
       公益社団法人松戸青年会議所 運営に関する規程 

 

 第１章  目   的 

 （目的） 

第１条  本規程は、定款第４４条第１項第２号に基づき、公益社団法人松戸 

青年会議所（以下「この法人」という。）の運営に関する事項を規定 

する 

 第２章  役員の任務 

 （理事長） 

第２条  理事長は、定款に定める事項のほか、次の任務を有する 

     (1)この法人の代表として対外的に発言をして、すべての事業の 

       総括責任を持つ 

     (2)公益社団法人日本青年会議所、公益社団法人日本青年会議所 

       関東地区協議会、公益社団法人日本青年会議所千葉ブロック 

       協議会その他の会議に出席し、この法人の有する議決権を行 

       使及び意見の発表を行う 

 （副理事長） 

第３条  副理事長は、定款に定める事項のほか、理事長と連絡を密にして、 

常に意見の調整と統一をし、この法人の円滑な運営のため、一体 

     となって努力する 

   ２．副理事長は、各々分掌の委員会を総括して、活発な活動をはかり、 

各室及び各委員会間の連絡調整を図る 

 （専務理事） 

第４条  専務理事は、定款に定める事項のほか、適切な会務の運営のため、 

会務を担当し、各室及び各委員会間の連絡調整を図る 

   ２．総会、理事会等の会議の円滑な運営のため、その設営運営を担当 

する 

 （室長） 

第５条  室長は、定款第１９条第１項に定める理事の義務のほか、副理事 

長と委員長との相互連絡及び調整に努める 

 （理事） 

第６条  理事は、定款で定める事項のほか、次の任務を有する 

     (1)理事は、この法人の目的達成のための事業を企画、検討、実施 

      し、かつその成果を認識して、議事録又は報告書をすみやかに 

      理事長に提出する 

     (2)常任理事は、定款第４４条第１項第３号に定めるこの法人の業 

      務執行の決定について具体的範囲を定める。また必要に応じて 

      理事会が十分に審議するに足りるよう、議案の内容を整理して、 

      提出することができる 

     (3)常任理事は、理事長、副理事長、専務理事、議長、室長とする 

     (4)理事会における議長は、理事長、副理事長及び専務理事と連絡 

      を密にし、業務遂行意思決定機関である理事会を公正円滑な運 

      営のため、その運営を担当する 

     (5)所属委員会の職務分掌について疑義を生じた場合、理事会の決 

      定に従う 

 

 第３章  理 事 会 

 

 （定例理事会） 

第７条  定例理事会は、毎月第４水曜日に開催する。ただし、理事会の決 

議により定例理事会の開催日を変更することができる 
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 （臨時理事会の招集） 

第８条 臨時理事会を招集するには、会日の７日前までに、書面により通知し 

    なければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話その 

    他の方法により所定の日時を置かないで通知することができる 

  ２．前項の通知は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の 

    技術を利用する方法により発することができる 

 （理事会審議事項） 

第９条 理事会は、次の事項を審議する 

(1)定款及び諸規定に関する事項 

(2)総会及び例会に関する事項 

(3)会員の入退会、褒賞、懲罰及び除名に関する事項 

(4)委員会の編成及びプロジェクトチームの設置並びに廃止に関する事項 

(5)公益社団法人日本青年会議所に関する事項 

(6)事業計画及び事業報告の承認に関する事項 

(7)委員会活動の助長及び活動計画の承認に関する事項 

(8)予算及び決算の承認に関する事項 

(9)予算執行の監督に関する事項 

(10)その他本会議所の運営に関する事項 

 

 第４章  例   会 

 

