懇談会は中止とし、表彰 

式をクラブハウスで執り行うこととしました。 

 

※ 次回の理事会  

令和３年７月２６日（月）、三役会を１０：００、理事会を１１：００に開催するこ 

とに決定し、午前１１時３５分に閉会しました。 

 

 

２．行事報告                          

○社会貢献活動（秋田市保健所への寄贈）        ６月１７日（木）  
協会三役と企画委員長が市長 

と面談し、新型コロナウイルス 

感染症の収束に寄与すべく、秋 

田市保健所における拡大防止対 

策業務に役立てていただくため、 

以下の物品を寄贈しました。 

市長からは、日々、職員が対 

策業務に専念している状況下、 

さらに業務を円滑に推進できる 

機材の寄贈を受けたことは、た 

いへんありがたく、一刻も早い 

収束のために役立てていきたい 

として、お礼の言葉をいただき 

ました。 

≪寄贈物品≫ 

①４０型タッチディスプレイＢＩＧＰＡＤ（フロアスタンド付き） １台 

②自動体外式除細動器                     １台 

③ＡＩ翻訳機                         １台 

④センサー式自動消毒器スタンドセット             １台 

 

 

 

 



     

３．部会・青年会等の活動                          

○青年会役員会                     ６月４日（金）  

会長ほか４名が出席し、令和３年度事業について検討が行われ、担い手育成事業と 

して、８月に、小学校高学年を対象にした「建設現場見学」と「建設機械体験」につ 

いて、秋田市教育委員会の後援を得て実施する予定としました。 

 

○土木部会役員会                   ６月１５日（火）  

部会長ほか７名が出席し、部会長あいさつ、議長選出及び議事録署名人の選任の後、 

以下のとおり議事が進められました。 

 

≪報告事項≫ 

・土木部会定時総会（５／１４） 出席者 ２２名（他委任状１３名） 

 

≪議事≫ 

議案１ 令和３年度事業について 

(1) 定時総会 ⇒ ５／１４ 終了 

 

議長は、定時総会における全議案が満場一致で了承され、無事終了したこと 

を報告しました。（事務局からの説明は省略） 

 

(2) 役員会 ⇒ 適宜（年度事業の企画・立案等） 

・秋田市発注土木工事現場視察 

 

事務局は、建築部会の現場視察の予定を説明し、土木工事現場視察について 

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、現時点で候補となる現場が見当た 

らないため、もう少し期間をおいて検討することとしました。 

 

(3) 講演会 ⇒ 年２回 

１回目 ４／２１ 「令和３年度秋田市土木関連事業等について」 

 

議長から、新年会に合わせて、仁井田浄水場の整備に関する講演会を開催し 

てはどうかとの提案があり、了承されました。 

また、講師には、仁井田浄水場建設室長を招く予定としました。 

 

(4) 新年会 

開催予定 １月中旬 

場  所 ホテルメトロポリタン秋田 

来  賓 秋田市－上下水道事業管理者、建設部長 

協 会－会長、建築部会長 



     

事務局は、今年度の新年会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、開催を１月中旬、会場をホテルメ 

トロポリタン秋田とし、同ホテルに空き状況を問い合わせたうえで、日程を決 

定することとしました。 

 

(5) 例会 ⇒ 年１回 

 

(6) 会員交流会  

・協会、土木部会、建築部会合同ゴルフ大会 

１０／５（火） 秋田椿台ＣＣ 午前９時０３分スタート 

６組、キャディー６人  （予約完了） 

 

事務局は、当日の表彰式・懇談会について検討をお願いしました。 

協議の結果、懇談会については、お盆過ぎにコロナ禍の様子を見て検討する 

こととしました。 

 

議案２ 「秋田市発注の建設工事に関する入札制度等についての改善要望」に 

ついて 

(1) 土木部会案の作成方針、進め方等 

(2) 部会員会議（全体） 開催予定 ９月中旬 

 

事務局は、今年度の要望提出にあたり、その進め方等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、昨年度と同じくアンケート調査を 

行い、部会員会議に諮って内容を決定することとしました。 

 

○建築部会役員会                   ６月１６日（水）  
部会長ほか１０名が出席し、部会長あいさつ、議長選出及び議事録署名人の選任の 

後、以下のとおり議事が進められました。 

 
≪報告事項≫ 

・建築部会定時総会（５／２０） 出席者 ２３名（他委任状６名） 

 

≪議事≫ 

議案１ 令和３年度事業について 

(1) 定時総会 ⇒ ５／２０ 終了 

(2) 役員会 ⇒ 随時（年度事業の企画・立案等） 

(3) 例会 ⇒ 適宜 

①技術講習会（実施済み） 

４／１３ 講演会 「令和３年度秋田市建築関連事業等について」 

 



     

②新築施設視察研修 

１０月予定   候補 ＝ 市立秋田総合病院、あきた芸術劇場 

 

③秋田市住宅・建築物耐震改修促進協議会と合同事業 

主幹 秋田市建築指導課  ※ Ｒ２年度は活動中止 

 

④建築関連団体活動など 

・秋田市建築関連団体連絡協議会 

※Ｒ２年 １／２８ 役員会、３／２ 定時総会 

 

⑤その他情報収集等 

秋田市発注の建設工事に関する入札制度等についての改善要望 

⇒ 議案２ 

事務局は、(1)～(3)について説明した後、事業の具体化について検討をお願 

いしました。 

協議の結果、(3)②について、案のとおり進めることとし、視察後の懇談会は、 

開催しないこととしました。また、③について、秋田市からの案内を待って動 

くこととしました。 

次に、⑤について、仁井田浄水場の整備に関する実施方針が上半期に公表さ 

れることから、上下水道局の都合を伺って１０月頃を目途に、同整備に関する 

講演会を土木部会と合同で企画した方がよいとの意見が出され、土木部会長に 

諮ることとしました。 

また、外旭川地区開発構想に関して、地元建設企業が優先的に参入できる仕 

組みづくりがされたアイデアを選択してもらいたい旨の要望について、今後検 

討することとしました。 

 

(4) 新年会 

開催予定 １月中旬 

場  所 未定 

来  賓 秋田市－上下水道事業管理者、建築課長、工事検査室長、 

教育委員会総務課長 

協 会－会長、土木部会長 

 

事務局は、新年会の日程と場所について検討をお願いしました。 

協議の結果、１／２１（金）、１／２８（金）、１／２０（木）の順に候補日 

とし、場所は、濱乃家（大町）としました。 

 

(5) 会員交流会  

・協会、土木部会、建築部会合同ゴルフ大会 

１０／５（火） 秋田椿台ＣＣ 午前９時０３分スタート 

６組、キャディー６人  （予約完了） 



     

事務局は、合同ゴルフ大会について説明し、表彰式・懇談会について検討を 

お願いしました。 

協議の結果、表彰式・懇談会については、企画委員会、土木部会と一緒に検 

討することとしました。 

 

議案２ 「秋田市発注の建設工事に関する入札制度等についての改善要望」に 

ついて 

(1) 建築部会案の作成方針、進め方等 

(2) 部会員会議（全体） 

開催予定 ９月中旬 

 

事務局は、今年度の要望提出にあたり、その進め方等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、昨年度と同じくアンケート調査を 

行い、部会員会議に諮って内容を決定することとしました。 

 

 
 
 


