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第６５回日青協定期大会  

開催要項  

 

 

 

 本大会は、日青協運動一年間の総括と２０１５（平成２７）年度の運動方針を審議決定

することを主な目的として、下記により開催するものである。 

 

 

記 

 

 

  １．主  催   日本青年団協議会 

 

  ２．期  日   ２０１５（平成２７）年５月４日（月・祝）、５日（火・祝） 

 

  ３．会  場   国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

  ４．参 加 者   代議員は各道府県団６名 

           （男女枠を２名ずつとし、残り２名は男女いずれも可） 

 

  ５．議  事   執行部提出議案 

 

  ６．日  程 

       （予 定） 
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（大会細部日程）  

 
 
     【 開  会  式 】 
  １．開会のことば 
  ２．青春讃歌「もっときらきら」斉唱 
  ３．会長あいさつ 
  ４．来賓あいさつ 
  ５．祝電披露 
  ６．閉会のことば 
 
 
     【 議 事 日 程 】 
  １．資格審査委員長報告 
  ２．大会成立宣言 
  ３．大会議長団（３名）の選出 
  ４．議長団あいさつ 
  ５．大会書記の任命並びに会議録署名人の選出 
  ６．第６４回定期大会会議録の承認 
  ７．運営委員長報告 
  ８．諸 報 告 （１）２０１４（平成２６）年度一般報告 
          （２）同年度歳入歳出決算報告並びに監査報告 
  ９．選挙管理委員会報告 

  10．新役員紹介 

  11．新会長あいさつ 

  12．議  事 

    （執行部提出議案） 

     第１号議案 ２０１５（平成２７）年度運動方針に関する件 

     第２号議案 ２０１５（平成２７）年度事業計画並びに予算に関する件 

     第３号議案 ２０１５（平成２７）年度顧問並びに参与推戴に関する件 

      

         【 閉  会  式 】 
  １．開会のことば 
  ２．特 別 決 議 
  ３．旧役員あいさつ 
  ４．事務局員紹介 
  ５．会長あいさつ 
  ６．閉会のことば 
  ７．青春讃歌「シアワセという絵」斉唱 
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（５月４日 １３：１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

－開会 １３：１１－ 

 

田中事務局長   第６５回日青協定期大会の開会式を始める。冒頭に、青春讃歌「もっときら

きら」をみんなで歌いたい。歌唱指導は新役員と退任役員の５人に担っていただく。みなさ

んと一緒に元気に歌っていただきたい。 

 

＜青春讃歌斉唱＞ 

 

田中事務局長   開会にあたり、日本青年団協議会立道会長よりご挨拶申し上げる。 

立道会長     まず、この地に集まっていただいたことに敬意を表したい。日本青年館の山

本常務にもお礼申し上げる。このＮＹＣで行うことにご不便をおかけすると同時に日本青年

館の恩恵をより実感しているのではないかと思う。ここは明治神宮の杜であり、95 年前に先

輩達が植えていただいた全国の青年の思いのつまった杜だ。その杜が今無事に立派に成長し、

多くの皆様に憩いの場を提供すると共に涼やかな風となって私たちを迎えてくれている。そ

の地で定期大会が開催され感慨深い思いである。先の大戦から７０年を経ようとしている。

私たちは何を考えどう行動していくのかを改めて議論を高めていく必要があると考える。 

また、未来の青年たちが集まり議論し学び高めあっていく、そのことが地域に生かされる

ということを実感できる運動をしていくことが大切だ。学びとは目に見えないものであるが、

それを大事にして青年運動をしていくことが求められている。定期大会が盛会に未来につな

がる大会になりますよう活発な議論をお願いする。 

－拍手－ 

田中事務局長   続いて一般財団法人日本青年館常務理事山本信也様よりご挨拶いただく。 

山本常務理事      ６５回を数える定期大会の開催おめでとう。日本青年館は３月末日で営業を

休止している。初代の日本青年館は明治神宮と大きなつながりがある。その地に経って９０

年だ。明治天皇をまつる神社を造るために代々木に神社を造った。大戦の影響でそれが進ま

ない折りに、今で言うボランティアとして１１万人以上の青年団員がつくり上げた。それが

今から９４年前だ。時の皇太子、昭和天皇からこれからの世代は青年にかかっていると令旨

を賜った。その記念として将来の青年のために東京に青年の研修道場をつくった。それが日

本青年館である。一人１円募金として運動し、どこから借り入れることもなくつくりあげた。

東京オリンピックの時にプレスセンターとしての役割も担った。その日本青年館が移転する

ことになった。２年半後、三代目日本青年館が完成する。今度の国立競技場は８万人の世界

規模であり、神宮外苑がスポーツの聖地として世界にも知れ渡ることになる。その地区に日

本青年館が位置することになる。ＪＳＣとも特別関係になる。皆さんや世界中の方、トップ

アスリートとともにこれまでのお客様を受け入れていく。そして青年団の支援を三代目青年

館でも約束する。それまでは先立つものもなく、日本青年館の役職員も奮闘しているところ

だ。 

さて、定期大会の話だが私も日青協に１６年いた。当時から変わりなく、定期大会の役割

は極めて重要だ。みんなで運動方針を決めることにあり、その方針は自分たちの一年の方針

である。自分たちの地域にあったものか、国や世界を変えるものであるかを念頭に議論いた

だきたい。それが地域や後輩へ重要なことであるからだ。一つ一つの項目の意味や意義を極

めていただきたい。この定期大会で立道会長をはじめ、何名かの役員は退任される。この大

変な時期に日青協を支え全国の青年団運動を支えてくださった役員の皆様、本当にご苦労様

でした。 

最後に鹿児島の有馬君の定期大会最後の言葉を紹介したい。自分は、今回の大会で退会す

るが、例え一票でも入れてくれた代議員がいるのであれば死ぬまで青年団員として頑張りた



 

いと誓ってくれた。退任される役員もそのような思いで地域で活躍してくれることと思う。

二日間、熱い議論を期待する。 

－拍手－ 

田中事務局長   続いて多くの関係機関・団体から祝電が届いているので紹介する。 

 

＜以下祝電披露＞ 

 

本日、ここに、第６５回日本青年団協議会定期大会が開催されますことを心よりお喜び申し上げま

す。 

御参加の皆様は、豊かで持続可能な地域社会の創出を目指して、学習や実践を通して自ら高めると

ともに、地域を担う若者を育てる、各地域の青年団を代表される方々です。 

本大会での活発な議論を通じ、青年団活動が今後ますます活性化することで、地域、社会課題解決

のために自ら考え行動する若者が一人でも多く増えていくことを期待しております。 

５年後の２０２０年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、日本全体が元気

になるような最高の大会にしたいと考えています。青年団の皆様におかれましても、地域のため、ひ

いては、明るく元気な日本のために、活発な議論をいただくようお願いいたします。 

 
文部科学大臣 下村 博文 

 

この度は、第６５回日本青年団協議会定期大会を盛大に迎えられましたことを、心からお慶び申し

上げます。 

地方創世の時代において地域のリーダーとなるのは、本日全国からご参集いただいている志高い青

年の皆様です。本大会をきっかけに同世代の仲間が切磋琢磨し、よりよい地域社会の実現に向けて一

層ご活躍されますことをご期待いたします。 

 

自由民主党 青年局長 衆議院議員 木原 稔 

 

 

第６５回日本青年団協議会定期大会にあたり、民主党を代表してご挨拶を申し上げます。本日お集 

まりの全国各地で青年団運動に取り組む皆さまの、日頃の活動に心より敬意を表します。 

民主党は、「未来への責任を果たすために既得権や癒着の構造と戦う改革政党」あり、生活者・納税

者・消費者・働く者の立場にたち、「一人一人がかけがえのない個人として尊重される」共生社会を目

指しています。 

民主党はかねてより、次世代に光を当てる政治を行ってきました。求職者支援制度創設、労働者保

護の強化、最低賃金の引き上げ等、若者が働きやすい環境を整えました。また「女性の活躍による経

済活性化」行動計画を決定し、女性の活躍の場を広げました。さらに「新しい公共」推進によって地

域主権・地域おこしの後押しを行いました。 

さらに、長年、日本青年団協議会の皆様とスクラムを組んで取り組んできた選挙権年齢を１８歳に

引き下げる公職選挙法の改正案が今国会において成立する見通しとなっております。 

これからも民主党は、未来への責任を果たすために、次世代のための政治を行っていく所存でござ

います。若者と手を携えて、国民の安心と安全を推進することをお誓い致します。 

最後になりますが、日本青年団協議会のさらなるご発展と、本日ご参集の青年団運動に取り組む皆

様の、ますますのご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

 

 



 

民主党代表 岡田 克也 

 

 

 第６５回日本青年団協議会定期大会の開催をお慶び申し上げます。 

 公明党は「人が生きる、地方創世」を目指し、「小さな声」を聞く力を活動の原点としながら、

政策の実現に取り組んでいます。 

 現在、政府が検討している若者の雇用対策法案は公明党が政府に提言し、推進してきたもの

です。これからも若い皆さんの雇用環境を整え経済の持続的な成長を全力で後押しして参りま

す。 

 貴協議会のご発展とともに、皆様のご健勝とより一層のご活躍を心からお祈り申し上げま

す。 

 

公明党代表 山口 那津男 

 

 

第６５回日本青年団協議会定期大会のご盛会をお祝い申し上げます。戦後の荒廃期より日本

の津々浦々の地域の青年団が、祖国の復興と繁栄、及び青年の生活向上や平和と民主主義の確

立をめざし、尽力されてきた今日までの歩みに、心より敬意を表します。 

 現在、深刻な過疎化、未曾有の少子高齢化等、地域の抱える課題は山積みでありますが、貴

協議会が地域社会の主役としてこれらの課題に率先して対処し、地域そして日本の未来を切り

拓いて行かれることを大いに期待しております。 

 最後に、日青協の益々のご発展とお集まりの皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。 

 

 

維新の党 代表 江田 憲司 

 

日本青年団協議会第６５回定期大会の開催おめでとうございます。 

 青年団のみなさんが、草の根から、震災復興やくらし、雇用、スポーツ・文化、男女平等等、環境

問題など、若者の多彩な願いにこたえて活動されていることに、心より敬意を申し上げます。みなさ

んの青年どうしのつながりを大切、楽しく交流しながら、みずからの願いをかかげて地域社会に積極

的に参加されていることは、社会発展の大きな力になるでしょう。 

 いま、地域ぐるみで切実な要求をかかげ、国に願い実現を求める大きな動きが各地で生まれていま

す。復興と原発ゼロをもとめる「オール福島」の運動。ＴＰＰをゆるさない「オール北海道」、オス

プレイ配備反対や辺野古への新基地建設をゆるさない「オール沖縄」のたたかいなど、さまざまな問

題で、広範な人びとが、国民の暮らしや、命を守る立場から声を上げています。私たち日本共産党は、

政治的立場の違いを超えて、一致する要求での協力・共同を広げ、願いの実現に力をつくします。 

 青年団のみなさんとはこれまでも、核兵器廃絶、平和と民主主義を守るとりくみ、１８歳選挙権の

実現をはじめとした青年の政治的権利の拡大など、共通する課題で共同させていただきました。 

 政府が集団的自衛権の行使を容認し、米国が起こすあらゆる戦争に自衛隊が参戦・支援する「戦時

立法」をつくろうとしていることに、多くの青年から不安の声があがっています。 

憲法９条を壊し、秘密保護法で国民の目・耳・口をふさぎ、「海外で戦争する国」にすることは、青

年の平和の願い、諸国民との友好の願いに背くものであり、その先に決して未来はありません。 

 日本共産党は、「戦争する国づくり、暗黒日本への道」を許さないという一点で、思想信条の違い

をこえて広範な方々と力をあわせ、憲法を守り抜く決意です。 

 未来は青年ものです。貴協議会の今後のますますのご活躍と本大会のご成功を、心より期待いたし



 

ます。 

 

日本共産党中央委員会 

 

第６５回日本青年団協議会定期大会の開催にあたり、心よりお祝いを申し上げます。 

日頃より、日本が抱える地域課題に対し、地域青年団の皆様が様々な取り組みを実践されて

いることに、心より感謝の意を表します。また、全国に青年団を支える協議会の皆様のご尽力

によって今日のご隆盛を見ましたことと敬意を表します。 

次世代の党は、次世代を担う若者が希望を持てる社会を取り戻すべく、これからも全力で取

り組んで参ります。 

定期大会のご盛会を祝し、あわせて貴会ますますのご発展と、皆様方のご健勝をお祈りいた

します。 

次世代の党 党首 平沼 赳夫 

 

第６５回日本青年団協議会定期大会の開催おめでとうございます。 

 日頃の皆様方の地域課題の改善、平和で豊かな社会づくりに向けた取り組みに、心から敬意

を表します。 

 安倍政権のもとで、平和と民主主義の破壊が進められています。集団的自衛権の行使を可能

にする一連の「戦争法案」整備、日米軍事一体化を拡大する「日米防衛協力のための指針（ガイ

ドライン）」再改定など、戦後７０年にわたる平和国家としての歩みを１８０度転換する「戦争

できる国」づくりは許せません。 

 また、安倍政権による「生涯ハケン」や「残業代ゼロ」の労働法制、消費税増税、子育て支援

の薄い少子化対策、教育や医療の格差拡大、社会保障の切り下げ、原発事故のツケ丸投げなど

が、若者の将来への希望を奪っています。 

 社民党は、安倍政権の暴走を許さず、いのちや暮らし、雇用、憲法を守るためにたたかいま

す。先の統一自治体選挙において、住民主体の「人といのちが輝くまち」づくりを目指し、多く

の若手議員が誕生しました。引き続き、地域の方々と共に、平和憲法の理念が社会の隅々に生

かされた政治の実現に邁進していきます。 

社民党は、若い人々が社会や政治に関心を持ち、様々な分野で活躍されることに期待してい

ます。日青協に集う皆さまがその第一線として、青年団活動を通じて仲間を広げ、地域の核と

なって豊かな地域社会の発展に努力されていることは大きな希望です。 

日青協の半世紀以上のご活躍に改めて敬意を表するとともに、本大会のご討議が、皆様方の

地域活動のさらなる前進に結び付くことを祈念しています。 

平和で民主的な社会を目指して、ともに頑張りましょう。 

 

社会民主党 党首 吉田 忠智(参議院議員) 

 

 

第６５回日本青年団協議会定期大会の開催、誠におめでとうございます。本定期大会が、今

回６５回目を迎えましたことは、皆様が時代の要請をしっかり受け止め、地域を元気にする取

り組みを継承されてきました証であり、心から敬意を表する次第であります。 

ところで、我が国は少子高齢化が進み人口の減少が続いています。さらには、全国的にも

種々の課題は山積みしており、地域の担い手確保も困難な状況下にあります。政府はこの状況

を改善するために、地域創生に力を入れ始めましたが、誰もが暮らしやすい社会を再興するた

めには、担い手の確保、とりわけ皆様の若い力と活動に、一層の期待をするところです。 



 

地域を活動のステージにしている点では、貴協議会は私たちの全国地域婦人団体連絡協議会

と共有する部分が多く、住みよい社会の建設という目的達成のため、共に連携してまいりまし

ょう。 

結びに、日本青年団協議会様のますますのご発展と、お集まりの皆様のご健康とご活躍を祈

念申し上げ、私からのメッセージとさせていただきます。 

 

全国地域婦人団体連絡協議会 会長 柿沼 トミ子  

 

第６５回日本青年団協議会定期大会の開催にあたり、お祝い申し上げます。 

日頃より全国各地の青年団の方々が、地域の状況に則してよりよい地域社会づくりにむけ活

発に活動していらっしゃることに心から敬意を表します。また、地域の生活協同組合の活動に

も多くのご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 被爆・終戦から７０年の節目をむかえ、２０１５年はＮＰＴ（核兵器不拡散条約）再検討会議

が開催される年でもあります。改めて被爆・戦争体験を継承する取り組みが重要になっていま

す。また、一人ひとりがふだんの暮らしの中で平和について考え、被爆者の方の悲願でもある

核兵器の廃絶に向けて地域から声を上げていくことが求められています。 

 従来から、私ども生活協同組合は、日本青年団協議会をはじめ、平和を願う多くの方々と連

携し、希望の持てる未来を展望できるよう活動をすすめてまいりました。 

 平和とよりよい生活を作っていくために、私たち全国２７００万人の生活協同組合の組合員

も、ひきつづき、みなさまと手を携えて活動に取り組んでまいりたいと考えております。 

 最後に、定期大会の成功とみなさまの活動の成功をお祈りして、お祝いとさせていただきま

す。 

 