 （例会の開催） 

第１０条 例会は、毎年４回以上、開催するものとする。ただし、必要がある 

     ときは、理事会の決議により変更又は中止することができる 

 （出席義務） 

第１１条 正会員は、すべての例会に出席する義務を負い、欠席又は遅刻をす 

     る時は、必ず、所属委員長に連絡しなければならない 

   ２．例会に出席した会員は、必ず所定の出席簿に署名をしなければなら 

     ない 

 （アテンダンス） 

第１２条 正会員は、次にあげる各種行事、出向先の会議、委員会その他の会 

     合又は他の青年会議所の例会に出席する必要があるために例会を欠 

     席する場合は、例会に出席したものとみなす 

(1)全国大会 

(2)関東地区大会 

(3)千葉ブロック大会 

(4)松戸 JC例会日に行われる他の公式行事 

(5)京都会議 

(6)JCIエリア会議 

(7)サマーコンファレンス 

(8)JCI世界会議 

(9)その他理事会が認める大会、行事及び出向委員会 

   ２．前項の適用については、年度内とし、所定の様式のアテンダンス承 

     認申込書を次回例会の前日まで、総務を担当する委員会に提出しな 

     ければならない 

 （メーキャップ制度） 

第１３条 正会員は、一身上の都合により、やむを得ず例会を欠席した場合で 

     あっても、他の青年会議所の例会に出席することにより例会に出席 

     したものとみなす 

   ２．前項の適用については、年度内とし、所定の様式のメーキャップ承 

     認申込書を総務を担当する委員会に提出しなければならない 
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 （例会の主管） 

第１４条 例会の運営は、理事会で決定した委員会が主管する 

 

 第５章  室及び委員会 

 

 （室及び委員会の構成） 

第１５条 この法人は、事業遂行のために常設委員会を置き、必要な場合、常 

     設委員会を統轄するために室を置くことができる 

   ２．常設委員会には、委員長、副委員長、幹事、委員若干名をもって構 

     成し、室を置く場合、室長を定める 

   ３．常設委員会及び室は一事業年度限りとし、理事会は、次年度の委員 

     会及び室を編成するとともに各委員会の名称を決定し、１２月の臨 

     時総会に報告しなければならない 

 （プロジェクトチーム） 

第１６条 この法人は、緊急を要する不測の事態が発生した場合、理事会の承 

     認を得て、理事長は、プロジェクトチームを置くことができる 

   ２．プロジェクトチームの構成は、正会員の中から、理事会の承認を得 

     て、理事長が指名する 

   ３．プロジェクトチームは、一事業年度限りとし、理事会で決定した事 

     業の遂行を任務とする 

   ４．プロジェクトチームは、前項の任務を終了したときに、原則として 

     理事会の承認を得て解消する 

   ５．前項の規定は、理事会の承認を得ない場合は、当該事業年度末日を 

     もって当然に解消されたものとみなす 

 （委員長、副委員長の役割） 

第１７条 委員長は、委員会を代表して委員会を統轄し、その任務の遂行につ 

     き責任を負う 

   ２．副委員長は、委員会の円滑な運営ができるように、その設営運営を 

     担当し、委員長を補佐して、委員長に事故あるときはその職務を代 

     行する 

 （委員会の開催） 

第１８条 委員会は、月１回以上開くものとする 

 （出席義務） 

第１９条 委員会構成員は、月１回以上委員会に出席しなければならない 

   ２．やむを得ない理由で欠席又は遅刻するときは、あらかじめ所属委員 

     会の委員長の承認を得なければならない 

 （合同委員会） 

第２０条 委員会は、事業を行うために必要があるときは、他の委員会と合同 

     して事業を行うことができる 

 （委員会・理事の種類） 

第２１条 定款第５５条第２項の規定に基づき、下記の通り、委員会・会議・ 

     理事を設置する。 

(1) 地域報恩委員会 

(2) 拡大アカデミー委員会 

(3) 青少年報恩委員会 

(4) 総務委員会 

(5) 青少年報恩委員会担当 室長 

(6) 事務局長 

(7) 財務・コンプライアンス担当理事 

(8) 副専務理事 
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第２２条 前条の各委員会の業務分掌は、次の通りとする。 

 

