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１．定例会議
○工務委員会

７月１２日（火）

本会議が、新しく委員が選任されて初めての開催であることから、長谷川会長より
出席委員１０名に対して委嘱状が交付されました。
次に、伊藤仁委員長の挨拶の後、議長選出及び議事録署名人の選任が行われ、以下
のとおり議事が進められました。
≪議事≫
議案１ 工務委員会の任務等について
・一般社団法人秋田市建設業協会工務委員会規程
事務局は、工務委員会規程第２条に基づき、任務について説明しました。
議長は、説明に対して質問・意見を求めたが発言者はなく、内容について
了承されました。
議案２ 令和４年度事業計画について
協議目的 令和４年度事業における工務委員会担当事業について、実施内容の具
体化と必要に応じて担当委員を決定する。
≪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 ⇒ 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）
（これまでの検討内容）
工務委員会（Ｒ４／２／１５）
⇒ 主催者からの要綱を待って、例年どおり参加することを前提
に調整
事務局は、測量技術研修会に関して、これまでの検討内容を報告し、秋
田市建設技術協会からの要綱を待って、参加する方向で進めることとして
よろしいか諮問しました。
議長は、質問・意見を求めたが異論はなく、主催者からの要綱に従い参
加することとしました。
担当には、橋本委員（㈱岡精組）を選出しました。
ｂ 建設技術研修会
◎Ｒ４年度事業 ⇒

講演会、研修会等
（企画委員会と共同開催も検討）

＜講演・研修会＞
（これまでの検討内容）
工務委員会（Ｒ４／２／１５）
⇒ 「現場におけるコロナウイルス感染症対策」をテーマに、
企画委員会と合同開催
※

企画委員会（Ｒ４／２／８）

テーマ・異常気象への現場対応「防災気象情報とその活用」
・現場におけるコロナウイルス感染症対策
事務局は、ここ２年余りコロナ禍のため講演会が見送られてきたことを
報告し、今年度の進め方等について検討をお願いしました。
協議の結果、今年度も同じテーマで講演会を実施することとし、担当に
鈴木委員（㈱鈴木建設）を選出しました。
ｃ 安全管理研修会
◎Ｒ４年度 ⇒ 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（木） 午後２：００
（労働基準監督署から開催通知）
出 席 者 工務委員長、事務局
※過年度実績
毎年７月中旬～下旬開催

秋田市文化会館

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説明
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報
告しました。
また、同会議において、ＩＣＴ技術を活用した建設工事の施工例につい
て協議が行われることから、６月に協会会員に対してアンケート調査を実
施したことを説明し寄せられた回答を紹介しました。
議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、会議の出席等に関して了
承されました。
ｄ 建設現場視察研修会
◎Ｒ４年度事業
秋田市発注の協会員受注工事を対象として視察研修
（これまでの検討内容）
工務委員会（Ｒ４／２／１５）
⇒ 新委員会で現場を選定し、９月、１０月頃を目途に実施
事務局は、現場視察研修会について、これまでの検討では候補となる現
場が見つかっていないことを説明し、秋田市発注の工事に限らず提案をお
願いしました。
協議の結果、現時点では適当な現場が見当たらないことから、今後も情
報を収集し検討を図ることとしました。
ニ

安全推進事業
ａ 建設工事現場安全パトロール
◎Ｒ４年度 ⇒ 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、現場安全パトロールについて、労働災害防止の秋田地区建設
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が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、担当に伊藤委員
（㈱佐原組）を選出しました。
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 ⇒ 道路維持課ゆき対策担当との意見交換会
（２回／年 土木部会役員会と合同で対応）
第１回予定：７／２７（水） 午後１：３０ 協会２階会議室
（これまでの検討内容）
工務委員会（Ｒ３／２／１５）
⇒ 道路除排雪に関する意見・要望等をアンケート調査し、秋田
市に提出。会議及び除排雪基本計画に反映。
３／１～１５ アンケート調査
４／１
調査結果を秋田市に提出
事務局は、今年度最初の意見交換会が、今月２７日（水）に行われるこ
とを報告し、同会議において、先に実施した除排雪に関するアンケート結
果への秋田市からの回答を題材に、対策に関して議論されることを説明し
ました。
協議の結果、意見交換会では、業者の率直な意見を基本計画に取り入れ
てもらうよう強く求めていくこととしました。

