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１．定例会議                          
○企画委員会                     ２月１７日（金）  

委員長ほか１１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】 令和５年度事業計画について 

協議目的：令和５年度事業における企画委員会担当事業の計画立案 

※ 事業によっては予算を計上 

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 

○ Ｒ５年度事業 

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。 

議長は、質問・意見を求めたところ発言者はなく、三役会、理事会の意 

見も参考にしながら今後検討を図ることとしました。 

 

② 地域振興に関する事業 

ロ 人材育成・研修事業 

○ Ｒ５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、今年度実施した概要を報告するとともに、今月１４日に開催 

された土木部会役員会において、各委員会や建築部会と協力し、生ビール 

会と併設して講演会を行ったらどうかといった提案あったことを説明し、 

来年度の計画について検討をお願いしました。 

議長からは、土木部会の提案に同意するとの見解が述べられ、次の案が 

出されました。 

・講師に、小松由佳さん（秋田県出身）を招いて講演会を開催 

・講演会を通して、トルコ地震で被害を受けたシリアへの支援を呼びかけ 

協議の結果、出席委員から上記の意見に賛同が得られ、実施に向けて作 

業を進めることとしました。 

 

（小松由佳さんプロフィール） 

2006年に日本人女性として初めて、世界第 2の高峰 K2（8611m）に登頂。東西ア 

ジアを旅しながらフォトグラファーに転身。2012年からシリア難民をテーマに取材 

を続け、東京都にてシリア人の夫と暮らし、異文化共生について考える日々。キャ 

リアや難民問題、異文化共生について写真を織り交ぜながら語る                     

 

その他（共益事業） 

③ その他の会計 

イ 研修・講習・講演会事業 



     

○ Ｒ５年度事業   

事務局は、今年度実施した概要を報告し、新年度事業について検討をお 

願いしました。 

議長は意見を求めたところ、珍田副委員長から次の提案がありました。 

・「エスコンフィールド北海道」を対象に視察研修 

・実施時期は、９月中旬～下旬（野球観戦を含む） 

・１拍２日（２日目は、親睦ゴルフと観光に分かれて実施） 

協議の結果、提案どおり実施することとし、幹事に石黒副委員長を指名 

しました。 

 

ロ 福利厚生事業 

ａ 情報交換会（生ビール会等） 

○ Ｒ５年度事業 ⇒ ②ロの研修会との組合せも検討 

７月～８月を目途に、②ロの講演会とセットで行うこととしました。 

 

ｂ ゴルフ大会（協会、土木部会、建築部会共催） 

○ Ｒ５年度事業 

事務局は、今年度の概要を説明し、来年度の計画について検討をお願 

いしました。 

協議の結果、次のとおり決定し、幹事に珍田副委員長を指名しました。 

・開催予定：１０月２日（月）～６日（金）を目途 

・場  所：秋田椿台ＣＣ 

・そ の 他：加賀屋幹事（土木部会）、小南副部会長（建築部会）に幹 

事をお願い 

ハ その他 

ａ 安全祈願祭 

○ 令和５年度事業  

事務局は、今年１月に開催した概要を説明し、来年の計画について検 

討をお願いしました。 

協議の結果、次のとおり決定し、幹事に林委員を指名しました。 

なお、具体的な検討及び予約は６月頃開催の委員会で行うこととしま 

した。 

・開催時期：１月第２週（１／９（火）～１２（金）） 

→ 協会三役の日程と調整しながら確定 

・神  官：太平山三吉神社総本宮 

・会  場：ホテルメトロポリタン秋田 

 

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。 

 

 

 



     

○運営委員会                     ２月２０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。 

≪議事≫ 

議案 Ｍ＆Ａに対応した基準の整備について             資料 

【前回委員会（R5.1.13）審議結果】 

・株主構成などに関する書類を会員権継承願、準会員入会及び正会員 

入会申込の添付書類として追加 

・案を理事会に諮問し、対応を検討 

 

事務局は、前回委員会の審議結果を報告した後、資料により会員権継承、準会員 

入会及び正会員入会の各審査基準の改正案について説明しました。 

議長は、質問・意見を求めたところ次の意見が出されました。 

・改正案では、添付書類に会社法第１２１条に規定する株主名簿を加えている 

が、提出に強制力はないのではないか。 

・秋田市の産廃業者の登録に株主構成が分かる書類を求められるが、反社会的 

勢力の加入を防ぐためとされており、そのような理由であれば理解できるが、 

今回のようなケースで、法に規定する書類を求めるというのは如何なものか。 

・任意に株主がわかる書類を求めることにした方がよいのではないか。 

・提出書類の内容を総合的に勘案して判断することには賛成 

審議の結果、申請時に添付する書類に、株主構成が確認できる資料を加えること 

として、同内容を理事会に諮問することとしました。 

   