公益社団法人松戸青年会議所 地域報恩委員会 

       委員長：渡辺 大起 

委員会設置背景 

少子高齢化に伴い、生産年齢人口の減少が社会問題となっている日本。松戸

市も同じく生産年齢人口が年々減少し、その傾向は今後も続くことが予測さ

れています。しかし、松戸市には先輩諸氏が築いてこられた、誇れる観光資

源を数多く有しています。松戸に対する感謝を形で表すためには、まちの魅

力を市内外に発信し、市内からの転出を防ぐだけではなく、市外からの転入

を希望する人を増やし、持続可能なまちづくりをしていく必要があります。 

委員会目的 
松戸市の生産年齢人口を増加させるために、市民が松戸ならではの誇れる観

光資源を再認識して魅力を感じ、地域への愛着を持って頂き、松戸に住み続

けたいと思う人を増やすことを目的とします。 

活動概要 

【共１】会員拡大と新入会員への適切なフォロー 

【共２】総会・例会・地域行事・対外事業等への積極的な参加  

【共３】他委員会との連携と協力 

【共４】新年祝賀会の開催 

１．松戸の魅力を活かした住み続けたいまちにより一層するための事業の開

催  

２．上記事業を行うための資金的協力体制を確保する事業の開催 

３．他市で行われている、地域の魅力を持続的に発信する取り組みを学ぶた

めの会員同士の交流 

１０年後の委員会

目標（KGI） 

１．２０３０年の松戸市への人口流入数２８，０００人超 

２．２０３０年のまちづくり事業の資金的協力者３０人 

３．２０３０年の千葉ブロック大会の参加率１００％ 

１年後の委員会目

標（KGI） 

１．事業参加者のアンケート結果にて『松戸市に住むことを周りの方に勧め

られる』を８６．５％以上 

２．今後まちづくり事業への資金的協力をしたいと思う人(企業)３０人(３０

社)以上 

３．千葉ブロック大会にて参加者１００％が松戸市を良くするためのヒント

を得る 

事業概要 

(ＫＰＩ) 

１．松戸の魅力を活かした住み続けたいまちにより一層するための事業への

参加動員数２，０００人以上  

２．上記事業を行うための資金的協力体制を確保する事業への動員数３０人

以上 

３．千葉ブロック大会にてメンバー参加率を８６．６％以上 

政策手法 

１．松戸が住み続けたいまちになるために、既存の観光資源を活かした市民

参加型の大規模な事業を開催し、市民と共に地域の魅力を再発見することで、

市民が地域への愛着を持って市内外へと持続的に発信する機運を醸成しま

す。 

２．上記事業を実施するために、まちづくり事業の協力者を募る説明会を開

催し、クラウドファンディングを通じて資金協力を得ることで、持続して長

期に渡り良い関係を築ける協力者を確保します。 

３．持続的なまちづくりに取り組んでいくために、他市でのまちづくりの意

義や手法を発信する千葉ブロック大会に参加し、地域毎に発生している課題

に取り組んでいる他ＬＯＭとの交流を図ることで、松戸の課題解決に繋げて

いきます。 

S D G s 【１１．１５．１７】 

パートナー 

松戸市拠点の企業、飲食店 

松戸商工会議所並びに商工会議所青年部 

松戸市役所公園緑地課 

松戸市観光協会 
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パートナー 

松戸市教育委員会 生涯学習部 戸定歴史館 

千葉ブロック協議会 

松戸青年会議所 OB 会 

株式会社 AD プランニング 

松戸市内各 NPO 法人 

松戸市内病院 

松戸市内消防署 

新京成電鉄株式会社 

日本コカ・コーラ株式会社 

小金の街をよくする会 

八柱をよくする会 

山崎製パン株式会社 

松戸公産株式会社 

パトラン松戸チーム 

MaｍaCan 

株式会社 IBJ 

吉本興業株式会社 

株式会社マセキ芸能社 

株式会社ホリプロ 

株式会社プロダクション人力舎 

株式会社ワタナベエンターテインメント 

TEPPEN GYM 

対外事業 
１．京都会議 

２．タートン来松 

地域事業 １．緑と花のフェスティバル 

※活動概要の【共】は松戸ＪＣ全メンバー共通の年間事業方針を記載 

 

 