日本生活協同組合連合会 

 

第６５回日本青年団協議会定期大会の開催を心よりお祝い申し上げます。また、日頃より在

日朝鮮人青年学生の民族権利の擁護拡大と朝・日友好親善、朝鮮半島の自主的平和統一とアジ

アの恒久的平和に向けた私たちの活動にあたたかいご支援をいただき、心から感謝いたしま

す。 

昨年も中央のみならず地方組織においての交流が活発に行われ、友好と平和を求める朝・日 

青年たちの絆をさらに深めることができました。今年は戦後７０年を迎え、これまで数十年に渡

り共に様々な問題と向き合い乗り越えてきた日青協の皆様との友情について感慨深く振り返っ

ています。しかしながら昨年５月に発表されたストックホルム合意以降、朝・日関係及び在日

朝鮮人への差別状況は改善するどころか深刻さを増しています。先日は日本において共和国の

大使館的役割を果たしている朝鮮総聯中央本部の最高責任者であり、共和国の最高人民会議代

議員である中央常任委員会の議長と副議長などの自宅に対する不当極まりない強制捜査を行い

ました。これは断じて許されることでありません。ストックホルム合意は２００２年の「ピョン

ヤン宣言」に基づいて過去の清算と国交正常化の為に努力するという趣旨のものでしたが、国内

世論がまたもや「拉致問題」一辺倒に傾き、絶え間ない政府および地方自治体による朝鮮学校へ

の差別やヘイトスピーチは一層エスカレートしていく様相を呈しています。 

このような時代の中で生きる若者やとりわけ子どもたちの未来はどうなるのでしょうか。両国

間の不幸な歴史を乗り越え共生共栄の社会を作り上げることは朝・日の青年たちが担った使命

であり責任であると思います。誤解と偏見を払拭し信頼関係を構築するためには過去ではなく

未来を生きる若者たちが過去と真摯に向き合い交流を深め、地域密着の友好関係、協力関係を

築きあげることが肝要であり、その積み重ねが国家間の関係改善、相互信頼に繋がると信じて



 

止みません。 

私たち在日本朝鮮青年同盟は、今後も民族の尊厳と誇りを守り、在日同胞社会の未来を担う

主人公としての責任と、日本社会に暮らす地域住民としての更なる自覚を持って、朝・日友好

親善に尽力していきたいと思います。そのためにも会長をはじめとした日青協の皆様との絆を

大切にし、より一層の交流と地域での連帯活動を発展させ、豊かな地域社会の形成と青年たち

の生活の充実に向けて努力していく所存です。 

今大会が、日本青年団協議会ならびに青年団の更なる発展と朝・日青年連帯の新たな転機と 

なることを願うとともに、みなさまのご健康とご多幸を心からお祈りいたします。 

 

在日本朝鮮青年同盟 中央常任委員会 委員長  キム ヨンジュ 

 

 

第６５回日本青年団協議会定期大会のご盛会を祝し、皆様に心からのご挨拶を申し上げま

す。 

広島・長崎の被爆から７０年目を迎えました。１９４５年８月６日と９日、人類が作り出し

た最も残忍な兵器、核兵器の実戦使用による“地獄”を体験させられた私たちは、多くの人々

の無念の死を胸に刻み、自らの体と心に負わされた傷と絶えず向き合いながら生きてきました。

そして、自らの命を削る思いで体験を語り、この原爆被害は受忍できない、ふたたび被爆者を

つくってはならないと、運動を続けてきました。 

原爆被害への国の償いも、核兵器廃絶も、いまだ実現していませんが、今、国際的に「核兵器

の非人道性」が議論され、核兵器禁止条約の締結を求める動きが始まったことに励まされ、私た

ちは決してあきらめていません。 

原爆被害への国の償いは、「ふたたび被爆者をつくらない」ために、すべての人が核兵器も戦

争もない世界で、平和に生きる礎となるものです。他の戦争被害者と手を結び、戦争で殺され

ていった人々と、今生きている人々、そして未来に生きる人々のため、被爆そして戦後７０年

の今年を期に大きな声をあげ、なんとしてもかち取りたいと思っています。原爆と同じ核エネ

ルギーを利用した原発も、国民の安全を確保するためにはゼロをめざすしかありません。 

今、私たちのこの運動が、前にも増して重要になってきていると感じています。核兵器のな

い平和な世界を実現するため、私たちは１日でも長く生きて被爆の実相を語り、世界にむけて

強く訴えてまいります。ともに手を携え、戦争のない平和な世界を作り出していきましょう。 

みなさまの熱心なご活動に深く敬意を表しますとともに、今後のより一層のご発展を心より

念ずるものであります。 

 

日本原水爆被害者団体協議会 

 

第６５回日青協定期大会のご盛会を祝し、あわせて貴会のますますのご発展とご成功をお祈りいた

します。 

 

日本都市青年会議 会長 廣井 久道 

  

第６５回日青協定期大会の開催、心よりお祝い申しあげます。 

過疎化、少子高齢化など、さまざまな課題を抱える地域社会において、次代を担う若者たちが青年

団活動を通じ、豊かで持続可能な地域社会を創出されることを期待いたします。 

全国の青年を代表する日本青年団協議会への期待を申しあげ、ますますのご発展をお祈りいたしま

す。 



 

 

特定非営利活動法人地球緑化センター 理事長 新田 均 

 

本日、第６５回日本青年団協議会定期大会が開催されますことに対し、心からお祝い申しあ

げますとともに、日頃より活発に地域活動に取り組まれている皆様および関係者の方々に対し

て、深く敬意を表します。 

現在、全国農協青年組織協議会も、地域に根ざした取り組みを通して、農業・農村の価値や

役割を地域内外へ発信しております。地域社会を取り巻く環境は厳しさを増しておりますが、

日本青年団協議会の皆様をはじめとする全国の青年組織が連携し、我々の手でこれからの地域

社会を築き上げて行くことが求められております。ともに頑張ってまいりましょう。 

最後になりましたが、本日の大会が日本青年団協議会の皆様のさらなるご活躍への契機とな

り、今後ますます繁栄されますことを祈念申し上げまして、お祝いのメッセージといたしま

す。 

 

全国農協青年組織協議会 会長 黒田 栄継 

 

日本青年団協議会 第６５回定期大会の開催を祝し、心からお慶び申し上げます。いのちと

希望を育む社会教育の創造をめざしてともに頑張りましょう。 

 

社会教育推進全国協議会 委員長 小林 繁 

 

第６５回日本青年団協議会定期大会の開催をお祝い申し上げます。「自治体消滅」「地方消滅」

までが声高に叫ばれるなか、持続可能な地域社会創出に向けて、粘りづよくふるさとと再生と

人づくりに取り組まれる貴協議会に敬意を表し、定期大会のご成功を心からお祈り申し上げま

す。 

 安倍政権は、「戦争のできる国」への道を暴走し続けています。また、昨年末の総選挙で安定

多数を確保したことから、２０１５年通常国会の施政方針演説では「戦後以来の大改革」を掲げ、

明文改憲の動きも顕著化しています。他方、政権発足以来掲げてきた「アベノミクス」は、消費

税増税や医療・福祉分野での社会保障改悪の影響もあって、国民経済や国民生活を冷え込ませ

るだけでなく、企業間、地域間、社会階層間の格差を拡大し、貧困化を加速させています。 

 今年は、戦後７０年の節目にあたります。私たちは、改めて「日本国民は、正義と秩序を基調

とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とした日本国憲法第９条の含意を深

く噛みしめるべき時に立っています。すでに、昨年の沖縄県知事選挙においては、「辺野古移設

阻止」というオール沖縄の声が翁長候補を当選させ、戦後日本の沖縄、米軍基地、安保体制のあ

り方が鋭く問われています。 

 また、今年は、阪神・淡路大震災から２０年目にあたります。東日本大震災からも４年が経

過しましたが、復旧、復興が遅れているだけでなく、依然、福島第一原発事故による放射能洩

れに対処できていない状況が続いています。憲法が定める第１３条の幸福追求権、第２５条の

生存権を、被災者に対し、いかに国と自治体が保障するかが問われています。昨年も、地震や

火山災害に加えて土砂災害、水害が頻発し、災害からいかに住民の命と暮らし、すなわち生存

権を守るかが極めて重要な社会的課題になっています。すなわち、平和的生存権を基本にした

一人ひとりの国民、住民の福利の向上をめざした、「憲法を暮らしのなかに生かす」国と地方自

治体のあり方こそ、いま必要になっているのではないでしょうか。 

 安倍政権は、昨年、「地方創生」を推進するとして「まち・ひと・しごと創生法」を国会で成



 

立させました。これは、総務省や国土交通省が推進する地方中枢都市圏あるいは高次地方都市

連合への経済機能や行政投資、サービス施設のさらなる「選択と集中」・「連携と集約」を推進

するというものであり、農山漁村はもちろん大都市の持続可能性をも失われるものです。これ

に対して、「小さくても輝く自治体フォーラムの会」に結集する自治体をはじめとして、住民自

治を基本に住民の福祉の向上を第一にした地域づくりが展開され、人口を維持、増加させ、住

民の幸福度を向上させている自治体も少なくありません。さらに大規模自治体においても、地

域自治組織制度の活用等で団体自治と住民自治の新たな結合が広がりつつあります。「豊かな国

土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富」であると宣言した昨年５月の大飯原発

差し止め訴訟判決の理念は誰もが願うことであり、これを実現する住民一人ひとりが輝く地域

再生こそ、求められています。住民自治に基づく地方自治の創造的な取り組みが地域ごとに展

開されていくならば、このような国を必ず創りだすことができるでしょう。 

 自治体問題研究会は、全国３５の地域研究所ネットワークの皆様と共に、諸団体の皆様と手

をたずさえ、憲法と地方自治をめぐる戦後最大の危機を打開する取り組みを強めていく所存で

す。最後に第６５回日青協定期大会の実りある論議とご成功をご祈念申し上げ、お祝いと連帯

のメッセージといたします 

 

自治体問題研究所 理事長 岡田 知弘 

 

貴会「第６５回定期大会」が盛会に開かれますこと、心からお祝い申し上げます。  

貴会は、永年にわたり日中両国の青年交流にご尽力され、両国関係の発展にご貢献されました

ことに敬意を表します。さて、昨年１１月、３年ぶりの日中首脳会談が北京で行われました。

日中関係の改善に一歩が踏み出されました。この間、皆様のご努力に感謝申し上げます。本年

は、当協会創立６５周年を迎えます。また、戦後７０年になります。協会は、侵略戦争の反省

から平和と繁栄を願い日中友好事業を推進してまいりました。この志は今でも変わりません。

民間の友好活動は重要であり、継続していく所存でおります。  

本日の「第６５回定期大会」の活発な討議を踏まえて、日中両国国民の相互理解を深め、相互

信頼を促進し、国民感情の改善のためにご尽力されますことを期待申し上げます。 

 貴会の益々の発展とご臨席の皆様の益々のご活躍とご健勝を祈念申し上げます。 

 

公益社団法人 日本中国友好協会 会長 加藤 紘一 

 

第６５回日青協定期大会の開催にあたり、地域を担う青年を育て、自らのふるさとを支える

ために全国各地で奮闘されている大会参加者の皆さまに、心からの敬意を表します。 

 「尖閣諸島」の領有権問題をめぐり、日中両国の関係は、１９７２年の国交正常化以後で最悪

の状態と言われるまでに至りました。さらに、戦争体験者の減少のなかで、かっての侵略戦争

に対する反省を疑わせるような日本国内の言動の強まりに対して、中国、韓国はもちろん、米

国をはじめとした欧米諸国も厳しい目を注いでいます。 

 安倍政権は、中国の脅威を殊更に強調しながら、集団的自衛権の行使容認と平和憲法の改悪

に向けての動きを強めています。この危険な動きを食い止めることが求められるなか、「青年は

二度と銃をとらない」との誓いのもとに奮闘を続けてきた日本青年団協議会の皆さまの活動に、

私たちは心からの期待を寄せるものです。 

 私たち日本中国友好協会も、青年が再び殺し殺されるような「戦争する日」に日本をさせない

ために、尖閣問題の話し合いによる平和的解決を日中両政府に求めながら、日中両国民の友好

連帯をアジアと世界平和へと結びつける運動に全力をあげ、皆様とともに奮闘する決意です。 

 第６５回日青協定期大会が、運動の飛躍的な発展に向けての大きな一歩を印す場となること



 

を心から祈念し、連帯のメッセージといたします。 

 

日本中国友好協会 会長 長尾 光之 

 

第６５回日青協定期大会にあたり、心からのお祝いと連帯のメッセージをお贈りします。 

広島・長崎の被爆から７０年。被爆者の平均年齢は８０歳に近づいています。「人類と核兵器

は共存できない」― この被爆者の声を受け継ぎ、「核兵器のない世界」を実現するために、い

まこそ力を尽くそうではありませんか。 

４月２７日から始まった第９回核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議を目標に国内外によびかけ

てきた核兵器禁止条約の交渉開始を求める「核兵器全面禁止のアピール」署名６３３万６２０５

筆は２６日、フェルーキＮＰＴ議長とケイン国連軍縮担当上級代表へ提出することができまし

た。みなさまからのご支援・ご協力に感謝申し上げます。被爆者を先頭とする国連本部にむけ

てのパレードには１万人が参加し、ニューヨーク市民に世界の市民運動とともにアピールしま

した。引き続き、核兵器全面禁止・廃絶の世論を大きく広げることを訴えます。 

「核兵器のない世界」を求める声は世界の大きな流れになっています。国連でも核兵器禁止条

約の交渉をはじめよ、という決議も圧倒的多数で採択されています。今回のＮＰＴ再検討会議

では１５９か国の政府が核兵器の使用がもたらす非人道性を告発し、全面廃絶を求める、「核兵

器の人道上に関する共同声明」が発表されました。しかし、核兵器を持つ国々は、核兵器は「抑

止力」「自国の安全の保証」だと主張し、「核兵器のない世界」の実現を正面から議論すること

に反対しています。この壁を打ち破ることがどうしても必要です。 

被爆国であり、憲法９条をもつ日本は国際的にも、核兵器廃絶の先頭にたつべきです。日本

を「海外で戦争する国」にしようとする安倍政権の暴走を、反核平和の願いで包囲し、くいとめ

なければなりません。そのために私たちが出来ることは、一人ひとりの声を集め、世界と日本

政府に突きつけていくことです。核兵器の残虐性、非人道性を伝える原爆展を各地で開催しま

しょう。平和行進など核兵器廃絶の行動をいっそうひろげ、被爆７０年の原水爆禁止２０１５

年世界大会に結集しましょう。 

日青協のみなさまが、各地の署名と原爆展をはじめとした原水爆禁止運動ととりくみへのご

協力・ご尽力に対し、深く敬意を表します。 

 定期大会のご盛会と日青協のみなさまの益々のご発展を祈念して連帯のメッセージといたし

ます。 

 

原水爆禁止日本協議会 

 

第６５回日本青年団協議会の開催にあたり、お祝いと連帯の挨拶を申し上げます。 

 貴協議会が日頃より地域を担う青年たちを育て、自分のふるさとを支える活動にとりくんで

おられることに敬意を表するものです。 

 さて、安倍内閣が「戦争する日」や原発再稼働、社会保障改悪、労働者保護法制改悪、ＴＰＰ

推進やその人材づくりとしての安倍「教育再生」など、暴走を一段と加速させる一方、平和や人

間らしい暮らしをささえる社会と教育の実現をめざす人々の声が高まり、そのせめぎ合いが続

いています。 

 アベノミクスの拡大で、非正規労働と長時間労働がさらに増え、格差を拡大し、子どもたち

の育つ家庭や地域を多くの困難に陥れています。子どもの貧困率は１６．３％、日本の子どもの

６人に一人は貧困の中で育っています。家庭の生活を支えるために学校に通えずいる子どもた

ちがいます。アベノミクスが子どもたちの成長を脅かしています。 

 地方教育行政法の改悪、「道徳の教科化」、歴史の真実を歪める教科書、一部の学校に多くの



 

