
       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) 広報アカデミー委員会 

(2) 青少年育成委員会 

(3) 総務委員会 

(4) 副専務理事 

(5) 拡大担当理事 

(6) 財務・コンプライアンス担当理事 
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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。 

 

広報アカデミー委員会 

       委員長：米田 悠里子 

設置背景 

近年平均在籍年数が短くなっている松戸青年会議所において、青年会議所の

価値を理解しないまま活動しているメンバーが散見されます。社会開発を目

的の一つとしているＪＣ活動は地域に住まう市民にとって必要とされる運動

であるべきです。市民に必要とされるＪＣ活動を行うには、青年会議所活動

を広く周知させ、市民へと伝わっていく波及効果を生み出すとともに、個々

人が様々な経験を通してＪＣの価値を見出し成長する必要があります。 

設置目的 

地域に必要とされるＪＣ活動を展開するだけではなく、多くの市民に知って

いただくとともに、メンバーには実体験による達成感を通して、ビジネスや

プライベートにも有益であると感じてもらい、個々人の成長に繋げていくこ

とを目的とします。 

運動計画 

（ＫＰＩも記載） 

１．青年会議所の可能性が体感出来る事業の開催 

ＫＰＩ：『ＪＣの価値を見出せた』メンバーが８０％以上 

２．松戸青年会議所で得た学びをビジネスやプライベートに活かす方法を学

ぶことが出来る事業の開催 

ＫＰＩ：『ＪＣ運動に対するモチベーションが上がった』メンバーが８０％以

上 

３．松戸青年会議所を地域へ発信していくための素材を創出する事業の開催 

ＫＰＩ：Ｆａｃｅｂｏｏｋのいいね数を前年度比率２００％ 

運動手法 

１．メンバー個々人が成長しやすい環境を創出するために、自己成長できる

機会を提供し、経営戦略やチームワークを学べる事業を開催することで、青

年会議所がビジネスやプライベートにも活かせる場であることを認識する契

機とします。 

２．積極的にＪＣに取り組める環境を創るために、ビジネススキルを向上で

きる事業を開催し、人との付き合い方や物事の考え方などを学ぶことで、Ｊ

Ｃ活動へのモチベーションを向上させる契機とします。 

３．松戸青年会議所を地域に印象付けられるようにするために、広告の素材

を皆で考え作成し、その素材が地域に根付く事業を開催することで、ＪＣ活

動への賛同者を増やす契機とします。 

パートナー 

松戸商工会議所 

松戸市役所 

松戸市観光協会 

株式会社ＡＤプランニング 

松戸青年会議所ＯＢ会 

日本赤十字社 

株式会社ジェイコム 

松戸市内の飲食店 

千葉県内の運動場 

千葉テレビ 

株式会社星広告 

Ｙｏｕｔｕｂｅ 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 

青少年育成委員会 

       委員長 今泉 智也 

設置背景 グローバル化の進展により世界との境界線が日に日に薄くなり、異なる文化

の人たちとの交流が増してきている中、新型コロナウイルスという未知のウ

イルスの影響を受け、学校の授業や行事が中止となるなど青少年の環境は一

変しました。このような先の読めない時代の中でも、将来を担う青少年が活

き活きと輝き、明るい未来を展望し、いかなる環境の変化にも適応できる人

財へと成長するには、多様性あふれる社会の中で多くの人と出会い、経験を

積み重ねていく必要があります。 
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設置目的 

環境の変化が激しい時代の中でも、このまちの未来を担う青少年がどんな困

難にも立ち向かえるように、多様性あふれる社会の中で、あらゆる人のあら

ゆる価値観を認め合い個を確立し、明日への希望を自ら見いだせる青少年へ

と育成することを目的とします。 

運動計画 

（ＫＰＩも記載） 

１．失敗から成長の機会を得ることを体感できる事業の開催 

ＫＰＩ：参加者の９０％以上が「成長する機会に繋がった」と実感します 

２．失敗に臆することなく、考えや意見を発言したくなる事業の開催 

ＫＰＩ：参加者の９０％以上が「自分自身に自信が持てるようになった」と

実感します 

３．生きる力を育成することができる事業の開催 

ＫＰＩ：参加者の９０％以上が「将来の展望について考える機会となった」

と実感します 

運動手法 

１．青少年がどんな困難にも立ち向かえるようにするために、成功事例から

ではなく人生の先輩諸氏の失敗から学ぶ事業を実施し、失敗の原因を知り、

それを自分のこととして置き換えることで、青少年の考える力や問題解決力

を育みます。 

 