○企画委員会

７月１５日（金）

本会議が、新しく委員が選任されて初めての開催であることから、長谷川会長より
出席委員１１名に対して委嘱状が交付されました。
次に、伊藤満委員長の挨拶の後、議長選出及び議事録署名人の選任が行われ、以下
のとおり議事が進められました。
≪議事≫
議案１ 企画委員会の任務等について
・一般社団法人秋田市建設業協会企画委員会規程
事務局は、企画委員会規程第２条に基づき、任務について説明しました。
議長は、説明に対して質問・意見を求めたが発言者はなく、内容について
了承されました。
議案２ 令和４年度事業計画について
協議目的 令和４年度事業における企画委員会担当事業について、実施内容の具
体化と必要に応じて担当委員を決定する。

≪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
予算： ５００，０００円
（これまでの検討内容）
企画委員会（Ｒ４／２／８）
⇒ コロナウイルス感染症対策関連用品 対象：秋田市
（三役会（Ｒ４／６／５）からの提案）
⇒ テーマ：「防災」 対象：秋田市防災安全対策課（要望聞取り）
事務局は、これまでの検討内容を報告してから、今年度事業の寄贈先や進
め方等について検討をお願いしました。
協議では、三役会からの提案に賛同する意見が多く、テーマを「防災」と
して秋田市防災安全対策課に要望を伺うこととし、このことを理事会に諮っ
たうえで実施することにしました。
また、担当に珍田副委員長を選出しました。

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）
＜講演・研修会＞
（これまでの検討内容）
企画委員会（Ｒ４／２／８）⇒ 次のテーマで実施予定
テーマ

※

・異常気象への現場対応「防災気象情報とその活用」
（Ｒ２年度から延期）
・現場におけるコロナウイルス感染症対策

工務委員会
「現場におけるコロナウイルス感染症対策」をテーマに企画
委員会と合同開催

事務局は、ここ２年余りコロナ禍のため講演会が見送られてきたことを報
告し、今年度の進め方等について検討をお願いしました。
協議では、コロナウイルス感染症対策に関して、すでに一定の知識を持っ
ているため、着眼点を変えた方が良いとの意見が多く、異常気象への現場対
応に絞って講演会を開催する計画としました。
また、講演会後に昼食会を開催することとし、担当に林委員（㈱林工務店）
を選出しました。
≪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 ⇒ 視察研修旅行
予算
１０５万円 ９０万円（旅費・交通費）
１５万円（飲食代）

（これまでの検討内容）
企画委員会（Ｒ４／２／８）
視察実施時期 ９月～１０月上旬
視察候補地
北海道白老郡白老町若草町２丁目３－１
国立アイヌ民族博物館
事務局は、これまでの検討内容を報告し、今年度事業について検討をお願
いしました。
協議では、コロナ感染症が拡大してきている状況ではあるが、ここ数年行
っていないことから実施したいといった意見が多く、上記候補地を視察目的
地として企画することとしました。
また、担当に石黒学副委員長（㈱石黒建設工業）を選出し、日程について
は、担当と事務局が相談して決めることとしました。
ロ

福利厚生事業
ａ 情報交換会
◎Ｒ４年度事業（案）
⇒ 秋田市建設産業を考える議員の会との懇談会（１０～１１月）
・秋田市への入札制度等に関する要望書の提出前に、上記議員
の会と意見交換及び懇談会の計画あり
（これまでの検討内容）
企画委員会（Ｒ４／２／８）
⇒コロナ禍の状況に応じて適宜対応
事務局は、情報交換会について、例年、②ロの講演会後に生ビール会を
開催してきたが、今年度は、秋田市への入札制度等に関する要望書の提出
にあたって、秋田市建設産業を考える議員の会との意見交換会及び懇談会
が計画されていることから、生ビール会をこれに振り替えて実施すること
を提案しました。
協議の結果、提案を了承し、担当に林委員を選出しました。
ｂ ゴルフ大会（協会、土木部会、建築部会共催）
◎Ｒ４年度事業
予算 １００，０００円（会員参加賞）
＜ゴルフ＞
日程 １０／５（水） 午前９：３１スタート
※ ６組、キャディー６人
場所 秋田椿台ＣＣ（予約完了）
＜表彰式、懇談会＞
日程 １０／５（水） 午後６時００分（？）
場所 未定

