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We believe:
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and purpose to human Iife;
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【はじめに】

　２０歳の春、不安と期待に胸を膨らませながら、私は家業
である会社を継ぐため糸魚川に戻ってきました。当時は、行
動力も責任感もなく、ただ言われたことをしているだけの毎
日を送るだけで、自分の立場や周りが求めていることさえ何
かも分からずに働いていたことを思い出します。
　それからＪＣに入会し９年が過ぎた現

い

在
ま

。この青年会議所
というフィールドは、様々な活動を通し素晴らしい人同士を
めぐり合わせ、そして仲間たちと真剣に地域の事を考え、助
け合いながら行動する場を与えてくれています。ＪＣ運動を
通じて地域を愛する心を育み、何より活性化をはからなけれ
ばいけないという想いに変えてくれたのは、他でもないこん
な自分に自信と成長の機会を与えてくれた青年会議所であり
深く心から感謝しています。私はこの感謝の気持ちを胸に、
これまで培った経験を全て惜しみなくこの会に提供し、地域
のため全身全霊を傾け行動いたします。
　私たちは、これからも４４年間諸先輩方の築き上げてこら
れた歴史に敬意を表しながら、地域のため更なる発展に向け
た、新たなる行動をしていかなければなりません。私たちの
行動一つひとつが、未来の糸魚川を創っていきます。そのた
めには、まちに対する明確なビジョンを語り、確固たる意思
を示し、強い想いで確実に行動することが必要不可欠となり
ます。また、それは青年会議所メンバー一人ひとりが、明確
な役割をもち、責任ある行動をとることだと考えます。
　本年度、社団法人糸魚川青年会議所第４５代理事長を拝命
するにあたり、確固たる気概のもと、私たちの行動一つひと
つが未来の糸魚川を創り、輝きを放つ糸魚川の実現を目指し

理事長所信
　　　　　　　　　　　　　
2012年度　理事長　

　　木 島　　一

ＡＣＴＩＯＮ 
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行動展開していく所存です。

【観光の礎を創るためのアクション】

　糸魚川市は「世界ジオパーク」に認定され、様々な観光誘客
や交流人口の増加に取り組んでいます。また、これまで社団
法人糸魚川青年会議所でも「たった一つの強烈な魅力」＝「南
蛮エビ」を創り上げ、地域に根付かせ全国に発信し続けるこ
とで、糸魚川の知名度は上がってきています。
　２０１４年には北陸新幹線が開業となり、さらに観光に対
しての位置づけが重要となるでしょう。だからこそ糸魚川の
魅力を堪能できる観光さえあれば、この地に訪れる観光客が
自ずと増えていくのではないかと考えます。
　糸魚川は、海もあり、山もあり、四季折々に特色あるすば
らしい魅力をもつ地域でもあります。しかし、肝心な観光の
位置づけで、この魅力ある地域の特色をはたして活かしきれ
ていると言えるでしょうか。残念ながらこの魅力溢れた糸魚
川の特色を活かしきれていないのが現実問題として重くのし
掛かっています。
　しかし、青海・糸魚川・能生の各地域では様々な取り組み
をしています。その点と点になっている取り組みを連携させ
ることで、更なる交流人口の拡大に努めることも必要になっ
てくると考えます。
　今後の糸魚川には、これまで以上に観光を活発にし、交流
人口の拡大を図ることが必要です。そして、観光に携わる企
業が潤うシステムも必要になります。そのためには、今から

「観光の礎」を創るためのアクションを起こしていかなければ
なりません。
　本年度は、観光に特化しうる地域の特色を活かした体験型
観光、若者の自由な発想と行動力で既成概念を打ち破る企画・
立案に取り組みます。さらに体験型観光を核とし、そこに携
わる企業が対価を稼げる喜びを実感できる仕掛けづくりを確
立したいと考えます。そして、北陸新幹線を活用するであろ
う地域をターゲットに見据え、あらゆるネットワークを活用
し、お客様の心をくすぐるような衝動に駆られる広報展開を
実施していきます。
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【未来を担う子供たちのためのアクション】

私たち大人は、いかなる時も子供たちの健やかな成長を願
い、郷土を愛し、地域の未来を担ってもらいたいと望んでい
ます。しかし、私が子供の頃経験した遊びや自然体験は、時
代とともに今の子供たちと距離を置き、そんな私たちさえ経
験する場を提供せずに真剣に考える余裕もなくなってしまっ
ているのではないでしょうか。また、子供とのコミュニケー
ションの中ではすべきことを指し示すだけで、子供たちの考
える力（自立する心）を低下させているのも事実です。
　地域ぐるみでは、子供を育む環境づくりに熱心に取り組ま
れている団体がある中、青年会議所として、一人でも多くの
子供たちが自分で考え経験することができる、考えて実践し
ていく力を養える環境づくりをしていかなければならないと
考えます。

本年度、私たちが行うひとづくり事業は、糸魚川地域の子
供たちに、人との出会いやふれあい・豊かな自然とのふれあ
いができる地域の体験学習を通じ、子供たちに発想力（自分
たちで考える力）・創造力（新しいものをつくる力）・協調性

（心を合せて成し遂げる力）を植え付けたいと考えます。それ
を植え付けることにより、子供たちは何事にも乗り越えよう
とする力が育成され、自信・希望に満ち溢れた将来へと繋がっ
ていくことでしょう。また、私たちが率先して行動をしてい
けば、地域に伝播し、親や地域が一緒になって取り組む環境
ができていくでしょう。

そして、地域の未来のまちづくりを担う大人へと成長して
いくことができると信じています。

【メンバーの成長と強い組織になるためのアクション】

企業にとって「人」が活性化するということは＝企業の存在
価値が上がり、人を惹きつける魅力ある企業になるというこ
とです。人の活性は、我々青年会議所において絶対的必要不
可欠な要素であり、会の根幹ともなるべきものです。だから
こそこれまで以上しっかりとした環境づくりに努めなければ
なりません。

青年会議所は「変革の能動者」であり、ＪＣ運動を通じて己
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を磨き（修練）、社会に対して貢献（奉仕）していかなければな
りません。そこには、未来・明日を語り合い、それに向かっ
て常に行動する気持ちをもち、仲間たちと切磋琢磨し、分か
ち合う（友情）ことで、より強固な組織になっていくと考えま
す。

私たちが置かれている状況によって、メンバー一人ひとり
の参加・参画意識に温度差が生じているのではないかと考え
ます。更なる強い組織づくりとメンバーの成長を促す環境づ
くりを行うためには、一人ひとりに明確な役割と責任ある行
動を与え、自らが導き体現することこそが行動への第一歩に
なることを理解することが大切なのです。会の運営を根本か
ら見直し、時間を有効に活用し、メンバー一人ひとりが当事
者となり有意義で実りある環境づくりを心掛けていきましょ
う。

【更に行動できる組織になるためのアクション】

私が青年会議所に所属し感じていること。それは、これほ
ど成長の機会を与えてくれる場（人生道場）はないということ
です。そこには目的を達するために何度も失敗を繰り返し、
何度も悩み苦しみながら、それでも明日（未来）を語り合い、
それに向かい常にチャレンジし、仲間たちと切磋琢磨してい
く。だからこそ苦難を乗り越えた先に達成する喜びがあり、
自らも輝くことができるのです。ともすればその成長が地域
社会へと貢献し、企業を発展させる原動力にもなるのです。
自分達の地域を活性化していこうと共に行動するまだ見ぬ仲
間たちは、この地域には必ずいると信じています。そして、
この会に輝きを放つ人が一人でも多く増えることを何より強
く望みます。

一市二町が合併、新生糸魚川市となり既に７年の歳月が流
れました。今こそ垣根を越え更なる心の一致が必要となる時
です。今後は、同世代の青年と共に手と手を取り合い行動し
ていくことこそが、本来あるべき合併の姿だと信じます。そ
のために広域的かつ共に行動するまだ見ぬ仲間を増やすこ
と、多方面から積極的に有志を集うことが必ずや必要となり
ます。
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「人材は宝なり」この言葉の真意を体現すべく、本年度、明
日（未来）に向かい行動する更なる組織となるために、３０名
の会員拡大をおこないます。一人でも多くの若者たちと出会
い、明日（未来）を語り、このまちのために全力を注ぎ邁進い
たします。

【４５周年を迎えて】

本年、社団法人糸魚川青年会議所は４５周年という節目の
年を迎えます。この長きに渡る歴史を振り返り、これまでに
諸先輩方の築き上げてこられた歴史や実績に敬意を表し、更
なる発展に向けた新たなる行動を起こし、夢ある未来に向け
た新たなる一歩を踏み出さなければなりません。地域社会を
動かす行動力の源は若さこそすべて。活力ある地域を創造す
るために一人ひとりが地域のリーダーとなり、英知と勇気と
情熱を持って、力強く行動していきましょう。この行動こそ
が、明るい豊かな社会へのアクションとなるのです。まちに
対する明確なビジョンを語り、強い想いで行動することの大
切さを学び、実践していくことが、社団法人糸魚川青年会議
所の更なる発展と継続への力となります。メンバー一同、同
じ方向を向き、力強い想いを持ち行動していけるような４５
周年になることを展開していきます。

【結びに】

人は時折、様々な活動をする中で、迷いや恐れを生じさせ
ます。その都度壁にぶち当たり、それを乗り越えようと何か
に臨む時、行動しないうちからできない理由を並べたて、乗
り越えられない理由を他に転嫁するといった場面も少なくは
ありません。これでは自らが掲げた目的を達成することなど
できないのです。今年度のスローガン「ＡＣＴＩＯＮ」。これ
は常に前向きに行動するという願いが込められています。物
事の転換は、まずは行動することに始まります。そしてそこ
から人は輝きを放ちます。輝きを放つメンバーが一人でも多
くなれば、更なる飛躍できる組織へと発展していきます。こ
の一年、確固たる決意のもとに情熱を持ち、更なる糸魚川発
展のため共に行動していきましょう！
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＜基本方針＞

１．地域の特色を活かした体験型観光を、自由な発想と行動
力で既成概念を打ち破る企画・立案に取り組み、心をく
すぐるような衝動に駆られる広報戦略をおこない、交流
人口の拡大を図る。

２．糸魚川地域の子供たちに、人との出会いやふれあい・豊
かな自然とのふれあいができる地域の体験学習を通じ、
発想力・創造力・協調性を植え付けることによって、自
分で乗り越えようとする力を育成する。

３．修練・奉仕・友情の三信条が実感できる強固な組織づく
りと、共に参加・参画しやすい環境づくりを行う。

４．明日（未来）に向かい行動する更なる組織となるため、会
員拡大３０名を目指すと共にメンバーの定着を図る。

５．４５周年を迎えて、まちに対する明確なビジョンを語り、
強い想いで行動することの大切さを学び、活力ある地域
を創造するため力強く行動していく。



9

糸魚川ＪＣは酒飲み団体なのでしょうか？ＪＣは企業オー
ナーたちの集まりなのでしょうか？入会当初に聞いた疑問とそ
の後に聞いた疑問です。

入会当時は酒飲み団体と言われる節もありましたが、昨今で
は私はあまり耳にしなくなりました。私たち団体への外部の方
よりの評価と私たちの考え（自己評価）は間違いなくギャップ
があります。このギャップを少しでも埋めるよう努めなければ
なりません。そして、私たちの信念がそのまま評価になったな
らば、私たちの団体は非常に強い組織に成りえます。

このギャップを埋めるためには、私たち総務室メンバーが率
先しＪＣ運動に取り組み、その価値を知ることにより、会全体
の取り組む姿勢と、ＪＣ運動においての時間の使い方を今一度
見直すように促し、実際にメンバー一人ひとりがやる気と個性
を発揮し参加・参画するＪＣ運動には意味・価値があると実感
出来る環境を作る必要があります。

また、行動力のある強い組織を目指すために、共に行動する
仲間が必要です。企業オーナーでなくとも「自分の町をもっと
よくしたい」「自己研鑽に励みたい」「絆の強い仲間を作りたい」
との想いを持った青年は必ずこの糸魚川にいます。サラリーマ
ン、主婦、行政マン etc. その方の職や立場に囚われずに同じ想
いを持って共に行動してくれる仲間を募ります。東京の方から
見れば糸魚川は日本海側の小さな町ですが、その中でもまだ、「私
の地域、あなたの地域」といった意識もあるようです。ならば
各地域の同世代の同じ想いを持った方々と共に考え、行動する
ことにより心の繋がりを築き、意識が「わたしたちの糸魚川」と、
一つになる未来へ向けての第一歩を取り組んで参ります。

木島理事長のスローガン「ＡＣＴＩＯＮ」を率先し体現する
総務室として、想い、理想を語るだけではなく、取り組みによ
り起こりえた事実に重きを置き、行動することの意味・価値を
十分に理解した上で一年間邁進して参ります。

副理事長兼
総務室室長

　　　　綱 島　英 樹

所感
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前年度、子どもの未来への「道」創造委員会が「豊かな心」をテー
マに事業展開してまいりました。私も３歳になる息子を持つ親とし
て近年子育てに対して関心が高まり、教育現場の現状や、子どもの
成長に関わる話は大変興味深く、色々と勉強させていただきました。

子どもをどう育てればいいのだろうか。どうすれば子どもは健や
かに成長するのだろうか。まだまだ新米パパとして答えのでない子
育てに日々奮闘している毎日です。

昔は日常の中で学べていたことが、今では学べなくなってきてい
るという言葉をよく耳にします。家庭環境や地域環境、そして社会
環境や自然環境と時代の流れの中で様々なものが変遷をとげてきま
した。また、最近の子どもはという言葉もよく耳にする機会があり
ました。しかし本当に子どもだけが変わってきたのでしょうか。環
境だけが変わってきているのでしょうか。答えは「ＮＯ」だと思い
ます。様々な環境の変遷の中で育ってきた私たち親世代も同じよう
に変わってきているのです。
「ゲームばかりして」と子どもに怒るときはありませんか？しかし

ゲームを与えているのは親です。また、「ゲームをしていれば静かだ
から」ということを口にしたことはありませんか？都合のいいとき
には「ゲームでもしてなさい」、都合が悪くなると「ゲームやめなさ
い」。この「都合」を勝手に作っているのは大人ではないでしょうか。
一概には言えないかもしれませんが、心当たりはありませんか？「親
の背中を見て子どもは育つ」という言葉があるように、子どもの行
動の原点は親の姿です。「我が子のふり見て、我がふり直せ」とある
方よりお話いただいたことがありますが、まさしく振り返ってみる
と心に響きました。それと同時に自分がいかに良き親としての姿を
見せていなかったのかを痛感しました。

