
２０２０年度 事業報告書 

  

委員会名 役職 担当 

総務委員会 委員長 布袋屋 美幸 

  

基本方針 

大館青年会議所が昭和３３年に誕生してから、平成そして令和と新しい時代を迎えました。我々は、この６３年の

歴史の中で、地域を想い、このまちの発展を目指して、様々な事業を展開してまいりました。会員数が減少傾向で

はありますが、歴史を紡いできた先輩方の熱き思いを受け継ぎ、今まで以上にメンバー同士の連携を強化し、揺る

ぎない組織運営を行っていくことが必要となります。 

 まずは、メンバー同士の意識共有と連携を図るために、定時総会を設営し、２０２０年度の新体制の承認及び事

業計画を伝え、団結力を高めます。そして、ご出席いただいた全ての方々へ我々の気持ちと大館青年会議所への

理解を深めていただくために、新年賀詞交歓会を行い、新体制の報告をするとともに、これまでの感謝を伝えます。

さらに、青年会議所の一員として行動を起こす理念を再確認するために、例会セレモニーの設営・運営を行い、明

るい豊かな社会の実現への意思を統一します。また、地域の方々に自然豊かな郷土にさらなる愛着をもっていただ

くために、第４８回大館クリーンアップ大作戦を行い、市民の美化意識を高めます。そして、２０２１年度新体制へ希

望を託しバトンをつなげるために、臨時総会を設営し、理事長予定者、専務理事予定者の承認を行い、次年度へ向

けて円滑にスタートがきれるようサポートします。さらに、メンバー間の情報共有のために、ＭＬを活用し、事業・例

会に参加できなかったメンバーへもその内容を伝えることで、今後の参加を促します。また、我々の活動を多くの

人々に知っていただくために、Ｗｅｂを活用し、タイムリーな情報発信を行い、大館青年会議所の存在感を高めま

す。 

 メンバー同士の結束力を高めて盤石な組織運営をし、跳戦し突き進む我々の姿を広く発信することで地域の方々

から共感される団体となり、明るい豊かな大館を実現します。 
  

  1 2 3 4 

事業区分 他 他 他 他 

事業名 定時総会 新年賀詞交歓会 
第４８回大館クリーンアップ

大作戦 
臨時総会 

事業目的 

 

 

【対外】 

２０２０年度体制の報告と

基本方針をご理解いただ

くことを目的とします。 
【対内】 

メンバーの結束力を高め

ることを目的とします。 

【対外】 

郷土に対しさらなる愛着を

もっていただき、ゴミを減少

させる意識を持ってもらうこ

とを目的とします。 

【対内】 

率先して行動できる地域の

リーダーとしての意識を高

めることを目的とします。 

 

実施日時 
２０２０年１月１３日（月） 

１５：３０～１７：３０ 

２０２０年１月１３日（月） 

１８：３０～２１：００ 

２０２０年４月１９日（日） 

６：００～７：００ 

２０２０年１０月１日（木） 

１８：３０～１９：４０ 

事業内容 

◎第１号議案 

・２０１９年度事業報告の

承認 

◎第２号議案 

・２０１９年度決算報告の

承認 

◎第３号議案 

・２０２０年度理事及び監

事の承認 

理事長の所信表明により

２０２０年度の方向性をお

伝えするとともに、メンバ

ーで協力し合いながらお

もてなしをし、ご出席いた

だいた皆様と親睦を深め

ます。 

長木川河川敷 （本部：白

鳥広場付近）クリーンアッ

プ活動 

◎第１号議案 

・２０２１年度理事長候補

者の承認 

◎第２号議案 

・２０２１年度専務理事候

補者の承認 

 

参加 

人数 

計画 

外部 

なし 

内部 

大館青年会議所正会員・

賛助会員 ２１名 

外部 

大館青年会議所ＯＢの皆

様 ２０名 

ご来賓の方々 ３０名 

各地青年会議所メンバー 

３５名 

内部 

大館青年会議所正会員・

賛助会員 ２１名 

外部 

協力諸団体・企業 

３５団体 ５５０名 
一般市民 １００名 

子どもハローワーク １０名 

内部 

大館青年会議所正会員・

仮会員・賛助会員 ２２名 

外部 

大館青年会議所ＯＢ  

２０名 

内部 

大館青年会議所正会員・

仮会員・賛助会員・監事 

２６名 

結果 

外部 

なし 

内部 

正会員 １０名 

委任状 ９通 

外部 

大館青年会議所ＯＢの皆

様 ２２名 

ご来賓の方々 ３２名 

各地青年会議所メンバー 

４１名 

新型コロナウイルスの感染

拡大防止のため中止 

外部 

大館青年会議所ＯＢ  

２３名 

内部 

正会員 １６名 

委任状 ４通 



内部 

大館青年会議所正会員・

賛助会員 １３名 

賛助会員 欠席 

監事 全員参加 

目的達成

の検証 

達した点 

 【対外】 

理事長基本方針ではご

来場の方々が聞き入って

いただけるような設えをし

ました。また、お酌等でま

わった時には次第にも記

載されている年間事業予

定をもとに今年度の事業

を伝え、ご来賓の方々よ

りご理解いただけたとヒ

アリングを通じて検証で

きました。 
【対内】 

全メンバーに役割を依頼

することにより、全員参加

という意識を持っていた

だけました。その結果結

束力が高かったと、ヒアリ

ングによって検証できま

した。 

【対外】 

中止のためなし 

【対内】 

中止のためなし 

 