事務局は、ゴルフ大会及び表彰式・懇談会について説明しました。
協議により、担当に珍田副委員長（珍田工業㈱）を選出し、懇談会の場
所については、担当（土木部会：加賀屋幹事（㈱加賀屋組）、建築部会：小
南副部会長（㈱小南工務店））の検討に委ねることとしました。
ハ

その他
ａ 安全祈願祭
◎令和４年度事業 ⇒ 祭事、懇談会
開催予定候補日：Ｒ５／１／１２（木）友引
（これまでの検討内容）
企画委員会（Ｒ４／２／８）

⇒

上記日程で祭事、懇談会実施

事務局は、これまでの検討内容を報告し、開催予定等について検討をお
願いしました。
協議の結果、開催予定を次のとおりとしました。
また、担当に石黒学副委員長を選出しました。
日時
場所
祭事

令和５年１月１２日（木）
祭事
午後５：００
懇談会
ＡＮＡクラウンプラザホテル秋田
太平山三吉神社総本宮に依頼

○入札制度の検討等特別委員会

午後５：３０

７月１９日（火）

本会議が、新しく委員が選任されて初めての開催であることから、長谷川会長より
出席委員１６名に対して委嘱状が交付されました。
次に、伊藤久嗣委員長の挨拶の後、議長選出及び議事録署名人の選任が行われ、以
下のとおり議事が進められました。
≪議事≫
議案１ 入札制度の検討等特別委員会の任務等について
・一般社団法人秋田市建設業協会入札制度の検討等特別委員会規程
事務局は、入札制度の検討等特別委員会規程第２条に基づき、任務につい
て説明しました。
議長は、説明に対して質問・意見を求めたが発言者はなく、内容について
了承されました。
議案２ 「令和４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、秋田市の入札制度等への要望書提出にあたって、土木・建築
両部会及び三役会での検討結果を報告した後、本委員会の進め方について
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、次のような意見が出されスケジュ
ールについて調整することとしました。

（意見）
① 議員の会との意見交換の前に、本委員会及び理事会において要望
内容の審議を行わなければならないのではないか。
② 議員の会との意見交換の内容を、議会質問に反映してもらえるよ
うにスケジュールを前倒しすべきである。
③ 秋田市当局への事前説明を行うべきではないか。
（調整後のスケジュール）
７月 要望に関するアンケート調査
８月 土木・建築両部会による要望案の作成
９月 入札制度の検討等特別委員会、理事会
・土木、建築部会案の審議・要望案作成
・要望案の中から秋田市建設産業を考える議員の会に提出する
項目を選定
１０月 ・選定項目及び内容の事前説明
（議員の会三役、協会三役、委員長）
・議員の会との意見交換会
（議員の会会員、協会理事）
・懇談会（議員の会会員、協会会員）
１１月 秋田市契約課、工事担当課等へ事前説明（委員長、事務局）
１１月 入札制度の検討等特別委員会、理事会
・要望案の修正、内容の審議、要望書の作成
１２月 要望書提出（秋田市長、協会三役、委員長）

○運営委員会

７月２１日（木）

本会議が、新しく委員が選任されて初めての開催であることから、長谷川会長より
出席委員１１名に対して委嘱状が交付されました。
次に、石川委員長の挨拶の後、議長選出及び議事録署名人の選任が行われ、以下の
とおり議事が進められました。
≪議事≫
議案１ 運営委員会の任務等について
・一般社団法人秋田市建設業協会運営委員会規程
事務局は、運営委員会規程第２条に基づき、任務について説明しました。
議長は、説明に対して質問・意見を求めたが発言者はなく、内容について
了承されました。
議案２ 会員入会について
（準会員）
奥羽住宅産業株式会社 代表取締役 中 村 瑞 樹（ﾐｽﾞｷ）
（申込年月日：令和４年５月１９日）

資料１

事務局は、調書に基づいて入会申込みに係る内容を説明し、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がなかったため、承認してよろし