予算を集中させ教育の格差を拡大する政策、安倍内閣は、教育を一人ひとりの成長・発達を保

障するものから国や財界の求める「人材」を教育するための道具としようとしています。 

その行き着く先は「戦争する国」であり、大企業は栄えても人間は置き去りにされる社会です。 

 「お母さん、戦争に反対している政党に投票した？」と問う小学生、集団的自衛権行使容認の

閣議決定に「勝手に僕たちの未来をきめるな」と抗議する中学生・高校生、「３０年後、『日本

は、戦後１００年間、戦争で人を殺しも殺されもしなかった』と言えるようにしたい」と決意を

語る青年教育員、この願いを受け止める社会と教育を実現するのか、そうでないのかが問われ

ています。 

 激動する情勢のなか開催される定期大会が、青年団活動を通じて豊で持続可能な地域社会を

創出する大きな跳躍台となることを願うとともに、皆様の運動がさらに前進することを期待し、

お祝いと激励のメッセージとします。 

 

                    全日本教職員組合 中央執行委員長 蟹澤 昭三 

 

貴組織におかれましては、「若者の夢や希望を実現すること」の目標実現にむけて地域を舞台

に日々ご奮闘されておられることに心から敬意を表します。 

 いま安倍政権は多くの国民世論を押さえ込み、「戦後最大の改革」を謳い、２つの「暴走」政

治＝「戦争する国づくり」「世界で一番企業が活動しやすい国づくり」えをめざして、加速化し

ています。また「８時間労働制」を根幹から崩す残業代ゼロなど労働時間法制の見直し、労働界

一体となって 2 度廃案に追い込んだ派遣法改悪の再提出など労働法制改悪も狙っています。まさ

に「戦後・被爆７０年」の今年、日本の進路、未来を左右しかねない重大岐路をむかえていま

す。 

 また地域社会においても、過疎化や少子高齢化を招いた歴代政府の責任の免罪、反省もなく、

「地方分権」の名による国の責任放棄と自治体への負担押し付けで自治体財政は深刻な状況にお

いこまれています。そしてそのしわ寄せはそこで生き、働く住民に対する公務・公共サービス

の切り捨てとなっています。また「地域創生」「国土強靱化」による旧態依然のゼネコン・大企

業中心の地域開発、農協解体による企業参入などがおこなわれています。私たち全労連は、い

まこそ、住民要求や青年雇用創出などの地域政策の具体化、地元企業優先の開発や公契約条例

の制定、大規模店舗の出店抑制など地域経済の振興、地域循環型社会の実現が望まれていると

思います。 

 共に「持続可能な地域社会」の創出・実現にむけて奮闘してまいりましょう。 

貴大会がこの１年間の運動の到達点をふまえ、さらなる青年団運動の発展と組織の前進にむけ

た意思統一の場として大きく成功されることを祈念してメッセージと致します。 

 

全国労働組合総連合 議長 小田川 義和 

 

 日本青年団協議会第６５回定期大会のご盛会を心よりお祝い申し上げますとともに、日頃からの連

合運度への御支援・ご協力に感謝申し上げます。 

 日本の社会経済は成熟期を迎え、超少子高齢・人口減少社会への移行など様々な課題を抱えていま

す。その中で、いかに課題を克服し新しい社会の価値観を作り出していけるのかが問われています。 

 その重要なカギの一つが、地域での多様な「つながり」の再構築です。一人ひとりが、職場、生活、

地域それぞれの場で互いに助け合い・支え合う基盤をつくることが、個々人が持てる力を発揮し、地

域の問題解決力を高め、新たな活力を生み出すことにつながると思います。この営みにおいて青年の

力がこれまで以上に求められていることは言うまでもありません。 

 同時に、これからの社会を担う皆様が希望と安心の中で働き続けられる環境づくりも重要です。連



 

合は、賃金や労働条件の改善はもとより、地域における魅力のある産業・雇用づくり、若者の就労支

援、学校での労働教育の充実など、労働運動の立場から、引き続きその実現に向けて積極的に取り組

んでまいります。 

 今年は、戦後７０年の節目の年です。私たちには、平和、民主主義、人権尊重という普遍的な価値

を次代に引き継ぐ責務があります。国際社会における様々な課題の解決と世界平和に向けた歩みを着

実に進めるため、皆様と共に役割を果たしていきたいと思います。 

 末筆ながら、貴会の更なるご発展と、ご参集の皆様のご健勝と地域でのご活躍を祈念申し上げ、祝

辞とさせて頂きます。 

 

日本労働組合総連合会 会長 古賀 伸明 

 

この度の第６５回日青協定期大会が盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。 

また、日青協の皆様方が、子供達からお年寄りまでを巻き込んだ住みよい地域づくりに取り組

まれているほか、青年の生活向上を目的とした幅広い活動の中で、日本各地で地域への貢献な

どに日々精進努力されていることに深く敬意を表し感謝申し上げます。 

さて、先般は川崎で中学生が仲間の高校生に日頃から暴力を振われ殺害されるという痛まし

い事件がありました。中学生のあどけない、また目のまわりに大きなあざのある写真が報道さ

れる度に、誰か気づいて助けられなかっただろうかと大変残念に思います。 

私共、国立青少年教育振興機構では、「地域の子供は地域で育てよう」という趣旨から青少年

教育に関する団体等と連携して、平成二十二年に「体験の風をおこそう」運動をスタートさせ、

全国各地域で地域の大人達が連携した子供達の様々な体験の機会や場、いいかえるなら「居場

所」づくりの推進に取り組んでいます。 

青年団の皆様方におかれましては、このような運動の趣旨にも御配慮賜り、今後とも地域の

中核となって、子供達のお兄さんお姉さん役も含め、心豊かで生き生きとした地域づくりに邁

進していただくことを期待しています。 

皆様方の今後益々のご発展を祈念しつつ、お祝いのことばとさせていただきます。 

 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 田中 壮一郎 

 

日本青年団協議会第６５回定期大会の開催をお喜び申し上げます。若者たちの集団的な活動

を通じて、人づくりと地域づくりに取り組んでおられる青年団の皆さまに心から敬意を表しま

す。 

 地域青年団活動は我が国の青少年にとって貴重な社会体験の場となっています。地域のお兄

さんやお姉さんの存在は子どもたちにとってもあこがれです。貴会の発展を青少年活動全体の

発展という視点からも期待しています。また、日本青年館は資料の保存をはじめ、青少年活動

の拠点でもあります。２代目日本青年館の閉館を心から惜別するとともに、２年後の再建を私

たちも心待ちにしています。 

 中央青少年団体連絡協議会世話人会では、我が国の青少年団体の連携に向けて活動を継続し

ています。社団法人としての解散以降、日青協には対外的な窓口機能も担っていただいており、

今年度は韓国青少年団体協議会との派遣事業も一緒に実施する予定です。引き続き、独自の役

割を期待しています。 

 皆様方のますますの発展を祈念し、お祝いの言葉といたします。 

 

中央青少年団体連絡協議会世話人会 

   



 

 

 

田中事務局長   以上を持って開会式を終了する。 

 

－閉会 １３：３５－ 
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第 １ 日 目 

 

（５月４日 １３：４１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

－開会 １３：４１－ 

 

田中事務局長   ただいまから第６５回日青協定期大会本会議を始める。冒頭に執行部から

報告がある。 

照屋副会長    運営委員について、昨年度の規約改正で３地区より１名ずつの選出としたが、

２０１４年度第３回理事会で２名ずつ選出し承認いただいている。そのため今回は６名での

運営委員会とすることにご了承いただきたい。 

田中事務局長   続いて資格審査委員会の報告を求める。 

資格審査委員長（中村）  ＜資料に基づき報告＞ 

 

第１回資格審査委員会 

   日 時：２０１５（平成２７）年 ５月 ３日  １９：００ ～ ２０：００ 

   場 所：ＮＹＣセンター棟 １０７室 

 

１．資格審査委員の選出 

 大会細則第７条によって、各地区より委員候補を選出し、２０１４（平成２６）年度第３回理事

会で承認を得て、第６５回日青協定期大会資格審査委員会が構成された。この資格審査委員会によ

って、大会細則第５条にもとづき代議員の資格を審査する。 

 

２．資格審査委員 

出身地区 道府県名 氏  名 委員会 役職 

東日本 
岩手県 泉 田 将 治 第１委員会  

宮城県 澤 口 俊 一 第１委員会  

中日本 
石川県 吉 野 輝 子 第２委員会 副委員長 

静岡県 杉 山 和 義 第２委員会  

西日本 
鳥取県 中 村 美 香 第１委員会 委員長 

高知県 村 上 晋 平 第２委員会  

 

※委員の変更 

〔東日本地区〕泉田将治さん（岩手県）から、御堂地翼さん（岩手県）に変更。 

 

〔中日本地区〕杉山和義さん（静岡県）から、草野心路さん（静岡県）に変更。 

 

※委員の代理出席 

〔東日本地区〕 

御堂地翼さん（岩手県）の欠席に伴い、松田恵美子さん（岩手県）が代理出席。 

草野心路さん（静岡県）の欠席に伴い、鷺坂学さん（静岡県）が代理出席。 

村上晋平さん（高知県）の欠席に伴い、山沖直樹さん（高知県）が代理出席。 

  

３．委員長、副委員長の選出 

  上記一覧表のとおり、委員長に中村美香さん（鳥取県）、副委員長に吉野輝子さん（石川県）を

選出した。 

 

４．審議事項 



 

１）大会細則第２条と代議員の最終締め切りについて 

 大会細則第２条では、「代議員選出報告書は大会が開催される前日までに提出しなければなら

ない」となっている。現状に鑑み、種々の無理があるので５月４日１３時までに提出された代議

員選出報告書も認めるものとする。 

２）代議員の変更について 

 ５月４日１３時までとする。ただし、規約第２１条に基づき、変更後の代議員構成が男女枠の

範囲を超えてはならない（男女枠を２名ずつとし、残り２名は男女のどちらでもよい）。代議員

選出報告書が５月４日１３時までに提出されている遅参者は代議員として認める。 

３）本会議・委員会の代議員の資格について 

 資格のない第三者に委任または、交替することは認めない。 

４）代議員の委員会の振り分けと移動について 

 代議員は受付の際、所属の委員会を登録する。第１委員会は緑色のリボン、第２委員会は赤色

のリボンとする。オブザ－バ－は黄色のリボンで区分する。ただし、会費未納県団の代議員は委

員会リボン（赤あるいは緑）とオブザーバーリボン（黄色）の両方をつけることとする。 

 各委員会における代議員登録は各道府県団３名までとし、登録後の委員会の移動または交替は

認めない。もし違反のあった場合は、代議員として認めない。 

５）傍聴について 

 大会会場は、本会議・委員会会場ともに、代議員席と傍聴席を区分し、オブザーバーは、本会

議及び委員会において傍聴席において審議を傍聴することができる。 

６）会費未納道府県団について 

 ５月４日１３時までに２０１４（平成２６）年度加盟分担金が納入されていない場合は、議決

権を有さない。ただし、代議員として討議には参加できるものとする。 

７）大会構成について 

 大会構成は、規約第２１条に従う。 

８）代議員選出報告書及び変更届書の公印の扱いについて 

 代議員選出報告書及びその変更は、原則として道府県団(会)長公印を用いることとする。ただ

し、やむを得ない場合は、資格審査委員の立ち会いのもとに、道府県団(会)印、団(会)長私印を

認める。この場合は５月４日１３時までとし、その後はいかなる理由があっても認めない。 

９）委員会構成及び資格審査委員の分担について 

 委員会の成立は、本会議での委員会受付数の過半数で成立する。資格審査委員の委員会分担は、

前記名簿記載のとおりとする。 

10）採決について 

      採決は、議長団を除いた代議員数の過半数の賛成をもって可決とする。賛成がちょうど半数に

なった場合（議長団を除いた代議員数が偶数の場合）は、議事細則第４５条により、議長が可否

を決する。 

   ただし規約の改廃については、附則第２８条に定めるとおり、３分の２以上の賛成をもって可

決する。 

11）議場閉鎖について 

 採決の際は、本会議、委員会ともにオブザーバーが退席した上で議場閉鎖をする。 

12）その他 

 資格審査に関することは逐次、資格審査委員会において検討する。 

 

 

田中事務局長   続いて受付状況について資格審査委員から報告を求める。 

資格審査委員長（中村）  ただいまの受付数は８３名であり定足数７０名に達しているため、



 

日青協規約第２０条により、第６５回定期大会が成立していることを宣言する。 

田中事務局長   大会の成立が確認された。続いて議長団の選出にうつる。立候補を求め

る。 

＜渡辺代議員（北海道）、千葉代議員（宮城県）、杉山代議員（静岡県）より立候補＞ 

田中事務局長   議長団をこの３名にお願いしたい。拍手を持って承認とする。 

－拍手多数－ 

田中事務局長   承認された。３名の議長団に登壇願う。 

議長（千葉）   大会日程に従い大会書記と議事録署名人の選出に移る。いかが取りはからう

か。 

－「議長一任」の声－ 
議長（千葉）   「議長一任」の声をいただいたが、よろしいか。 

－「異議なし」の声－ 

議長（千葉）   大会書記は日青協事務局に、議事録署名人は福井県団の北川代議員、高知県

団の山沖代議員にお願いする。続いて、第６４回日青協定期大会の会議録の承認に移る。 

田中事務局長   ＜大会会議録について説明＞ 

議長（千葉）   承認に移る。承認される方の拍手を求める。 

－拍手多数－ 

議長（千葉）   拍手多数により第６４回日青協定期大会の会議録は承認された。続いて運営

委員長の報告を求める。 

運営委員長（齋藤）  ＜資料に基づき報告＞ 
 
第１回運営委員会 

  日 時：２０１５（平成２７）年 ５月 ３日  １９：００ ～ ２０：００ 

  場 所：ＮＹＣセンター棟 １０８室 
 
１．運営委員の選出 

大会細則第７条によって、各地区より委員候補を選出し、２０１４（平成２６）年度第３回理事

会にて承認を得て、第６５回日青協定期大会運営委員会が構成された。この運営委員会によって大

会細則第６条にもとづき本大会の運営にあたることとする。 

 

２．運営委員 

出身地区 道府県名 氏  名 委員会 役職 

東日本 
北海道 杉 山 結 実 第１委員会  

青森県 山 田 智 久   

中日本 
福井県 齋 藤 彰 宏 第２委員会 委員長 

和歌山県 久 保 隆 治 第１委員会  

西日本 
岡山県 渡 邊   誠 第１委員会 副委員長 

沖縄県 照喜名 朝 尚 第２委員会  

 
※委員の変更 
〔西日本地区〕渡邊誠さん（岡山県）から、岡本早紀さんに変更。 
 
※委員の欠席 
〔東日本地区〕山田智久さん（青森県）が欠席。 
 
３．委員長、副委員長の選出 



 

  上記一覧表のとおり、委員長に齋藤彰宏さん（福井県）、副委員長に岡本早紀さん（岡山県）

を選出した。 

 
４．大会の運営及び日程 

１）委員会について 
委員会に付託する議案の配分は次のとおりとする。 

（１）第１委員会に付託する議案は、「Ⅲ．社会活動方針」及び「事業計画ならびに予算」の

うち、予算を中心に審議する。 
（２）第２委員会に付託する議案は、「Ⅱ．組織活動方針」及び「事業計画ならびに予算」の

うち、事業計画を中心に審議する。 
２）審議及び採決について 

審議は議案ごとに行い、すべての審議を終了した時点で議案ごとに採決する。採決は議事細

則第５章第４６条に従い、まず賛成者の起立により行う。各委員会での付託議案に対する補

足説明は、それぞれ審議の冒頭で行い、一事項について２０分程度を原則とする。 
３）動議の取り扱いについて 

代議員から動議が提出された場合は、議事細則第２章第１１条および第３章第１６条、第１

７条に基づいて行う。動議の提案は趣旨および支持者名を明記して文書で運営委員を通して

議長に提出する。委員会においても本会議と同様とする。 
なお、第３章第１５条の解釈について、今回は「動議にたいして２人以上の賛成があれば、

議題とすることができる」立場をとることとする。 
４）日程について 

日程は、本大会「日程・議案書」に記載されている大会日程を原則とする。なお、第１日目

の委員会終了は翌日の日程のことを考慮し、原則として２１時までとする。 
なお、議事日程は本会議並びに委員会ともに次のとおり進行することを原則とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