２．青少年が個を確立し自分自身に自信を持つために、様々な年齢の人達が

集まる中で多様な意見を聞いて他者との違いを認識し、自分の考えや意見を

発言することで、自己肯定感を高めます。 

 

３．青少年が明日への希望を見い出すために、さまざまな仕事があることを

理解し、将来について考えるきっかけとなる事業を実施することで、人生の

可能性を広げる契機を創出します。 

パートナー 

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協会 

松戸市教育委員会 

松戸市体育協会 

松戸市農政課 

松戸商工会議所 

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 

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 

ＵＵＵＭ株式会社 

GUINNESS WORLD RECORDS 

松戸市内飲食店 

松戸スポーツ推進委員会 

講演依頼.com 

ベルリッツ・ジャパン株式会社 

エン・ジャパン 

デジタルトイボックス 

ＹｏｕＴｕｂｅ 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

株式会社星広告 
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総務委員会 

       委員長 竹山 友樹 

設置背景 

組織の基盤となる総務は、組織の下支えとして粛々と職務を行ってきました。

過去３年間の状況を振り返ると松戸青年会議所は年々メンバー数が減少して

います。そのような状況だからこそ、メンバー一人ひとりの成長に皆が向き

合える環境を構築していく必要があります。 

設置目的 

総会をはじめとする諸会議を円滑に運営するとともに、メンバーの成長の機

会とも言える青年会議所活動へ意欲的に参加できるよう総務委員会が模範と

なってメンバー全体を巻き込み、各委員会が安心して事業に取り組める運営

基盤を構築することを目的とします。 

運動計画 

（ＫＰＩも記載） 

１．総会、理事会等の諸会議の設営 

ＫＰＩ：総会は本番同等のリハーサルを行い、リハーサルまでに設営を滞り

なく行います。また理事 

会等の諸会議は時間通り開始できるよう設営します 

 

２．アジェンダシステムの作成、管理 

ＫＰＩ：上程遅延者を０にします 

 

３．監事監査、中間・年間監査の設営並びに運営 

ＫＰＩ：提出書類不備を０にします 

 

４．メンバーのモチベーションが向上する事業の開催 

ＫＰＩ：例会参加者の８０％以上が「モチベーション向上に繋がった」と実

感します 

 

５．ＬＯＭ内の情報共有、活動記録の適正な管理 

ＫＰＩ：各委員長の委員会メンバーへの理事会報告を７日以内とします 

 

６．拡大状況の見える化 

ＫＰＩ：各委員会の拡大状況を計２１回（例会及び総会：月１回×１２ヶ月

＋異業種交流会：３回×３委員会）配信します 

 

７．松戸青年会議所のＬＩＮＥグループの作成・管理 

ＫＰＩ：ＬＩＮＥグループへのメンバー参加率を１００％にします 

 

８．その他の委員会に属さない業務 

ＫＰＩ：なし 

運動手法 

１・２・３．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

理事会等の各会議並びに監事監査の厳正な設営と運営体制を構築し、資料の

上程期限厳守を徹底することで、組織力を向上させます。 

 

４．メンバーのモチベーションを向上させるために、青年会議所で活動する

ことが楽しいと感じて頂けるような事業を企画実施し、メンバーひとり一人

が当事者意識を持つことで、組織の活性化につなげます。 

 

５．メンバーの帰属欲求を満たすために、各種会議での決定事項を迅速にメ

ンバーに周知し、総務委員会が管理することで、組織への信頼感と安心感を

向上させます。 

６．メンバーが会員拡大に対して意欲的になるために、拡大状況を整理して

共有し、拡大活動に対する達成感を感じてもらうことで、会員拡大を意識で

きるようにします。 

 

７．ＬＯＭ内の情報共有を徹底するために、松戸青年会議所のＬＩＮＥグル

ープを作成し、青年会議所活動に必要な情報発信していくことで、組織の結

束力を向上させます。 
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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 

松戸商工会議所 

ＹｏｕＴｕｂｅ 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

株式会社星広告 

ＬＩＮＥ 

 

 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２０２１年１月１日より施行される。 
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