いか諮ったところ、異議なしとして理事会に諮問することとしました。
（準会員⇒正会員）
資料２
ユナイテッド計画株式会社 取締役社長 平 野 久 貴（ﾋｻｷ）
（申込年月日：令和４年７月１４日）
事務局は、調書に基づいて、準会員から正会員への移行に係る申請内容
を説明し、秋田市発注入札参加実績及び秋田市発注工事の受注実績がない
こと並びに直前決算で流動比率が１００％未満である点が、基準に適合し
ないことを報告しました。
審議では、基準に適合しない点があるものの、事業実績及び協会運営に
協力的なことに鑑みて、正会員として認めてもよいのではないかとの意見
が多く、異議なしとして、正会員への移行を承認し理事会に諮問すること
としました。
議案３ 会員権継承について
（以下、会社五十音順）
① 株式会社 英明工務店
代表者の変更 旧代表者 加 藤 憲 成
新代表者 伊 藤 隆 一
（申請年月日：令和４年６月１６日）

資料３-1

②

株式会社 林工務店
代表者の変更 旧代表者 林
明 夫
新代表者 林
德 彦（ﾉﾘﾋｺ）
（申請年月日：令和４年６月２７日）

資料３-2

③

株式会社 水原工務店
代表者の変更 旧代表者 阿 部 幸 雄
新代表者 水 原
明
（申請年月日：令和４年４月２７日）

資料３-3

④

三菱マテリアル電子化成株式会社
代表者の変更 旧代表者 中 村 章 宏（ﾖｼﾋﾛ）
新代表者 西 中 啓 二
（申請年月日：令和４年４月２０日）

資料３-4

①～④に関して、事務局がそれぞれの会員権継承願の内容について説明
し、４件すべて基準に適合していることを報告した後、１件ごとに審議が
行われました。
それぞれの審議では、基準に適合していることから、異議なしとして理
事会に諮問することとしました。
また、審査基準に関して、企業の合併や買収等の変革に備えて、会社概
要、株式及び代表者の略歴等を明らかにしたうえで審査できるような内容
に改正する必要があるのではないかといった意見があり、見直しに向けて
検討していくこととしました。

○理事会

７月２５日（月）

理事１６名、監事１名、顧問１名が出席し理事会を開催しました。
長谷川会長の議長就任後、議事録署名人の指名にあたって、定款に定める議事録署
人として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建築部会視察研修旅行（６／２３、２４）
②建築部会役員会（７／５）
③土木部会役員会（７／７）
④協会役員ゴルフ大会・表彰式・懇親会（７／１１）
⑤三役会（７／１２）
⑥工務委員会（７／１２）
⑦企画委員会（７／１５）
⑧入札制度の検討等特別委員会（７／１９）
⑨運営委員会（７／２１）
⑩労働災害防止に関する建設工事関係者連絡会議（７／２１）
事務局は、①～⑩の概要を順に説明し、⑥～⑨の各委員会では、会長から出席
者に対し、委員の委嘱状が手交されたことを補足しました。
議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、理事会は、上記報告１０項目に
ついて了承しました。
≪議事≫
議案１ 各委員会、部会の報告
令和４年度事業計画等について

資料１

事務局は、資料により、各委員会及び各部会における協議結果について
説明し、議案として提示している社会貢献活動事業等の今年度事業につい
て、この後の審議をお願いしました。
理事会は、報告内容を承認し、各議案の審議に移ることとしました。
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、資料により、企画委員会での公共・福祉施設等寄贈事業に関
する協議結果を報告し、これに基づいて進めてよろしいか諮問しました。
会長は、ここ２年間は、コロナ対策に関する寄贈をしてきたことを説明
し、質問・意見を求めたところ、防災も大事なテーマであるとの意見が多
く、企画委員会の案で進めることを承認しました。
議案３

建設業を考える議員の会との意見交換について

資料３

事務局は、建設産業を考える議員の会との意見交換について、土木・建
築両部会及び三役会での検討結果について報告した後、資料により、その
趣旨及びスケジュールについて説明し検討をお願いしました。

協議の結果、情報交換を持つことは必要であるとし、資料のスケジュー
ルに即して実施することとしました。
議案４

令和４年度秋田県総合防災訓練について

資料４

事務局は、今年度の総合防災訓練が、８月２８日（日）に県市合同によ
り行われることを説明し、秋田市から、雄物川河川敷での会場設営につい
て協力依頼が来ていることを報告しました。
次に、資料により、秋田市から示された会場設営のイメージを説明し、
資材調達や機械借上げ等にかかる経費については、秋田市との業務契約に
より支払われることを報告しました。
また、三浦副会長、伊藤会計理事（災害対策委員長）との協議により、
作業にあたっては、災害対策委員会西部地区班員及び南部地区班長、副班
長の動員をお願いする計画であることを説明しました。
理事会は、秋田市からの協力依頼に応じることとし、作業計画に関して
は、災害対策委員長を中心に詳細を詰めてもらうこととしました。
議案５