５月４日（月・祝） 

 13:00～13:15 開会式 

本 
 
 
 
会 
 
 
 
議 

 

13:20～14:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:20～14:30 
14:30～16:30 

１．資格審査委員長報告・大会成立宣言 

２．大会議長団（３名）の選出 

３．議長団あいさつ（議長団は大会書記の任命並びに会議録署名人の選出） 

４．第６４回定期大会会議録の承認 

５．運営委員長報告 

６．諸報告 （１）２０１４（平成２６）年度一般報告 

            （２）同年度歳入歳出決算報告並びに監査報告 

            （３）質疑と承認 

７．選挙管理委員長報告 

８．外部監事報告 

９．新役員紹介 

10．新会長あいさつ 

11．休憩（１０分） 

12．議事 

14:30～14:50 第１号議案の上程 

14:50～15:00 第２号議案の上程 

15:00～15:30 映像の上映 

15:30～16:00 基本方針を審議 

16:00～16:30 全般的な運営について審議 

 17:50～18:50 夕食 

委 
員 
会 

 

18:50～19:00 

19:00～21:00 

※ 最 大 延 長
21:15 

第１委員会 第２委員会 
受付 

第１委員会付託事項審議 

(冒頭で「Ⅲ.社会活動方針」の補足説明)  

受付 
第２委員会付託事項審議 

(冒頭で「Ⅱ.組織活動方針」の補足説明)

 
５月５日（火・祝） 

委

員

会 

 9:20～ 9:30 

 9:30～10:30 

10:30～10:45 

10:45～11:00 

 

11:00～11:30 

受付 
第１委員会付託事項審議 
予算・事業計画審議（予算中心） 
全般的な運営に関する審議 
討論・採決 

受付 
第２委員会付託事項審議 
 
10:30～11:00 
予算・事業計画審議（事業計画中心） 
討論・採決 

 12:00～13:00 昼食 
本

会

議 

13:10～13:30 

13:30～14:00 

 

 

受付 
委員会報告・質疑応答 
第１号議案並びに第２号議案の討論・採決 
第３号議案（顧問・参与に関する件）の上程・承認 

５．その他運営に関する事項 

１）大会期間中、執行部で配布する資料等以外は配布することを禁止する。必要のあるものは、

運営委員会の承認を得るものとする。 
２）配布物チェックの為、定期大会受付横に運営委員の受付を設置する。各道府県団から、提

出された配布物は、その都度運営委員会で協議し配布の有無を当該道府県団へ通知する。 
３）その他大会運営上取り決めのないものは、随時運営委員会において協議し、大会に報告し運

用する。 

 

 



 

議長（千葉）   質疑を受ける。質疑がなければ拍手をもって承認願う。 

－拍手多数－ 

議長（千葉）   拍手多数により運営委員会の報告通りに進行する。続いて諸報告（１）２０

１４（平成２６）年度一般報告と（２）同年度歳入歳出決算並びに監査報告について、執行

部より一括して報告願う。 

田中事務局長   ＜資料に基づいて報告＞ 

高山監事      ＜決算監査報告に基づいて報告＞ 

議長（千葉）   一般報告について質疑を受け付ける。ないようなので、２０１４（平成２６）

年度一般報告の承認に移る。承認される方の拍手を求める。 

－拍手多数－ 

議長（千葉）   拍手多数により承認された。続いて歳入歳出決算報告について質疑を受け付

ける。香川県。 

香川（十河）   ４ページの団体運営費の傭人費。会計顧問料はいくらか。なぜ赤字だと分か

ったのか。今後の対応策はどうするのか。 

田中事務局長   例年であれば月１．５万円ほどで３０万円前後である。発覚は決算作業の時

に明らかとなった。会計がきちんと管理がされていなかったので会計士にお願いしご確認い

ただいた。対策として現在は会計の知識を持った方を採用し、業務に当たっている。 

議長（千葉）   香川よろしいか。他にあるか。山形。 

山形（小関）   予算・決算は参考資料として前々年度の決算と前年度の予算もつけていただ

けると対比ができる。 

議長（千葉）   要望として受け付ける。他にあるか。愛知。 

愛知（神谷）   北方領土運動費の予算と決算に大きな開きがあるのはなぜか。 

田中事務局長   ここでは北方領土問題対策協会から助成金をいただいている。主には現地集

会への旅費に充当しているが、一度青年団と婦人会を含めた助成金が一括で入っているため

このような動きとなっている。 

山形（佐藤）   青年館奨励金が大幅な減となっている。この数字はどう解釈したらよいか。 

田中事務局長   青年館奨励金は公益事業支出と日青協の事務局の人件費から公益事業収入

を引いた額が計上されている。その金額が減少したということは日青協事務局の規模が縮小

したことを意味する。 

山形（佐藤）   この結果は、予算の見込みが甘かったのか、事業の収入が少なかったのか。 

田中事務局長   大きな原因は人件費の減が大きい。中途での早期退職や部署異動があったが

新規採用ができなかったためである。 

山形（佐藤）   予算と決算が離れないように考慮して予算を組んでほしい。 

議長（千葉）   要望として受け付ける。次を最後とする。秋田。 

秋田（齋藤）   収入と支出との増減額に記載を統一したらどうか。また、当期収支差額の増

減額欄はマイナス表示ではないのか。 

田中事務局長   ご指摘の通り、マイナス表示として修正いただきたい。 

議長（千葉）   続いて、監査報告の質疑に移る。石川。 

石川（越野）   継承募金の主体的な動きという記述についてご説明いただきたい。 

高山監事     総括に記載のとおり宮城県団や石川県団のように、募金活動の趣旨を理解し、

主催事業などを活用し参加者などに呼びかけ、主体的に取り組む動きが少しずつつくられて

いるが全体的な動きをつくることができなかったということ。日青協の執行部だけではなく

主体的な運動として捉え監査している。 

石川（越野）   総括の記載内容は日青協の主体的な動きとは言えないので、新年度は執行部

として主体的に動いていただきたい。 



 

議長（千葉）   要望として受け付ける。他にあるか。それでは、２０１４（平成２６）年度

歳入歳出決算報告並びに監査報告についての承認に移る。承認される方の拍手を求める。 

－拍手多数－ 

議長（千葉）   拍手多数により承認された。続いて選挙管理委員長の報告を求める。 

選挙管理委員長（天笠）  ＜資料に基づいて説明＞ 

 

１．選挙管理委員会の発足 

 ２０１５（平成２７）年度日本青年団協議会役員・監事選出にかかわる選挙管理委員会は、

２０１４（平成２６）年１０月１１日（土）に開催した第２回理事会で構成された。即日、

第１回選挙管理委員会を開き、当面の選挙事務ならびに運営について協議し、その結果は第

２回理事会で承認された。 

 

２．選挙管理委員会構成 

地区名 氏名 備考 

東日本地区 
細川 由貴  （山形県）  

天笠 荘一  （群馬県）  

中日本地区 
神谷 幸典  （愛知県）  

藤原 麻美  （滋賀県）  

西日本地区 
佐伯 祐輔  （香川県）  

梅川美沙乃 （長崎県） 欠席 

 

 

３．正副委員長の選出 

   委員長 天笠 荘一（群馬県）     副委員長 佐伯 祐輔（香川県）  

 

４．公示から立候補締め切りまで 

 ２０１４（平成２６）年１２月８日（月）付をもって公示し、２月１３日（金）１７時に締め

切った。天笠委員長が書類審査を行い、提出された立候補届けは以下の通り全て受理された。 

 

 ＜２０１５（平成２７）年度日青協役員・監事 立候補届一覧（受付順）＞ 

   会 長（１）   照 屋 仁 士（沖縄県） 

   副会長（４）   戸 嶋 幸 司（滋賀県） 

   常任理事（１１）  

   監 事（２）    

                       ＊（  ）は定数 

                       ＊同時受付の場合はあいうえお順 

 その結果、副会長３名、常任理事１１名、監事２名が欠員となった。選管は即日再公示を行な

い、締め切りは３月７日（土）１７時とした。 

 

 

５．再公示締め切り結果および再々公示について 

   

＜２０１５（平成２７）年度日青協役員・監事 立候補届一覧（受付順）＞ 

   会 長（１）   照 屋 仁 士（沖縄県） 



 

   副会長（４）   戸 嶋 幸 司（滋賀県） 

                         

             

   常任理事（１１） 福 永 晃 仁（滋賀県） 

            佐久間 祥 平（宮城県） 

             

 

 

   監 事（２）   澤 田 康 文（北海道） 

                       ＊（  ）は定数 

                       ＊同時受付の場合はあいうえお順 

 

 その結果、副会長３名、常任理事９名、監事１名が欠員となった。選管は即日再々公示を行な

い、締め切りは３月２１日（土）１７時とした。 

 

６．再々公示締め切り結果および再々々公示について 

 ３月２１日（土）１７時、再々公示立候補を締め切り、下記の通り立候補届を受理した。 

 

＜２０１５（平成２７）年度日青協役員・監事 立候補届一覧（受付順）＞ 

   会 長（１）   照 屋 仁 士（沖縄県） 

   副会長（４）   戸 嶋 幸 司（滋賀県） 

            石 井 昌 志（石川県） 

             

             

   常任理事（１１） 福 永 晃 仁（滋賀県） 

            佐久間 祥 平（宮城県） 

            砂 口   真（鳥取県） 

 

 

             

   監 事（２）   澤 田 康 文（北海道） 

                        ＊（  ）は定数 

                        ＊同時受付の場合はあいうえお順 

 

 その結果、副会長２名、常任理事８名、監事１名が欠員となった。選管は即日再々々公示を行

い、締め切りを５月３日（日）１７時とした。なお、再々々公示により立候補者があった場合は、

定期大会前に臨時理事会を開催し選挙を行う。 

 

 

７．第２回選挙管理委員会 

３月２１日（土）に開催し以下の点を確認した。 

  イ．選挙管理委員会構成 

地区名 氏名 備考 

東日本地区 細川 由貴（山形県） 代理 小関 新太郎 



 

天笠 荘一（群馬県） 欠席 

中日本地区 
神谷 幸典（愛知県）  

藤原 麻美（滋賀県）  

西日本地区 
十河 由人（香川県） 変更 

堀口 美穂（宮崎県） 変更 

※西日本地区は佐伯祐輔（香川県）から十河由人（香川県）に変更。 

同じく梅川美沙乃（長崎県）から堀口美穂（宮崎県）に変更。 

 

  ロ．立候補演説について 

   Ａ．演説は会長候補者、副会長候補者、常任理事候補者、監事候補者、それぞれ届け出

順に行なう。 

   Ｂ．ベルを１回ならしたら演説を開始し、演説時間は３分を限度とする。２分３０秒で

予鈴を１回鳴らし、３分で２回鳴らす。３分３０秒で連打する。 

   Ｃ．代理演説者は、候補者と同一道府県団に限る。 

  

 ハ．投票について 

   Ａ．記載方法は○×式で行なう。 

   Ｂ．投票順序は、まず理事を兼ねる選挙管理委員が行ない、その後、北海道から南下す

るものとする。 

   Ｃ．投票を終えた人から退場していただく。 

   Ｄ．投票上の注意は別記のとおり。 

    Ｅ．議場閉鎖後も日青協事務局長及び各部長は、開票作業を補佐する。 

 

８．選挙権、被選挙権の資格について 

 日青協規約第６条及び第２７条に基づく。ただし、２０１３（平成２５）年度までの日本青年

団新聞購読料、２０１３（平成２５）年度までの出版物未収金、また、２０１３（平成２５）年

度および２０１４（平成２６）年度会費を投票日の朝９時までに完納していない場合は、選挙権、

被選挙権を失うものとする。 

 

９．再々々公示における選挙権、被選挙権の資格について 

 再々々公示による選挙にあたっては、２０１３（平成２５）年度までの日本青年団新聞購読料、

同じく２０１３（平成２５）年度までの出版物未収金、また、２０１３（平成２５）年度および

２０１４（平成２６）年度会費を、２０１５（平成２７）年度臨時理事会前日（２０１５年５月

３日１７時）までに完納した場合、選挙権、被選挙権ともに有するものとする。 

 

10．第１回理事会での選挙について 

２０１５（平成２７）年度第１回理事会（３月２２日）で選挙を行った。その結果、２０１

５（平成２７）年度日青協役員・監事が選出された。 

    投票結果は以下の通り。 

 

２０１５（平成２７）年度日青協 役員・監事立候補者選挙結果 

役 職(定数) 当落 氏   名 道府県名 投票総数 有効票 信任 不信任 

会長 （１） 信 照 屋 仁 士  沖縄県 ３５ ３５ ２６ ９ 

副会長 （４） 信 戸 嶋 幸 司  滋賀県 ３５ ３５ ３１ ４ 



 

    信 石 井 昌 志 石川県     ３３ ２ 

            

常任理事 (11) 信 福 永 晃 仁 滋賀県 

３５ ３４ 

３４ ０ 

信 佐久間 祥 平 宮城県 ３４ ０ 

信 砂 口 真 鳥取県 ３１ ３ 

            

監事 

  

（２） 

  

信 澤 田 康 文 北海道 ３５ 

  

３５ 

  

３５ ０ 

            

 

11．選挙結果と再々々々公示について 

 その結果、副会長２名、常任理事８名、監事１名が欠員となったため、選管は即日で再々々公

示を行い５月３日（日）１７：００に締め切った。再々々公示によって受理した立候補届は以下

の通り。 

 

＜２０１５（平成２７）年度日青協役員・監事 立候補届一覧（受付順）＞ 

   副会長（４）   千 葉 浩 行（北海道） 

            山 田 絵美子（福井県） 

   常任理事（１１） 中 園 謙 二（岡山県） 

   監 事（３）   廣 瀬 純 子（香川県） 

                        ＊（  ）は定数 

 

 

12．第３回選挙管理委員会について 

 第３回選挙管理委員会を５月３日（日）に開催し、以下の点を確認した。 

 

１） 選挙管理委員会構成 

地区名 氏名 備考 

東日本地区 
細川 由貴（山形県）  

天笠 荘一（群馬県）  

中日本地区 
神谷 幸典（愛知県）  

藤原 麻美（滋賀県）  

西日本地区 
十河 由人（香川県）  

堀口 美穂（宮崎県）  

 

２）投票について 

   第１回理事会と同様とする。 

 

 ３）選挙権、被選挙権の資格について 

 日青協規約第６条及び第２７条に基づく。ただし、２０１３（平成２５）年度までの日本青年

団新聞購読料、２０１３（平成２５）年度までの出版物未収金、また、２０１３（平成２５）年

度および２０１４（平成２６）年度会費を投票日の朝９時までに完納していない場合は、選挙権、

被選挙権を失うものとする。 

 

  ４）その他 



 

   再々々公示締め切り以降も欠員が生じた場合、役員選出のための選挙の実施は、常任理事会の

判断にゆだねる。 

 

13．臨時理事会での選挙結果について 

   ２０１５（平成２７）年度臨時理事会（５月４日）で行った選挙結果については下記の通り。 

 

２０１５（平成２７）年度日青協 役員・監事立候補者選挙結果 

 

役 職(定数) 当落 氏   名 道府県名 投票総数 有効票 信任 不信任 

副会長 （４） 
信 千 葉 浩 行 北海道 

４１ ４０ 
４０ ０ 

信 山 田 絵美子 福井県 ３９ １ 

常任理事 （１１） 信 中 園 謙 二 岡山県 ４１ ４１ ４１ ０ 

監事 （３） 信 廣 瀬 純 子 香川県 ４１ ４０ ３７ ３ 

 

 