本年度のスローガン「ＡＣＴＩＯＮ」の下、意識を持つ、変える
ことはいうまでもなく、親として、地域の大人として一歩踏み出す
行動を心掛け、一年間邁進していきたいと思います。子どもの笑顔
は何事にも代えがたく、とても大切なものです。この笑顔をより輝
かせるために、この笑顔を未来に繋げるために、地域の未来を担う
子どもたちが健やかに成長できるように、今こそ「ＡＣＴＩＯＮ」
です。

副理事長兼
ひとづくり室室長

　　　　松 澤　高 志

所感
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このまち糸魚川市で両親が立ち上げた宿泊業を継いで１６年
の月日が経ちました。宿泊業の経営や青年会議所でのまちづく
り運動などの経験から、このまちについて様々なことを学んで
きました。その結果、海、山、食、歴史、文化など宝が溢れており、
また、季節ごとに楽しめる分野が豊富であるということがわか
り、今まで以上にこのまち糸魚川を大好きになってきました。

そんな大好きなまちをより元気で明るく豊かなまちにするた
めには、今、何が必要なのでしょうか。２０１４年の北陸新幹線
の開業を視野に入れ、交流人口の拡大を目的とし、これまでジ
オパークや食によるまちづくりなど様々な取り組みがされてき
たことで、糸魚川市の知名度が上がりつつある状況です。しかし、
今より元気で明るく豊かなまちにするためには、交流人口の拡
大からの地域経済活性化についてより深く、より具体的に考え、
お客様のニーズを捉えつつ、企業が潤うシステムを構築できる
よう取り組まなければならないのではないかと考えます。

これからの時代、観光分野においては糸魚川南蛮エビを代表
とする「食」はもちろんのこと、体験型観光に注目が注がれる時
代になるでしょう。まちの特色を活かし、田舎らしさや季節を
感じながら楽しめるような企画を立て、さらには観光に関連す
る様々な企業が対価を稼げるようなシステムを構築することが
重要です。また、お客様のターゲットを北陸新幹線の沿線に絞
り、より効果的な広報を展開する必要があります。本年度のま
ちづくりは、交流人口の拡大からの地域経済活性化を目的とし
て、地域の特色を活かした体験観光を、若者らしい自由な発想
で企画を立て、積極的に行動したいと考えます。糸魚川のさら
なる発展を目指して、メンバーと一丸となり、楽しみながら一
年間邁進したいと考えます。

副理事長兼
まちづくり室室長

　　　　岩 﨑　　智

所感
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入会当初、与えられた役割を出来ないなりに精一杯こなしてい
た事を思い出します。今思うと、行動するための「道しるべ」を示
してくれた先輩がいたからこそ、次の行動に移せたのだと思いま
す。行動することによって得た様々な成功や失敗の経験は、今で
は掛け替えのない財産であります。

人は失敗を恐れます。しかし、失敗を恐れて行動を起こさない
と、新たな可能性に結びつきません。仮に、行動を起こして失敗
してしまっても、次に失敗しないための改善策を考えるチャンス
が訪れます。この繰り返しが青年会議所運動の根幹であると考え
ます。

成功するための「英知」が足りなければ、経験を積んだ先輩が必
ず手を差し伸べます。

対して、英知を持ってしても「行動」が伴わなければ、その人は
会にとって必要とはされません。

我々メンバーに必要なのは、入会年度に関係なく「勇気」と「情
熱」をもって行動「ＡＣＴＩＯＮ」することなのです。行動するこ
とで必ず次の道は開けます。

本年度、専務理事を仰せつかるにあたり、メンバー一人ひとり
が気持ちよく行動するため「目配り」「気配り」そして「心配り」を
怠らず、会の運営が円滑になるよう「道しるべ」を示し、お互いを
高め合いながら率先して行動して参ります。

一年間、宜しくお願いいたします。

専務理事

　　　　東 野　恭 行

所感
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　高校を卒業し、家業を継ぐため糸魚川を離れ、日本を代表する
観光都市「京都」へ住むこととなりました。
　今まで過ごした糸魚川には海があり、当たり前に海を見ながら
交わり育ってきた私にとって、海の無い京都市は少し寂しく、ま
た、海だけではない糸魚川の魅力を再認識する事となりました。
いつか、糸魚川に帰るのだという想いのもと、勉強に励んだ事を
思い出します。
　糸魚川に帰ってきて１０年目を迎えた一昨年、以前より入会を
勧められていた㈳糸魚川青年会議所に、紆余曲折を経て入会させ
ていただく事となりました。
　入会以前の会のイメージは、あまり良いものではありませんで
したが、そんな中、イメージを変える出来事がありました。それ
は「海岸への危険物の漂着」というニュースでした。それに対し、
いち早く動いたのが当時の、㈳奴奈川青年会議所でした。
　「何かしなければ」と思うだけで、何も行動することができな
く、ただ指をくわえていただけの自分に対して、すぐに行動を起
こした青年会議所の凄さを感じるとともに、それまでの会に対す
るイメージが変わりました。
　本年度、木島理事長の掲げるスローガンＡＣＴＩＯＮ（行動）
は、まさに自分が感じ、会のイメージを変えるに至った想いその
ものではないかと考えます。
　糸魚川青年会議所が４５周年という節目を迎える本年に事務
局長という役職を拝命するにあたり、会全体が木島理事長の掲げ
るスローガンＡＣＴＩＯＮをより円滑に実行できるよう、自分自
身も積極的に行動し全力で縁の下を支えていく所存です。
　どうぞ一年間宜しくお願い致します。

事務局長　　　

　　　　倉 又　　康

所感
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総務委員会

委 員 長
副委員長
幹    事   

伊井　浩太
小川　節雄
廣川　洋晃

■所信
　３（スリー）２（ツー）１（ワン）・・・『アクション！！！』
　人はこの世に生を授かった瞬間から、行動を求められ、その行動により様々
な人たちを巻き込んでいるのではないだろうか。
　私は現在２７歳までに、様々な場面で心に「カチンコ」の音を聞いてアク
ションを起こしてきました。学校に入学した時、社会に出て仕事をした時、結
婚をした時、子供が生まれた時、もちろん、この会に入会をした時。その都
度、内容の違ったアクションを求められ、行動を起こす事で、周りを巻き込
み、輪が生まれて私のかけがえのない財産となってきました。
　本年度、総務委員長として会をより一層魅力ある組織へと発展させるべく尽
力していくに当たり、メンバー一人ひとりに再度「カチンコ」を鳴らし、思う
存分アクションして頂くために、皆様の魅力を存分に引き立て、モチベーショ
ンをアップさせていきたいと考えます。そうすることで個と個が結ばれ、この
会がより強い組織として更なる成長を遂げると感じております。
　そして、魅力ある仲間たちとの時間を有意義に過ごす為に、会の運営を見直
していく必要があると考え、時間の有効活用を図っていきたいと考えます。委
員会運営から例会に至るまで、参加・参画したくなる工夫を設け「有意義で実
りある環境づくり」に取り組んでいきます。
　最後に、この会は４０歳になると、全員平等に「カット！」の声が掛かりま
す。エンドロールを刻むのは自分自身です。もう少し出来たとか、まだやれる
と思っても続編はありません。その皆様のエンドロールが光り輝かしくなるよ
うお手伝いをさせていただけたらと思います。
　３（スリー）２（ツー）１（ワン）・・・『アクション！！！』

■目的
　メンバーのモチベーションを上げ、「行動」を促し、メンバー自らが「行
動」する事で会の更なる活性化を図る。

■基本方針
１．メンバーの参加、参画意識の向上を図る。
２．「有意義で実りある」時間を過ごせるよう工夫し、ＪＣ運動を「計画

的」に行える環境作りを行う。
３．メンバーへ「きづき」の場を創り、「修練」「奉仕」「友情」の三信条

の素晴らしさを、肌で感じてもらう。
４．ＨＰ等を活用して広報活動をし、（社）糸魚川青年会議所を対外へＰＲ

して、会を活性化させていく。

■事業計画および予算
時　期 事　業　計　画 予　算

１月
 　７月
　 ８月
１１月

通年

新年祝賀会　　　　         　          （第 3 号事業）
担当例会　　　　　　     　　        （第 5 号事業）
納涼会　　　      　　     　            （第 5 号事業）
担当例会（卒業例会）　　　　           （第 5 号事業）
会員拡大
メンバーのモチベーションアップ
セレモニー・総会の運営
例会・各事業の参加要請
基本資料・総会資料の作成
各種表彰等
対内外における広報活動・ＨＰの運営

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 ￥550,000
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会員拡大委員会

委 員 長
副委員長
幹　　事  

猪又　高貴
田原　敏弘
嶋田　正哉

■所信
　青年会議所（ＪＣ）には特別なルールがあります。それは「正会員は、糸
魚川市に住所又は勤務先を有する２０歳以上４０歳未満の品格ある青年
で、理事会において入会を承認された者とする」とあります。つまり「いつ
までもこの組織で運動したい」と思っていても、それはできないという事で
す。永遠に若い団体と言われる所以はここにあるのでしょう。毎年黙って
いても先輩方が卒業されていきます。これまで先輩方が築き上げてきたも
の、守ってきたものを絶やすことなく続けていく為にも、新たな若い青年
を迎え入れる必要があります。
　私も入会して数年がたち、中堅という立場になりました。入会当初はわ
けもわからずＪＣ運動をしていた記憶があります。退会せず、今まで続け
てきたということは、それだけ大きなものがこの組織にはあるのだと思い
ます。普段ではまず会うことのない異業種のたくさんの仲間とも出会うこ
とができました。それはただの仲良しクラブではない本気で語り合える仲
間との出会いでした。今のメンバーとも、この会に入らなければ決して出
会うことはなかったのかもしれません。中堅の立場となった今、多くの糸
魚川の若い青年にこの会の本当の良さを伝えていきます。
　２００５年に旧青海町、旧糸魚川市、旧能生町、が新設合併し、現在の
糸魚川市が誕生しました。より一体となる為には、形だけではなく、これ
まで以上更なる「心」の一致が必要になってくると思います。そこで本年度
は、多方面から新しいメンバーを迎え入れ、同世代の青年と一緒になって
運動していきたいと思います。
　２０１２年度、会員拡大一点に力を注ぎ邁進いたします。

■目的
　ふたたび多くの新しい仲間を迎え入れたときの喜び・感動を味わうため
にも、過去には類を見ないＬＯＭ会員数を実現する。

■基本方針
１．３０名の会員拡大を目指し、メンバーの定着を図る。
２． 他団体からの会員拡大。
３.　糸魚川の若者と積極的な交流を図り、がむしゃらに熱い会員拡大を展

開する。

■事業計画および予算
時　期 事　業　計　画 予　算

１月
　４月
　８月

通年

委員会事業           　　　   　　　　（第３号事業）
委員会事業           　　　   　　　　（第３号事業）
担当例会　　　　　　　　     　　　（第５号事業）
会員拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 ￥50,000
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「ＡＣＴＩＯＮ」ひとづくり委員会

委 員 長
副委員長
幹　　 事

丸山　　尚
恩田　大士
比護　秀美

■所信
　「変化」これは私が日々意識し、心掛けている言葉です。それは仕事・プライベー
ト等、様々な変化の先に何が来るのかを常に考え行動しなければなりません。そ
こから初めて、現状に満足しない、より良い方法を模索し、チャレンジする「新
しい自分」が生まれると考えます。行動する前からダメと諦めるようでは何も生
まれません。結果は行動してみないと分からないものです。当たり前になる事を
恐れ、まずは行動することこそが重要だと考えます。
　このような力はいつ育まれるのでしょうか？
　私が子どもの頃は、外に出て自然とふれあいながら仲間とともに自分たちの
ルールを自由につくり遊びを考えたものです。このような感覚（ひらめき・考え
る力・チームワーク）は、何より経験や体験が重要であり、無意識に子どもの頃
から自然と身に付くことだと思います。
　現代の子ども達は「自分で考える場面が少ない」「諦めが早い」などと言われ、
その妨げの要因として親の誤った干渉や、逆に子ども達と十分に関われる時間が
不足しているという生活環境なども影響していると考えられます。もって生まれ
たその子ならではの力に、成長とともに発揮できるようなチャンスとヒントを与
え、子どもの自立をサポートできて、はじめて「発想力」「創造力」「協調性」の３
つの力が生まれるものと感じています。それはすなわち『人間力』をアップすると
言う事にも繋がっていきます。
　私の考える『人間力』とは、３つの力を最大限に用いて、様々な困難や課題に対
し、自らを信じ率先して果敢に挑戦し続け乗り越えていく力であります。そして、
現代の子ども達がこの３つの力を育むことで、『人間力』という武器を持つことに
もなるでしょう。
　そして将来、子ども達が大人になった時の何より大きな価値観、その人らしく
生きる力の源となり、『人間力』に溢れた街、だれもが行ってみたい・暮らしてみ
たいと思える糸魚川が誕生します。

■目的
　子ども達が、自ら率先し様々な物事に臨める『人間力』を高める為に、「発
想力」「創造力」「協調性」の３つの力を育む環境を築きあげる。

■基本方針
１．子ども達が楽しく興味を持ちながら意見出来る場を整える。
２．子ども達が同じ目的を目指し、共通体験の中で仲間が必要と感じさせる事

業を行う。
３.  仲間同士で考えた事を形にし、成功体験を通じて自信と行動力を与える。

■事業計画および予算
時　期 事　業　計　画 予　算

２月
３月
５月
８月
９月
通年

担当例会　　　　           　　　   　（第５号事業）
委員会事業　　　           　　　   　（第３号事業）
担当例会　　　　           　　　   　（第３号事業）
委員会事業　　　           　　　   　（第３号事業）
委員会事業　　　　　　　　　　  　（第５号事業）
会員拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 ￥800,000
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糸魚川企画委員会

