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１．定例会議                          

○企画委員会                      ２月８日（火）  

委員長ほか５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４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 

事務局は、今年度の実績を報告し、来年度の事業について検討をお願いし 

ました。 

議長が意見を求めたところ、①小・中・高を対象に、コロナ対策として検 

      査キット等の用品を寄贈、②ワクチン接種費用への寄付、③公立美大を対象 

とした寄贈等が候補に挙げられました。 

協議の結果、現段階では寄贈先等を限定しないで、対象を秋田市、寄贈品 

      はコロナ感染症拡大防止のための用品、予算は例年に倣って５０万円とする 

ことで理事会に報告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 

○ Ｒ４年度事業 ⇒ 講演会、研修会、視察等 

（工務委員会と共同開催も検討） 

事務局は、令和２年度及び３年度に企画した講演会等の事業が、コロナ禍 

のため見送られていることから、これらの中から選択して実施してはどうか 

検討をお願いしました。 

議長が質問・意見を求めたところ、建設現場は気象と密接な関係にあるこ 

      とや、コロナウイルス感染症対策に関する知識を深める必要であるのではな 

いかといった意見が出され、来年度は、①異常気象への現場対応と②コロナ 

ウイルス感染症対策に関する二つをテーマとして講演会を開催する計画とし 

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 

○ Ｒ４年度事業    

事務局は、当該事業として視察研修を主なものとしていること、及び例年 

旅費・交通費として９０万円を予算化していること等を説明し、来年度事業 

の検討をお願いしました。 

協議の結果、コロナ禍の状況に十分注意したうえで、次のとおり実施する 

      計画としました。 

 



     

視 察 実 施 時 期  令和４年９月 

視察地・対象施設  北海道白老郡白老町若草町２丁目３−１ 

ウポポイ 国立アイヌ民族博物館ほか 

予      算  １００万円（旅費・交通費等） 

 

ロ 福利厚生事業 

ａ 情報交換会（生ビール会等） 

○ Ｒ４年度事業 ⇒ ②ロの研修会との組合せも検討 

事務局は、情報交換会について、例年、②ロの研修事業と組み合わせて 

行っていることを説明し、来年度の検討をお願いしました。 

議長が質問・意見を求めたところ、計画している講演会と組み合わせて 

行うのがよいとの意見が多く、協議の結果、意見のとおり７月頃を目途に 

実施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） 

○ Ｒ４年度事業  

事務局は、今年度の実績を報告し、来年度の検討をお願いしました。 

協議の結果、１０／５（水）、秋田椿台ＣＣにおいて行うこととし、懇談 

会を別会場で実施することとしました。 

 

ハ その他 

ａ 安全祈願祭 

○ 令和４年度事業  

事務局は、今年度の実績を報告し、来年度計画の検討をお願いしました。 

協議の結果、候補日を１／１２（木）友引とし、今年度に倣って祭事及 

び懇談会を実施する計画としました。 

 

議長は、すべての議事を終了し、午前１１時５０分に閉会しました。 

 

○工務委員会                     ２月１５日（火）  

委員長ほか９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４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 

○Ｒ４年度事業  

事務局は、令和４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、秋田市建設技術協会からの要綱を待って、参加を前提に調 

       整を図ることとしました。 

 

ｂ 建設技術研修会 

講演会開催について 

○Ｒ４年度事業（企画委員会と共同開催も検討）   

事務局は、ここ２年、コロナ禍のため講演会を中止していること、及び 

本年２月８日に開催した企画委員会での検討結果を報告し、来年度の検討 

をお願いしました。 

議長は、質問・意見を求めたところ、コロナウイルス感染症対策につい 

て、現場の安全管理面で欠かせないため知識を深める必要があるとの意見 

があり、このことをテーマに企画委員会と合同で講演会を開催することと 

しました。 

 

ｃ 安全管理研修会 

○Ｒ４年度  

事務局は、労働災害防止に関する連絡会議へ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、委員長と事務局の２名の参加として開催案内 

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 

○Ｒ４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、今年度の現場視察について、コロナ禍のため中止したことを 