議長（千葉）  ただ今の選挙管理委員会の報告について質疑はあるか。質疑がないようなので

承認に移る。承認される方の拍手をお願いする。 

－拍手多数－ 

議長（千葉）  選挙管理委員会の報告は拍手多数で承認された。続いて、監事について執行部

より報告を求める。 

照屋会長    監事枠の１名について、規約では外部より招き常任理事会で任命し承認いただ

くこととされている。昨日の第１回常任理事会で任命をした。深谷じゅんさんである。深谷

さんは大田区の社会教育主事、日本青年都市会議の役員もお務めだ。日青協でも昨年度政策

提言委員会の委員をお務めいただいた。外部監事に相応しい方である。 

議長（千葉）  ただ今の報告について質疑はあるか。なければ深谷さんに一言ご挨拶いただき

たい。 

深谷監事    外部監事の深谷だ。昨年度の大会以降検討され、私が任命された。私も青少年

教育の現場で働いている。社会教育の実践として、私も地域の一人として活動している。    

私たち一人ひとりが暮らしと地域、平和な世界をつくる。皆さんと一緒に活動し、そして監

事として平らな目線で大役を全うしたい。よろしくお願いする。 

議長（千葉）   続いて、事務局長より新執行部の紹介をお願いする。新局長の鳥澤事務局長

から紹介願う。 

鳥澤事務局長  新年度執行部役員を紹介する。 

＜新年度執行部役員の紹介＞ 

鳥澤事務局長  続いて退任される役員を紹介したい。 

＜退任役員の紹介＞ 

鳥澤事務局長  退任役員から新役員へバッジの贈呈を行う。 

＜バッジの贈呈＞ 
鳥澤事務局長  退任される役員を見送りたい。大きな拍手をお願いする。 

＜拍手＞ 

鳥澤事務局長  今年度執行部を代表して、照屋会長よりご挨拶申し上げる。 

照屋会長    新しい年度が今始まります。各県に於いても新しい体制でこの年を迎える。私

たち日青協は大きな２つの節目を迎えている。１つ目は日本青年館の歴史だ。２年半の営業

休止期間、青年団運動を後退させることなく一人一人の取り組みが後世に続く歴史になるよ



 

う皆さんと力を合わせて共に頑張りたい。２つ目は被爆、戦後７０年の節目だ。今の日本青

年団協議会はかつての大正時代の青年団の戦争への深い反省から敗戦後の１９５１年、平和

を求めて立ち上がった。これからは日本国内だけでなく世界に向けて平和を発信していく運

動を一緒に作っていきたい。 

鳥澤事務局長  それでは進行を議長団へ戻す。 

議長（千葉）  ここで運営委員会に報告を求める。 

運営委員長（齋藤）ただ今より１５時２５分まで休会としたい。 

議長（千葉）  運営委員会の報告の通り、休会とする。 

－１５：１５ 休会― 

－１５：２６ 再開― 

議長（千葉）  着席願う。それでは議事に入る。第１号議案「２０１５（平成２７）年度運動

方針に関する件」、第２号議案「２０１５（平成２７）年度事業計画並びに予算に関する件」

について執行部より一括上程願う。 

照屋会長     ＜第１号議案「２０１５（平成２７）年度運動方針に関する件」について上

程＞ 

戸嶋副会長    ＜Ⅰ．基本方針５．日青協の総合的な取り組みについて上程＞ 

山田副会長    ＜Ⅱ．組織活動方針について上程＞ 

石井副会長    ＜Ⅲ．社会活動方針について上程＞ 

千葉副会長    ＜第２号議案「２０１５（平成２７）年度事業計画並びに予算に関する件」

について上程＞ 

議長（千葉）  それではただいまより映像の上映に移る。進行は執行部にお願いする。 

＜映像「汗の結晶！受け継ぐ青年団―生まれ変わる日本青年館―の上映＞ 

議長（渡辺）  ここで議長を交代する。まずはじめに運営委員長からの報告を求める。 

運営委員長（北川）これより第１号議案の審議を基本方針の「１.地球規模で問われる持続可能

性」から「４.歴史を継承するのは私たち」まで行い、それから第４号議案の審議を先に行

った後、基本方針の「５.日青協の総合的な取り組みについて」を審議する。組織活動方針

ならびに社会活動方針及び第２号議案の審議は委員会で行う。 

終わらない場合は第１委員会へ付託する。 

議長（渡辺）  １６：３０までとなる。基本方針のみ質疑を受け付ける。高知。 

高知（大﨑）  今こそ日青協がアクションを起こしていくこと、県団へ呼びかけることが大事

だと思う。 

議長（渡辺）  要望として受け付ける。他にあるか、石川。 

石川（酒井）  男女平等の視点を持とうがなぜ削除されたのか。 

議長（渡辺）  関連あるか。なければ執行部。 

照屋会長    地方創生として大枠で人口集中とその是正と捉えている。男女平等の視点を外

したわけではない。 

議長（渡辺）  北海道 

北海道（田村） 被爆・戦後７０年を迎えるとある。この文言を用いた意図は何か。 

照屋会長    日青協が積み上げてきた運動の積み上げ経過から、被爆・戦後と使っている。 

北海道（田村） 今年度、平和問題を考える上で被爆に重点を置くのか。それとも戦後 70 年を

中心にするのか。 

照屋会長    どちらも重要だ。これまで通りしっかり運動として取り組んで行きたい。 

北海道（田村） 大きな視点と小さいものを見るときは丁寧な視線でお願いします。 

議長（渡辺）  要望としてうけつける。 

静岡（草野）  東京オリンピック・パラリンピックが成功することで、どう青年団として繁栄



 

するのか。 青年団運動としてどう関係を持てるのか。 

照屋会長     国立競技場の改修もそうだが、地域で全国青年大会をめざす若者たちと一緒

に地域を考えてもらえるように、スポーツ振興とともにその気運を高めようということだ。 

静岡（草野）  青年団がオリンピックやパラリンピックの運営などに関わり合える可能性を模

索してほしい。地域からの声としてもあがっている。要望である。 

議長（渡辺）  まもなく１６：３０となる。これ以降は第１委員会へと付託する。これにて休

会とする。 

 

－休会 ５月４日 １６：３０－ 
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－再開 ５月５日 １３：３０－ 

 

議長（渡辺）   ただいまより本会議を再開する。まず資格審査委員会の報告を求める。 

資格審査委員長（中村）   代議員定数は１３８名、現在受付数８３名、定足数７０名に達してい

るので、本会議は成立していることを報告する。 

議長（渡辺）   続いて運営委員会の報告を求める。 

運営委員長（齋藤）   議案の討論後、採決に入る。１４時には全日程終了できるようにお願

いする。 

議長（渡辺）    それでは各委員会の報告を求める。まず第１委員会の後藤議長より報告を

お願いする。 

第１委員会議長（後藤）   ＜第１委員会報告＞ 

議長（渡辺）    続いて第２委員会の報告を大西議長より報告をお願いする。 

第２委員会議長（大西）   ＜第２委員会報告＞ 在籍数３９名に訂正 

議長（渡辺）    次に第１委員会、第２委員会の議長報告に対する質疑を受け付ける。但し、

両委員会での審議内容に対する質疑であり、執行部への質疑ではないことを申し添える。な

いようなので質疑を打ち切る。それでは第１委員会報告の承認に入る。承認される方の拍手

を求める。 

－拍手多数－ 

議長（渡辺）   賛成多数により第１委員会の報告は承認された。次に第２委員会報告の承認

に入る。承認される方の拍手を求める。 

－拍手多数－ 

議長（渡辺）   第２委員会報告は承認された。両委員会議長は退席願う。第１委員会、第２

委員会の議長を務めていただいた２人に感謝の拍手を送りたい。 

－拍手－ 

議長（杉山）   ここで議長を交代する。それでは第１号議案並びに第２号議案の討論に入る。

討論は最初に反対討論２名、次に賛成討論２名を受け付ける。但し反対討論がない場合、賛

成討論は行わないものとし、反対討論が１名の場合は賛成討論も１名とする。第１号議案に

ついて反対討論を求める。ないようなので賛成討論も行わない。続いて第２号議案について

反対討論を求める。ないようなので賛成討論も行わない。ただ今をもってすべての討論を終

了した。資格審査委員会による報告を求める。 

資格審査委員長（中村）  在席数の確認のため議場閉鎖する。オブザーバー及び会費未納県団

の退席を求める。資格審査委員は在席数の確認をお願いする。現在の在席数は７５名である。 

議長（杉山）   本会議の成立を確認した。続いて第１号議案の採決に移る。採決は議事細則

第４６条に基づき賛成の方の起立をもって行う。第１号議案に賛成の方の起立を求める。着

席願う。資格審査委員会の報告を求める。 

資格審査委員長（中村）  在席数７５名のうち賛成７０名である。 

議長（杉山）   賛成多数により第１号議案は可決成立された。 

－拍手－ 

議長（杉山）   続いて第２号議案に賛成の方の起立を求める。着席願う。資格審査委員会の

報告を求める。 

資格審査委員長（中村）   在籍数７５名のうち賛成７１名である。 

議長（杉山）   賛成多数のため第２号議案は可決成立された。 

－拍手－ 

議長（杉山）   資格審査委員会の報告を求める。 



 

資格審査委員長（中村）  採決終了に従い議場閉鎖を解除する。 

議長（杉山）   第３号議案について執行部より上程願う。 

照屋会長     ＜第３号議案「顧問並びに参与推戴に関する件」を上程＞ 

議長（杉山）   質疑を受け付ける。ないようなので質疑を打ち切る。第３号議案「顧問並び

に参与推戴に関する件」については拍手で承認を受けたい。承認される方の拍手を求める。 

－拍手多数－ 

議長（杉山）   第３号議案は拍手多数により承認された。ただいまをもってすべての議事を

終了する。ここで議長団を解任する。 

議長（杉山）   初めての議長で不慣れな点もあったが、みなさんの協力で無事終えることが

できた。日本青年館のない中で次の青年館に向けて一歩踏み出す初めての年に大役を務め、

光栄であった。大変貴重な体験となった。 

 

議長（渡辺）   ３人で確認しながらスムーズにできた。皆様方の協力で進行できた。青年館

のない中で、皆様と一緒に運動に励んでいきたい。 

議長（千葉）   みなさまの顔を見る中で気持ちを高ぶらせることが出来た、私も笑顔で頑張

っていきたい。 

鳥澤事務局長   議長団を務めていただいた３名に拍手をお願いする。 

－拍手－ 

鳥澤事務局長   資格審査委員長の中村代議員と運営委員長の齋藤代議員からも一言お願い

する。 

資格審査委員長（中村）   初めての会場での定期大会で初めての大役に戸惑ったが、今はや

って良かったという思いだ。代議員の数が少ないことに現状を実感した。鳥取は６人来るこ

とが出来たが、これからもしっかり活動を続けて、来年も６人で来られるようにしたい。ご

協力ありがとう。 

運営委員長（齋藤）   初めての体験であり、いつもの定期大会とは異なり、新しい目線を味

わうことも貴重な経験となった。来年は皆さんも立候補していただきたい。二日間お礼申し

上げる。 

鳥澤事務局長   運営委員、資格審査委員の皆様にも拍手をお願いする。 

－拍手－ 

鳥澤事務局長   ここで執行部より呼びかけを行う。 

 ―執行部からの呼びかけ― 

鳥澤事務局長   以上を持って本会議を終了する。 

 

－終了 ５月５日 １４：１０－ 

 

会議録署名人 

 

沖縄県団  金 城 孝 司  ㊞ 

 

岡山県団  中 園 麻由美  ㊞ 
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（５月４日１９：００～ ５日 １１：３６） 
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青 森 県

岩 手 県 御 堂 地　　翼

宮 城 県 澤　口　俊　一 武　藤　順　子

秋 田 県 齋　藤　和　彦

山 形 県 小　関　新太郎

福 島 県 渡　辺　直　也 佐　藤　竜　太

茨 城 県

栃 木 県 小　髙　　　渉

群 馬 県

千 葉 県

神奈川県

山 梨 県

新 潟 県

石 川 県 越　野　慎　平 酒　井　　　学 酒　井　恵　美

福 井 県 北　川　極　己

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県 鈴　木　大　志 鷺　坂　　　学 朝　原　桂　子

愛 知 県 熊　谷　啓　之 松　井　妙　子

三 重 県

滋 賀 県 藤　原　麻　美

京 都 府

大 阪 府

奈 良 県

和歌山県 久　保　隆　治

鳥 取 県 田　中　英　司 中　村　美　香 矢　芝　好　美

島 根 県

岡 山 県 仲　田　俊　範 岡　本　早　紀

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県 藤　岡　　　悟 梶　原　恵　子 高　嶋　歩　美

愛 媛 県

高 知 県 大　谷　真　一 山　沖　直　樹

福 岡 県

佐 賀 県 山　田　浩　史

長 崎 県 梅　川　美沙乃

熊 本 県 古　奥　紗耶香

大 分 県

宮 崎 県 黒　木　遼　佳 後　藤　辰　弥 河　野　奈津子

鹿児島県 南　谷　沙　智

沖 縄 県 宮　良　美　香

第１委員会　出席代議員一覧



―開会 ５月４日 １９：００― 
 
照屋会長    ただ今より、第６５回定期大会第１委員会をはじめる。開会前に会場に不慣れな

運営にお詫びする。皆さんにも早めの行動を心がけ願いたい。議長の選出まで私が進行を務め

る。ここでは本会議から付託された基本方針１～３までと社会活動を中心に進める。また第２

号議案「２０１５（平成２７）年度事業計画並びに予算に関する件は」では予算を中心に付託

されている。冒頭に資格審査委員会の報告を求める。 
資格審査委員長（中村）  本会議での第１委員会の受付数は４０名。ただいまの受付数は４０名

で、第１委員会所属代議員の過半数に達しており、委員会の成立を報告する。 
照屋会長    第１委員会の成立が確認された。議長の選出に移る。議長の立候補を求める。 
宮崎（後藤）  立候補する。 
照屋会長    ただいま宮崎県の後藤代議員から議長の立候補があった。みなさんの拍手で承認

をお願いする。 
―拍手多数― 

議長（後藤）  初めてで拙いところもあるが皆さんのご協力を持って進めたい。書記と会議録署

名人の選出について、いかが取り計らうか。 
―「議長一任」の声― 

議長（後藤）  議長一任の声をいただいた。書記は日青協事務局にお願いする。会議録署名人は

滋賀県団の藤原代議員、岡山県団の仲田代議員にお願いする。次に運営委員会の報告を求める。 
運営委員長（岡本） 本日は２１時を目処に審議を進めていただきたい。もし２１時までに終わら

ない場合でも最大延長は２１時１５分までとする。 
議長（後藤）  質問のある方は札を上げ、道府県団名と氏名を明確に告げてから要点をまとめて

発言をお願いする。それでは審議に入る。基本方針の項目１～３の質疑を受け付ける。滋賀。 
滋賀（藤原）  １０ページ。地域教育再生元年とはどういう意味合いか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
照屋会長    ここに込めた意味はこれまで日青協でさまざまなことに取り組んだが、陳情書や

今年度の種まき運動、継承募金など青年館のない２年間に地域の青年たちをもり上げ、つなげ

なおすことをしたい、その思いを込めている。これまでもフォーラムなどで行政や専門家とか

かわってきたが、教育としての取組も必要だという思いを名称に込めている。 
滋賀（藤原）  なかなか活動で教育とつながらない場合もあるので、学習の場が増えることに期

待する。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。他にあるか。佐賀。 
佐賀（山田）  ８ページの内容である。労働や結婚の問題だが、この問題に対して日青協は社会

に対してどう活動しているのか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
照屋会長  ここの内容はこれまでの活動などを数値化できるものはないかと考えて記した。客観

化をできないかと考えたためだ。 
佐賀（山田）  日青協で何かしらの学習などを期待したい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。他に、高知。 
高知（山沖）  地方創生について、地域に執行部が来ることもあるだろうが、政府の地方創生に

対して日青協の見解はあるのか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
照屋会長    政府の地方創生は日本の地方を活性化していくという目的でも取り組まれてい

る。大型の補正予算が組まれてもいる。それが地方の人口減少対策となるのか。4200 億円が

地域の景気を支えることと言ってはいるが財源のばらまきにも見える。地域で様々な政策がと



りくまれるはずで、その事業などに青年団がどうかかわるのかを考えていかなくてはいけない。

私たちが行財政を見る目を養い、参画する可能性を一緒に探っていきたい。 
高知（山沖）  今は様子を見ながら検討するということでよいか。 
照屋会長    その通りである。 
議長（後藤）  高知よろしいか。他にあるか。岡山。 
岡山（仲田）  ３カ年計画の最終年とあるが振り返りは日青協で検証するのか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
照屋会長    日青協だけでなく専門家、各地域から委員も出して検討してきた。その答申に沿