委 員 長
副委員長
幹　　 事

岩﨑　雅則
笠原　信和
保坂真一郎

■所信
　「アクション」　以前の私は、この行動するということがとても苦手でした。それは学生
の頃からかもしれません。六年前に修行を終え、家業を継ぐために糸魚川に帰ってきまし
たが、当初は、与えられた仕事をこなし家と職場を往復する毎日でした。その当時は糸魚
川という地域に対しての興味も薄く、「なにもないまち」と感じていたように思います。
　しかし、縁あって糸魚川青年会議所に入会することとなり、そこで、諸先輩方をはじ
め様々な方達と出会い、共に行動することで多くの刺激を受けました。思い返せば、色々
な経験をさせて頂きました。ジオサイトツアーや昔ながらの田植え、エビちゃんの着ぐ
るみを着たこともありました。数え上げればキリがありませんが、自ら率先して行動す
る諸先輩の下、汗をかき、全力で行動することが経験できたことで「自ら行動すること
の大切さ」、「仲間と共に目標に向かい行動することの喜び」、そして「郷土糸魚川の魅力」
を学ぶことが出来ました。
　私が「なにもないまち」だと思っていた糸魚川には、確かに都会のような華やかさはな
いかもしれませんが、それ以上の魅力に溢れていました。海や山などの豊かな自然、そ
こからもたらされる豊富な食、歴史や文化。糸魚川にしかない様々な魅力があり、また、
四季折々でその魅力を体感することができる素晴らしい地域です。今では自分が如何に
恵まれた環境にいるのかがよくわかりました。
　この糸魚川がより良い地域となるために今何が必要なのでしょうか。これまで、糸魚
川の魅力を活用し、糸魚川市や様々な団体が観光誘客や交流人口拡大のために活動して
きました。その結果、日本初の「世界ジオパーク」認定や、日本一の南蛮エビのまちとし
て糸魚川の知名度は高まってきています。
　北陸新幹線開業が間近に迫った現在、求められているまちづくりは交流人口の拡大で
す。観光客が、自らの地域に「ない」ものを求め、自ら情報を探し選ぶ時代へと変化して
きている中、北陸新幹線沿線を見ると、糸魚川には、この「ない」ものが「ある」。まさに
魅力あふれる地域であるといえます。今年度、糸魚川企画委員会では、北陸新幹線沿線
をターゲットに、糸魚川の魅力を活用した、観光客が満足でき、なおかつ地域経済が活
性化する体験型観光を企画・立案します。さらに、糸魚川広報委員会と連携を取りなが
ら交流人口の拡大に努めたいと考えます。
　これまでの青年会議所での経験を活かし、委員会メンバー一丸となって若者らしく積
極的に「ＡＣＴＩＯＮ」行動していきたいと考えますので、一年間どうぞよろしくお願い
いたします。

■目的
　糸魚川の魅力を活用した、観光客が満足でき、なおかつ地域経済が活性化する体
験型観光を企画し、糸魚川広報委員会と連携を取りつつ積極的に行動することで交
流人口の拡大からの地域経済活性化を目的とする。

■基本方針
１．糸魚川の魅力を活用した観光客が満足できる体験型観光の企画・立案をする。
２．観光客が時間を忘れるほど糸魚川を堪能し、なおかつ様々な企業が対価を得られ

地域経済が潤うシステムを構築する。
３．糸魚川広報委員会と連携し、交流人口の拡大を図ることで地域経済を活性化させる。

■事業計画および予算

時　期 事　業　計　画 予　算

２月
４月
５月
７月

１０月
１０月

通年

委員会事業           　　　     　　 　（第 1 号事業）
担当例会　　　　           　　      　（第 3 号事業）
委員会事業　　　           　　      　（第 1 号事業）
委員会事業　　　           　　      　（第 1 号事業）
担当例会　　　　           　　      　（第 1 号事業）
委員会事業　　　           　　      　（第 1 号事業）
会員拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 ￥500,000
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糸魚川広報委員会

委 員 長
副委員長
幹    事

島田　直之
園田　岳彦
本間　寛道

■所信
　大学を卒業し地元糸魚川に戻り１０年程経ちますが、学生のころは初めての
都会の華やかさや、多種多彩なアミューズメント施設が新鮮で楽しく長期の休
みに地元に戻ったときに、糸魚川には何にもない・遊ぶ場所もないじゃない
か・・・などと嘆き、こんなまちに帰ってきたら自分はどう楽しんで行けばい
いのか？などと卒業を間近に憂鬱だった日々を思い出します。
　しかし、いざ糸魚川に帰り日々を過ごすうちにあることに気がつきました。
それは元々、自然やアウトドアスポーツが大好きだった自分にとって、これほ
どまでに恵まれた土地は無いということでした。海や山に行くにも行こうと思
えばすぐに行ける。そしてその中に無限大の遊びや体験ができること。今まで
当たり前に思って住んでいた所がどれだけ魅力あふれる≪宝≫の山だったかを
実感し、その楽しさを色々な人達と分かち合いたい！と思うようになりました。
　この自分が楽しい・最高だ！と思える糸魚川の大自然が生み出す≪宝≫を
様々な形で体験し楽しむ事は体験型観光として成り立つのではないでしょう
か。またその観光により地域経済活性化をもたらすのではないでしょうか。
　しかし、この≪宝≫がどんな≪宝≫か、しっかりと伝えられない事は、この
ことを知らない人々にとっては無いに等しいものです。
　だからこそ今、その≪宝≫を様々な方法で、より魅力的な・より衝撃的な・
より的確な広報を行ない沢山の人々に知ってもらい体験してもらいたい。その
ことにより確実な集客が可能になった時、この糸魚川に住む沢山の人々に潤い
を、企業には対価をもたらし、「観光の礎」が築かれるのではないかと信じます。
　今年度はこの地域の特色を活かした体験型観光を、あらゆるネットワークを
駆使し、２０１４年に開業予定の北陸新幹線沿線をターゲットに見据え広報活
動を展開して行きます。
　また、お客様の心をくすぐるようなインパクトのあるキャッチフレーズを作
り、若さと行動力で既成概念を打ち破り、今までに無い自由な発想で広報活動
を行って行きたいと考えます。

■目的
　地域の特色を活かした体験型観光を今までに無い魅力的な・衝撃的な・的確
な広報戦略を行ない交流人口の拡大を図る。

■基本方針
１．企画内容により、ターゲットに合った既成概念に囚われない広報戦略を行

い、お客様を確実に集客する。
２．２０１４年開業予定の北陸新幹線沿線の地域をターゲットに広報活動をする。
３．糸魚川企画委員会と連携し、交流人口の拡大を図ることで地域経済を活性化させる。

■事業計画および予算
時　期 事　業　計　画 予　算

２月
３月
５月
７月

１０月
１０月

通年

２月委員会事業　           　　      　（第１号事業）
３月担当例会　　           　         　（第１号事業）
５月委員会事業　           　        　（第１号事業）
７月委員会事業　          　          　（第１号事業）
１０月担当例会　　       　　　    　（第１号事業）
１０月委員会事業　       　　       　（第１号事業）
会員拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 ￥1,100,000



19

科目 1次補正
予算

2012年度
予算額 増　減 備　　考

Ⅰ　事業活動収支の部

　１．事業活動収入

①受取会費 7,560,000 7,200,000 360,000 年会費　63名×120,000円

②受取特別会費 0 0 0

③雑収入 2,000 2,000 0 受取利息
④基金繰入金 2,700,000 0 2,700,000

事業活動収入計 10,262,000 7,202,000 360,000

　２．事業活動支出

①事業費支出 5,800,000 3,100,000 2,700,000

総 務 委 員 会 550,000 550,000 0 年度事業活動に対する予算措置額

会 員 拡 大 委 員 会 50,000 50,000 0 〃

「ACTION」ひとづくり委員会 1,000,000 800,000 200,000 〃

糸魚川企画委員会 500,000 500,000 0 〃

糸魚川広報委員会 1,400,000 1,100,000 300,000 〃

創立４５周年実行委員会 100,000 100,000 0

創立45周年記念式典 2,200,000 0 2,200,000

②管理費支出 4,754,045 4,003,900 750,145

負 担 金 1,163,045 1,112,900 50,145

日 本 J C 会 費 531,045 507,900 23,145 63名分(45,000＋7,715×63名)

購 読 料 189,000 180,000 9,000 63名分(3,000×63名)

地 区 協 議 会 会 費 73,000 70,000 3,000 63名分(10,000＋1,000×63名)

ブロック協議会会費 330,000 315,000 15,000 63名分(15,000＋5,000×63名)

日 本 J C 拠 託 金 40,000 40,000 0 2名分(20,000×2名)

事務局費 1,455,000 1,455,000 0

事 務 局 費 700,000 700,000 0 事務委託費・超過勤務代

消 耗 品 費 100,000 100,000 0 文具他

通 信 費 280,000 280,000 0 電話・郵便料金他

印 刷 費 350,000 350,000 0 基本資料・総会資料作成費

備 品 購 入 費 25,000 25,000 0

0

会 議 費 456,000 456,000 0

会 議 費 80,000 80,000 0 会議室借用料

借 室 料 126,000 126,000 0 JCルーム賃借料

食 費 250,000 250,000 0

渉 外 費 1,680,000 980,000 700,000

渉 外 費 500,000 300,000 200,000

慶 弔 費 150,000 150,000 0

各 種 大 会 補 助 費 300,000 300,000 0

出 向 者 補 助 費 100,000 100,000 0

登 録 費 130,000 130,000 0 京都会議・NBC野球・ソフト・サッカー

4 5 周 年 捗 外 費 500,000 0 500,000

事 業 活 動 支 出 計 10,554,045 7,103,900 3,450,145

事業活動収支差額 △ 292,045 98,100 △ 390,145

2012年度「収支予算書」
（2012年1月1日〜 2012年12月31日）

単位 円
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注１．事業費比率= (事業費＋負担金＋(会議費－食費))÷(総支出(△基金))

注２．会員数の推移
２０11年4次補正　  会員数　65名
２０１2年度  　  当初会員数　60名 

注３．日本J C会費算出方法 　　　　　円 
基 本 額 　会員１～５０名まで
付 加 金
J C I 会 費　USA ＄１０．５０換算
国際協力資金

付加金は年初から6月30日までの入会者に適用され、7月1日以降入会者は2,500円となる 
 

注４．JCI会費はUSA ＄円換算　2012年度は10.50ドル　日本円換算で890円となる。
為替レートは2011年10月３日現在の77.15円に10%の為替変動率を加算して算出

（10円未満切捨て) 
 

注５．国際協力資金　5円×365日　  

30,000
5,000

890
1,825

科   目 予算額 前年度予算額 増　減 備　考

予備費比率 0.95% 1.36% -0.41% 予備費÷ 事業活動収入（会費＋雑収入）

事業費比率 67.93% 62.20% 5.72%  注１

一人あたり事業費 92,063 51,667 40,397  事業費÷会員数

2012年度「収支予算書」
（2012年1月1日〜 2012年12月31日）

単位 円

25名増すごとに15,000円加算

7,715円／一人

単位 円

科目 1次補正
予算

2012年度
予算額 増　減 備　　考

Ⅱ　投資活動収支の部

投資活動収支差額 0 0 0

Ⅲ　財務活動収支の部

　１．財務活動収入

①基金会計より借入金 1,000,000 1,000,000 0 運用基金からの短期借入

　２．財務活動支出

①基金会計へ返済 1,000,000 1,000,000 0 運用基金への資金返済

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ予備費支出 97,795 98,100 △ 305

当 期 収 支 差 額 △ 389,840 0 △ 389,840

前期繰越収支差額 389,840 0 389,840

次期繰越収支差額 0 0 0
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〔出向者〕
日本 JC

北陸信越地区

新潟ブロック

副議長
委　員

委　員
委　員
委　員

委　員
委　員
委　員

委　員
委　員

幹　事

総務グループ財務運営会議

地域プロデューサー育成会議

ひとのちから想造委員会

故郷のちから想造委員会

日本のちから想造委員会

山田　卓矢
新保ルミ子

藤巻　道隆
本間　寛道
山田　陽介

大島　栄毅
廣川　洋晃
水沢真紀子

井伊　一道
市川　英之

岩㟢　　護

●市長外特別報酬審議会（隔年）

●糸魚川市社会教育委員

●糸魚川市行政改革委員

●糸魚川市ジオパーク協議会

●糸魚川地域審議会委員

●社会福祉協議会評議員

●社会福祉協議会運営委員

●糸魚川市観光協会

●地域の声を聞く会

〔外郭団体出向〕

●おまんたまつり企画運営部他

●ひめかわポートフェスティバル
実行委員会

●日本海クラシックカーレビュー
実行委員会

●北陸新幹線建設促進期成同盟会

●北陸新幹線長野・糸魚川間フル

規格整備促進上越広域協議会

　　　　　　　　　　　　他
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2012年度新潟ブロック協議会
会員会議所事務局一覧表

JC名 郵便番号 住所・HP 事務局 ＴＥＬ・ＦＡＸ

㈳いわふね 〒958-0841 村上市小町4-10
www.iwafune.ne.jp/~iwafunejc/  村上商工会議所内 (0254)53-4257

(0254)53-0172

㈳ 中 条 〒959-2631 新潟県胎内市表町5-25 (0254)43-3308

㈳ 新 発 田 〒957-8550 新発田市中央町4-10-10
www.niks.or.jp/~sbt-jc/  新発田商工会議所内 (0254)22-0404

(0254)21-1522

㈳ 豊 栄 〒950-3321 新潟市北区葛塚3348
www.niks.or.jp/~toyosaka/  豊栄市商工会館内 (025)388-3840

(025)387-5523

佐 渡 〒952-0011 佐渡市両津夷182-1
www.sado.co.jp/jc/  両津商工会館内 (050)3736-7955

(050)6861-0281

㈳ 新 潟 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通7番町1243
www.niigata-jc.com/  新潟商工会議所中央会館 (025)229-0874

(025)222-7234

㈳ 白 根 〒950-1218 新潟市南区白根魚町3-42
www.niks.or.jp/~shirojc/  サルナート吉運堂内 (025)373-4507

(025)373-4507

㈳ 新 津 〒956-0864 新潟市秋葉区新津本町3-1-7 新津商工会議所内 (0250)22-0121
(0250)25-2332

㈳ 五 泉 〒959-1864 五泉市郷屋川1-2-9 五泉商工会議所内 (0250)43-5551
(0250)42-1151

㈳ 加 茂 〒959-1313 加茂市幸町2-2-4
www.ginzado.ne.jp/~kamojc/  加茂市産業センター2Ｆ (0256)53-3241

(0256)53-3231

㈳ 燕 三 条 〒955-0092 三条市須頃1-20
www.tsubamesanjo-jc.or.jp/  三条商工会議所 (0256)32-5151

(0256)32-5343

見 附 〒954-0053 見附市本町1-4-41
www.niks.or.jp/~mitukejc/  見附商工会館内 (0258)62-1365

(0258)63-1656

㈳ 栃 尾 〒940-0295 長岡市宮沢1765
www.tochio.net/jc/  

栃尾市産業交流センター3F
栃尾商工会内

(0258)52-4191
(0258)51-1314

㈳ 長 岡 〒940-1151 長岡市三和3-123-15
www.nagaoka-jc.or.jp  小野塚ビジネスビル3Ｆ (0258)34-0069

(0258)34-0395

㈳ 柏 崎 〒945-0051 柏崎市東本町1-2-16
www.niks.or.jp/kajc/  モーリエ2 5F (0257)21-4412

(0257)21-4348

㈳ 小 千 谷 〒947-8691 小千谷市本町2-1-5
www.niks.or.jp/~ojjc/  小千谷商工福祉会館内 (0258)81-1300

(0258)83-3632

㈳ 魚 沼 〒946-0075 魚沼市吉田1148
www.koidejc.com  湯之谷村地域振興センター内 (025)792-8220

(025)793-1144

㈳ 雪 国 〒949-6626 南魚沼市六日町大字六日町106-1
www.yukiguni.info/  斉藤脳神経外科内 (025)772-7937

(025)773-5759

㈳ 十 日 町 〒948-0088 十日町市泉17番地 
www.niks.or.jp/~tokamach/  十日町商工会議所内 (025)757-5111

(025)752-7332

㈳ 上 越 〒943-0804 上越市新光町1-10-20
www.niks.or.jp/~joetsujc/  上越商工会議所内 (025)522-1819

(025)523-6150

㈳ 妙 高 〒944-0046 妙高市上町9-8
www5.ocn.ne.jp/~araijc/  上越ケーブルビジョン新井支局3F (0255)72-5233

(0255)72-1957

㈳ 糸 魚 川 〒941-8601 糸魚川市寺町2-8-16
www.itoigawa-jc.com 糸魚川商工会議所内 (025)552-9343

(025)552-8860
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日本ＪＣ事務局
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-14-3