議長は全ての議事を終了し、午前１１時５０分に閉会しました。 

 

○工務委員会                     ２月２１日（火）  
委員長ほか８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】 令和５年度事業計画について 

協議目的 令和５年度事業における工務委員会担当事業の計画立案 

※ 事業によっては予算を計上 

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 

○ Ｒ５年度事業  

 事務局は、令和５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 

○ Ｒ５年度事業    

 事務局は、今年度実施した内容を報告するとともに、今月１７日の企 

画委員会で出された案を紹介し、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、企画委員会や土木・建築両部会 

の状況の加味しながら、協力して開催したらどうかとの意見が出され、 

協議の結果、同意見のとおり進めることとしました。 

 

ｃ 安全管理研修会 

労働災害に関する連絡会議について 

○ Ｒ５年度  

 会議については、例年に倣って委員長と事務局が出席することとしま 

した。 

 

ｄ 建設現場視察研修会 

秋田市発注の協会員受注工事の視察について 

○ Ｒ５年度  

 事務局は、企画委員会及び建築部会で出された視察研修案を紹介し、 

来年度の現場視察について検討をお願いしました。 

協議の結果、現時点で適当な現場が見当たらないことから、土木・建 

築両部会とも協力して、視察対象や実施時期について検討を図ることと 

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 

○ Ｒ５年度  

  事務局は、４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の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 

○ Ｒ５年度  

 事務局は、土木部会の提案を紹介し検討をお願いしました。 

協議の結果、同提案に同意し実施することとしました。 



     

 （土木部会案：R5/2/14役員会） 

・年２回の意見交換会を年１回（６月頃）の開催に変更 

・除排雪対策に関するアンケート調査（３月）、意見交換会前に 

市に提出 

 

議長は、すべての議事を終了し、午前１１時３５分に閉会しました。 

 

○理事会                       ２月２７日（月）  
顧問１名、理事１３名、監事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

名人として足利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（１／２３ 理事会終了後） 

②青年会役員会（２／１０） 

   ③土木部会役員会（２／１４） 

   ④建築部会役員会・部会員親睦ボウリング大会（２／１５） 

   ⑤企画委員会（２／１７） 

   ⑥運営委員会（２／２０） 

   ⑦工務委員会（２／２１） 

   ⑧秋田市建築関連団体連絡協議会定時総会・懇親会 

２／２２ 秋田キャッスルホテル  

出席者 総 会７４名（委任状４４通を含む） 

懇親会４０名（来賓９名を含む） 

 

事務局は、①～⑧について順に報告し、②～⑤及び⑦の会議内容については議案 

１で、⑥については議案３で報告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５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５年度事業計画（案）・予算（案）について説明しました。 

特に、企画委員会提案の講演会については、講師仲介会社のＨＰでは、講師料が 

３０万円未満とされていることや、旅費、宿泊費の負担が発生することを説明し、 

内容等について検討をお願いしました。 

議長は、質問・意見を求めたところ、講演会については、国際情勢に関連してデ 

リケートなところもあるので、その点に留意しながら開催する必要があることや、 



     

講師については、仲介会社を通さずに、できるだけ安価な料金となるように別ルー 

トを探したほうがよいとする意見が出されました。 

検討の結果、意見を踏まえて実施することを了承し、予算については、講師料、 

旅費交通費等に４０万円を充てることが承認されました。 

次に、安全祈願祭について、令和６年１月１１日（木）を第１候補とし、不可能 

な場合は、同月１２日（金）、１０日（水）の順に選択することとしました。 

その他の事業については、計画どおり進めることが了承されました。 

 

※ 協会、土木部会、建築部会親睦合同ゴルフ大会 ⇒ 会議終了後予約済み 

ゴルフ 日程：令和５年９月２８日（木）  

場所：秋田椿台ＣＣ 午前９：０３スタート ６組 

キャディー付き、乗用カート２台 

懇親会 場所：津ねや（午後６時００分～） 

 

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、寄贈事業について、寄贈先、寄贈物品が未定であることを説明し検討 

をお願いしました。 

議長は、意見を求めたところ、現時点で確定に至る提案がなかったことから、引 

き続き検討を続けることとしました。 

 