青年会

担い手育成事業
「建設業を体感しよう！」について

資料５

事務局は、資料により今年度事業の概要について説明した後、昨年度、
協会共催として２０万円を支出していることを報告し、今年度の協会の関
わりについて検討をお願いしました。
議長は、昨年度好評であったことを踏まえて、事業費を３０万円に増額
して共催してもよいとする三役会の協議結果を報告したうえで、質問・意
見を求めたところ、建設業に対して興味を抱かせようとする事業目的は大
いに理解できるとして、昨年度と同様に共催することとしました。
また、事業費については、三役会の考えに同意して支出することとしま
した。
議案６

会員入会、会員権継承について
【会員入会】
（準会員）
資料６-1
奥羽住宅産業株式会社 代表取締役 中 村 瑞 樹（ﾐｽﾞｷ）
（申込年月日：令和４年５月１９日）
事務局は、調書に基づいて入会申込みに係る内容を説明し、審査基
準に適合していることを報告しました。
会長は、質問・意見を求めたが発言者がなかったため、承認してよ
ろしいか諮ったところ、異議なしとして入会を認めることとしました。
（準会員⇒正会員）
資料６-2
ユナイテッド計画株式会社 取締役社長 平 野 久 貴（ﾋｻｷ）
（申込年月日：令和４年７月１４日）

事務局は、調書に基づいて、準会員から正会員への移行に係る申請
内容を説明し、秋田市発注工事の入札参加実績及び受注実績がないこ
と並びに直前年度決算で流動比率が１００％未満である点が、基準に
適合しないことを報告しました。
また、運営委員会の審議では、基準に適合しない点があるものの、
事業実績及び協会運営に協力的なことに鑑みて異議なしとして正会員
への移行を承認し、理事会に諮問することとしたことを報告しました。
協議の結果、理事会でも運営委員会と同じ見解に至り、正会員への
移行を承認しました。
【会員権継承】
（以下、会社五十音順）
① 株式会社 英明工務店
資料６-3
代表者の変更 旧代表者 加 藤 憲 成
新代表者 伊 藤 隆 一
（申請年月日：令和４年６月１６日）
②

株式会社 林工務店
資料６-4
代表者の変更 旧代表者 林
明 夫
新代表者 林
德 彦（ﾉﾘﾋｺ）
（申請年月日：令和４年６月２７日）

③

株式会社 水原工務店
資料６-5
代表者の変更 旧代表者 阿 部 幸 雄
新代表者 水 原
明
（申請年月日：令和４年４月２７日）

④

三菱マテリアル電子化成株式会社
資料６-6
代表者の変更 旧代表者 中 村 章 宏（ﾖｼﾋﾛ）
新代表者 西 中 啓 二
（申請年月日：令和４年４月２０日）

事務局は、①～④に関して、それぞれの会員権継承願の内容につい
て説明し、４件すべて基準に適合していることを報告しました。
次に、運営委員会では、４件について異議なしとして理事会に諮問
することとしたこと、及び審査基準に関して、企業の合併や買収等の
変革に備えて、会社概要、株式及び代表者の略歴等を明らかにしたう
えで審査できるような内容に改正する必要があるとの意見があり、見
直しに向けて検討を進めていくこととしたことを報告し、審議をお願
いしました。
協議の結果、書類上問題なしとして、４件の会員権継承を承認する
とともに、基準の見直しについて同意したうえで、運営委員会での検
討を注視していくこととしました。

≪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役員会
７／２７（水）午前
②道路除排雪対策に関する意見交換会
７／２７（水）午後
③災害対策本部会議・災害対策委員会
８／４（木）午前
令和４年度秋田県総合防災訓練について
⇒ 実務担当者会議
８／４（木）午後
④令和４年度秋田県総合防災訓練
８／２８（日） 雄物川河川敷
⑤協会、土木・建築両部会合同ゴルフ大会 １０／５（水）
秋田椿台ＣＣ ９：３１スタート
事務局は、今後の協会関係行事について説明し、了承されました。
※ 次回の理事会は、９月２６日（月）とし、三役会を午前１０：００から、理事会
午前１１：００から開催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。