報告し、来年度の視察について検討をお願いしました。 

協議の結果、新年度の委員会（６月頃）までに適切な現場を選定し、９ 

月、１０月を目途に実施する予定としました。 

 

ニ 安全推進事業 

ａ 建設工事現場安全パトロール 

○Ｒ４年度  

事務局は、今年度の安全パトロールが、コロナ禍のため、発注機関職員 

と秋田労働基準監督署職員のみによって実施されたことを報告し、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、事業に組込み、案内を待って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 



     

○Ｒ４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、今年度は、昨年度末に実施したアンケート調査結果を 

基にした会議の早期開催を申し込んだが、コロナ禍のため中止となったこ 

とを報告し、来年度の検討をお願いしました。  

議長から、今冬についても除排雪に関するアンケート調査を実施し、年 

度が替わる前に会議を開いていただくよう市に申入れしてはどうかとの意 

見があり、協議の結果、同意見のとおり会議開催に向けて準備を進めるこ 

ととしました。 

なお、７月と１０月の年２回の会議は、例年どおり行う予定としました。 

 

【その他】 

事務局は、次のとおり来年度事業の予定について報告しました。 

①協会通常総会 

５月２４日（火） 総会 午後４：００～、懇談会 午後５：３０～ 

於：秋田キャッスルホテル  

②協会、土木部会、建築部会合同ゴルフ大会 

１０月５日（水） 午前９：３１スタート 於：秋田椿台ＣＣ、 

 

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２８日（月）  

理事１５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。 

山岡副会長の議長就任後、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（１／２４） 

②秋田市建築関連団体連絡協議会 会長・副会長会議（１／２６） 

⇒ 定時総会を書面表決による開催に変更 

③土木部会新年会（１／２６ ホテルメトロポリタン秋田） ⇒ 中止 

④青年会役員会（２／３） 

⑤企画委員会（２／８） 

⑥ばっけの会 三役会（２／８） 

⇒ 定時総会を書面表決による開催に変更 

⑦工務委員会（２／１５） 

⑧土木部会 役員会（２／１６） 

⑨建築部会 役員会（２／２２） 

 

事務局は、①～⑨の会議が行われたことを順に報告し、④、⑤及び⑦～⑨につい 



     

ては、議案１において説明する旨を述べました。 

議長は、質問・意見を求めたところ、「なし」との声があり、報告事項について了 

承されました。 

 

《議事》 

議案１ 令和４年度事業計画（案）・予算（案）について（報告）    資料１ 

（委員会、部会、青年会） 

 

事務局は、資料１により、企画、工務の両委員会、土木、建築の両部会及び青年 

会の来年度事業計画（案）・予算（案）について説明しました。 

議長が、それぞれの委員長、部会長及び青年会長に対し、事務局説明に補足がな 

いか伺ったところ、企画委員長から、近年の気象状況やコロナ禍の状況に鑑みて講 

演会のテーマを選んだことと、視察研修旅行の検討に係る経緯等について説明があ 

りました。 

次に、工務委員長から、今冬の除排雪に関するアンケート調査について、課題や 

意見・要望等を集約して、早期に秋田市当局に提出し意見交換会に反映させたいと 

する趣旨説明がされました。 

また、土木部会長からは、来年度の秋田市土木関連事業等に関する講演会につい 

ては、新規事業や浸水対策に関する当局の方針や具体的な取組について、情報を収 

集することをメインに開催する考えであることが補足されました。 

次に、建築部会長からは、視察研修旅行を６月２３日（木）、２４（金）に実施す 

る予定であることが報告されました。 

最後に、青年会長から、会員の年齢制限を５０歳から５５歳に引き上げるため、 

規約を改正する案について、来月の理事会に諮る予定であることが述べられました。 

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、議案について了承されました。 

 

議案２ 社会貢献活動事業（公共福祉施設等寄贈事業）について    資料２ 

 

事務局は、資料２により、寄贈事業に関する企画委員会での検討結果を報告する 

とともに、具体的なことに関して、理事会の意見を伺いたいとする同委員会の意向 

を説明しました。 

これに対し、理事会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための用品とする 

ことに賛成し、具体的なことは、新体制での検討に委ねることとしました。 

 