議案３ 審査基準の整備について              資料３～６ 

       ・会員権継承審査基準・準会員入会審査基準・正会員入会審査基準 

 

事務局は、基準の整備について、運営委員会における検討を経た内容であること 

を説明し、審議をお願いしました。 

議長は、質問・意見を求めたところ、整備の必要性や改正内容に同意する意見が 

出され、審議の結果、各審査基準について、本日付けで提案のとおり改正すること 

が承認されました。 

 

≪その他≫ 

(1) 役員ゴルフコンペ・懇親会 

⇒ 会議終了後予約済み 

ゴルフ 日程：令和５年７月１２日（水）  

場所：秋田ＣＣ 午前９：０３スタート ３組 

キャディー付き、乗用カート 

懇親会 場所：旬季ぷくぷく（午後６時００分～） 

 

(2) 協会関係行事の日程等 

①ばっけの会定時総会・懇親会（３／１ 志田屋） 

②運営委員会（３／２２） 



     

③土木部会役員会（４／１０） 

④建築部会役員会（４／１９） 

⑤建築部会定時総会・講演会・懇親会（４／２６ イヤタカ） 

⑥土木部会定時総会・講演会・懇親会（５／１６ 秋田キャッスルホテル） 

⑦協会通常総会・懇親会（５／３１ 秋田キャッスルホテル） 

 

事務局は、今後の関係行事日程を説明するとともに、④建築部会役員会が 

４／１２に変更されることを報告し了承されました。 

 

(3) 次回理事会  

事務局は、次回理事会について、定例では３月２７日（月）になることを説明 

し了承されました。 

 

  次回理事会 令和５年３月２７日（月）三役会１０：００・理事会１１：００ 

 

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                          
○要望書の提出                    ２月１３日（月）  
（佐竹史料館改築工事における共同企業体の構成員数に関する要望） 
長谷川会長、加藤建築部会長が鎌田副市長と面談し、要望書「佐竹史料館改築工事 

における共同企業体の構成員数に関する要望」を提出しました。 

要望書については、以下のとおりです。 

 

要  望  書 

 

令和５年２月１３日 

 

秋田市長 穂 積   志 様 

 

一般社団法人 秋田市建設業協会 

会 長   長谷川 尚 造 

 

佐竹史料館改築工事における共同企業体の構成員数に関する要望 

 

秋田市政のますますのご発展をお喜び申し上げます。 

平素より、当協会に対しまして格別のご指導ご鞭撻を賜わり厚くお礼申し上げます。 

穂積市長におかれましては、魅力あるまちづくりに果敢に挑戦されておりますことに

心から敬意を表します。 

さて、令和５年度に改築が予定されている佐竹史料館ですが、その機能は、歴史資料

の収集、保存・管理、展示のみならず、教育普及、観光・情報発信、にぎわい創出と多



     

岐にわたり、施設の魅力や価値を損なわないように、それ自体が野外博物館ともいえる

久保田城跡・千秋公園に整備する計画とされております。 

それゆえ、限られた期間で整備するには相応の技術力と管理力が求められてくるため、

安定的な施工が確保できる優良な共同企業体の設立が必要不可欠となってきます。 

貴市では、秋田市特定建設工事共同企業体取扱要綱を設置し、工事費がおおむね１億

５千万円以上の建築工事を対象に、共同企業体の構成員数を「２又は３社とする」と定

めておりますが、近年、技術者不足が加速化しており、事業の規模や難度によっては、

円滑かつ的確な実施に必要な体制の確保が困難になってきております。 

このため、佐竹史料館改築工事（建築）につきましては、施設の多機能空間としての

特殊性や施工難度を考慮して、安定的な施工が確保できる共同企業体の構成員数を「４

社」としていただき、地元建設企業の振興にご高配を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

 

３．部会・青年会等の活動                          

○青年会役員会                   ２月１０日（金） 
会長ほか３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５年度事業計画並びに予算について 

事業計画及び予算ともに変更はなしとして、定時総会と視察研修旅行を兼ねて 

実施することとしました。 

 

２ 令和５年度定時総会について 

開催日程：５月１９日（金）、２０（土） 

開 催 地：札幌市（視察研修と兼ねて開催） 

 
○土木部会役員会                  ２月１４日（火） 

部会長ほか７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（１／１８ 秋田キャッスルホテル 出席者２３名）  

 

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５年度事業計画（案）・予算（案）について        資料 

 

事務局は、前回の役員会（Ｒ４／１１／１４）で提案された令和５年度事業計画 

の概要を説明した後、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。 

議長は、出席者に対し、前回役員会以降新しい事業案があるかどうか諮ったとこ 

ろ、なしとの回答があり、協議の結果、案のとおり事業を行うこととし予算につい 

て承認しました。 



     