公益社団法人松戸青年会議所 拡大アカデミー委員会 

委員長：和田 寛之 

委員会設置背景 

社会開発と指導力開発の両輪で展開されるＪＣ運動は、地域の課題解決を

率先して担うものであるべきです。しかし、メンバー数の減少と平均在籍

年数が３年未満という事実により、その運動体としての力が弱まりつつあ

る現状があります。明るい豊かな社会の実現に向けた力強い運動を展開

し、地域に対する感謝を形で表すためには、継続的な会員拡大活動と入会

後のアカデミーを推進していく必要があります。 

委員会目的 
運動体としての力を強くするために、組織を大きくし地域で活躍するメン

バーを増やすことで大きな発信力のある団体となり、ＪＣ運動を理解した

人財を育み組織維持のみならず発展に貢献することを目的とします。 

活動概要 

【共１】会員拡大と新入会員への適切なフォロー 

【共２】総会・例会・地域行事 ・対外事業等への積極的な参加 

【共３】他委員会との連携と協力 

【共４】新年祝賀会の開催 

１．入会へのクロージングと新入会員拡大数の達成責任 

２．オブザーバー動員計画の実現可能性の確認と予実管理 

３．例会や懇親会でのオブザーバー対応 

４－１．会員拡大推進活動（異業種交流会）の企画、運営、実施 

４－２．会員拡大推進活動（例会）の企画、運営、事業の開催 

５．新入会員認承式の企画、運営、実施 

６．新入会員や入会３年未満 のメンバーのフォローとして行うアカデミ

ー活動の企画、運営 
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１０年後の委員会

目標（KGI） 

１．松戸ＪＣ在籍会員数１００名（３０歳以下の会員数５０名、女性会員

数２０名） 

２．各例会、総会のオブザーバー目標人数達成率１００％の継続 

３．常時オブザーバーリストに１００名のオブザーバーを継続して確保す

る 

４－１．松戸駅近郊以外からの入会者５０％の達成 

４－２．事業に参加したオブザーバーから１５名の入会 

５．理事会の認承後、翌月の例会、総会での新入会員認承式実施率１００％

の達成継続 

６．年間４回の１００％例会達成 

１年後の委員会目

標（KGI） 

１．松戸ＪＣ在籍メンバー数５５名（３０歳以下の会員数７名、女性会員

数５名） 

２．各例会、総会のオブザーバー目標人数達成率１００％ 

３．オブザーバーリスト１００名の達成 

４－１．松戸駅近郊以外からの入会１０名の達成 

４－２．事業に参加したオブザーバーから４名の入会 

５．理事会の認承後、翌月の例会、総会での新入会員認承式実施率１００％

の達成 

６．年間１回の１００％例会達成 

事業概要 

(ＫＰＩ) 

１．会員拡大２０名（３０歳以下の会員拡大５名、女性会員拡大４名） 

２．各例会、総会で目標に対してオブザーバーを１００％動員する 

３．様々な場面でオブザーバー紹介の依頼をし、オブザーバーへのアフタ

ーフォロー１００％の実施 

４－１．異業種交流会を開催した地域からオブザーバーを５名以上動員す

る 

４－２．例会のオブザーバーを４０名動員する 

５．理事会の承認後３日以内に新入会員認承式の日時を告知し、確実に認

承式に出席してもらう 

６．アカデミー事業後の参加者アンケートにて、出席意識が向上したメン

バーが毎回８０％以上 

政策手法 

１．組織としての力を強くするために、新入会員拡大数の達成に責任を持

ち、会員拡大２０名を必達することで、１年後の松戸ＪＣメンバー数を５

５名にします。 

２．多くの入会候補者を確保するために、各例会、総会でのオブザーバー

動員計画を管理し、目標に対してオブザーバーを１００％動員すること

で、１年間を通してオブザーバー動員目標１００％の達成を実現します。 

３．オブザーバーを安定的に確保するために、ＯＢ会員や交友関係の中で

オブザーバーの紹介を常に依頼し続けると共に、オブザーバーへのアフタ

ーフォロー１００％を遂行することで、オブザーバーリスト１００名を達

成します。 

４－１．広く松戸市全域において活躍するメンバーを増やすために、現在

在籍メンバーの少ない新松戸、五香、六実方面からのオブザーバー動員を

実施し、異業種交流会を開催することで、松戸駅近郊以外からの入会を促

進します。 

４－２．力強く会員拡大を必達するために、多くのオブザーバーの動員を

可能とする知名度のある講師例会を開催し、参加したオブザーバーに翌日

にはお礼連絡と次回のアポイントを決定させることで、本事業からの入会

を導きます。 

５．理事会認承後早期に認承式を実施をし、いち早くメンバーとして活躍

してもらうために、新入会員認承式の実施を理事会認承後３日以内に通達

し確実に出席してもらうことで、理事会承認後翌月の認承式実施１００％

を達成します。 

６．ＪＣ運動の本質を理解した熱意ある人財を多く育むために、会員向け

アカデミー事業を企画、実施し、メンバーの出席意識向上を促すことで、

２０２０年度中に１回１００％例会を達成します。 
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S D G s 【４．５．８】 