２．行事報告
○協会役員ゴルフ大会・表彰式・懇親会

７月１１日（月）

毎年恒例の協会役員ゴルフ大会が、秋田カントリークラブで開催され７名が参加し
ました。天候にも恵まれ、参加者は太平山、日本海それぞれのコースにおいて日ごろ
の成果を競い合いました。
また、当日夜の表彰式、懇親会には１１名が参加し、各賞の発表や美酒美食に舌鼓
を打ちながら楽しい時間を過ごしました。
新ぺリア方式による成績結果は、以下のとおりです。
優 勝 珍田 伸一（珍田工業㈱）
準優勝 石黒
望（豊興産㈱）
第３位 林
明夫（㈱林工務店） （敬称略）

○労働災害防止に関する秋田地区建設工事関係者連絡会議
７月２１日（木）
秋田市文化会館において、労働基準監督署、工事発注機関（県・市町村）、建設業災
害防止協会及び建設業事業者団体が参加して会議が行われ、当協会から加賀屋工務委
員長と事務局が出席しました。
会議では、労働基準監督署から、建設業における監督指導結果及び働き方改革に関
する取組等、労働災害発生状況、安全衛生対策等について説明があり、墜落防止に関
する違反率が大きいことから、現場における安全管理を怠らないようにとの指導があ
りました。
また、今年度の建設現場安全パトロールについては、実施する方向ではあるが、コ
ロナ禍の状況を見ながら決定するとの説明がありました。

○道路除排雪に関する意見交換会

７月２７日（水）

秋田市から大志賀建設部次長、金子ゆき対策担当課長、古木副参事の３名が、当協
会から伊藤土木部会長、加賀屋工務委員長ほか９名が出席し、今冬の道路除排雪対策

について会議が行われました。
はじめに、秋田市から昨冬の道路除排雪に関する意見・要望等への回答について説
明があり、次に、今期に向けた意見交換が行われました。
意見交換では、生活道路の除排雪が重要視され、より効率的かつ効果的な道路除排
雪に向けて、日常的に情報交換をしながら相互に協力し合うことを確認し、閉会しま
した。

３．部会・青年会等の活動
○建築部会役員会

７月５日（火）

部会長ほか８名が出席し、部会長挨拶、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講演会「令和４年度秋田市建築関連事業等について」（４／２０）
出席者２８名
②建築部会三役会（５／２７） 役員改選について
③建築部会定時総会・懇談会（６／７） 出席者２３名（他委任状８名）
④建築物視察研修旅行（６／２３、２４） 国立競技場ほか
参加者１６名
事務局は、①～④について概要を報告し、了承されました。
≪議事≫
議案１ 令和４年度事業について
目的 令和４年度事業の具体化と必要に応じて担当者を決定する。
(1) 定時総会・懇談会 ６／７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
４／２０ 講演会 「令和４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
６／２３、２４実施 東京１泊２日 国立競技場ほか周辺施設
※ 市立秋田総合病院、あきた芸術劇場（ミルハス）の視察も候補とし
ていたが、時期が重なったため国立競技場視察を優先
③秋田市住宅・建築物耐震改修促進協議会と合同事業
主管 秋田市建築指導課
※ Ｒ３年度は開催を見送り
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
２／２４ 書面表決により定時総会全議案を可決
（今後の予定）
・役員会の開催 ⇒ 構成団体の役員改選による本協議会役員
の変更について審議
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

(4) 新年会
開催予定
場
来

所
賓

１月中旬
※Ｒ３年度は、Ｒ４／１／２１に予定していた新年会を中止
未定
秋田市 上下水道局次長、工事検査室長、建築課長、
教育委員会総務課長
協 会 会長、土木部会長
※ 詳細は、１１月頃役員会にて