 

議案２ 令和５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（４／２４（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 総会開催日時  ⇒ 令和５年  月  日（  ） 午後  時  分 

※協会通常総会以前に開催 

＜協会通常総会＞  

Ｒ５／５／３１（水） キャッスルホテル 

総会 午後４：３０・懇親会 午後５：３０ 

 

※青年会定時総会 Ｒ５／５／１９（金）、２０（土） 

於：札幌（定時総会と視察研修を兼ねる）  

④ 総会開催会場  ⇒ 

 

⑤ 来賓案内予定者 ⇒ 

 

〇令和４年度来賓案内者（６名） 

秋田市：講演会講師＝上下水道局理事、建設部次長、都市整備部次長 

産業振興部次長 

協 会：会長、建築部会長 

 

議案３ 講演会及び懇親会の開催について 

テーマ「令和５年度 秋田市土木関連事業等について」 

令和５年  月  日（  ）  

講演会 午後  時  分～ ・ 懇親会 午後  時  分～ 

会 場 

※ 令和４年度は定時総会と同日開催 

 

事務局は、協会通常総会が５月３１日（水）に開催される予定であることを説明 

し、議案２と３について、一括審議をお願いしました。 

議長は、定時総会の日程及び会場について出席者に諮ったところ、５月１６日（火） 

に定時総会を開催することとし、準備のための役員会を４月１０日（月）午前１１ 

時に開くことが決定されました。 

また、総会会場を秋田キャッスルホテルとしました。 

次に、議長は、講演会の開催について諮ったところ、４年度と同様に総会と同日 

に実施し、講師を来賓として懇親会に招いた方がよいとする意見が出され、総会を 

午後４時３０分から、講演会を午後５時から、懇親会を午後５時３０分から開催す 



     

ることが決定されました。 

なお、来賓は、４年度に倣って案内をすることとしました。 

 

⇒ 会議終了後、秋田キャッスルホテルに予約済み 

 

≪その他≫ 

除排雪対策について検討が行われ、次のとおり決定しました。 

(1) 秋田市との意見交換会について 

⇒ 年２回（７月、１０月）の開催を年１回（６月頃）に変更 

 

(2) 今冬の除排雪対策に関する要望等の調査について 

⇒ アンケート調査実施（３月）、意見交換会の前に市に提出 

 

議長は、すべての議事を終了し、午前１１時４０分に閉会しました。 

 

○建築部会役員会                  ２月１５日（水） 
部会長ほか９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秋田市建築関連団体連絡協議会監査・役員会（１／１６） 

出席者１７名（建築部会７名 管工事業６名 電業協会４名） 

議案１ 令和５年定時総会について 

⇒ 定時総会 ２／２２（水） 秋田キャッスルホテル 

総 会 午後４時３０分 

懇親会 午後５時３０分 

議案２ 懇親会来賓案内先について 

 

②建築部会新年会（１／１６ 濱乃家 出席者２６名） 

 

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５年度事業計画（案）・予算（案）について        資料 

 

事務局は、前回の役員会（Ｒ４／１１／１０）で提案された令和５年度事業計画 

の概要を説明した後、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。 

議長は、質問・意見を求めたところ、定時総会・懇親会と技術講習会を組み合わ 

せて実施したらどうかとの意見があり、来賓として講師も招くこととして、４月下 

旬を目途に提案のとおり開催することとしました。 

次に、②新築施設視察研修に関して、６月末か７月の梅雨明けに、東京国立博物 

館、赤坂迎賓館、靖国神社を視察対象として実施することとしました。 



     

また、⑤その他情報収集等に関して、秋田市から卸売市場の整備について話を聞 

く機会を設けたらどうかとの提案があり、テーマの一つとして、今後検討すること 

としました。 

次に、新年会については、６月頃開催の役員会で詳細を詰めることとしました。

以上、概ね案のとおり事業を行うこととし、予算について承認しました。 

 

議案２ 令和５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 

※土木部会監査・役員会 ４／１０（月） 

 

② 理事会承認   ⇒ ４月理事会（４／２４（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 総会開催日時  ⇒ 令和５年  月  日（  ） 午後  時  分  

※協会通常総会以前に開催 

＜協会通常総会＞  

Ｒ５／５／３１（水） キャッスルホテル 

総会 午後４：３０・懇親会 午後５：３０ 

 