パートナー 

松戸青年会議所ＯＢ会員 

松戸市内の企業 

株式会社ＡＤプランニング 

ＪＣプログラム推進委員会 

東京ブロック協議会 歴代会長 

一般社団法人真岡青年会議所 歴代理事長 

千葉ブロック協議会 広報拡大委員 

対外事業 
１．じゃがいもゴルフ 

２．関東地区大会 

地域行事 １．献血運動 

※活動概要の【共】は松戸ＪＣ全メンバー共通の年間事業方針を記載 

 

公益社団法人松戸青年会議所 青少年報恩委員会 

委員長：髙田 健作 

委員会設置背景 

松戸市の人口自体は増加しているものの生産年齢人口は減少傾向にあり、

将来的にまちが活力を失いかねません。これは、青少年の受ける教育環境

が学校や家庭という限定的なものでしかなく、広い視野を持つ教育環境が

不足し、自分たちが住まうまちの魅力に触れる機会が少ない点が原因の１

つです。このまちの青少年に対する感謝の気持ちを形で表すためには、青

少年が様々な角度からまちの魅力を知り、住み続けたいと感じる機会を創

出する必要があります。 

委員会目的 

このまちに住み暮らす青少年に対し、まちの歴史や文化について楽しみな

がら理解して頂くとともに、国際的な交流ができる我々のまちに愛着を持

って頂くだけではなく、将来にわたって住み暮らしたいと感じてもらうこ

とを目的とします。 

活動概要 

【共１】会員拡大と新入会員への適切なフォロー 

【共２】総会・例会・地域行事・対外事業等への積極的な参加  

【共３】他委員会との連携と協力 

【共４】新年祝賀会の開催 

１．青少年が住み続けたくなるまちにするための事業の開催 

２．上記事業を行うための資金的協力体制を確保する事業の開催 

３．青少年が国際交流を図れる機会を提供するための事業の開催 

１０年後の委員会

目標（KGI） 

１．松戸市が住みたいまちランキング1位を獲得して人口流出を防ぎます。 

２．松戸青年会議所の青少年向け事業予算の５０％以上を外部からの協力

金を頂き、事業運営に役立てます。 

３．松戸市が住みたいまちランキング1位を獲得して人口流出を防ぎます。 

１年後の委員会目

標（KGI） 

１．まちの魅力を語れる青少年を６０人以上育成します。 

２．資金的協力をいただいた方全員に、次回以降も協力したいと感じてい

ただきます。 

３．参加者の８０人以上に地域の国際交流の重要性を実感して頂きます。 

事業概要 

(ＫＰＩ) 

１．事業への参加動員数２００人超を達成します。 

２．事業への資金的協力額を４０万円以上を達成します。 

３．事業への参加動員数１００人超を達成します。 

政策手法 

１．松戸に住み暮らす青少年がまちに愛着を持ってもらうために、松戸の

歴史・文化を学ぶ機会を提供し、青少年が先頭に立ってまちの魅力を発信

できる事業を開催することで、まちの魅力を語れる青少年を育成するとと

もに将来も松戸に住み続けたいという意識を醸成します。 

２．上記事業をより大規模に実施するために、青少年が今後も住み続けた

くなるまちと思えるような事業を事前にディスカッションして創り出し

たイメージ案を公表し、出資をお願いする方々へ提案して納得をして頂く

ことで、継続的な資金的協力体制を築きます。 
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政策手法 

３．松戸に住み暮らす青少年がまちに愛着を持ってもらうために、飲食や

スポーツなど身近なものを通じて外国の文化を体感できる国際交流事業

を開催し、記憶に残る貴重な経験から自らが住まうまちの魅力を知ること

で、松戸に住み続けたいという意識を醸成します。 

S D G s 【４．１１．１７】 

パートナー 

松戸市内の高校(千葉県立小金高等学校、聖徳大学付属女子高等学校、専

修大学松戸高等学校、千葉県立松戸高等学校、千葉県立松戸向陽高等学

校、千葉県立松戸国際高等学校、松戸市立松戸高等学校、千葉県立松戸

馬橋高等学校、千葉県立松戸南高等学校、千葉県立松戸六実高等学校) 