(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（水） 秋田椿台ＣＣ ９：３１スタート
６組、キャディー６人
（予約完了）
表彰式・懇親会会場 未定
事務局は、(1)～(5)の全体を通して説明した後、終了した事業以外の事業に
ついて検討をお願いしました。
協議の結果、(3)②の市立秋田総合病院とあきた芸術劇場（ミルハス）の視察
については、工事の状況やプレオープン後といった関係から無理があるものと
判断し、中止としました。
次に、(3)③の耐震改修促進協議会については、主管課からの案内を待って対
応することとしました。
また、加藤議長が本協議会の座長を務めている関係から、今後、耐震改修促
進協議会としても、住宅の耐震改修が伸び悩んでいる状況に対応していかなけ
ればならないといった課題があることについて補足説明がされました。
(4)の新年会については、１１月頃開催する役員会において具体化を図ること
としました。
次に、(5)の合同ゴルフ大会について、幹事に小南副部会長を選出し、詳細に
ついては、協会（企画委員会）、土木部会及び建築部会の幹事合同による検討に
委ねることとしました。
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
※ Ｒ３年度は、要望等についてアンケート調査実施。部会員会議で検討。
Ｒ３ ７／２８～８／２０ アンケート調査実施
９／２２
部会員会議：建築部会案の作成
１１／１７
入札制度の検討等特別委員会
１１／１８
秋田市契約課への説明、協議
１１／２２
理事会
１２／１６
要望書提出（市長面談）
議案３ 秋田市建設産業を考える議員の会との意見交換について

事務局は、議案２について、要望の取りまとめを昨年度と同様の方法とし
てよろしいか伺うとともに、その進め方等について、議案３の意見交換会と
の関係も考慮したうえで検討していただくようお願いしました。
協議の結果、アンケートは、入札制度関係と工事関係に区別して実施し、
それぞれの主管課と協議を行うなどきめ細かな対応を図りながら、次のスケ
ジュールで進めることとしました。
（スケジュール）
７月 アンケート調査
８月 部会員会議（遅くとも９月上旬）
９月 入札制度の検討等特別委員会
１０月 建設産業を考える議員の会との意見交換会
１１月 秋田市契約課及び工事主管課との事前協議
１１月 理事会
１２月 要望書提出
なお、議案２及び議案３については、土木部会役員会の意見も伺いながら、
協会全体で対応を図るべきものとしました。
議案４ 秋田市建築関連団体連絡協議会の役員変更について
資料
・構成団体の役員改選に伴うものであり、役員の変更については、協議会
役員会（今後開催予定）に一任
（Ｒ４定時総会（２／２４書面決議）承認）
協議により、当部会からの役員を次のとおり選出し、他２団体と調整を図
ったうえで、協議会役員会を７月２７日（水）又は同月２８日（木）に開催
し、役員の変更について審議することとしました。
（役員）
会 長 長谷川 尚 造（協会会長・建築部会顧問）
副会長 加 藤 俊 介（建築部会長）
幹事長 高 橋 章 子（建築部会幹事長）
幹 事 石 塚 英 公（建築部会副部会長）
小 南
淳（建築部会副部会長）
伊 藤
満（建築部会幹事）
（敬称略）

○土木部会役員会

７月７日（木）

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・講演会・懇談会（５／３０）
出席者２２名（他委任状１３名）
講演 「令和４年度秋田市土木関連事業等について」
事務局は、定時総会・講演会・懇談会の概要を報告し、了承されました。

≪議事≫
議案１ 令和４年度事業について
目的 令和４年度事業の具体化と必要に応じて担当者を決定する。
(1) 定時総会・講演会・懇談会 ５／３０終了
(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
日程及び視察現場 未定
※ Ｒ３年度：未実施
Ｒ２年度：新川橋架替え工事
※ 建築部会：Ｒ４／６／２３、２４ 国立競技場ほか周辺施設視察
(3) 講演会
１回目

⇒ 年２回
５／３０（定時総会終了後）
「令和４年度秋田市土木関連事業等について」
日程、テーマ 未定

２回目
(4) 忘年会
開催予定
場
来

(5) 例会

所
賓

１１月下旬～１２月上旬（Ｒ４／２／１６役員会で検討済）
※ Ｒ３年度は、Ｒ４／１／２６に予定していた新年会を中止
未定
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
※ 詳細は、１１月頃役員会にて