※土木部会定時総会  

Ｒ５／５／１６（火） 於：秋田キャッスルホテル 

総 会 午後４：３０ 

講演会 午後５：００（Ｒ５秋田市土木関連事業について） 

懇親会 午後５：３０ 

 

※青年会定時総会 

Ｒ５／５／１９（金）、２０（土）  

於：札幌（定時総会と視察研修を兼ねる） 

 

④ 総会開催会場  ⇒ 

 

⑤ 来賓案内予定者 ⇒ 

〇令和４年度来賓案内者（１２名） 

秋田市：上下水道局次長、総務部工事検査室長、建築課長＋副参事（※）、  

建築指導課長、住宅整備課長、教育委員会総務課長＋参事（※） 

他団体：管工事業協同組合理事長、電業協会会長、 

協 会：会長、土木部会長  

※ 講演会（4/20）の懇親会を中止としたため、その時の講師（建

築課副参事、教育委員会総務課参事）も来賓として案内 

 



     

議案３ 講演会・懇親会の開催について 

テーマ「令和５年度 秋田市建築関連事業等について」 

令和５年  月  日（  ）   

講演会 午後  時  分～ 

懇親会 午後  時  分～ 

会 場 

※ 令和４年度は定時総会と別日（４／２０ 懇親会は中止）に開催 

 

事務局は、協会通常総会が５月３１日（水）に開催される予定であることを説明 

し、議案２及び議案３について一括審議をお願いしました。 

議長は、定時総会の日程及び会場について出席者に諮ったところ、４月２６日（水） 

又は２７（木）に定時総会を開催することとし、準備のための役員会を４月１９日 

（水）午前１１時に開くことが決定されました。 

また、総会会場をイヤタカ又はホテルメトロポリタン秋田としました。 

次に、議長は、講演会の開催について諮ったところ、例年に加えて上下水道局か 

らも講師を招くこととし、開催時刻は、総会を午後４時３０分、講演会を午後５時、 

懇親会を午後５時３０分とすることが決定されました。 

 

≪その他≫ 

なし 

  

議長は、すべての議事を終了し、午後４時５０分に閉会しました。 

 

○建築部会新春ボウリング大会            ２月１５日（水） 
部会役員会終了後に新春ボウリング大会が開催され、部会員１０名が参加しました。 

昔取った杵柄で年も忘れて奮闘しましたが、滑って転ぶなどハプニングも勃発し、 

終始笑いながら楽しい時間を過ごしました。 

また、懇親会には部会員１３名が参加し、和やかに親睦を深めました。 

 

○建築部会（秋田市建築関連団体連絡協議会定時総会・懇親会）  
  ２月２２日（水）  

令和５年秋田市建築関連団体連絡協議会定時総会が、出席会員３０名（代理出席者

４名を含む）、委任状４４名により、秋田キャッスルホテルにおいて開催されました。  

司会及び議長の持回りにより、今年は秋田県電業協会が担当となり、長谷川会長の

挨拶後、同協会の松澤会長が議長に就任しました。 

議事に先立って、議事録署名人２名（秋田市建設業協会、秋田管工事業協同組合）

を指名し、議案について審議が進められました。 

 

≪議事≫ 

議案第１号 令和４年事業報告及び収支決算の承認について 

議長の求めに応じ、髙橋幹事長より、総会資料に基づいて、令和４年事業報告及 



     

び収支決算の説明があり、その後、鈴木監事から監査報告が行われました。 

議長が質問・意見を求めたが「なし」の声があがり、異議なく満場一致により議 

案第１号は承認されました。 

 

議案第２号 年会費の改定について 

議長の求めに応じ、事務局が、年会費の改定に関して、理由及び年会費を３万円 

から４万円に改める案について説明しました。 

議長が質問・意見を求めたが「なし」の声があがり、異議なく満場一致により議 

案第２号は承認されました。 

 

議案第３号 令和５年事業計画（案）及び収支予算（案）について 

議長の求めに応じ、高橋幹事長より、総会資料に基づいて、令和５年事業計画（案） 

及び収支予算（案）の説明がされました。 

議長が質問・意見を求めたが「なし」の声があがり、異議なく満場一致により議 

案第３号は承認されました。 

 

≪その他≫ 

 なし 

 

総会は、すべての審議を終え、午後５時００分に閉会しました。 

 

総会終了後に懇親会を開催し、来賓に、秋田市から市長以下４名、秋田市議会から 

議長以下５名の皆様にご出席いただきました。 

また、会からは、３１名（会員２９名、事務局２名）が出席しました。 

 