って動いてきたが、その執行部としての成果や分析を提示していきたい。それ以降はその分析

を持って考えたい。その後の運用にも活かしていきたい。 
議長（後藤）  岡山よろしいか。他にあるか。静岡 
静岡（鷺坂）  仲間と困難を解決するのが民主主義という文章がよく理解できない。ご説明いた

だきたい。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
照屋会長    意見をまとめることに加え、地域の課題に対して世代を超えて一緒に解決し、必

要なものを考え、具体的な取組をするというようなものをイメージし記述している。 
静岡（鷺坂）  私も共感ができることがある。自分の中に落として地域で伝えていきたい。 
石川（酒井）  ６ページ。慰安婦問題や靖国問題参拝に触れているが、日青協としてどのような

見解があるのか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
照屋会長    韓国との問題に触れたことは歴史認識という点で様々あるが、客観的に報道され

ている指摘されている問題を取り上げたもので、日青協としての見解を掘り下げているわけで

はない。 
石川（酒井）  石川県ではアジアオセアニアと交流しているが歴史認識を説明した。韓青協との

交流でも青年たちが認識を語り合えるようになってほしい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。他にあるか。佐賀。 
佐賀（山田）  8 ページ。選挙年齢の引き下げについて、日青協として成果を対外的にアピール

してもいいのではないかと思う。その後の青年教育についてどう考えるか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
照屋会長    これまで日青協でも署名や国会請願もおこなってきた。それを受けてどのように

日青協が取り組んでいくかが問われる。そのためにも政治教育の必要性を訴え、今後の動向を

見つめていくことをしたい。日青協としても今までの活動を振り返り、再検証し、今後の活動

を考えていきたい。 
議長（後藤）  時間の都合で次を最後とする。山形。 
山形（小関）  若者を取り巻く問題で他にもあると思う。危険ドラッグなどもあると思う。バラ

ンス良く書いていくべきではないか。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。次が最後となる。石川。 
石川（酒井）  今年は平和大行進に携わらないと聞いているが、連帯の言葉を青年代表で述べて

いる。この思いを次代へつなげていくことも必要ではないのか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
照屋会長    核兵器廃絶の問題を事業化して訴える方法もこれまで取り組んできた。それ以外

にも地域で取り組む方法もあると思う。詳しくは社会活動方針で質問していただき、皆さんの

地域で注目していくことも大切である。 
石川（酒井）  石川県団でも被爆７０年事業を行っている。日青協でも行う場合はお知らせ願い

たい。 



議長（後藤）  要望として受け付ける。次にうつる。「4.日青協の総合的な取り組み」について

質疑を受け付ける。福井。 
福井（北川）  道府県団の新たな財源獲得に向けての情報発信のイメージがあれば教えてほしい。 
議長（後藤）  関連あるか。北海道。 
北海道（田村） 同じ段落に記載されている会費未納を減らす取組についても教えてほしい。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
千葉副会長   道府県団の新たな財源については、昨年度の機関会議の場で助成金の情報を機関

会議資料に入れてきた。今年度も精査しお伝えする。スパンを短いほうがよければメーリング

で随時お知らせする。また、未納県団を減らすためには、皆さんと一緒に思いを共有するため

に、ゼロではなくいくらでもいいのでゼロをゼロにする運動を行っていく。 
議長（後藤）  他にあるか。宮城。 
宮城（武藤）  現地集会の日程が短くなっている。内容が希薄になるのではないかと危惧してい

る。どう考えているか。 
議長（後藤）  関連はあるか。北海道。 
北海道（田村） 昨年度の第３回理事会で承認いただいた日程が変更となったことがまず疑問だ。

北海道ではもう働きかけや報告もしている。理由をうかがいたい。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
千葉副会長   内容は社会部から報告する。この事業は全地婦連との共催である。こちらの都合

だけでは行えない。改めて提案させていただく。 
議長（後藤）  ほかに質疑はあるか。山形。 
山形（小関）  要望である。会費の物納も行えるようしてほしい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。ほかにあるか。石川。 
石川（越野） 未収金の件である。現状会則では５０００円で諸々の権利が発生するが納入ゼロを

なくすために１０００円から４０００円しか払えないところはどういった扱いになるのか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
千葉副会長   本大会では皆様に正会員としての申込をいただいている。加盟分担金２０万円を

支払いいただくことは変わらない。県団のない市町村の賛助団体のみが５０００円の扱いであ

る。納入が２０万円に達していない県は来年度以降の大会で皆さんに諮ることになる。 
議長（後藤）  他にあるか。滋賀。 
滋賀（藤原）  理事会の学習が何か決まっていたら教えてほしい。 
議長（後藤）  関連あるか。鳥取。 
鳥取（矢芝） 福島理事会ではフィールドワークがあり、時間がずれ込んだことがあった。機関会

議に影響が出るようなことがあってはいけない。その点執行部はどのように考えているか。 
千葉副会長   機関会議での学習会は様々な情報を提供しながらしっかり行いたいとの思いだ。

福島理事会では移動時間でご迷惑をかけた。しっかりと時間配分を事前に行っていきたい。清

渓での事業などの際も皆さんと相談して決めたい。 
議長（後藤）  他に、宮城。 
宮城（澤口）  種まき運動は一緒にやっていきたいが、全自治体を３年ですべて回るためには、

地域差が大きいはずだ。訪問先の都合もあってなかなかスケジュールが難しいのではないか。 
  メールでのアンケートなど手法はどのようにお考えか。 
議長（後藤）  関連あるか。静岡。 
静岡（鈴木）  加盟団へどのように伝えていただけるか。 
議長（後藤）  関連あるか。佐賀。 
佐賀（山田）  佐賀に来たとき、県団に情報が来てないことがある。 
議長（後藤）  質疑を打ち切り執行部に答弁願う。 



戸嶋副会長   すべて回る決意を持って行う。たしかに都道府県で全く違ったり、距離や離島な

ど誤差が生じるのは重々承知だ。しかし、各地に青年団の重要性を気づいてもらうために、行

政に直接訴える必要があると感じ、昨年度から取り組んだ。今年度は新たな名称で行う。 
次にこの運動は各道府県団のみなさんと取り組もうとしている。皆さんが日ごろされている

教育委員会回りも種まきの一環となっている。その中で日程が組めないところなども日青協で

一緒に考えていきたい。団員の仕事や立場も異なる。休みを取ってでもしていただきたいと考

えている。皆さんの生の声を届けることが必要になっている。そのために全市町村の目標を掲

げた。３年で３分の１ずつをしっかり取り組むことを確認したい。やり方のたたき台もつくっ

て皆さんにお渡ししたい。新聞や日青協のチラシ、地域のチラシを持って訪問し、担当の方と

話をしたいと考えている。一昨年前に陳情書の件だと思うが、全国市町村の議会に陳情書を出

している。その際に理事会の場で確認している。 
宮城（澤口）  私たちも一緒に取り組んでいきたい。まわった成果を理事会で発表する場もある

のか。 
戸嶋副会長   日青協ウェブサイトを使ってお知らせしていきたい。日本全国の白地図に行った

市町村で色を付けて反映していきたい。 
議長（後藤）  宮城よろしいか。静岡。 
静岡（鈴木）  日青協の情報を共有して欲しい。 
佐賀（山田）  県団を通して活動を行っていただければありがたい。県下のオルグ派遣団が行う

べきものとの考え方がある。その点どう考えるか。 
戸嶋副会長   各道府県団の状況はさまざまである。青年団は一番小さな市町村の青年団の思い

を積み重ねて日青協という全国組織がある。その地域で活動する仲間を増やしていく努力をも

とに私たちも精一杯寄り添いたい。 
議長（後藤）  ここで運営委員会の報告を求める。 
運営委員長（岡本） ここでいったん休会とする。再開は２０：２０とする。 
議長（後藤）  それでは休会とする。再開は２０：２０である。 

―休会 ２０：１０― 
―再開 ２０：２０― 

議長（後藤）  再開する。質疑はあと数点としたい。鹿児島。 
鹿児島（南谷） 継承募金の積極的な加盟団の取り組みをうかがいたい。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
戸嶋副会長   日青協の立場より既に活動している道府県団から紹介いただきたい。協力を願う。 
議長（後藤）  では、紹介できる道府県団は挙手願う。石川。 
石川（越野）  石川県団では県団事業で常に募金を行ってきた。また今年度は可能な限り街頭募

金を行いたい。 
戸嶋副会長   活動の内容はまとめて皆さんにお伝えするようなことも検討したい。 
鹿児島（南谷）  取組と合わせて声かけの成功例についても教えていただきたい 
議長（後藤）  要望として受け付ける。他にあるか。北海道。 
北海道（田村） 種まき運動についてどのようにできるのか検討しているところだ。その中で北海

道は大変厳しいのも現状である。また、北海道は各振興局もある。３年でやることに変わりは

ないのか。 
議長（後藤）  関連あるか。高知。 
高知（山沖）  道府県団に来て何をされるのか。地域団の衰退に対して地域と青年団の壊れてい

く中で現状分析が十分にされていないようにも感じる。地域をまわり何をされるのか。 
議長（後藤）  関連あるか。鳥取。 
鳥取（矢芝）  たたき台を用意したいと先ほど答弁があったが、鳥取では青年大会要項を持って



青年教育についても話をしている。いつ用意できるのか。全体で共有するのであれば、不特定

多数が見えるウェブではなくメーリングリストでの配布でもよくはないか。各地域で差が出る

ことを公の場で公表することをどう考えるか。 
議長（後藤）  質疑を打ち切り執行部より答弁願う 
戸嶋副会長   厳しいのはわかるがそれでも３年でやりきりたい。まずは全市町村回るために共

に行いたい。なぜ種まき運動という名前にしたのかは、まだ芽がない地域にしっかりと青年を

育てることが必要だからだ。執行部も共に一緒に行きたい。行政を訪ねていくことに意味があ

る。社会教育行政が弱体化する中で、青年団が行政担当と顔を向けて行うことが必要だ。また

各地域で自分たちが地域で行うことが当然だと考える方もいると思う。そのとおりであり、方

法は個別に相談して何ができるか決めていきたい。公表の仕方も切磋琢磨できる環境をつくる

ためにもウェブサイトでの公表を前提に考えている。 
北海道（田村） 思いは理解できた。精一杯取り組みたい。 
高知（山沖）   行くことは大事だが、自己満足になってはいけない。日青協が現状をどう分析 

し、訪問で何をしようと考えているのか。 
戸嶋副会長   まず各市町村の細かな分析をすることは想定していないが、現在の社会教育や青

年が置かれている立場を考えるのとあわせ、過去の陳情書の結果や昨年度の政策提言委員会の

報告も合わせて資料をつくっている。大きな分析は地域行政の中に青年教育や生涯学習が衰退

し、取り組みたいという行政がある中で行動をしないところにその大切さを伝えていきたい。 
高知（山沖）  どうすれば社会教育が元気になるのかを、県団は日青協と深い議論を重ねて取り

組んでいきたい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。他にあるか。宮崎。 
宮崎県（黒木） オルグの集約したものを今後どう活用するのか。 
議長（後藤）  関連あるか。静岡。 
静岡（鷺坂）  オルグを明記した狙いをうかがいたい。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部 
戸嶋副会長   市町村オルグの実態の確認に関しては、日青協で集約し派遣の際や引き継ぎを役

員間で確認できる体制をつくる。明記した理由は過去の日青協を振り返ってもなかなか取り組

めなかった。オルグや青年団組織を育てる人と人とのつながりをしっかりもつことで、全国の

青年団運動を展開するために明記した。 
議長（後藤）  他にあるか。石川。 
石川（越野） 継承募金について昨年の定期大会では第２回の募金の実施要綱や寄付帳が配布され

た。それが全体的な運動につながっていないのではないか。あまり変化がないのであれば去年

の反省が活かされていないのではないか。 
議長（後藤） 関連あるか。なければ執行部。 
戸嶋副会長  一昨年度の反省を踏まえ、昨年度は形作るところまでしかできなかった。今年度は

しっかりと訂正を作るために本会議で見た映像を配布したりしている。未来の青年のために何

ができるのかを常に訴えていくことをしっかりしていきたい。 
石川（越野） 今年度は呼びかけを行い全体的な動きにするとのことだが、加盟団は日青協執行部

を手本にする。その点どう考えているのか。 
戸嶋副会長  日青協が主体的に動くのは、皆さんに向けてである。全国の青年に向けて未来の青

年に向けて常に皆さんに対して呼びかけることである。 
石川（越野）  執行部としても具体的に募金活動として範を見せていただきたい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。岡山。 
岡山（仲田）  種まきとして東京を統括する青年団がないことをどう考えるか。 
議長（後藤）  関連あるか。鹿児島。 



鹿児島（南谷） 東京都以外にも休団状態の地域があるが、休団とは何をさしているか。また３年

間で運動を行う数値的な根拠を知りたい。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
戸嶋副会長   都内にも青年団はある。日青新聞５月号でも荒川区の青年団の取組を紹介してい

る。また杉並区にも青年団体はある。日青協が連絡し少しずつでもつながりをもつ努力をし、

賛助会員としてかかわっていただく働きかけも行っていく。休団とは機関会議に出ていない地

域や活動が把握できない地域をさしている。現在は１０府県ほどある。また３年の目標は昨年

度の反省を踏まえ、日本青年館の新館が立ち上がる時に日青協がきちんと地域で取り組みたい

との思いで設けている。 
鹿児島（南谷） 各地域で差がある。思いだけでは動けない人もいる。現実的に可能なラインで３

年としたのか。執行部で休団状態の１０府県に入るとしても時間的な問題があるだろう。鹿児

島としてももう少し考える時間がほしい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。ここで運営委員会の報告を求める。 
運営委員長（岡本）ここで５分休憩をとる。再開は２１：００とする。 
議長（後藤）  それでは２１：００まで休会とする。 

―休会 ２０：５５― 
―再開 ２１：００― 

議長（後藤）  再開する。運営委員会の報告を求める。 
運営委員長（岡本）２１時１５分まで延長する。時間厳守でお願いする。 
議長（後藤）  質疑をあと２，３点受け付ける。山形。 
山形（小関）  ウェブサイトに公開するには自治体にＰＲする意味もある。社会教育の意味を理

解できるようなページづくりを心掛けてほしい。見ることで教育委員会が気づくようなページ

にしてほしい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。他にあるか。香川。 
香川（梶原）  被爆・戦後７０年だが、事業計画に平和集会がないのはなぜか。 
議長（後藤）  この質疑は終了している。内容については社会活動の審議でお願いする。他にあ

るか。石川。 
石川（越野）  日本青年館との連携について、多くの先輩方からご指導ご支援がいただけるとあ

るが具体的には何か。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
千葉副会長  全国青年団ＯＢ大会でも先輩方に声がけをした。今年は岩手県、来年は北海道で行

う。その中で執行部も可能な限り参加し、道府県団を通じて募金の協力をお願いしていく。 
石川（越野）  日青協の働きかけでＯＢが中心に募金活動にあたると県団での運動の意味が薄れ

るのではないか。 
千葉副会長   あくまで現役に集めてほしいが、皆さんの要望を受けて金額・期日がなくなった。

皆さんが自ら立てた目標に届かなかった場合は先輩方にお願いすることも検討いただきたい。

上限はない。ご協力をお願いしてほしい。 
石川（越野）  ＯＢなどからの支援は助かるが、建物が完成するまでは現役の力でやるという視

点を持ってほしい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。他にあるか。ないので質疑を打ち切る。最後に執行部よ

り提案がある。 
千葉副会長   ＜資料に基づき講師・助言者派遣制度の周知とお願い＞ 
議長（後藤）  運営委員会より報告を求める。 
運営委員長（岡本）本日はこれにて休会とする。明日は９時２０分受付、９時３０分再開とする。 
議長（後藤）  それでは運営委員会の報告通り休会とする。 



―５月４日 ２１：１２ 休会― 
―５月５日  ９：３２ 再開― 

 
議長（後藤）   それでは審議を再開する。はじめに資格審査委員会の報告を求める。 
資格審査委員長（中村）   第１委員会所属代議員数４０名に対し、ただ今の受付代議員数４０