 青年会議所会館内 
TEL.03-3234-3328  FAX.03-3234-7183

http://www.jaycee.or.jp

〔姉妹ＪＣ〕

〔近隣ＬＯＭ〕

JC名 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

㈳ 竹 原 〒725-0026 広島県竹原市中央4-5-11　サンスクエア3階  (0846)22-7489
(0846)22-7485

㈳ 塩 尻 〒399-0736 長野県塩尻市大門1-9-15　ミサワビル (0263)52-7700
(0263)54-5254

JC名 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ・ＦＡＸ

㈳ 黒 部 〒938-0037 黒部市新牧野242 (0765)54-0192
(0765)54-0164

㈳ 新 川 〒937-0806 魚津市友道1446  (0765)22-5976
(0765)22-4264

㈳ 滑 川 〒936-0068 滑川市加島町40-1 (076)475-2158
(076)475-8828

㈳ 富 山 〒930-0085 富山市桜木町10-10　富山第一ホテル内 (076)433-3334
(076)433-7333

㈳ 大 町 〒398-0002 大町市大町2511-3　大町商工会館内 (0261)23-2436
(0261)23-0699

㈳ 松 本 〒390-0811 松本市中央1-23-1　松本商工会館3F (0263)32-7646
(0263)36-2024

㈳ 上 越 〒943-0804 上越市新光町1-10-20 (025)522-1819
(025)523-6150

㈳ 新 井 〒944-0046 妙高市上町9-8　上越ケーブルビジョン新井支局3F (0255)72-5233
(0255)72-1957

新潟ブロック事務局
〒957-8550 新発田市中央町4-10-10

新発田商工会議所内
TEL.0254-22-0404 FAX.0254-21-1522
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社団法人糸魚川青年会議所定款

第１章　総　　　　則
（名称）
第１条　この法人は、社団法人糸魚川青年会議所（Itoigawa
　　　　Junior Chamber Incorporated）と称する。

（事務所）
第２条　この法人（以下「本会議所」という。）は、事務所を新潟
　　　　県糸魚川市寺町２丁目８番 16 号に置く。

（目的）
第３条　本会議所の目的は、次のとおりとする。

（１）　   政治、経済、社会、教育、文化等に関する諸問題を調査
　　　　研究し、国内諸団体と協力して、地域社会及び国家社会
　　　　の正しい発展を図ること。

（２）　   社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通
　　　　じ、国際的理解及び親善を増進し、日本と世界の繁栄及
　　　　び人類の平和に寄与すること。

（運営の原則）
第４条　本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を
　　　　目的とした事業は行わない。
２　　　本会議所は、特定の政党の利益を目的とした事業は行わ
　　　　ない。

（事業）
第５条　本会議所は、第３条の目的を達成するために、次の事業
　　　　を行う。

（１）　  政治、経済、社会、教育、文化等に関する調査研究並び
　　　　にこれらの改善発達に資する計画の立案及び実現の推進

（２）　  社会奉仕観念の育成及び社会奉仕の実施
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（３）　  会員及び地域住民の一般教養の修得及び向上並びに能力
　　　　の開発を利する事業

（４）　  国際青年会議所、社団法人日本青年会議所その他の諸団   
　　　　体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業

（５）　   その他第３条の目的を達成するために必要な事業

第２章　会　　　　員

（会員の種類）
第６条　本会議所の会員は、次の４種とし、正会員をもって民法
　　　　上の社員とする。

（１）　   正会員
（２）　   特別会員
（３）　   名誉会員
（４）　   賛助会員

（正会員）
第７条　正会員は、糸魚川市に住所又は勤務先を有する 20 歳以

上 40 歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を
承認された者とする。

２　　　正会員が事業年度中に 40 歳に達した場合は、当該事業
　　　　年度の終了をもって、正会員の資格を失うものとする。
３　　　本会議所以外の青年会議所の正会員である者は、本会
　　　　議所の正会員となることができない。
４　　　直前理事長は、その任期中正会員の資格を有する。

（特別会員）
第８条　特別会員は、前条第 2 項の規定により正会員の資格を
　　　　失った者で、理事会の承認を得たものとする。

（名誉会員）
第９条　名誉会員は、本会議所に功労のある者で、理事会の議
　　　　決を経て推薦され、総会の承認を得たものとする。
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（賛助会員）
第 10 条　賛助会員は、本会議所の目的に賛同し、その発展を助
　　　　 成しようとする個人又は団体で、理事会において入会   
　　　　 を承認されたものとする。

（会員の権利）
第 11 条　会員は、この定款に定めるもののほか、本会議所の目 
　　　　 的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に
　　　　 有する。ただし、特別会員、名誉会員及び賛助会員に 
　　　　  あっては、表決権、選挙権及び被選挙権を有しない。

（会員の義務）
第 12 条　会員は、この定款その他の規則を遵守し、本会議所の 
　　　　 目的達成に必要な事業に参加する義務を負う。

（会費等）
第 13 条　正会員は、入会に際して入会金を納入しなければなら 
　　　　　ない。
２　　　 正会員及び賛助会員は、毎年度会費を納入しなければ 
　　　　 ならない。
３　　　 前２項の入会金及び会費の額及び納入方法は、総会で 
　　　　  別に定める。

（会員の資格喪失）
第 14 条　会員は、次の事由によりその資格を失う。

（１）　  　解散
（２）　  　退会
（３）　  　死亡
（４）　  　破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告
（５）　  　除名

（会員の退会）
 第 15 条　退会を希望する者は、その年度の会費を納入して理事 
　　　　　長に退会届を提出しなければならない。
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（会員の除名）
第 16 条　会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会に
　　　　 おいて正会員の４分の３以上の同意を得て、その会員 
　　　　  を除名することができる。

（１）　 　本会議所の名誉を毀損し、本会議所の目的に反するよ
　　　　 うな行為をし、又は本会議所の秩序を乱したとき。

（２）　 　 会費を１年以上納入しないとき。
２　　   前項第１号の規定により会員を除名しようとするとき 
　　　　 は、総会において、その会員に対し議決の前に弁明の 
　　　　  機会を与えなければならない。

（休会及び復会）
第 17 条　正会員は、やむを得ない事由により６カ月以上継続し 
　　　　 て本会議所の事業に参加することができないときは、 
　　　　 書面をもって申し出て、理事会の承認を得て休会しな
　　　　 ければならない。
２　　　 休会は、１年を超えないものとする。ただし、申出に 
　　　　 より、理事会においてこれを延長することができる。
３　　　 休会中の会員は、理事会へ届け出て復会するものとする。

（会費等の不返還）
第 18 条　会員が納めた会費、入会金その他会員の義務に基づく 
　　　　  金品は、返還しない。

第３章　役員及び顧問

（役員の種類及び数）
第 19 条　本会議所に次の役員を置く。

（１）　     理事長　　　１人
（２）　     直前理事長　１人
（３）　  　副理事長　　２人以上４人以内
（４）　  　専務理事　　１人以内
（５）　   理事（理事長、直前理事長、副理事長及び専務理事を 
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　　　　  除く。）　　　　10 人以上 20 人以内
（６）　監事　　　　２人
２　　　 民法上の理事は、理事長、副理事長、専務理事及び理 
　　　　  事とする。

（役員の選任及び解任）
第 20 条　役員（直前理事長を除く。）は、本会議所の正会員の

中から総会において選任する。
２　　　  直前理事長は、前年度理事長の職にあった者が就任する。
３　　　  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
４　　　 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき 
　　　　 は、総会において正会員の４分の３以上の同意を得て、    
　　　　 その役員を解任することができる。この場合、総会に
　　　　 おいて、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与 
　　　　 えなければならない。

（役員の職務）
第 21 条　理事長は、本会議所を代表し、所務を総括する。
２　　　 直前理事長は、理事長の経験を生かし、所務について必 
　　　　 要な助言をする。ただし、理事会における議決権は有しない。
３　　　  副理事長は、理事長を補佐し、所務を執行する。
４　　 　専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務を執 
　　　　  行し、事務局を統括する。
５　　　  理事は、理事会を構成し、所務を執行する。
６　　　 監事は、民法第 59 条に定める職務を行う。ただし、　
　　　　  理事会における議決権は有しない。

（役員の任期）
第 22 条　役員の任期は、毎年１月１日から同年 12 月 31 日まで
　　　　  の１年間とする。ただし、再任を妨げない。
２　　　 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者
　　　　  又は現任者の残任期間とする。
３　　　 役員が、任期満了又は辞任により退任したときは、後
　　　　 任者が就任するまで前任者がその職務を行うものとする。
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４　　　 理事長が再任する場合は、直前理事長も再任するもの
　　　　 とする。

（理事長職務の代理等）
第 23 条　理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、  
　　　　 理事会においてあらかじめ定められた順序により、副 
　　　　  理事長が理事長の職務を代理し、又は代行する。
２　 　　理事長及び副理事長が共に事故あるとき、又は共に欠 
　　　　 けたときは、専務理事が理事長の職務を代理し、又は 
　　　　 代行する。

（顧問）
第 24 条　本会議所は、理事会の議決により顧問を置くことがで 
　　　　 きる。
２　　　 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の推薦 
　　　　 を得て理事長が委嘱する。
３　　　 顧問は、学識経験を生かし、本会議所の運営に関し必 
　　　　  要な意見を述べる。

第４章　総　　　　会

（総会の構成）
第 25 条　本会議所の総会は、正会員をもって構成する。ただし、  
　　　　 正会員以外の会員に対しても通知を送り出席を求めるこ 
　　　　 とができる。

（総会の種類）
第 26 条　本会議所の総会は、これを通常総会及び臨時総会の２ 
　　　　  種類とする。（総会の議決事項）
第 27 条　総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会議所 
　　　　 の運営に関し重要な事項を審議し、及び議決する。
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（総会の開催及び招集）
第 28 条　通常総会は、毎年１月及び 12 月に開催する。
２　　　  臨時総会は、次の場合に開催する。

（１）　  　理事長が必要と認めたとき。
（２）　  　理事会が招集の必要を決議したとき。
（３）　　 正会員の５分の１以上から会議の目的を記載した書面
  　　　　をもって、開催の請求があったとき。

（４）　  　監事が民法第 59 条第４号に基づいて招集するとき。
３　　　  総会は、前項第４号の場合を除き理事長が招集する。
４　　　 理事長は、第２項第３号の場合には、その請求があっ 
　　　　 た日から 20 日以内に臨時総会を招集しなければなら 
　　　　 ない。
５　　　 総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる 
　　　　 事項を記載した書面をもって、総会の開催日の５日前 
　　　　 までに正会員に通知しなければならない。

（総会の議長）
第 29 条　総会の議長は、その総会において出席した正会員の中 
　　　　 から選任された者がこれに当たる。

（総会の定足数）
第 30 条　総会は、正会員の３分の２以上の出席がなければ開催 
　　　　  することができない。

（書面による表決等）
第 31 条　やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、
　　　　 あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決
　　　　 し、又は他の正会員を代理人として表決を委任すること
　　　　 ができる。この場合において、書面表決者又は表決委 
　　　　  任者は、総会に出席したものとみなす。

（総会の議決）
第 32 条　総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総 
　　　　 会に出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可 
　　　　  否同数の場合は、議長の決するところによる。
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２　　　 前項の場合においては、議長は、正会員として議決に
　　　　  加わる権利を有しない。

（総会の議決事項の通知）
第 33 条　理事長は、総会の終了後遅滞なく、その議決事項を会
　　　　  員に書面で通知しなければならない。

（総会の議事録）
第 34 条　総会の議事については、次の事項を記載した議事録を 
　　　　　作成しなければならない。

（１）　  　開催の日時及び場所
（２）　  　正会員の現在数
（３）　  　出席した正会員の数（書面表決者及び表決委任者を含む）
（４）　  　議長の選任に関する事項
（５）　  　議決事項
（６）　  　議事の経過の概要及び結果
（７）　  　議事録署名人の選任に関する事項
２　　　 議事録には、議長のほか、出席した正会員の中から選
　　　　 任した議事録署名人２人以上が、署名押印しなければ
　　　　 ならない。

第５章　理 　事 　会

（理事会の構成）
第 35 条　本会議所の理事会は、理事長、副理事長、専務理事及
　　　　 び理事をもって構成する。
２　　 　理事会は、その構成員の３分の２以上の出席により成
　　　　  立する。
３　　　 直前理事長及び監事は、理事会に出席し、意見を述べ 
　　　　 ることができる。
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（理事会の議決事項）
第 36 条　理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事
　　　　 項を審議し、及び議決する。

（１）　  　総会に提出すべき議案
（２）　  　総会の議決した事項の執行に関する事項
（３）　  　その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項

（理事会の開催及び招集）
第 37 条　理事会は、毎月１回以上理事長がこれを招集する。
２　　　 理事会構成員の５分の１以上が、書面により会議の目 
　　　　 的たる事項を示して理事会の招集を請求したときは、 
　　　　 理事長は、その請求の日から７日以内に理事会を招集
　　　　 しなければならない。

（理事会の議長）
第 38 条　理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（理事会の議決）
第 39 条　理事会の議事は、理事会に出席した構成員の過半数の
　　　　 同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決する
　　　　 ところによる。
２　　　 前項の場合においては、議長は、構成員として議決に
　　　　 加わる権利を有しない。

（理事会の議事録）
第 40 条　理事会の議事については、次の事項を記載した議事録
　　　　 を作成しなければならない。

（１）　  　開催の日時及び場所
（２）　  　構成員の現在数
（３）　  　出席した構成員の数及び氏名
（４）　  　議決事項
（５）　  　議事の経過の概要及び結果
（６）　  　議事録署名人の選任に関する事項
２　　　 議事録には、議長のほか、出席した構成員の中から選
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　　　　 任した議事録署名人２人以上が、署名押印しなければ
　　　　 ならない。