議案３ 令和４年度 秋田市建設業協会通常総会の来賓者について   資料３ 

日時 令和４年５月２４日（火） 通常総会 午後４時００分 

懇 談 会 午後５時３０分 

場所 秋田キャッスルホテル（矢留の間） 

 

事務局は、資料３により、来年度の通常総会懇談会への来賓案内者案について説 

明し、検討をお願いしました。 



     

協議の結果、理事会は、案のとおり案内することを承認しました。 

 

議案４ 令和３年度建設工事に関する入札制度等についての改善要望（回答） 

      について                         資料４ 

 

事務局は、資料４により、秋田市からの回答の概要を説明し、全体的に前向きな 

回答ではあるが、ほとんどが「検討する」といった内容となっており、前年度に比 

べて大きく進展した点が見受けられないことを報告しました。 

理事会は、回答の内容からして、来年度の改善は見込めないであろうとの見解を 

示したうえで、今後の要望については、新体制による検討に委ねることとしました。 

 

《その他》 

(1)協会関係行事の日程等 

①秋田市建築関連団体連絡協議会定時総会・懇談会 

（２／２８ 秋田キャッスルホテル）⇒ 書面表決 

    ②ばっけの会定時総会・懇談会（３／４ 志田屋）   ⇒ 書面表決 

③運営委員会（３／２３） 

 

事務局は、協会関係行事の日程等に関して説明し、理事会は、これを了承しまし 

た。 

 

※ 次回の理事会を３月２８日（月）とし、三役会を午前１０時００分から、理事会 

を午前１１時００分から開催することとしました。 

 

議長は、すべての議事を終え午前１１時５０分に閉会しました。 

 

 

２．部会・青年会等の活動                          

○青年会役員会                    ２月３日（木） 

会長ほか４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４年度事業並びに予算について 

今年度実施した小・中学生を対象にした建設現場視察会が好評だったことから、 

来年度も継続して実施することとしました。 

また、９月頃を目途に、会員向けの視察研修を行う予定としました。 

 

２ 令和４年度定時総会について 

令和４年度定時総会は、５月２７日（金）に開催する予定としました。 

 



     

○土木部会役員会                  ２月１６日（水） 

部会長ほか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（１／２６） ⇒ 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４年度事業計画（案）・予算（案）について        資料 

 

事務局は、今年度事業の実施概要を報告した後、資料により、前回役員会（Ｒ 

３／１１／１９）で提案された令和４年度事業計画（案）、及びこれに基づく予算 

（案）について説明し、内容の検討をお願いしました。 

また、企画委員会（Ｒ４／２／８）において、合同ゴルフ大会が１０月５日（水）、 

秋田椿台ＣＣ、９時３１分スタート、６組の予定で開催することが決定し、予約 

済であることを報告しました。 

協議の結果、定時総会を５月３０日（月）とし、総会終了後に、令和４年度秋 

田市土木関連事業に関する講演会及び懇談会を実施することとしました。 

また、１１月末から１２月初めに忘年会を行う予定とし、２回目の講演会及び 

例会の企画については、新役員の検討に委ねることとしました。 

議長は、全体を通して質問・意見を求めたが、異議なしとして、議案１につい 

て承認しました。 

 

議案２ 令和４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（４／２５（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４年  月  日（  ） 午後  時  分 

※協会通常総会以降に開催 

協会通常総会の予定  

Ｒ４／５／２４（火） キャッスルホテル 

総 会 午後４時００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 ⇒ 

 

事務局は、議案１において、来年度の土木部会定時総会開催日が５月３０日に 

決定したことから、総会準備のための役員会及び総会開催時間、場所等について 



     

検討をお願いしました。 

協議の結果、定時総会準備のため、４月１８日（月）又は１９日（火）に役員 

会を開催することとしました。 

定時総会については、午後４時３０分、講演会を午後５時００分、懇談会を午 

後５時３０分から行う予定とし、会場をホテルメトロポリタン秋田としました。 

また、令和元年度に倣って、秋田市関係部局の職員に講師をお願いし、懇談会 

に来賓として招くこととしました。 

 