松戸市内の大学(千葉大学、日本大学、聖徳大学・短期大学部含む、流通

経済大学)※学部問わず 

松戸市役所 

一般社団法人松戸市観光協会 

松戸市文化振興財団 

公益財団法人松戸市国際交流会館 

松戸市教育委員会 

駐日ドミニカ共和国大使館 

駐日ルーマニア大使館 

松戸ロータリークラブ 

松戸中央・南ライオンズクラブ 

松戸市体育協会 

セノー株式会社(企業) 

松戸商工会議所 

公益社団法人日本オリンピック委員会 

武井壮(タレント) 

株式会社ベイエフエム(企業) 

株式会社エフエム東京(企業) 

千葉テレビ放送株式会社(企業) 

株式会社アールディーミュージック(企業) 

松戸市内の小学校４６校(市立４５・私立１) 

松戸市内の中学校２２校(市立２０・私立２) 

株式会社ジェイコム千葉(企業) 

公共・民間放送局(日本放送協会、日本テレビ、テレビ朝日、フジテレビ

ジョン、ＴＢＳテレビ、テレビ東京) 

株式会社ＡｂｅｍａＴＶ(企業) 

ＵＵＵＭ株式会社(企業) 

松戸商工会議所 

松戸市内の飲食店 

対外事業 
１．タートン訪台 

２．世界会議 横浜大会 

地域行事 １．こどもまつり(ちびっこ相撲) 

※活動概要の【共】は松戸ＪＣ全メンバー共通の年間事業方針を記載 

 

公益社団法人松戸青年会議所 総務委員会 

委員長：齋藤 隼 

委員会設置背景 

すべての事業、運動を円滑に効率的に進めていき、当たり前のことを当

たり前に遂行する模範として、様々な角度からの下支えとして機能すべ

き総務は、過去３年間にわたり低下し続けている例会及び総会の出席率

を看過できません。メンバーに対する感謝を形で表すためには、お互い

を認め合い感謝し合えるメンバー間のつながりを率先して大切にし、メ

ンバーのモチベーションを向上できる組織づくりを行っていく必要があ

ります。 
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委員会目的 総会や例会へ出席しやすい環境づくりや正確な情報共有による当事者意

識並びに参画意識の醸成、また総会をはじめとする諸会議の滞りない実施

など、全委員会が実施する事業に全力を注ぐことができる運営基盤を構築

することを目的とします。 

活動概要 

【共１】会員拡大と新入会員への適切なフォロー 

【共２】総会・例会・地域行事・対外事業等への積極的な参加  

【共３】他委員会との連携と協力 

【共４】新年祝賀会の開催１．青少年が住み続けたくなるまちにするため

の事業の開催 

 