第６章　委　 員　 会

（委員会）
第 41 条　本会議所は、その目的達成のために必要な事項を調査、 
　　　　  研究、計画、審議又は実行するため委員会を設置する。

（委員会の構成）
第 42 条　委員会は、委員長１人、副委員長２人以内及び委員若
　　　　  干人をもって構成する。
２　　　 委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得
　　　　 て任命する。
３　　　 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長及び監事を
　　　　 除き、原則としていずれかの委員会に所属しなければ
　　　　 ならない。

第７章　例　　　　会

第 43 条　本会議所は、毎月１回以上例会を開催する。
２　　　 例会の運営については、理事会の議決により定める。

第８章　資産及び会計

（資産の構成）
第 44 条　本会議所の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。

（１）　  　財産目録に記載された財産
（２）　  　入会金
（３）　  　会費
（４）　  　寄付金
（５）　  　その他の収入
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（資産の管理）
第 45 条　本会議所の資産は、理事長が管理する。その管理方法
　　　　  は、理事会の議決を経て定める。

（事業年度）
第 46 条　本会議所の事業年度は、毎年１月１日に始まり同年 12
　　　　 月 31 日に終わる。

（事業計画及び予算）
第 47 条　本会議所の事業計画及び予算は、理事長が作成し、理
　　　　 事会の承認を得た上、その事業年度開始前に、総会の
　　　　  議決を得なければならない。
２　　　 前項の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、
　　　　 理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前
　　　　 事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
３　　　 前項による収入支出は、新たに成立した予算に基づく
　　　　 ものとみなす。
４　　　  理事長は、第１項の事業計画又は予算を変更しようと
　　　　 するときは、理事会の承認を得た上、総会の議決を経
　　　　 なければならない。ただし、あらかじめ総会の議決を
　　　　 経て定めた軽微な変更については、この限りでない。

（会計区分）
第 48 条　本会議所の会計は、各事業年度ごとに、一般会計、特
　　　　　別会計及び基金会計の３種に区分して処理する。 
２　　　　一般会計は、通常の事業遂行に関する収入支出を経理
　　　　 する。
３　　　 特別会計は、一般会計で処理することが不適当と認め
　　　　 られる大規模又は特殊な事業に関する収入支出を事業
　　　　  別に経理する。
４　　　 基金会計は、基金として積み立てられた資産及びその
　　　　  運用により取得した財産の管理運用を経理する。
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（事業報告及び決算）
第 49 条　理事長は、事業年度ごとに次の各号に掲げる書類によ
　　　　 り事業報告及び決算を調製し、事業年度終了後速やか
　　　　  に監事に提出しなければならない。

（１）　  　事業報告書
（２）　  　収支計算書
（３）　  　正味財産増減計算書
（４）　  　貸借対照表
（５）　  　財産目録
２　　　 監事は、前項の書類の提出を受けたときは、厳正なる
　　　　 監査を行い、直近の通常総会の前日までに意見書を作
　　　　  成し、理事長に提出しなければならない。
３　　　 理事長は、前項の意見書を添えて第１項の書類を通常
　　　　  総会に提出し、その承認を求めなければならない。

（資産の団体性）
第 50 条　本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会
　　　　  議所の資産に対しいかなる請求もすることができない。

第９章　管　　　　理

（書類の備置き及び閲覧）
第 51 条　理事長は、第 49 条第１項各号に掲げる書類を、同条の総会
　　　　  の１週間前までに事務所に備え置かなければならない。
２　　　 前項に定めるもののほか、理事長は、定款その他諸規
　　　　 則、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を常に事
　　　　 務所に備え置かなければならない。
３　　　 会員は、前２項に規定する書類をいつでも閲覧するこ
　　　　 とができる。
４　　　 理事長は、正当な理由なくして、前項の閲覧を拒むこ
　　　　 とができない。
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（提出）
第 52 条　理事長は、通常総会終了後、遅滞なく第 49 条第１項
　　　　 各号に掲げる書類を社団法人日本青年会議所に提出し
　　　　  なければならない。

（事務局）
第 53 条　本会議所は、その事務を処理するため事務局を設置する。
２　　　  事務局には、事務局長その他の職員を置く。
３　　　 事務局長その他の職員は、理事会の承認を経て、理事
　　　　 長が任命する。
４　　　 事務局長は、理事長の命を受け庶務を処理する。
５　　　 前各項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項
　　　　  は、理事会の議決により定める。

第 10 章　定款の変更及び解散

（定款の変更）
第 54 条　この定款は、総会において正会員の４分の３以上の同
　　　　 意を得た上、新潟県知事の認可を得なければ変更する
　　　　 ことができない。
２　　　 この定款を変更した場合は、直ちに変更後の定款を社
　　　　  団法人日本青年会議所に提出するものとする。

（解散）
第 55 条　本会議所は、民法第 68 条第１項第２号から第４号ま
　　　　　で及び同条第２項の規定により解散する。
２　　　　民法第 68 条第２項の規定により総会の議決に基づい
　　　　 て解散する場合は、正会員の４分の３以上の同意を得
　　　　  なければならない。

（残余財産の処分）
第 56 条　本会議所の解散の時に存する残余財産は、総会の議決
　　　　 を経、かつ、新潟県知事の許可を得た上、本会議所と
　　　　 類似の目的を有する公益法人その他の団体に寄付する
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　　　　 ものとする。
（清算人）
第 57 条　本会議所の解散に際しては、総会において清算人を選
　　　　 任する。

第 11 章　雑　　　　則
第 58 条　この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決
　　　　  を経て理事長が定める。

附　　　　則
１　この定款は、本会議所の設立許可のあった日から施行する。
２　本会議所の設立当初の役員は、第 20 条第１項及び第２項の
　　規定にかかわらず、設立総会の定めるとおりとし、その任
　　期は、第 22 条第１項本文の規定にかかわらず、設立許可の
　　あった日から平成２年 12 月 31 日までとする。
３　本会議所の設立当初の事業年度は、第 46 条の規定にかかわら
　　ず、設立許可のあった日から平成２年 12 月 31 日までとする。
４　本会議所の設立初年度の事業計画及び予算は、第 47 条第１
　　項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

附　則
　　　平成 10 年 1 月 1 日改正
　　　平成 22 年 1 月 5 日改正
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社団法人糸魚川青年会議所資格規定

（新会員入会審議規定）
第１条　 入会に関しては定款に定める他、次の各項による。
１　　　入会の申し込みは所定の入会申し込み書に必要な事項を記

入し、正会員２名以上の推薦書を理事長に提出し、理事会
の承認を得て、仮入会を認められる。

２　　　仮入会者は委員会に仮所属し、原則として３ケ月、例会及び
委員会に60％以上出席しなければならない。

３　　　仮入会者の正会員としての入会審議は前項の規定を満足し
たものについて、理事会において審議され、入会が決定す
る。

４　　　仮入会者は議決権を有しない。
５　　　入会を承認された新入会員は入会金を納入した上、例会に

おいてJCバッチを交付される。
６　　　仮入会者は理事会で定める請負負担を納入しなければなら

ない。
７　　　年度の途中で正会員となった者の会費は月割り計算とす

る。

（会費納入規定）
第２条
１　　　会費は１月、４月、７月、各３分の１づつ事務局の指定する

金融機関に納入する。
２　　　但し、最終卒業年度においては、特別会員会費を上記の会

費に付加するものとする。（特別会員会費、年会費の1/2）
３　　　納期限をすぎても会費を納入しない時は理事会は資格喪失

の警告を行わなければならない。警告を受けて３ケ月以
上会費を納入しない時は会員の資格を失う。

（会員失格規定）
第３条　会員が下記の事項のいずれかに該当し、理事会が会員資格

に挙けると判断した時は会員の資格を失う。
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１　　　本会議所の体面を傷つけ、また趣旨に反する行為のあった
時。

２　　　会費納入規定による理事会の警告に従わない時。
３　　　会員出席規定による理事会の警告に従わない時。
４　　　会員として適当でない行動があって理事会の警告にも改め

ようとしない時。

（特別会員）
第４条
１　　　特別会員の入会は、制限年令に達した会員が理事会の承認

を得て決定する。
２　　　特別会員は定款および規則規定に従う。
３　　　特別会員は会合に出席し発言出来るが、議決権は有せず、

会員出席規定の適用を免れる。

（名誉会員、賛助会員）
第５条　名誉会員、賛助会員の処遇は事あるごとに理事会において

決定する。

附　則
　　　　平成７年12月３日改正
　　　　平成10年１月１日改正
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社団法人糸魚川青年会議所役員選任規定

第１条　正会員は役員となる権利を有し、また義務を負わなけれ　　
　　　  ばならない。

第２条　役員は出席良好にして会費を完納しているものでなけれ　　
　　      ばならない。

第３条
（１）　理事長予定者及び監事の選出のため推選委員会を組織す   
　　　　る。
（２）　推選委員会は、現理事長及び直前理事長並びに正会員より
　　　　選出された７名の委員を以って組織する。
（３）　推選委員の選出は毎年６月例会出席正会員の３名連記によ
　　　  る無記名投票により、上位７名を推選委員と決定する。
　　　 なお下位同票の場合は、本会議所在席年数の長い者を優先
　　　  する。更に同資格の場合は年長者を優先させるものとする。
（４）　推選委員の選挙は理事長がこれを掌握する。

第４条　推選委員会の委員長は直前理事長がこれに当たる。

第５条　推選委員会は前条に定めるところにより、正会員中より理事 
　　　　長予定者候補２名以上を推選し、正会員全員による投票を
　　　　もってこれを決定する。但し、推選候補者１名のみの場合は
　　　　無投票当選とする。尚、監事は３名以上の場合は投票をもっ
　　　 てこれを決定する。但し、推選候補者２名のみの場合は無投
　　　　票当選とする。

第６条　選挙に関する方法、運営は第14条以下に定める規定による。

第７条　副理事長予定者は、理事長予定者が正会員中より任命する。
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第８条
（１）　 現理事長は正副理事長予定者確定後速やかに選考委員会
　　　　に理事予定者選出の依頼をする。
（２）　 理事長予定者は次期理事選考委員会へ次年度理事数を提
　　　　示するものとする。

第９条　前条選考委員会は正副理事長予定者及び、現理事長並びに
　　　　直前理事長を以って組織する。但し、委員長は理事長予定者  
　　　　がこれにあたる。

第10条   次期直前理事長は現理事長がこれにあたる。

第11条  役員予定者が一身上の都合により辞退した時、又は定員不 
　　　　足の時のみ、理事長予定者は役員予定者の後任又は委員を
　　　　正会員中より任命することができる。

第12条  次期前役員の選出及び任命は９月30日までに完了しなければ
　　　　ならない。

第13条　現理事長は前条の名簿を総会に提出し、その承認を得なけ
　　　　ればならない。

第14条　本会議所は第５条によって次期理事長及び監事の選挙を行
　　　　う場合は、選挙に関する事務を管理するため理事長・監事
　　　　選挙管理委員会（以下管理委員会と略称する）を設ける。

第15条　管理委員会は第３条、第４条の推選委員会がこれにあたる。

第16条　本会議所の正会員は全て、理事長及び監事の選挙権を各自
　　　　一個有する。

第17条　管理委員会は候補者の氏名、投票日、投票場所を正会員に
　　　　告示しなければならない。
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第18条　候補者は次の場合を除きこれを拒否することができない。
（１）　 住居もしくは事業が突然の火裾を被りその復興のためやむ
　　　　を得ざるとき。
（２）　負傷、病気、その他特別の事情があって候補者の要請により
　　　　他の正会員20名以上が理事長及び監事就任の困難である立
　　　　場を認め管理委員会に文書で連名陳情したとき。

第19条　投票は管理委員会の用紙を用い無記名投票とする。

第20条　投票日に投票を行う事が不可能な事情にある正会員は投票
　　　　日以前に所定事項記入した投票用紙を密封した上で管理委
　　　　員会宛提出する。但し、代理人による委任投票又は郵送によ
　　　　る投票は認められない。

第21条　開票は管理委員会及び現理事長がこれにあたる。

第22条　当選人は得票最多数者を以って決定する。

第23条　当選人が確定した時は管理委員会は速やかに理事会に報告
　　　　し管理委員会の任務を終了する。

附　則
　　　平成10年1月1日改正
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社団法人糸魚川青年会議所運営規定

（例会規定）
第１条
（１）例会は原則として毎月７日に開催する。なお例会日が日
　　　 曜日ならびに火曜日の場合は、その翌日とする。但し、
　　　 理事会の承認を得た場合はその限りでない。
（２）例会時間は午後６時30分より原則として９時までとする。
（３）会員は当日午前10時迄に出欠の連絡を事務局へ行わなけ
　　　ればならない。
（４）例会は理事長がこれを主掌し、各担当者による会務報告
　　　のほか、各種の行事を行う。
（５）例会の記録は事務局が担当する。
（６）通常月例会に於いて重要議題の提出ある場合は事前に書
　　　面による通知によって例会を臨時総会とし、その決定を
　　　する事ができる。
（７）例会は次の順序を以って運行する。
　１　会食
　２　「ＪＣソング」斉唱
　３　JCIクリード・ＪＣ綱領唱和
　４　理事長挨拶
　５　理事長および各委員会等の報告事項
　６　会員の研究発表
　７　その他
　８　「若い我等」斉唱
　
（会員出席規定）
第２条
（１）会員はＪＣの根本理念に徹し、各会議および諸行事に出
　　　席する義務を有し、出席不可能の場合は、事前に事務局
　　　に連絡しなければならない。
（２）会員は各会議および諸行事に出席する場合は原則として
　　　ＪＣバッチを着用しなければならない。
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（３）会員が例会を含む各種会合に６ケ月間50％以上出席しない
　　　時は理事会は資格喪失の警告を行わなければならない。
　　  警告を受けた会員が所定の期間に於いてなお50％以上出
　　　席しない時は相当の理由ありとして理事会がこれを承認
　　　しない限り会員の資格を失う。
（４）各地ＪＣ伝達式をはじめ関係会議出席の場合は例会出席
　　　とみなし出席を補填する。
　
（室及び特別委員会規定）
第３条
（１）定款第41条の規定に基づき、総務、広報、指導力、会員
　　　開発、経営開発、社会開発、ふるさとふれあい等の８委
　　　員会を設置することができる。
　　  別に、必要あるときは、理事会の承認をへて室及び特別
　　　委員会を設置することができる。
　　   １．総務室
　　   ２．第１開発室
　　   ３．第２開発室
　　   各室は下記事項を分掌する。
　　  　ただし、必要に応じ理事会の承認を得て分掌内容を変更
　　　することが出来る。
　　   〈総務室〉
　　   １　予算書・決算書の作成
　　   ２　会費の徴収
　　   ３　支出の確認
　　   ４　その他財務に関する事項
　　   ５　総会、例会、理事会に関する事項
　　   ６　事業計画書、事業報告書の作成
　　   ７　定款、諸規定の研究修正及び周知徹底
　　   ８　褒賞、表彰、会員の慶弔に関する事項
　　   ９　新入会員の資格審査
　　  10 　日本ＪＣ、北陸信越地区協議会、新潟ブロック協議    
　　　　　会、他地区ＪＣに関する事項、関係団体との折衝、
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　　　　　その他一切の渉外問題の処理
　　   11　内外広報活動の実施
　　   12　会報、ニュース速報等ＪＣに関する印刷物の発行
　　   13　各種報道機関との連携
　　   14　その他他室に属さない事項
　　   〈第１開発室〉
　　   １　会員及び会員家族相互の親睦の行事の開催
　　   ２　会員意識の向上に寄与するための一般教育
　　   ３　趣味の会の育成掌握
　　   ４　新入会員の育成指導
　　   ５　自己啓発、役割訓練経営者訓練も含む計画の立案実施
　　   ６　経済問題に関する研究及び調査
　　   ７　地域経済の活動促進
　　   ８　経営者としての実践的課題についての研究会の開催
　　   ９　会員拡大を目的とする計画の立案実施
　　   〈第２開発室〉
　　   １　地域社会開発の分析、実践、調査及び諸行事の開催
　　   ２　社会福祉増進のための調査分析実践
　　   ３　教育問題に関する事項
　　   ４　青少年健全化に関する事項の研究と実施
　　   ５　豊かな人間性追及のための研究討議及び諸会合の開催