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４年度 秋田市土木関連事業等について」 

※定時総会と同時開催 

（令和３年度は、定時総会と切り離して開催（４／２１）） 

令和４年  月  日（  ）  

講演会 午後  時  分～   

懇談会 午後  時  分～ 

会 場 

 

議案１及び議案２の検討結果のとおり開催することに決定しました。 

 

議長は、すべての議事を終え、午前１１時３５分に閉会しました。 

 

○建築部会役員会                  ２月２２日（火） 

部会長ほか１１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》 

①三役会（１２／２２） 令和４年度事業 視察研修旅行の検討 

②秋田市建築関連団体連絡協議会監査・役員会（１／１３） 

建築部会５名 管工事業６名 電業協会５名 

議案１ 令和４年定時総会について 

⇒ 定時総会 ２／２８（月） 秋田キャッスルホテル 

総 会 午後４時３０分 

懇談会 午後５時３０分 

議案２ 懇談会来賓案内先について 

③建築部会新年会（１／２１） ⇒ 中止 

④秋田市建築関連団体連絡協議会 会長・副会長会議（１／２６） 

   令和４年定時総会について ⇒ 書面表決による開催 

 

  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４年度事業計画（案）・予算（案）について        資料 



     

 

事務局は、今年度事業の実施概要を報告した後、資料により、前回役員会（Ｒ 

３／１１／１１）で提案された令和４年度事業計画（案）について説明するとと 

もに、企画委員会（Ｒ４／２／８）において、合同ゴルフ大会が１０月５日（水）、 

秋田椿台ＣＣ、９時３１分スタート、６組の予定で開催することが決定し、予約 

済であることを報告しました。 

また、長谷川幹事長から視察研修旅行の案について説明があり、協議の結果、 

案１により、６月２３日、２４日の一泊二日で行う予定としました。 

次に、事務局は予算（案）について説明し、事業計画（案）と併せて内容の検 

討をお願いしました。 

議長は質問・意見を求めたところ「異議なし」の声があり、協議の結果、案の 

とおり実施することとして議案１を承認しました。 

 

議案２ 令和４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（４／２５（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４年  月  日（  ） 午後  時  分  

※協会通常総会以降に開催 

協会通常総会  

Ｒ４／５／２４（火） 秋田キャッスルホテル 

総 会 午後４：００ 

懇談会 午後５：３０ 

※土木部会定時総会  

Ｒ４／５／３０（月） ホテルメトロポリタン秋田 

総 会 午後４：００ 

講演会 午後５：００（Ｒ４秋田市土木関連事業について） 

懇談会 午後５：３０ 

※青年会定時総会 

Ｒ４／５／２７（金）  

④ 総会開催会場  ⇒ 

⑤ 来賓案内予定者 ⇒ 

 

事務局は、来年度が協会役員改選の年に当たっているため、定時総会の開催が 

協会通常総会以降になること、及び土木部会と青年会の定時総会の予定について 

説明し、日程等について検討をお願いしました。 

協議の結果、建築部会定時総会は、６月７日（火）、総会を午後５時から、懇談 

会を午後５時３０分から開催することとし、会場を秋田キャッスルホテルとしま 

した。 

次に、事務局は、懇談会への来賓予定者の検討をお願いしました。 



     

協議の結果、秋田市からの来賓は、上下水道局次長又は副理事、工事検査室長、 

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の計６名とし、他 

は２年度に倣うこととしました。 

 

議案３ 講演会並びに情報交換会の開催について 

テーマ「令和４年度 秋田市建築関連事業等について」 

※定時総会と切り離して開催（懇談会あり） 

令和４年  月  日（  ）   

講演会 午後  時  分～ 

懇談会 午後  時  分～ 

会 場 

 

事務局は、上記テーマの講演会の開催について検討をお願いしました。 

協議の結果、４月２０日（火）午後５時００分から講演会を、午後５時３０分か 

ら懇談会を行うこととし、会場をホテルメトロポリタン秋田としました。 

また、懇談会に当日の講師を来賓として招くこととしました。 

 

議長は、すべての審議を終え、午前１１時５０分に閉会しました。 

 

 