⇒

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（水） 秋田椿台ＣＣ ９：３１スタート
６組、キャディー６人
（予約完了）
表彰式・懇談会会場 未定
事務局は、(1)～(6)について全体を通して説明した後、終了した事業以外の
事業について検討をお願いしました。
協議の結果、(2)の現場視察については、現時点で候補が見当たらないことか
ら、工務委員会とも連携して検討を続けることとしました。
また、(3)の講演会（２回目）については、企画委員会とも協力して検討を図
ることとしました。
(4)の忘年会については、１１月下旬を目途に開催することとし、場所につい
ては今後の検討としました。来賓については、例年どおりの案としました。
次に、(6)の合同ゴルフ大会について、大会幹事に加賀屋幹事を選出し、詳細
については、協会（企画委員会）、土木部会及び建築部会の幹事合同による検討
に委ねることとしました。
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
※ Ｒ３年度は、要望等についてアンケート調査実施。部会員会議で検討。
Ｒ３／７／２８～８／２０ アンケート調査実施
９／１６
部会員会議：土木部会案の作成
１１／１７
入札制度の検討等特別委員会
１１／１８
秋田市契約課への説明、協議
１１／２２
理事会
１２／１６
要望書提出（市長面談）
議案３ 秋田市建設産業を考える議員の会との意見交換について
事務局は、議案２及び議案３について、７月５日に行われた建築部会役員
会の結果を報告しつつ、要望の取りまとめを昨年度と同様の方法としてよろ
しいか伺うとともに、その進め方等について、秋田市建設産業を考える議員
の会との意見交換会も考慮したうえで検討していただくようお願いしました。
協議の結果、アンケートについては実施することとし、スケジュールも建
築部会案に倣うことで了承しました。
なお、議員との意見交換については、協会として対応することには賛成だ
が、その進め方については検討の余地があるとして、三役会又は理事会に諮
ることが提案されました。
≪その他≫
議長から、秋田市では、今冬の除排雪対策において、従来行ってきた班長制度を
復活させたい考えであることが紹介され、意見交換が行われました。
（主な意見）
・初動の判断を班長に任せてもらえるとしたら、これまでの対策より１歩前進と
考えられる。ただし、あくまでも出動判断は市で行い、命令に従って班長がエ
リアの班員を振り分けるのだとしたら労力が増すだけである。
・無理のないエリア設定と配員が必要と考えられる。
・協会員だけを班員としてまとめるのであれば可能だが、他の業者との調整は困
難なのではないか。
・班長制度を実施するにあたって、任務への相応の対価を望む。
・班長の役割や業務範囲をよく確認する必要があると思われる。

○青年会役員会

７月２６日（火）

会長ほか５名が出席し、令和４年度事業について検討が行われ、昨年度に引き続き
担い手育成事業として、小学生を対象にした建設現場見学会と建設機械乗車体験を実
施することとしました。開催時期については、熱中症のことを考慮して、１０月２９
日（土）を予定日とし、広報等についても努めることとしました。
次に、視察研修について検討が行われ、１１月１１日～１３日（２泊３日）の予定
で実施することとしました。

○建築部会（秋田市建築関連団体連絡協議会役員会）

７月２７日（水）

秋田市建築関連団体連絡協議会役員会が協会２階会議室で開催され、協会建築部会
から林会長ほか５名、秋田管工事業協同組合から４名、秋田県電業協会から４名が出
席しました。
林会長が所用により途中出席となったため、加藤副会長が議長に就任し、会議が行
われました。
≪議題≫
議案 各構成団体の役員改選に伴う役員の変更について
資料
※ 令和４年定時総会（令和４年４月２４日書面決議）において、各構成
団体の役員改選に伴う役員の変更については、当協議会役員会に一任す
ることが承認済
議長は、本日の会議が、各構成団体の役員改選に伴う協議会役員の変更に
ついて審議するものであることを述べ、事務局に説明を求めました。
事務局は、役員変更案について説明し審議をお願いしました。
その後、議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、案のとおり認めて
よろしいか諮ったところ、異議なしとして承認されました。
新役員は、次のとおりです。
（役員）
会 長
副会長
〃
〃
幹事長
幹 事
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
監 事
〃

長谷川
加 藤
太 田
松 澤
高 橋
石 塚
伊 藤
小野地
小 南
佐 藤
谷 藤
塩 谷
七 山
新 泉
鈴 木
時 田

尚
俊
博
國
章
英
慎
弘
健
久
慎
博
英
祐

造（建設業協会会長）
介（建設業協会建築部会長）
之（管工事業協同組合代表理事・理事長）
彦（電業協会会長）
子（建設業協会建築部会幹事長）
公（建設業協会建築部会副部会長）
満（建設業協会建築部会幹事）
一（電業協会理事）
淳（建設業協会建築部会副部会長）
康（管工事業協同組合副理事長）
二（管工事業協同組合副理事長）
樹（電業協会理事）
一（電業協会理事）
智（管工事業協同組合理事）
樹（管工事業協同組合理事）
司（電業協会理事）
（敬称略、幹事・監事 五十音順）