（賞罰規定）
第４条
（１）１年を通じて例会100％月1回以上委員会に出席した会員
　　　には、相当の賞品を贈る。尚理事はその上理事会にも100
          ％出席しなければならない。但し、その月にＪＣ会員と
　　　しての資格をもって出席した会合については本人の申請
　　　によりアテンダンスを認める。直前理事長、正副理事長
　　　は、この表彰の対象としない。
（２）例会に於いて会員は下記区分に従って奉仕金をサンクス
　　　ボックスに拠出しなければならない。
　　  １）無届欠席
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　　  ２）届出欠席
（３）会員参加（必出席）の諸会合に欠席の場合はサンクス金
　　　を拠出しなければならない。又２、３項の金額は総会に
　　　於いて決定することとする。
（４）サンクスボックスは総務室会計担当が管理し基金合計と
　　　して本会議所の収入に繰入れるものとする。

附　則
　　　平成６年12月４日改正
　　　平成10年１月１日改正
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社団法人糸魚川青年会議所庶務規定

第１条　事務局規定
１　事務局は事業、会員、会計、会合の事務連絡を管掌する。
２　事務局の庶務事項については糸魚川商工会議所の定款規定
　　を準用する。

第２条　会計、経理規定
１　会計担当理事は常に事務局と緊密な連絡共同をなして正確
　　な会計の運用を図るよう努力する。
２　会計、経理の型式については標準簿記様式に準拠する。

第３条　慶弔規定
　　　　１　祝　　　金　結婚の場合
　　　　　　　　　　　　子女の誕生
　　　　２　死亡弔慰金　本人
　　　　　　　　　　　　配偶者
　　　　　　　　　　　　両親
　　　　　　　　　　　　子供
　　　　３　傷病見舞金
　　　　　　本人に限り１ケ月以上の療養を要する場合。
　　　　４　慶弔金額については毎年年度初めの理事会にて決
　　　　　　定する。
　　　　５　記念品
　　　　　　満 40 才を超える会員には記念品を贈呈する。
　　　　　　退会の特別会員からの記念品はいただかない。
　　　　　　記念品は別に理事会で審議決定する。

第４条　旅費規程
　１　日本ＪＣ、地区協、ブロック協、各委員会及び各種理事
　　　長会議に必出席を要請され、出席する会員には県内外を
　　　問わず普通往復旅費について理事会において、支給の有
　　　無及び額を決定する。
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　２　前記の各会議が何周年記念式、伝達式、ブロック会員大
　　　会に併設されて行われる時は旅費はこれに出席する会員
　　　の自己負担として支給しない。
　３　事務局員の出張旅費は糸魚川商工会議所の旅費規程を準
　　　用する。
　４　その他
　　　例えば青年会議所を代表として各種大会（スポーツ大会）
　　　に参加する会員次年度役職予定者として必ず出席要請さ
　　　れ出席する会員には、その都度、その時の財政状況を考
　　　慮して理事会が支給の是非を決定する。

附　則
　　　本規定は昭和 52 年１月１日より実施する。
　　　昭和 59 年８月 25 日改正
　　　平成 10 年１月１日改正　
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社団法人糸魚川青年会議所基金運用規定

第１条　糸魚川青年会議所基金（以下「基金」と称す）とは、
入会金、一般会計よりの繰入金（収支差額）1/2の
額、特別会計よりの繰入金、特別会員会費、寄付金、
その他臨時的収入の積立金をいう。

　　　　２）基金の主な使途としては、
　　　　　イ）周年事業への充当金
　　　　　ロ）会の運営上必要となる有形・無形資産の一括取
　　　　　　　得など
第２条　基金は糸魚川青年会議所の恒久的運営のための財政的

基礎の確立のために設ける。

第３条　基金の使途は総会の決定によるものとする。

第４条　基金は原則として経常費に使ってはならない。
　　　　ただし、下記に示す場合は、この限りではない。
　　　　イ）会の運営が、財政的に困難であると理事会が判断  

し、理事会の承認を経て、総会で過半数の同意を
得た場合

　　　　ロ）会の運営上必要な有形・無形の資産を一括で取得
し、その使用が 3 年以上に及ぶ場合

附　則　本規定は昭和52年1月1日より施行する。
　　　　昭和58年8月25日改正
　　　　平成12年8月26日改正
　　　　平成21年1月10日改正
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社団法人糸魚川青年会議所運用性基金運用規定

第１条　糸魚川青年会議所運用性基金（以下「運用性基金」と
称す）とは、基金より内部留保相当額とみなされ、取
り崩された基金をいう。

第２条　減価償却引当金への引当金
　　　　イ）固定資産購入計画時には必ず、減価償却引当金計

画を併記し、固定資産購入計画とともに、理事会
の承認を経て、総会で過半数の同意を得た場合。

第３条　一般会計による運用性基金からの一時金的な借入
　　　　イ）会の運営上、一時的に資金が不足する場合、運用

性基金からの借入を認める。
　　　　ロ）運用性基金基金からの借入を行う場合、総会にお

いてあらかじめその限度額を定め、決算期には、
借入残高が残らないように運用する。

　　　　ハ）運用性基金から借入・返済を行った場合、その都
度理事会にてその金額と日時を報告する。

　　　　ニ）借入を行う際には、理事のなかで２名から個人保
証を得る。

附　則　本規定は平成12年８月26日より施工する。
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社団法人糸魚川青年会議所名称使用等に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、社団法人糸魚川青年会議所（以下「本

会」という）が、他の団体等との関係において本会の
名称を使用するときの名称の表示及び形式等の適正化
を図ることを目的とする。

（名称の表示）
第２条　１）本会が、他の団体等との関係において表示する本会の

名称は、社団法人糸魚川青年会議所（英文名ITOIGAWA 
JUNIOR CHAMBER INCORPORATED）とする。 
２）室及び委員会は、他の団体等との関係において本
会の名称にそれらの名称を付して表示してはならな
い。ただし、理事会の承認を得たときは、この限りで
ない。

（名称の使用）
第３条　１）本会が、他の団体等との関係において本会の名称

を使用するときは、本会の当該責任者は、形式及び内
容等を記載した書面を理事長へ提出してその許可を受
けなければならない。 
２）理事長は、前項の使用を許可しようとするとき
は、事前に理事会の承認を得なければならない。ただ
し、次のいずれかに該当するときはこの限りでない。 
（１）財政的支出を伴わないもの 
（２）従前と実質的に同一の内容で継続するもの 
３） 理事長は、前項の但し書きにより第１項の使用を
許可したときは、その旨を速やかに理事会へ報告する
ものとする。
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（名称の形式）
第４条　1.本会が他の団体等との関係において表示する形式

は、次のとおりとする。 
（１）共催 
（２）後援 
（３）協賛 
（４）協力 
２）共催とは、他の団体等が主催者となり、かつ本会
　　も主催者となることをいう。 
３）財政的支出が伴う場合は特別事業費から拠出する　
　　ものとし、必ず理事会の承認を得なくてはならない。 
　　特別事業費とは、共催事業を行うために拠出され
　　た事業費の事をいう。 
４）後援、協賛及び協力とは、他の団体等が主催者で
　　あり本会がその趣旨に賛同し、援助又は共同する
　　ことをいう。

（本規程の準用）
第５条　１）本会が他の団体等との関係において次のいずれ 

　　かに該当するときは、本規程を準用する。ただ 
　　し、発起人となるときは第３条第３項の但し書 
　　きを準用しない。 
（１）発起人 
（２）加盟 
（３）出向 
２）発起人とは、本会が他の団体等の設立又は設置等 
　　の趣旨に賛同し、これに参画することをいう。 
３）加盟とは、本会が他の団体等の趣旨に賛同し、 
　　これに参加又は加入することをいう。 
４）出向とは、本会が他の団体等の趣旨に賛同し、 
　　これに本会の役員等を派遣することをいう。

附則　この規定は、平成２０年８月２３日から施行する。
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カチューシャの唄
島村抱月・相馬御風　作詞

中山晋平　作曲

一　カチューシャ可
か わ い

愛や別
わか

れのつらさ

　　せめて淡
あわゆき

雪とけぬ間
ま

と

　　神
かみ

に願
ねが

いを ( ララ ) かけましょか。

二　カチューシャ可
か わ い

愛や別
わか

れのつらさ

　　今
こ よ い

宵ひと夜
よ

にふる雪
ゆき

の

　　明
あ す

日は野
の や ま

山の ( ララ ) 路
みち

かくせ。

三　カチューシャ可
か わ い

愛や別
わか

れのつらさ

　　せめて又
また

逢
あ

うそれまでは

　　おなじ姿
すがた

で ( ララ ) いてたもれ。

四　カチューシャ別
わか

や別
わか

れのつらさ

　　つらい別
わか

れの涙
なみだ

の隙
ひま

に

　　風
かぜ
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の

を吹
ふ

く ( ララ ) 日
ひ

は暮
く

れる。

五　カチューシャ別
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や別
わか

れのつらさ

　　広
ひろ

い野
の は ら

原をとぼとぼと

　　ひとり出
で

て行
い

く ( ララ ) 明
あ す

日の旅
たび

。

※ (　) のララは中山晋平により挿入された。

糸魚川市

糸魚川市一の宮1-2-5
〒 941-8501
TEL.025-552-1511
FAX .025-552-8955

市長

面積
（km2）

世帯数
（世帯）

人口総数
（人）

うち男
（人）

 うち女
（人）
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推
計
人
口
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1
現
在
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魚

川

市
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在
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・
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２０１２年度
公益社団法人 日本青年会議所

北陸信越地区
新潟ブロック協議会

公益社団法人 日本青年会議所
北陸信越地区新潟ブロック協議会

災害時における
救援相互運営規程

ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク
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災害時における救援相互運営規程

第１条（名称）　
本組織は、公益社団法人日本青年会議所北陸信越地区
新潟ブロック協議会災害支援ネットワーク(以下、Ｊ
Ｃ新潟ブロック災害支援ネットワーク)と称する。

第２条（目的）
本規定は、日常における危機管理の啓発と、新潟県に
おいて大規模災害が発生した場合、新潟県災害救援ボ
ランティア本部と連携し、新潟ブロック協議会内ＬＯ
Ｍや公益社団法人日本青年会議所北陸信越地区協議会
と連絡調整を図り、被災地域が必要としている人的・
物的支援を効率的に展開するための統括的な窓口とし
て災害対策本部を開設し、災害発生時等における相互
支援の円滑化を推進する事を目的とする。 

第３条（構成）
ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワークは、新潟ブ
ロック協議会とブロック協議会内ＬＯＭをもって構成
する。 

第４条（役員の選任）
１．新潟ブロック協議会会長はＪＣ新潟ブロック災害

支援ネットワーク会長に就任する。 
２．ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク会長の任

命により、新潟ブロック協議会内理事長及び新
潟ブロック協議会副会長はＪＣ新潟ブロック災
害支援ネットワーク副会長に就任する。

３．ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク役員の就
任については、当該年度の前年度の新潟ブロッ
ク協議会会員会議所会議にて承認を得なければ
ならない。

第５条（役員の任期）
役員の任期は、毎年１月１日から同年１２月３１日ま
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でとする。

第６条（事務局）
１．ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク事務局

は、新潟ブロック協議会事務局内に置く。また新
潟ブロック協議会事務局長と同事務局員はそれぞ
れＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク事務局
長と同事務局員を兼任する。ＪＣ新潟ブロック災
害支援ネットワーク担当委員会が存する場合に
は、連携して職務にあたるものとする。

２．新潟ブロック協議会事務局が役割を遂行すること
が困難な場合には、ＪＣ新潟ブロック災害支援
ネットワーク会長と協議の上、適切な場所に事務
局を設ける。 

第７条（災害対策本部の設置）
１． 新潟県内での災害発生時には、災害発生から４８

時間以内に災害の危険性のない地域であり、新
潟ブロック協議会会長が適当だと思われる地域
にて『新潟ブロック協議会　災害対策検討会議
（仮）』を開催し、新潟ブロック協議会内青年会
議所理事長が一同に会する場を設ける事。（理事
長が出席できないＬＯＭに関しては、理事長に準
ずる者、もしくは権限を委任できる者を出席させ
る事。但し、被災ＬＯＭに関してはそれぞれの判
断となる。）

２．ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワークの発動
は、『新潟ブロック協議会　災害対策検討会議
（仮）』にて発動に関しての審議を執り行い、そ
こで承認された場合に発動されるものとする。

３．ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク会長が第
１項の業務を遂行することが困難な場合、ＪＣ新
潟ブロック災害支援ネットワーク副会長が代行し
てこれを行う。

４．災害対策本部は西暦表示と具体的な命名をもち称
する。
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５．ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワークが発動さ
れ、災害対策本部が設立された後、その旨を新
潟ブロック協議会会員会議所会議にて報告をし
なければならない。