名で、委員会が成立していることを報告する。 
議長（後藤）    委員会の成立が確認された。続いて運営委員会の報告を求める。 
運営委員長（岡本） 本日は１１時３０分をめどに採決を含めて終了する。１０時３０分までは社

会活動方針、１０時３０分からは予算を審議した後、１１時をめどに討論採決にうつる。 
議長（後藤）   報告通り進めたい。それでは社会活動方針について執行部より説明を願う。 
中園常任理事   ＜「１．東日本大震災への想いを風化させないために」説明＞ 
福永常任理事   ＜「２．一人一人が認め合い、平和で豊かな暮らしを営むために」説明＞ 
石井副会長    ＜「２．一人一人が認め合い、平和で豊かな暮らしを営むために」「３．東ア

ジア社会の友好と協調のために」「４．北方領土返還のために」説明＞ 
議長（後藤）    審議に入る。日青協規約及び議事細則に基づき、質問のある方は札を上げ、

道府県団名と氏名を明確に告げてから要点をまとめて発言をお願いする。「１．東日本大震災

への想いを風化させないために」について質疑を受け付ける。岡山。 
岡山（仲田）   震災の風化防止をさせないように協力するとあるが、これは誰に対する協力か。

また、仲間と共に共有する想いとは執行部はどう考えているのか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
中園常任理事  震災の風化防止に協力するとは、青年団はもちろんだが他の団体や個人など青年

団と近しい方にも協力をしていこうということだ。また、共有する想いとは、この震災がどこ

かであったことではないということを確認することだ。仲間が被災したことを語り合い、可能

であれば顔を合わせ、みなさんの中に想いを取り込むことを進めていただきたい。 
岡山（仲田）  震災の風化は被災地の問題ではなく、今に生きる私たちの問題だ。そういった想

いで主体的にみなさんも活動を進めてほしい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。他にあるか。福島。 
福島（渡辺）  「生きる第４号」についてこの主体は日青協なのか、これまで携わっていただい

た辻先生なのか。 
議長（後藤）  関連あるか。石川。 
石川（酒井学） 昨年度の監査報告に「生きる」を活かした学びが全国で共有されていないことが

指摘されている。第４号の発行に伴って共有には触れられていない。どのように考えているの

か。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
中園常任理事  「生きる」第４号の発行に関しては日青協が協力して共に歩むイメージでとらえ

ていただきたい。活用については、この経験を文字に起こしていることを踏まえ、日青協から

の呼びかけもそうだが、みなさんで活用し教訓として共有してほしい。 
石川（酒井学） 石川県団でも東日本大震災の記憶を風化させない取り組みを行っていく。その 

中で「生きる」を活用して、被災地の想いを広めていきたい。「生きる第４号」の発行について

も、みなさんで協力していこう。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。他にあるか。宮崎。 
宮崎（河野）  震災パネルについて今年度も貸出を行うのか。その際の郵送費はどちらの負担と

なるのか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
中園常任理事  パネルについても風化を防ぐために貸出を行っていく。郵送費は道府県団の負担



でお願いする。 
議長（後藤）  宮崎よろしいか。他にあるか。宮城。 
宮城（澤口）  被災体験を聞く場とは、機関会議を想定されているのか。講師は東日本大震災を

経験された方を想定しているのか。 
議長（後藤）  関連あるか。鳥取。 
鳥取（矢芝）  被災体験を聞くということ以外に、考えることを重視するのであれば他にもワー

クショップなどもあると思う。手法はどのように考えているか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
中園常任理事  被災体験を聞く場は第３回理事会を想定している。時間はまだ決まっていないが

きちんと設定していく。また、その手法に関しては、どのようなものが最適なのかを今後議論

していくつもりである。 
石井副会長   補足である。機関会議の場で行うので審議の時間を削ることは行わないが、その

中でも充実したものとなるように進めていきたい。 
宮城（澤口）  一般の方にも参加いただける形を想定しているのか。 
中園常任理事  日本青年館がないこと、また機関会議の中で行う点から一般の方に解放する予定

はない。 
議長（後藤）  宮城よろしいか。他にあるか。静岡。 
静岡（鷺坂）  記憶を風化させないために静岡でも３年連続で学習の場を設けている。また、今

後起こるであろう震災に対して執行部では話し合われているのか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
中園常任理事  震災パネルの製作でその点も想定している。中期的な目線で３部構成を予定して

おり、第１部は被災当時の様子や想いを伝えるために昨年度作成した。第２部は定点的な観測

として、当時から今までの仲間の活動の紹介や集約を視野に製作していく。そして第３部では

防災といかに被害を減らせるかを考えられるように想定している。完成後にはみなさんに活用

いただきたい。 
静岡（鷺坂）  パネルの活用に関しては了解した。３月１１日ｔの際にもブログを立ち上げるな

ど行われていたが、災害時にどのような支援を行っていくか話し合われているのか。 
中園常任理事  全国に青年団があるからこそ、ネットワークを使った防災の取組や学習が行われ

ている。ただ、支援の具体策まで検討できていない。 
議長（後藤）  よろしいか。次に「２．一人ひとりが認め合い、平和で豊かな暮らしを営むため

に」について質疑はあるか。高知。 
高知（山沖）  青年の実情を細かく分析しているが、それを元に何をしたいのか。 
議長（後藤）  関連あるか。石川。 
石川（酒井）  就職連絡会と連携しとあるが、日青協としてなにかアクションを起こすのか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
中園常任理事  組織として各団体や企業に訴える資料。各県団で訪問する際の参考となるものと

考える。就職連絡会についてはこれまでも構成団体と連携し、厚生労働省などに被災地の就職

の現状等訴えてきている。 
高知（山沖）  せっかく集めた資料を有効に活用して欲しい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。石川。 
石川（酒井恵） 学習会を開くとはどのような計画があるか。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
石井副会長   理事会、全国青研も学習の場の一つになると考える。また、道府県に講師派遣さ

れた場合も学習の場であると考える。 
議長（後藤）  石川よろしいか。他に、北海道。 



北海道（田村） 千羽鶴の回収後の扱いを聞きたい。 
議長（後藤）  関連あるか。滋賀。 
滋賀（藤原）  鶴は随時送るのか。また、鶴を溶解して再生するのは疑問である。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
石井副会長   量的にできるのであれば 1 月に一括でＮＰＯ法人に持って行きたい。再生紙はＥ

ＣＯの観点からも重要な案件である。至急確認する。 
北海道（田村） 再生紙がどこの国に行ったかフィードバックしてほしい。 
石井副会長   半分は発展途上国に、残りは戻していただけると聞いている。 
北海道（田村） 発展途上国に半分以上送ってほしい。 
滋賀（藤原）  平和運動として大変良い企画なので、学習にも活かしてほしい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。次に項目「３.東アジア社会の有効と協調のために」の質

疑を受け付ける。 
宮城（武藤）   中国青年受入（派遣）について、代表団の構成を教えてほしい。 
議長（後藤）  関連あるか。なければ執行部。 
石井副会長   派遣の際は相手の都合を鑑みて日青協で対応する。 
議長（後藤）  その他あるか。高知。 
高知（山沖）  定時交流で靖国や領土問題の学びの機会を検討しているか。 
議長（後藤）  関連あるか。執行部。 
石井副会長   青年団員は公平、平等の観点に立ち歴史認識についても普段から学習している。

交流だからと特別な学習の場はない。 
議長（後藤）  よろしいか。高知。 
高知（山沖）  学習の機会をつくって欲しい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。項目「４．北方領土返還のために」の質疑を受け付ける。

北海道。 
北海道（田村） 毎年この場で同じ話をしている。北方領土のことを学ぶ機会である北方集会を皆

さんで盛り上げて政府交渉の後押しをしたい。 
議長（後藤）  要望として受け付ける。他に。宮城。 
宮城（武藤）  日程が短いが内容が希薄化しないか。 
議長（後藤）  関連あるか。佐賀。 
佐賀（山田）  交流が主で学習の場が少なくないため県民会議が支援をしにくいと言っている。

１日だけでも現地視察が出来ないか。 
議長（後藤）  関連あるか。執行部。 
石井副会長   時間の有効活用、バス移動の間も学習できるよう、内容が希薄にならないように

考えている。交流ももちろん大事だが、現地に行って学ぶことを主眼にしている。 
議長（後藤）  よろしいか。宮城。 
宮城（武藤）  希薄にならないようお願いしたい。   
議長（後藤）  要望として受け付ける。続いて道府県団への呼びかけについての質疑を受け付け

る。ないようなので全体を通しての質疑を受け付ける。鳥取。 
鳥取（矢芝）  被爆・戦後７０年を大事にするということだが、広島、長崎、沖縄の現地で学べ

ることがたくさんあるにも係わらず、事業としてではなく会議の場に人を呼んで語ってもらう

ことになったのはどうしてか。これでは理事者以外の団員が学べない。 
議長（後藤）  関連あるか。執行部。 
石井副会長   県団からオブザーバーとして青年団員を連れてきてほしい。平和集会が大切なこ

とは十分理解している。７０年に当たりきめ細やかな平和運動の必要性を改めて考え、今回は

平和集会ではなく誰しもが参加できる企画として考えた。 



議長（後藤）  関連あるか。鳥取。 
鳥取（矢芝）  これでは語り部の話を聞く時間が少なくなる。一つの事業として行う方が、きめ

細やかな学習ができるのではないか。 
議長（後藤）  執行部。 
石井副会長   青年館がない中、我々をバックアップしてくれる団体がない。平和集会の参加者

数は機関会議より少ない。沢山の青年団が参加できるこの企画で行いたい。 
議長（後藤）  他にあるか。全体を通して質問を受け付ける。以上で第１号議案の質疑を打ち切

る。続いて「第２号議案 ２０１５（平成２７）年度事業計画並びに予算に関する件」のうち、

予算について執行部より説明願う。 
鳥澤事務局長  ＜ 資料に基づいて説明 ＞ 
議長（後藤）  質疑を受け付ける。山形。 
山形（小関）  青研収入が増加した理由は何か。また、機関会議費が減少したのはなぜか。 
議長（後藤）  関連あるか。執行部。 
鳥澤事務局長  子どもゆめ基金の助成金があり、参加者を増やす予定である。宿泊費、食事代も

含まれている。機関会議費について NYC 利用料等は、社会教育団体として価額が安く設定さ

れている。また、理事の交通費についても事務局で試算してこのような数字となった。 
議長（後藤）  よろしいか。山形。 
山形（小関）  平和集会・活動家養成事業の廃目理由はなにか。 
鳥澤事務局長  事業を行うに当たり日本青年館の協力なしにはできない。日本青年館の建替えに

より奨励金が見込みにくいなか廃止した。 
議長（後藤）  よろしいか。他にあるか。宮崎。 
宮崎（黒木）  北方領土運動費が３５０万円となっている。前年度は決算が約５４０万円だが今

年度減額の理由は何か。 
鳥澤事務局長  昨年度は助成金の申請の際全地婦連旅費についても一旦日青協に全額入った。今

年度については日青協の分だけ計上した。北方領土運動のプログラムの充実も反映させた。 
議長（後藤）  宮崎よろしいか。他にあるか。岡山。 
岡山（仲田）  新たに種まき運動を行うが青年団支援再生費等の増額がされているが、役局員交

通費が同じ額削られている。オルグに関わる経費は変わらないがやっていけるのか。 
議長（後藤）  関連あるか。執行部。 
鳥澤事務局長  青年団支援再生費と役局員行動費の交通費とで柔軟に運用していく。青年団支援

再生費については種まき運動に関わる交通費、宿泊費、教育委員会にＰＲするためのリーフレ

ット発行、郵送料、など交通費に特定しない。 
議長（後藤）  以上で質疑を打ち切る。第１号議案に対し要望を求める。ないので第２号議案に

対し要望を求める。ないようなので運営委員の報告を求める。 
運営委員長（岡本） ここでいったん休会とする。再開は１１：１５とする。 
議長（後藤）    それでは休会とする。再開は１１：１５である。 

―１１：０５ 休会― 
―１１：１５ 再開― 

 
 
議長（後藤）  ただ今をもって第１委員会の全ての審議を終了する。討論と採決に入る。第１号

議案について反対討論、賛成討論を２名ずつ受け付ける。但し反対討論１名の場合は賛成討論

も１名、反対討論がなければ賛成討論もないものとする。第１号議案について反対討論を求め

る。反対討論がないので賛成討論もないものとする。第２号議案について反対討論を受け付け

る。反対討論がないので、賛成討論もないものとする。討論を打ち切る。資格審査委員会の報



告を求める。 
資格審査副委員長（中村） 在席数確認のため議場閉鎖を行う。オブザーバーの退席を求める。資

格審査委員は在席数の確認をお願いする。現在の在席数は３７名で過半数に達していることを

報告する。 
議長（後藤）  採決に入る。議事細則第４６条に基づき第１号議案「２０１５（平成２７）年度

運動方針に関する件」に賛成の方の起立を求める。着席願う。資格審査委員会の報告を求める。 
資格審査副委員長（中村） 在席数３７名中賛成は３５名である。 
議長（後藤）  賛成多数により第１号議案は可決成立すべきものと決する。 

―拍手― 
議長（後藤）  続いて第２号議案「２０１５（平成２７）年度事業計画並びに予算に関する件」

に賛成の方の起立を求める。着席願う。資格審査委員会の報告を求める。 
資格審査副委員長（中村） 在席数３７名中賛成は３６名である。 
議長（後藤）  賛成多数により第２号議案は可決成立すべきものと決する。 

―拍手― 
議長（後藤）  資格審査委員会の報告を求める。 
資格審査副委員長（中村） 採決終了に伴い、議場閉鎖を解除する。 
議長（後藤）  以上ですべての議事を終了する。本会議での報告は議長一任でよろしいか。 

―「異議なし」の声― 
議長（後藤）  ここで議長を解任させていただく。２日間に渡りスムーズな進行に協力いただき

感謝する。多くの方に発言いただきたく進行させていただいた。皆様のおかげで無事終了でき

たことにお礼申し上げる。 
鳥澤事務局長  改めて議長を務められた後藤代議員、そして資格審査副委員長の中村代議員、運

営委員長の岡本代議員に拍手をお願いしたい。 
以上で第１委員会を終了する。 

 
－終了 ５月５日 １１：３６－ 

 

          会議録署名人 

 

滋 賀 県 団 藤 原 麻 美   ㊞ 
 

岡 山 県 団 仲 田 俊 範   ㊞ 
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（５月４日１９：００～ ５日 ２１：０２） 
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第２委員会　出席代議員一覧



 

―開会 ５月４日 １９：３５― 

 

鳥澤事務局長  これより第６５回定期大会第２委員会をはじめる。議長の選出まで、私が進行

を務める。ここでは第１号議案「２０１５（平成２７）年度運動方針に関する件」の中でも、

組織活動を中心に進める。また第２号議案「２０１５（平成２７）年度事業計画並びに予算

に関する件」では事業計画を中心に付託されている。冒頭に資格審査委員会の報告を求める。 
資格審査委員会（吉野）  第２委員会の受付数は４３名。ただ今の受付数は４２名で、第２委

員会所属の代議員の過半数に達しており、委員会の成立を報告する。 
―拍手― 

鳥澤事務局長  委員会の成立が確認された。続いて議長の選出に移る。議長の立候補を求める。 

議長（大西）  立候補する。 

鳥澤事務局長  ただ今、香川県団の大西代議員から議長の立候補があった。みなさんの拍手で

承認をお願いする。 
―拍手― 

議長（大西）  不慣れだがスムーズな進行を心がける。それでは、書記及び会議録署名人の選

出について、いかが取り計らうか。 

－「議長一任」の声－ 

議長（大西）  議長一任の声をいただいた。会議録署名人は福島県団の長谷川代議員、鳥取県

団の田中代議員、書記は日青協事務局にお願いする。拍手で承認いただきたい。 

―拍手多数― 

議長（大西）  続いて、運営委員会の報告を求める。 

運営委員長（齋藤）  ２１時の終了を目処に審議を進めていただきたい。２１時に終わらない

場合は最大延長を２１時１５分とする。 

議長（大西）  基本方針は本会議で審議されているので、組織活動方針の補足説明を１５分以

内でお願いする。 

佐久間常任理事  ＜「１．スポーツ・芸能文化の裾野を広げる取り組み」１）道府県青年大会

の拡充、２）第６４回全国青年大会の開催について説明＞ 

山田副会長   ＜３）これからの青年大会の将来像について、「２．青年の主体的な学びの取

り組み」「３．全国に伝え学ぶ取り組み」について説明＞ 

議長（大西）  審議に入る。日青協規約及び議事細則に基づき、質問のある方は札を上げ、道

府県団名と氏名を明確に告げてから要点をまとめて発言をお願いする。また、要望と質疑は

分けてお願いする。それでは、「１．スポーツ・芸能文化の裾野を広げる取り組み」につい

て質疑を受け付ける。石川。 

石川（宮）   組織活動方針に入る前に、本会議の時間配分について質問したい。当初の日程

では、本会議は１７時５０分までの予定だったが、１６時３０分で打ち切られた。この日程

の配分になった理由を聞かせてほしい。また、道府県団は日青協の定期大会を手本としてい

るが、この日程が手本になっていると考えるか。 

議長（大西）  関連あるか。高知。 

高知（大﨑）  こういった時に私たちはどう対処したらよいのか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