１、総会、理事会等の諸会議の設営 

２、アジェンダシステムの作成、管理  

３、監事監査、中間・年間監査の設営並びに運営 

４、青年会議所メンバーの家族や職場など身の回りの人々に感謝を伝える

ことが出来る事業の開催 

５、ＬＯＭ内の情報共有、活動記録の適正な管理 

６、その他の委員会に属さない業務 

１０年後の委員会

目標（KGI） 

１－１、総会や諸会議、またすべての事業を１００％予定通りに執り行い

円滑な組織運営を行える組織にします 

１－２、年間通して総会・例会の出席率を１００％達成します 

２、すべての理事会がすべて予定通りに終わる組織運営を構築します 

３、各例会の監事監査を１時間以内に終わらせます 

４、持続可能な組織構築のため退会者数を０名とします 

５、全メンバーがＬＯＭ内のすべて議事内容を理解している状態をつくり

ます 

６、全メンバーが事務局の５Ｓ活動に取り組んでいる状態をつくります 

１年後の委員会目

標（KGI） 

１－１、総会や諸会議を１００％予定通りに執り行うよう時間を厳守しま

す 

１－２、年間通して総会・例会の出席率を平均８０％以上達成します 

２、理事会にて事前準備不足による修正などの時間延長を０にします 

３、各例会の監事監査の再提出を０にします 

４、持続可能な組織構築のため退会者数を昨年以下とします 

５、当月理事会にて議題に上がってきたものを当月中に全メンバーが理解

している状態をつくります 

６、全委員会の効率的な運営実施の下支えとして、全メンバーが事務局が

清潔であると感じて頂きます 

事業概要 

(ＫＰＩ) 

１、総会はリハーサルを本番と思い、リハーサルまでに設営を滞りなく行

います。また理事会などの諸会議は開始時刻には常に時間通り開始できる

ように設営します。 

２、上程期限遅延者を０にします 

３、各例会の提出書類不備を０にします 

４、家族や職場の方々に青年会議所の活動を理解してもらえたかをアンケ

ートによって検証していき、「理解できた」を８０％以上達成します 

５、各委員長が委員会メンバーに行う理事会報告を７日以内とします 

６、５Ｓ活動推進のために総務委員会出席率を８０％以上とします 

政策手法 

１、健全な組織運営を行うために、最高意思決定機関である総会や理事会

等の諸会議の厳格な設営と運営体制を構築し、円滑に実施することで、組

織力を強化します。 

２・３、組織が円滑に運営されるために、資料の上程期限厳守と資料の精

査を徹底し、各会議並びに監事監査を効率的に進行することで、組織の統

率力を向上します。 

４、メンバーが例会や総会に出席しやすい環境を構築するために、家族や

職場の方々に感謝を伝える事業を実施し、身の回りの方々に日ごろの感謝

を表すとともに松戸青年会議所の運動を理解して頂くことで、メンバーの

JC 活動に対する意欲を向上します。 
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政策手法 
５、全メンバーの松戸青年会議所に対する帰属意識と個々人の当事者意識

向上のために、各種会議での決定事項を迅速にメンバーに周知し、総務委

員会が厳正に管理することで、組織への信頼感を醸成し結束力を向上しま

す。 

６、全委員会が迅速かつ効果的な事業を展開できる基盤をつくるために、

総務委員会が率先して事務局の５Ｓ活動を実施し、無駄を省いた環境を整

備することで、事業を構築する時間を増やすことに貢献します。 

S D G s 【４．８．１１．１７】 

パートナー 

公益社団法人日本青年会議所 

公益社団法人日本青年会議所関東地区協議会 

公益社団法人日本青年会議所関東地区千葉ブロック協議会 

松戸青年会議所ＯＢ会 

松戸青年会議所メンバーの家族や職場の方々 

対外事業 
１．サマーコンファレンス 

２．全国大会 札幌大会 

地域行事 １．江戸川フラワーライン 

※活動概要の【共】は松戸ＪＣ全メンバー共通の年間事業方針を記載 

 

 第６章  褒 賞 

 

 （褒賞の対象） 

第２３条 この法人の運動に顕著な功績のあった正会員又は委員会に対し、褒 

     賞を行う。なお、褒賞の方法及び内容は、理事会により別に定める 

     褒章規程による 

 

第７章 事務局 

 

（事務局の設置等） 

第２４条 この法人は、その事務を処理するため、事務局を設置することがで 

     きる 

   ２．事務局には、必要に応じ事務局長１名、事務局員及びその他の職員 

     を置くことができる 

   ３．事務局長は、理事の中から理事会の決議により理事長が任命する 

   ４．事務局員及びその他の職員は、理事長が任命する 

   ５．事務局長は、事務局員及び職員を指揮・監督し、会計及び庶務を処 

     理する 

   ６．事務局の職務分掌は、次のとおりとする 

(1)事務局の管理に関する事項 

(2)理事会の開催に関する事項 

(3)物品、備品の保管、管理に関する事項 

(4)その他庶務規則に定める事項 

   ７．前各号の他、事務局に関して必要な事項は理事会の決議により、別に 

     定める 

 

附則  

本規程は２０２０年１月１日より施行される。 
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