第８条（災害対策本部の組織）
災害対策本部の本部役員及び職務は次に定めるとおり
とする。
１．災害対策本部長は、ＪＣ新潟ブロック災害支援

ネットワーク会長が務めることとする。
（１）災害対策本部長は災害対策本部の統括責任

者とする。
（２）災害対策本部長に任命された者は新潟県災

害救援ボランティア本部との連絡・調整を
行うものとする。

（３）災害対策本部長は必要に応じて、他の本部
役員を任命することができる。

（４）第７条第２項でＪＣ新潟ブロック災害支援
ネットワーク会長を代行したＪＣ新潟ブ
ロック災害支援ネットワーク副会長は暫定
の災害対策本部長となるが、その任期はＪ
Ｃ新潟ブロック災害支援ネットワーク会長
が災害対策本部長への就任が可能になる
まで、若しくは、目的達成と判断された場
合、または解散するまでとする。

（５）災害対策本部長は、災害対策本部を統括し
公益社団法人 日本青年会議所北陸信越地
区協議会との連携を取るものとする。

２．災害対策副本部長は、新潟ブロック協議会副会
長及び当該被災地を含むエリア内のＪＣ新潟ブ
ロック災害支援ネットワーク副会長が務めるこ
ととする。

（１）災害対策本部長を補佐し、積極的に被災地
の支援を推進することとする。

（２）ブロック会長が被災した時、災害対策本部
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長の代行を務めることとする。
３．災害対策本部長補佐は、監査担当役員もしくは直

前ブロック会長が務めることとする。
（１）災害対策本部長補佐は、災害対策本部長の

相談役として、支援に関する助言を行うも
のとする。

４．総務担当責任者は、運営専務が務めることとす
る。

（１）総務担当責任者は、災害対策本部事務局内
の総合調整を行うものとする。

（２）総務担当責任者はＪＣ関係（県内ＬＯＭ、
公益社団法人日本青年会議所北陸信越地区
協議会）との連絡・調整を行うものとす
る。

５．財政支援担当責任者は、財政局長が務めることと
する。

（１）財政支援担当責任者は、金銭的な支出管
理、義援金の収集管理を行うものとする。

６．渉外担当責任者は、事務局長が務めることとする。
（１）渉外担当責任者は、対外的な団体（社会福

祉協議会・ＮＰＯ団体・行政等）との連
絡・調整をするものとする。

７．情報発信担当責任者は、委員長が務めることとする。
（１）情報発信担当責任者は、被災地の情報を新

潟ブロック協議会のホームページ・携帯専
用ページから発信するものとする。

８．人的支援担当責任者は、委員長職にあたる者の中
からＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク会長
に任命された者が務めることとする。

（１）人的支援担当責任者は、人的支援の調整を
行うものとする。

９．物的支援担当責任者は、委員長職にあたる者の中
からＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク会長
に任命された者が務めることとする。

（１）物的支援担当責任者は、物的支援の調整を
行うものとする。



82

第９条 （災害対策本部事務局）
１．災害対策本部事務局は、新潟ブロック協議会事務

局内に置く。また新潟ブロック協議会事務局長
と同事務局員はそれぞれ災害対策本部事務局長
と同事務局員を兼任する。ＪＣ新潟ブロック災
害支援ネットワーク担当委員会が存する場合に
は、連携して職務にあたるものとする。

２．新潟ブロック協議会事務局が役割を遂行するこ
とが困難な場合には、災害対策本部長と協議の
上、適切な場所に事務局を設ける。 

第１０条（解散）
災害対策本部長は本部役員と協議の上、目的達成と判
断された場合、または解散を必要とする場合、新潟ブ
ロック協議会役員会議の承認を得て災害対策本部を解
散することができる。但し、被災状況により災害対策
本部の継続が必要とされる場合、第５条の役員の任期
にかかわらず継続して災害対策本部を設置することが
できる。

第１１条（継続）
ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワークは公益社団法
人日本青年会議所 北陸信越地区新潟ブロック協議会
が存在する限り、継続するものとする。

第１２条（改訂）
本規程は、公益社団法人日本青年会議所北陸信越地区
新潟ブロック協議会の規程に基づき新潟ブロック協議
会会員会議所会議の審議承認により、改訂することが
できる。
（付則）２０１０年２月27日施行
　　　　２０１１年１２月１３日改訂　　
　　　　※２０１２年１月１日より施行
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２０１２年度
公益社団法人 日本青年会議所

北陸信越地区
新潟ブロック協議会

「災害時における救援相互運営規程」

災害対策本部運用細則

ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク

※ご注意 
このマニュアルは、2012年1月1日制定の公益社団法人日本青年会議所北陸信越地区
新潟ブロック協議会　ＪＣ新潟ブロックにおける災害支援ネットワーク「災害時におけ
る救援相互運営規程」に基づき、災害発生時でのＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワ
ークにおける災害対策本部の運用方法を具体的に記した細則です。
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１．ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク

■概要 
◎ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワークは青年会議所のネッ

トワークを最大限に生かし、災害発生当初から活動がはじま
り、被災者の生活を守り、支援する活動が主体となります。 

◎災害対策本部の設置場所は原則として当該年度の新潟ブロッ
ク協議会事務局に設置されます。また、現地対策本部は被災
地もしくは近隣地域に設置され、活動の拠点になります。た
だし、被災の状況に応じて現地対策本部を移転する場合もあ
ります。 

◎なお、新潟県内での災害発生時には、災害発生から４８時間
以内に災害の危険性のない地域であり、新潟ブロック協議会
会長が適当だと思われる地域にて『新潟ブロック協議会　災
害対策検討会議（仮）』を開催し、新潟ブロック協議会内青年
会議所理事長が一同に会する場を設ける事。（理事長が出席
できないＬＯＭに関しては、理事長に準ずる者、もしくは権
限を委任できる者を出席させる事。但し、被災ＬＯＭに関し
てはそれぞれの判断となる。）ＪＣ新潟ブロック災害支援ネッ
トワークの発動は、『新潟ブロック協議会　災害対策検討会
議（仮）』にて発動に関しての審議を執り行い、そこで承認さ
れた場合に発動されるものとする被災地での被災地ＬＯＭに
よる現地対策本部が設立されない場合は、災害対策本部が現
地対策本部を設置します。

◎災害対策本部の立ち上げ・運営は規定及び細則に基づきＪＣ
新潟ブロック災害支援ネットワーク役員、事務局員及び担当
委員会が主体となって行います。 

◎現地対策本部では、青年会議所メンバーと関係諸団体・災害
ボランティア等が協力・協働します。 

◎現地対策本部は被災地や被災者の現状を災害対策本部に報告
し、災害対策本部は多様な依頼や要請と集まってくる支援情
報を円滑に調整し支援活動をコーディネートすることが役割
です。 

◎当該年度の前年度に、新潟ブロック会員会議所の担当者を特
定し、ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワークメーリングリ
ストを作成します。

※1 災害等：自然災害や人的災害などを表します。その他、地域で解決できない被害
もこれに含まれます。 

※2 災害協定担当委員会を担当する副会長を最優先とする。また、その副会長が不
在若しくは連絡ができない場合は、会長の判断の基、被災地から近く業務遂行
可能な副会長を優先的に選出する事とする。
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２．災害発生：ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワー
ク災害対策本部　設置までの流れ 

■災害対策本部の設置
①災害等が発生したときは、ＪＣ新潟ブロック災害支援ネット

ワーク会長（新潟ブロック協議会会長）は、被災地ＬＯＭ理事
長（被災地ＬＯＭ理事長が不在若しくは連絡ができない場合
は、当該被災地を含むエリア内のＬＯＭ理事長）より被災状況
及び支援の要否を聴取し、新潟ブロック協議会役員と協議の
上で、必要と認めた場合には災害対策本部を設置します。

②ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク災害対策本部設置決
定後は、直ちにＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク災害
対策本部事務局の立ち上げを行います。

③災害対策本部長は、新潟
ブロック協議会委員長の
中から、情報発信担当責
任者、人的支援担当責任
者並びに物的支援担当責
任者を任命します。

④災害対策本部長は、被災
地ＬＯＭ理事長（被災地Ｌ
ＯＭ理事長が不在若しく
は連絡ができない場合は、
当該被災地を含むエリア
内のＬＯＭ理事長）から、
当該ＬＯＭにおける災害
対応への取り組み状況並
びに当該ＬＯＭの現地対
策本部に関する情報を聴
取し、ＪＣ新潟ブロック
災害支援ネットワーク災
害対策本部との連携を図
ります。

⑤災害対策本部長は、被災
地ＬＯＭにおける現地対

災害の発生

被災地 LOM 理事長

新潟ブロック協議会 会長

JC 新潟ブロック災害支援
ネットワーク

災害対策本部の設置

災害対策本部役員の任命

①被災状況及び支援の
要否を確認し、ＪＣ
新潟ブロック災害支
援ネットワーク会長
が、ＪＣ新潟ブロッ
ク 災 害 支 援 ネ ッ ト
ワーク災害対策本部
の設置を決定

②

③
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策本部の責任者並びに連絡担当者を特定し、災害支援におけ
るＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク災害対策本部と被
災地ＬＯＭの現地対策本部との連携を図ります。

３．ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク災害発
生時の組織について

１）ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク組織図 

■災害対策本部の主な役割
●被災地域、被災者の状況やニーズの情報収集 
●社会福祉協議会を通じて、警察、病院、行政、諸団体への協

力要請及び支援内容の把握。
●新潟ブロック内外関係諸団体との連絡調整及び事務手続き
●新潟ブロック内外各ＬＯＭが行う支援活動の把握
●新潟ブロック内被災地以外のＬＯＭ、災害に対して活動して

いるＮＰＯ等への協力要請及び支援内容の把握

公益社団法人
日本青年会議所

被災地 LOM：現地対策本部（現地対策本部長）

下記への支援は当該地域
の社会福祉協議会と連
携・協力し行う
●現地警察、病院、行政
●県内で活動している諸団体

指
示

災害対策本部長
（新潟ブロック協議会会長）

災害対策本部事務局
被災地LOM以外の
ブロック内 各LOM

支援内容報告

協力要請

支援内容報告

協力要請

報
告

支
援
内
容
伝
達

支
援
要
請

協
力
要
請

支
援
内
容

報
告
・
活
動

支
援
活
動
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２）災害対策本部の立ち上げ及びその活動  
①災害対策本部の立ち上げ 

ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク発動後、新潟ブロッ
ク協議会会長は災害対策本部長に就任し、直ちに災害対策本
部事務局を立ち上げます。

②災害対策本部の準備事項と活動

情報ルートの確保
⇩

新潟ブロックＨＰにＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク
情報受発信の掲示板を立ち上げます。 

⇩
新潟ブロック協議会内のＬＯＭにＪＣ新潟ブロック災害支援
ネットワーク発動の報告を各代表者にメールします。 

⇩
現地対策本部と連絡を取り、被災状況を把握し被災地で必要
とされる人的・物的・経済的支援の内容を明確にします。 

⇩
被災地ＬＯＭ以外の地域で地理的要素等を考慮し、各ＬＯＭ
理事長と協議の上、支援担当を決定します。 

⇩
支援要請後、各ＬＯＭから支援の申し出が来るまでに下記の
内容を災害対策本部が明確にします。 
◎人的支援 ・技術職の確保
　　　　　　　　  ・受け入れ態勢の有無
　　　　　　　　  ・被災地までの交通手段の確保
　　　　　　　　  ・備品情報
　　　　　　　　  ・ボランティア保険の必要性
◎物的支援 ・現地受入れ窓口の有無
　　　　　　　　  ・輸送手段の確保
　　　　　　　　  ・ニーズへの適合性 
◎経済的支援 ・銀行口座の開設指示
　　　　　　　　  ・募金方法 
被災地ＬＯＭ以外の全ての支援窓口は災害対策本部が行います。 

⇩
各ＬＯＭ理事長の要請後、支援内容が不足と判断した場合、
本部長と副本部長が協議し他のブロック協議会への要請依頼
を行うこともあります。

災害対策本部
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近隣ＬＯＭと連携し人員の確保と通信網の確立を行います。 
⇩

現地の社会福祉協議会と連携し本部事務所またはボランティ
アセンターの立ち上げを行います。また、本部事務所または
ボランティアセンター内にＪＣ専用の支援窓口も設置します。
立ち上げ後は直ちに通信機器の確保を行います。 

⇩
様々な支援を受入れる為に、被災地や避難所までの交通手段
を確保します。 

⇩
被災状況や被災地のニーズを把握整理し、取りまとめた上で、
災害対策本部に要請します。また、様々な支援が円滑に被災
地に反映出来る様に支援受入時の役割分担の明確化も重要で
す。 
◎災害対策本部及び公的機関（※）に支援要請を行う場合、下

記の様な考えられる支援受け担当窓口及び役割分担を明確
にします。 
①公的機関（※）担当 
②メディア担当 
③ボランティア担当
　受入れ窓口担当：ボランティア保険加入手続き 
　人的支援担当    ：ボランティアの送迎及び 
　　　　　　　　    被災地までの配車手配 
　物的支援担当 　 ：物資管理及び管理場所の確保 

⇩
被災状況及び被災地からの支援情報を常に把握整理し、災害
対策本部と情報の共有化に努めます。
 
※公的機関･･･警察・病院・行政をいいます。

現地対策本部

〜活動（例）〜
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４．被災地の情報収集から支援実施までの流れ 

①現地対策本部：被災地の状況や被災地・避難所からの必要と
なる支援の要請を現地対策本部が取りまとめ
ます。 

②現地対策本部：災害対策本部にメール・電話・ＦＡＸにて随
時報告します。 

③ 災害対策本部 ：現地対策本部からの被災地の状況や支援要請
を受けて各ＬＯＭ理事長と協議の上、地理的
要素や様々な要素を考慮し担当エリアを決め
てＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク
ホームページの掲示板に支援要請情報を掲示
します。その際、「支援希望者・支援ＬＯＭに
対する周知事項」を作成し、支援希望者・支援
ＬＯＭへの情報提供をしてください。（参考資
料１）

④支 援 希 望 者 ：ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワークホー
ムページにて被災地からの要請を確認し、自
分たちで出来る支援内容についてＬＯＭを通
してＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク
ホームページより申し込みを行います。 

⑤ 災害対策本部 ：人的・物的支援を問わず支援方法や支援内容
の詳細を支援希望者と打ち合わせします。こ
れは現地での混乱を回避する為に大変重要な
打ち合わせとなります。 

⑥ 災害対策本部 ：支援希望者からの支援内容を現地対策本部と
協議し支援を決定します。この時に、搬送ルー
トなどを希望者に知らせます。また、決定し
た日時や内容に基づき、現地対策本部は支援
の受け入れ準備を行います。
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⑦現地対策本部：支援希望者の受け入れを行い、現地諸団体と
共に物資やボランティアの対応を行います。
支援希望者は事前に決定した日時や内容に基
づき支援活動に入ります。 
※支援希望者は突然の理由により支援が変更