 

達しなか

った点 

 【対外】 

なし 

 

【対内】 

なし 

 

【対外】 

なし 

【対内】 

なし 

 

 

次年度への 

申し送り事項 

・当日配布する「あゆみ」

はすべての議案が可決さ

れた後に配布するのが本

来の形ですので次年度よ

り配布役を準備し行ってく

ださい。 

・総会から新年賀詞交歓

会まで２時間近く開いてし

まいます。１５分から３０

分ほど遅くして開催しても

良いのではないでしょう

か。検討ください。 

・他は覚書を参考にしてく

ださい。 

・案内状について、地域

振興局より、案内は「各

位」ではなく名前まで入

れたものにしてもらいた

いとの話がありました。

次年度以降はすべて名

前を入れてはいかがでし

ょうか。 
・領収書について、いくつ

かの団体・法人より「登録

料」ではなく「会費」になら

ないのかという問い合わ

せがありました。 
・インカムについて、事務

局にあるインカムは古い

ものなので使いにくくイヤ

ホンも壊れています。今

回は JA さんのインカ

ムを借りて使用しまし

た。今回はインカムを

使用して上手に連絡

がとれたと思います。

事務局のインカムは古

く、使えるものが４台し

かないので厳しいと思

います。 
・ＯＢへの案内について、

今年より返信者にチャッ

クを入れています。郵送

代の軽減のためにも、返

信がこないＯＢへは送ら

なくても良いと思います。

また、高齢を理由に案内

不要としているＯＢもいら

・今回は予期できない事態

により中止となりました。こ

のような天候等ではない中

止となった場合、中止の判

断基準及び最終的な判断

時期、中止の判断をした後

の各所への連絡対応など

を決めておくと、今後同じよ

うなことがあった際スムー

ズに対応できると思いま

す。 
【４月２日に開催中止の判

断をした後の対応】 
・４月３日に大館市役所、

子どもハローワークへ開催

中止の連絡をしました。 

・４月６日に各企業団体へ

中止の案内を郵送し、新東

北メタル労組については住

所がわからなかったのでＦ

ＡＸで対応しました。また

個別に電話での問い合

わせもあり、電話で中止

をお知らせしました。 
・４月６日に北鹿新聞社へ

開催中止の連絡（電話とＦ

ＡＸ）をしました。 

・４月６日にホームページ

へ開催中止を掲載しまし

た。 

・４月７日にメンバーへ開催

中止のお知らせをＦＡＸとメ

ールで行いました。 

・例会セレモニー前に登壇

予定者の登壇方法や流れ

をきちんと確認し、例会セ

レモニーから総会までスム

ーズに進行できるようにリ

ハーサルをしっかり行って

ください。 

・メンバーの協力をいただ

き、多くの OBの方々の参

加につながりました。案内

締切り後でも諦めずメンバ

ーからＯＢへの電話案内

等してもらい、参加のお願

いをして下さい 



っしゃいますので注意し

てください。 

・案内の返信はがきにつ

いて、２種類の様式があ

り、ほとんど同じ内容で

すので１枚に統一するべ

きだと思います。 

・詳しくは覚書を参照くだ

さい。 

  

総括 

今年度、総務委員会では開催直前で中止となりました大館クリーンアップ大作戦を除き、３つの事業を実施いたし

ました。 

１月の定時総会では、２０１９年度の報告並びに新たに始まる２０２０年度新体制及び事業計画をしっかり伝えられ

る総会を設営し、スムーズな進行が出来たと考えます。その後の新年賀詞交歓会においても、２０２０年度のスロー

ガンである「跳戦」を理事長から強い意気込みとともに、ご来賓の方々やＯＢの皆様、そして各地青年会議所の皆

様をメンバー全員でおもてなしをし、盛大に開催することが出来たと考えます。 

４月の大館クリーンアップ大作戦は、開催直前に大館市においてコロナウイルス感染者が出たため、やむを得ず中

止となりました。事業を実施出来ず残念ではありましたが、開催までの準備や中止となった後の対応等学ぶ機会と

なりました。 

臨時総会については、例年７月に行っておりましたが、今年は１０月の開催となりました。例年より遅い開催となりま

したが、無事２０２１年度の理事長予定者、専務理事予定者の承認を行うことが出来ました。緊張感をもった締まり

のある総会が出来たと考えます。 

様々な場面で皆様にご協力をいただき感謝申し上げます。１年間ありがとうございました。 

 