となった場合は必ず事前に現地対策本部ま
で連絡します。 

⑧支援希望者 ：支援希望者は支援活動後、必ず災害対策本部
に支援内容の報告を行います。 

被災地（ボランティアセンター、現地諸団体等）

支援希望者（支援 LOM・ブロック）、

北陸信越地区協議会災害対策本部

災害対策本部（新潟ブロック協議会）

ＪＣ新潟ブロック
災害支援ネットワーク
ホームページ掲示板

現地対策本部（被災地 LOM）

②メール・電話・
FAXにて随時
連絡を送る

①被災状況支援要請の
とりまとめ

⑥支援内容を協議
し支援を決定

③支援情報の開示

④掲示板より支援
内容の確認

⑦
物
資
や
人
的
支
援
活
動

⑧
報
告
書
提
出

⑥
決
定
事
項
報
告

⑤
支
援
内
容
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ

（物資やボランティアの中継）
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５．解散

災害時における救援相互運営規定に基づき目的が達成と判断さ
れた場合、ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワークを解散しま
す。ただし、災害発生が年度の終盤で、年をまたいで復旧しな
くてはいけない場合は、ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワー
クは継続して設置することができます。

６．システムの引継ぎ 

年度切替えにおける引継ぎについては、当該年度担当委員長（担
当議長）と次年度担当委員長（担当議長）がシステムの引継ぎを
行います。システム上の引継ぎはホームページ管理者同士のシ
ステム全体の引継ぎを行い、①ＪＣ新潟ブロック災害支援ネッ
トワーク設立要請の受付アドレス、②申請受付アドレス、③支
援情報受付アドレスの３点を変更しなければなりません。 

２０１０年６月２６日制定
編集：２０１０年度 社団法人 日本青年会議所 
        北陸信越地区新潟ブロック協議会 新潟公民意識醸成委員会

２０１１年１２月１３日改訂　　　２０１２年１月１日  施行
編集：2012年度　公益社団法人日本青年会議所　
　　　北陸信越地区新潟ブロック協議会　日本のちから想造委員会
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支援希望者・支援ＬＯＭに対する周知事項（例）

【支援参加の手順】 
①災害対策本部設立後、各ＬＯＭ代表者にＪＣ新潟ブロック災

害支援ネットワーク発動の報告メールが届きます。  
②ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワーク掲示板を確認し支援

を行う意思がある場合は掲示板に書き込みを行います。 
　●書き込み事項：ＬＯＭ名、担当者名、連絡先、支援可能な

事項（技術者の有無等）、支援実施予定日時　等
③災害対策本部より担当者宛てに支援の内容等について確認の

連絡が入ります。 
④上記③にて確認した事項について災害対策本部と現地対策本

部が協議し、その結果を担当者に報告します。報告内容で問
題がなければ、支援の最終意思を災害対策本部に伝えてくだ
さい。 

⑤　〜 支援実施 〜
⑥支援活動終了後は必ず災害対策本部へ報告をしてください。 

(報告事項：実施日時、人数、作業内容、気づいた点等)

【支援に際しての注意事項】 
◎人的支援 
・現地に入るまでの交通手段の確認をしてください。 
・作業内容に準じた服装で現地に入ってください。 
・持ち込み機材及び食材等の管理。特に食材を持ち込む場合は、

衛生管理と共に使用した食材の持ち帰りを徹底してお願いし
ます。 
※機材の紛失、盗難等の責任は一切負いませんので、各自で

管理して下さい。 
・現地到着後、必ず現地対策本部に登録をお願い致します。同

時にボランティア保険の加入もお願いします。 
・現地作業終了は、必ず現地対策本部への報告を行ってくださ

い。 
◎物的支援 
・食材（消費、賞味期限のある物）等の支援はできません。食べ

物等の支援をおこなう場合は、炊き出しとして現地にて作業
を行ってください。 

・物資搬入先の確認をしてください。 
・物資の内容と数量を必ず明記してください。
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2012年度　災害発生時役割　担当一覧（基本）

　2012年度1月1日施行「災害時における救援相互運営規程」に
おいて、当該年度役員の任期である2012年1月1日から12月31日
までは以下のように担当（基本）を決定する。
　なお、新潟ブロック協議会はNBC、JC新潟ブロック災害支
援ネットワークは災害ネットワークと表記する。

①災害発生時
　ＪＣ新潟ブロック災害支援ネットワークの発動における協議
　○NBC　会長　下村　栄（新発田JC）
　　<業務遂行困難時の代行>⇒副会長　白川　英洋（雪国JC）
　○NBC　副会長　白川　英洋（雪国JC）
　　 <不通、業務遂行困難時>⇒被災地から近く業務遂行可能

　　　　　　　　　　　　　　なエリア担当副会長

②ネットワーク
　役員一覧、及び代行者

○災害ネットワーク会長＝NBC 会長　下村　栄（新発田JC）
　<業務遂行困難時の代行>⇒副会長　白川　英洋（雪国JC）
○災害ネットワーク副会長＝会長の判断の下、被災地から近

く業務遂行可能なNBC内のLOM理事長、およびエリア担
当のNBC副会長を優先的に必要に応じた人数を選出する
事とする。

○災害ネットワーク事務局長＝
　新潟ブロック協議会　事務局長　間藤　秀一（新発田JC）
　<不通、業務遂行困難時>⇒会長の判断の下、被災地から近

く業務遂行可能なエリア担当副
会長の所属するLOM

③災害対策本部　　役員一覧、及び代行者
○災害対策本部長＝NBC　会長　下村　栄（新発田JC）
　<業務遂行困難時の代行>⇒災害対策本部長補佐
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○災害対策副本部長＝NBC　副会長　白川　英洋（雪国JC）
＝当該被災地を含むエリアのJC新潟ブロック災害支援ネット

ワーク副会長
　<不通、業務遂行困難時>⇒被災地から近く業務遂行可能な

エリア担当副会長、及び被災地
から近く業務遂行可能なネット
ワーク副会長

○災害対策本部長補佐＝被災地から近く業務遂行可能な監査担
当役員、もしくはNBC直前会長 内山　勇人（上越JC）

　<不通、業務遂行困難時>⇒被災地から近く業務遂行可能な
監査担当役員から

○総務担当責任者＝NBC　運営専務　武藤　浩治（新発田JC）
○財政支援担当責任者＝NBC　財政局長　石井　和歌子（新発

田JC）
○渉外担当責任者＝NBC　事務局長　間藤　秀一（新発田JC）
○情報発信担当責任者＝会長の判断の下、被災地から一番目に

近く業務遂行可能なNBC　委員長
○人的支援担当責任者＝会長の判断の下、被災地から二番目に

近く業務遂行可能なNBC　委員長
○物的支援担当責任者＝会長の判断の下、被災地から三番目に

近く業務遂行可能なNBC　委員長
上記６責任者
　<不通、業務遂行困難時>⇒会長の判断の下、災害ネットワー

ク役員、及び災害対策本部役員
に任命されていず、被災地から
近く業務遂行可能でNBC副会長、
及び委員長
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会員のために
（ＪＣ用語説明）

JC
JUNIOR CHAMBAR の頭文字を取ったもので青年会議所の意。

JAYCEE
青年会議所会員個々人のこと。

JCI
JAYCEES INTERNATIONAL の頭文字をとったもので、国際
青年会議所の意。各国青年会議所の連絡・統合・調整機関で、
本部はアメリカ・マイアミ州のセントルイスにある。

NOM（ノム）
NATIONAL ORGANIZATION MEMBAR の頭文字をとったも
ので、国家青年会議所の意。例えば、日本青年会議所は、国際青
年会議所の中の１ NOM（国家青年会議所）である。

LOM（ロム）
LOCAL ORGANIZATION MEMBARの頭文字をとったもので、
国家青年会議所の中に属する各地青年会議所の意。
現在、日本青年会議所の中には743LOM（各地青年会議所）がある。

District Council（DC= 地区協議会）
日本青年会議所としての事業計画・方針などを各ブロック及び
各地青年会議所に伝達浸透させ、また一方では、各地青年会議
所の事業活動・意見などを日本青年会議所に報告連絡する為の
機関である。
現在、日本青年会議所は 10 区分されており、10 の地区協議会
がある。尚、主な事業としては、各地区大会の主催がある。

Bloc Council（BC= ブロック協議会）
日本青年会議所及び地区協議会としての事業計画・方針などを
各地青年会議所に伝達浸透させ、また一方では、各地青年会議
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所の事業活動・意見などを、日本青年会議所及び地区協議会に
報告連絡する為の機関である。
現在、日本青年会議所には 50 ブロック協議会があり、主な事業
としては、会員大会の主催がある。

JC デー
日本において最初に青年会議所運動が開始された 1949 年９月３
日を記念して、毎年９月３日を JC デーと称している。

スポンサー JC
青年会議所未設立の地域の青年有志に働きかけ、設立を指導援
護する青年会議所のこと。

シスター JC
国際青年会議所に加盟している国家青年会議所及び市単位、県
単位又は各地青年会議所の相互間の親善と友好のために、相互
の交流を行う締結関係を結んだ青年会議所のことで、姉妹ＪＣ
ともいう。

京都会議
日本 JC が毎年１月に、京都国際会議場で行う会議のこと。
年度の事業計画・予算の決定・事務引き継ぎ等が行われる。

直前会頭・直前理事長
単年度制をとっている JC では、日本青年会議所前年度会頭を直
前会頭、LOM の前年度理事長を直前理事長と称している。地区・
ブロックでは、直前会長と呼ぶ。

シニアクラブ
日本 JC シニアクラブは、JC 卒業生同総会として相互の親睦
を図るとともに、現役活動を陰ながら援助しようという目的で
1960 年に設立された。JC 卒業生なら誰でも入会出来る。

業種別部会
同業種に従事する会員の集いで、JC 運動を縦軸とした場合、横
軸として意義づけられている。現在、31 の業種別部会がある。
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出向者
各地青年会議所より国際青年会議所・日本青年会議所・地区協
議会・ブロック協議会へ役員や委員として出ていくメンバーの
こと。

セミナー
大学の教育方法の一つ。講師の指導のもとに参加者が集って、
討議して進める共同研究のことで、ゼミナールともいう。

シンポジウム
語源はギリシャ語といわれ、親しい者同士がなごやかに食事を
する意である。ある大きなテーマを中心に多くの報告者によっ
て各々の立場から関連したことが講演形式によって述べられる。
この特徴は、討論のないことと、あらゆる立場からテーマにつ
いて浮き彫りにされるということである。討論は行われないが、
各報告に対する質問は許される。

パネルディスカッション
パネリストによる密度の高い座談会議である。多くの者が全員
討議するかわりに数名のメンバーを選んでそのメンバー間で自
由に討論してもらう形式である。

コロッキー
パネルディスカッションと同様の形式による会議法で、途中専
門家が追加出席して意見を述べ、討論が一方的な方向へ行かな
い様にコントロール出来る。

バズセッション
討論方法である。まず皆が発言出来るような小グループに分け、
ここで個人個人の意見を自由に表現させ、その意見を調整し、
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持ちより、全員参加の総会を開く。即ち全員に発言を許し、会
議の結論に貢献させる方便として考えられた。この小グループ
による話し合いの課程をバズセッションという。

ブレーンストーミング
皆が集まって、あらかじめ議題を定めず、何人にも拘束されず
に自由に自己の創造的アイディアを思いつくままに出していき、
集団の集中的ディスカッションによって良い考えを発見・発展
させようとする方法。（集団的創造力開発の方法）

フィリップ 66 方式
バズ方式に似たもので、多人数の場合小グループ（６人）に分け、
６分間という時間を定めて短時間に集中的に各グループが会議
を行う方式のこと。66式討議ともいう。

ＫＪ法
川喜田二郎氏によって開発された創造力開発の手法。紙切れ法
とも呼ばれ、本調査に関連があるかいなかの判断をしないで、
ひたすら情報をカード化し、その後に、ある一定の方法でこれ
を組み立てて判断するという手法。例えば、グループごとに話
し合い、全体会議で発表しまとめていく。 

ロバート議事法
ロバート・ルールズ・オブ・オーダー。多数者の権利・少数者
の権利・個人の権利・不在者の権利の４つの権利を基本的な原
則として行う会議運営の方法。これは国連をはじめ、世界各国
で採用され、国際青年会議所・日本青年会議所でも正式に採用
される。

コーディネイター
会議の際に、それまで出された意見を集約、調整し、会議を進
行させる担当者。

アドバイザー
パネルディスカッションなどの討議会の時に、会議を進行させ
る為に助言を行う講師のこと。
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パネリスト
パネルディスカッションを行う時に、各分野から出席する数名
の意見発表者のこと。

CD(Community Development)
コミュニティ・ディベロップメントの略で社会開発のこと。

LD(Leadership Development)
リーダーシップ・ディベロップメントの略で指導力開発のこと。

MD(Management Development)
マネージメント・ディベロップメントの略で経営開発のこと。

AOY(Accent On Youth)
アクセント・オン・ユースの略で、青少年開発のこと。その地
域社会に住む青年を参加させて、地域社会の開発の為により良
き道を見出すよう青年達を助ける方法を提供するプログラム
である。1970 年にダブリン世界会議でカテゴリー（主要事業）
No. １プログラムに採択された。

三分間スピーチ
LD 手法の一つで、電話一通話の時間内即ち三分間で自己紹介か
ら始まり、テーマにそったスピーチを完了させる方法。

青年経済人会議 ( サマーコンファレンス）
企業人たる JC 会員を青年経済人と称し、経済・経営の諸問題に
ついて検討・研究したり、講演会・セミナー等の開催や情報交
換をする会議のこと。

チャーターメンバー
各地青年会議所が設立された時に入会した初代会員の呼称。
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スリーピングメンバー
資格を持ち、活動が義務づけられているにもかかわらず、その
活動及び例会・総会などにも積極的に参加しない会員のこと。

アクティブメンバー
スリーピングメンバーの反対の意。全体の中の個人・個人であっ
ての集団であることの自覚を持ち、そして責任を果たし、社会
開発と自己開発に挑戦し、活発に行動する会員のこと。

ガイダンスメンバー
オリエンテーション、委員会等でガイダンス勉強期間中の新入
会員の呼称。

アテンダンス
総会・例会・各会合に出席することをいう。そして出席の証し
をアテンダンスカードと呼ぶ。

エントリー
各 LOM が褒賞獲得の為に、又は大会誘致等々の為に立候補申
請すること。

アジェンダ
理事会や委員会等を運営する時の式次第のこと。

マニュアル
手引き書のことで、日本 JC には組織に関するもの、運営に関す
るもの、事業に関するもの等多くのマニュアルを持っている。