鳥澤事務局長  確かに皆様には１７時５０分と案内していたが、会場との協議の結果、１７時

以降の予約ができなかった。配慮が足りず、事前にこのことを伝えられなかったことをお詫

びしたい。今後は二度とこのようなことがないよう時間配分を綿密に計画する。 

石川（宮）   日青協の定期大会は道府県団の手本だと考えるので一言言わせていただいた。 

議長（大西）  高知よろしいか。他にないか。香川。 



 

香川（十河）  何故活動家養成事業がなくなったのか。 

議長（大西）  関連あるか。岡山。 

岡山（渡邊）  来年以降は開催するのか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

山田副会長   昨年度で三回目をむかえた活動家養成事業だが、今年は開催を見送る。日本青

年館が休館し、予算がないことも理由の一つだが、それだけではない。東京に集って学ぶだ

けでなく、講師助言者派遣補助制度を活用し執行部を地域に呼び、学びの場をつくっていた

だきたい。来年度以降の開催については今年度の総括次第だ。 

議長（大西）  香川、岡山よろしいか。他にあるか。山形。 

山形（細川）  全国青年大会の剣道共催化についていつごろを目処に話が進んでいるのか。ま

た、県予選についても県連盟と共催となるのか。 

議長（大西）  関連あるか。北海道。 

北海道（渡辺）   剣道が昨年度共催化にいたらなかった理由は何か。道府県団に手伝えるこ

とはあるか。 

議長（大西）  関連あるか。執行部。 

山田副会長   昨年度から全日本剣道連盟と協議する中で、全国青年大会派遣窓口を連盟で担

いたいとの要望をいただいた。しかし、日青協としては都道府県選手団を窓口にしたいため、

継続して協議している。１０月理事会までには皆様に情報を開示したい。 

議長（大西）  山形、北海道よろしいか。他にないか。高知。 

高知（大﨑）  全国青年大会の参加者は、青年団や社会教育とは関係なくても数が多ければい

いのか。県大会では、青年団とクラブチームに分けて予選会を行い、全国青年大会に派遣し

たが、青年団チームは圧倒的に負けてしまった。このことについてどう考えるか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

山田副会長   クラブチームの青年も地域に住む青年だ。そういった方にも青年大会を知って

いただくことで、スポーツや芸能文化活動の裾野を広げることができる。また、クラブチー

ムと青年団がつながりスポーツを振興することで地域発展につながると考えている。 

高知（大﨑）  排除ではなく配慮が必要ではないか。高知県団では相撲や陸上などの参加しや

すい大会を模索している。こういった意見交換はどうしたらできるのか。 

山田副会長   相撲を取り入れたいとの声が多ければ種目の検討をしたい。こういった意見交

換は、理事会や全国青研などで行いたい。 

高知（大﨑）  意見を発信してほしいというより、集約にきてほしい。 

議長（大西）  要望として受け付ける。他にないか。静岡。 

静岡（草野）  モデル道府県団では、昨年度どういった取組があったか。今年度はどの道府県

団を選定し、どう取り組むか。 

議長（大西）  関連あるか。滋賀。 

滋賀（本多）  モデル道府県団の成果を書面で報告していただきたい。 

議長（大西）  要望として受け付ける。他にあるか。福井。 

福井（岡井）  昨年度福井はモデル地域に選ばれていたが、どういった反省点があったか。次

にどう活かしていくか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

佐久間常任理事 昨年度は組織部で予め目標を決めて進めていたが、その目標が県団にあわない

ことがあった。また、集約や共有ができなかったことも反省している。今年度は月に一度、

道府県団メーリングリストで皆様にモデル道府県団の情報を送りたい。また、それぞれの役

員がモデル道府県団とともに目標を決め、ともに取り組んでいきたい。今年度は原則として

昨年度同様の道府県団を選定し進めるが、一部のある程度の目標が達成できた県団について



 

は変更がある。 

議長（大西）  静岡、福井よろしいか。他にないか。香川。 

香川（十河）  全国青年大会の物産市についてどのような仕掛けを考えているのか。その仕掛

けによって出店を考えたい。 

議長（大西）  関連あるか。宮崎。 

宮崎（堀口）  ＮＹＣとの協議はどこまで進んでいるのか。日本青年館より広いので、小さく

見えるのではないかと危惧している。また、日青協として物産市はどういう位置づけで考え

ているのか。参加県団を増やすことなど考えているか。 

議長（大西）  関連あるか。静岡。 

静岡（杉山）  物産市はＮＹＣで行うことを検討しているのか。また、ターゲットは全国青年

大会参加者なのか、それとも地域や応援者を巻き込むのか。 

議長（大西）  質疑を打ち切り執行部より答弁願う。 

佐久間常任理事 今のところ、ＮＹＣで物を販売するのは難しいと言われている。それでも、物

産市は人と人とのつながりの観点で有意義だと考え、ＮＹＣ敷地内で行うことができるよう

協議している。仕掛けとしては、ＮＹＣのスポーツ棟からカルチャー棟までを物産市でつな

げたい。お客さんと参加者両方をターゲットとしている。物産市を重要な位置づけと考え、

出店を増やしたいと考えている。 

香川（十河）  ＮＹＣの門の前でやっていただけるなら参加したい。 

宮崎（堀口）  ＮＹＣでできない場合には対応を考えて早めに教えて欲しい。私たちも仕掛け

を考えたい。 

静岡（杉山）  物産市の目的を教えてほしい。 

佐久間常任理事 物産を通じたつながりである。 

議長（大西）  静岡よろしいか。他にないか。宮城。 

宮城 (千葉）  ｔｏｔｏ助成金に再度申請する動きがあるのは、制度の変更などがあったのか。

現在の全国青年大会で申請できるのか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

山田副会長   ｔｏｔｏ助成については以前に皆様と協議した。昨年度から日本青年館の定款

にスポーツ振興を盛り込んだことで申請できるようになった。今後は青年館と協議しながら

進めたい。 

議長（大西）  宮城よろしいか。他にないか。石川。 

石川（宮）   ｔｏｔｏは賭博関係のため過去には助成金申請をしない方向だったが、財政難

で申請することになったと思う。その方針転換についてどう考えるか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

山田副会長   ２０１１年のスポーツ基本法の制定をはじめ、スポーツ振興くじがスポーツ大

会やスポーツ施設へ的確に助成されている現状を鑑み、引き続き注視が必要ではあるが、ｔ

ｏｔｏがスポーツ振興に一定の役割を果たしていることは評価できる。この見地から、現在

申請に向けて取り組んでいる。また、このことは既に皆様から承認を受けている。 

石川（宮）   理事会で確かに承認した。失念しており申し訳ない。 

議長（大西）  他にないか。滋賀。 

滋賀（本多）  全国青年大会のバスケットボール競技では私たちがベンチに入ることができな

かった。なぜか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

佐久間常任理事 連盟と協議し決まっているため、各種目でベンチ規定が異なる。 

滋賀（本多）  大会前から選手と関係をつくっているので、連盟に要望してほしい。 

議長（大西）  要望として受け付ける。他にないか。高知。 



 

高知（大崎）  全国青年大会のルールが厳しいという声がある。執行部としてはルールだから

仕方ないということなのか。捉え方はどうなのか。 

山田副会長   連盟の規約に沿って運営しているが、皆様の要望を引き続き伝えていく。 

議長（大西）  他にないか。山形。 

山形（細川）  かつて山形県から郷土芸能に参加した団体から「観客が少なく残念だった」と

の声があった。参加したくなる、観に来たくなる大会になるために考えていることがあれば

教えてほしい。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

佐久間常任理事 アピール不足が考えられるため、全青大ポスターにＡＲ動画を使おうと検討し

ている。本来は高額だが、地域活動であれば少額でできる。また、参加チーム数については

道府県団の声かけが重要である。 

議長（大西）  山形よろしいか。ここで運営委員会の報告を求める。 

運営委員（齋藤）２０時１５分まで休会とする。 

 

―休会 ２０：０５― 

―再開 ２０：１５― 

 

議長（大西）  それでは再開する。質疑を受け付ける。 

北海道（渡辺） 全国青年大会のボウリングのズボンについて連盟から規程と違うと言われた。

執行部として把握しているか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

佐久間常任理事 執行部として聞いていない。 

北海道（渡辺） 再度確認し、規程があれば種目別監督会議で話してほしい。 

愛知（神谷）  剣道種目の共催化は参加者拡充のためにはよいと思う。他の種目では共催を検

討しているのか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

山田副会長   剣道種目の共催化は、全剣連に提案いただいたのがきっかけだ。ほかの種目で

は今のところ検討していない。 

議長（大西）  他にないか。山形。 

山形（細川）  ダーツの参加を呼びかけたら、少し上級者向けのルールだということを理由に

断られた。なぜこのルールになったのか。 

議長（大西）  関連あるか。滋賀。 

滋賀（市岡）  何故ハードダーツになったのか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

佐久間常任理事 連盟と協議し、ハードダーツ人口が多いとの話を受けて取り入れた。皆様の声

を参考にして今後協議していきたい。 

議長（大西）  山形、滋賀よろしいか。滋賀。 

滋賀（市岡）  ダーツバーにハードダーツはなかなか置いていない。素人が取り組むのはソフ

トダーツだと思うが、その点は話し合ったのか。 

佐久間常任理事 青年団以外の人にも大会を知ってもらいたいとの思いもありハードダーツに

した。 

議長（大西）  滋賀よろしいか。他にないか。石川。 

石川（細川）  全国青年大会参加を呼びかける合唱団体の目処はついているか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

佐久間常任理事 日本のうたごえという団体に所属している青年層の団体があると聞いた。その



 

団体を中心に呼びかけ、一人でも参加者を増やしたい。 

議長（大西）  石川よろしいか。他にないか。香川。 

香川（十河）  野球種目の会場はどのように選定しているのか。参加者から設備が古いなどの

声があがっている。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

鳥澤事務局長  全国大会にふさわしい会場を限られた予算でいかに確保するかという課題は

常にある。これまでの経験や競技連盟の知恵などを活用して毎年予約している。確かに施設

の距離や充実さの面での声を聞く現状もあるが、優先予約の制限もある。これからすぐに新

しい会場を予約することはできないが、参加者の要望をぜひお寄せいただきたい。 

香川（十河）  大田スタジアムは遠いが立派で参加者は喜んでいる。少々遠くても設備も重視

して検討いただきたい。 

議長（大西）  要望として受け付ける。他にないか。青森。 

青森（山田）  青森県からダーツに出場した選手が優勝したが、昨年度の閉会セレモニーで発

表されなかった。交流種目は発表されないのか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

山田副会長   本来は交流種目も含めて発表することになっており、こちらの手違いである。

大変申し訳ない。 

議長（大西）   他にないか。ないようなので質疑を打ち切る。続いて「２．青年の主体的な

学びの取り組み」について質疑を受け付ける。 

佐賀（堤）   県青研を開催できていない現状をどう捉えているか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

山田副会長   県青研は、組織的な悩みだけでなく社会的なことや家庭のことなどを持ち寄り、

より密な話ができる場となる。まずは県団役員だけでも語り合い、青研の必要性を周りに伝

えていけるよう、私たちもともに取り組んで行きたい。 

議長（大西）  佐賀よろしいか。他にないか。香川。 

香川（高嶋）  全国青研を清渓で行うと交通の便が悪いと思うが、どう考えるか。 

議長（大西）  関連ないか。岡山。 

岡山（渡邊）  途中参加の場合はどう行ったらいいか。 

議長（大西）  関連ないか。静岡。 

静岡（後藤）  雪の心配はないのか。東京からの送迎はあるのか。 

山田副会長   日本青年館休館により、分館である清渓で行う。参加しやすい青研をめざして、

東京からバスで会場に行くことを検討している。途中参加の場合などには、東京から清渓ま

でシャトルバスで行くことができる。雪や渋滞の懸念はあるが、考慮しながら早めにタイム

スケジュールをつくりたい。 

議長（大西）  香川、岡山、静岡よろしいか。他にないか。高知。 

高知（村上）  道府県青研の開催地域について把握している日青協の部署はあるのか。新聞や

ウェブサイトなどで発信しているのか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

山田副会長   開催状況は事務局で集約しているが、皆様に開示していない。今の要望を受け

発信を検討したい。 

高知（村上）   他県の青研情報をぜひ発信してほしい。開催地域には励みになるし未開催地

域には参考になると思う。 

議長（大西）   要望として受け付ける。他にないか。岩手。 

岩手（松田）   未加盟未組織地域にもフォーラムの参加を呼びかけるとのことだが、日青協

が直接行うのか、道府県団が行うのか。また、社会教育に携わる方々とどう連携を深めてい



 

くのか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

山田副会長   種まき運動は原則として道府県団に行っていただくが、未加盟未組織地域につ

いては道府県団から要望があれば私たちもともに訪問し、青年団の重要性を訴えるとともに

フォーラムの呼びかけもしていきたい。フォーラム参加により支援者と青年団がつながるこ

とができるような動きをつくりたい。 

議長（大西）  岩手よろしいか。他にないか。静岡。 

静岡（草野）  毎回自分の希望で全国青研の分科会を選んでいるが、どのように社会に目を向

けた実践を集めて分科会を設定するのか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

山田副会長   社会活動の事業に参加した参加者に、その学びを持ち帰り全国青研に持ち寄れ

るよう呼びかけたい。また、日青新聞に掲載した社会活動の実践者にも参加を呼びかけたい。 

静岡（草野）  特に社会に目を向けた実践を集めようとした経緯は何か。 

山田副会長   被爆・戦後７０年にあわせ、千羽鶴を折る「ゆめ千羽」の取り組みを行う。こ

の実践を持ち寄っていただこうと考えている。 

静岡（草野）  復興スタディツアーや平和の学習など静岡でも社会活動に取り組んでいる。全

国青研では、多岐にわたる社会問題を統合した分科会にはしないでほしい。 

議長（大西）  要望として受け付ける。他にないか。高知。 

高知（大﨑）  ブロック単位の青研や学習会に、日青協役員個人ではなく役員全員が行くこと

は想定しているのか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

石川（宮）   私たちは演説を聞きにきているわけではない。せっかくゴールデンウィークに

集まっているので質疑の内容を予め考えてから話してほしい。 

議長（大西）  大﨑代議員の質疑は第一委員会に付託されたオルグ活動の内容なので受け付け

ない。宮代議員の質疑は要望として受け付ける。他にないか。山形。 

山形（佐藤）  大﨑代議員の質疑は、日本青年館が休館している中、東京開催にこだわらず執

行部が地方に出張することで、主体的な学びの取り組みができるのではないかという内容だ

と受け取った。その観点から今の考えを聞かせてほしい。 

山田副会長   今年度は私たちが道府県団に出向いて学びの場をつくっていきたい。道府県団

の皆様が集って研修したいという要望があれば来年度以降検討したい。 

議長（大西）  山形、高知よろしいか。高知。 

高知（大﨑）  進行を妨げ申し訳ない。山形の代議員にお礼申し上げる。 

議長（大西）  他に質疑はないか。静岡。 

静岡（杉山）  昨年度の山田洋次監督の講演はとてもよかった。今年度の講演についてはどう

考えているか。 

山田副会長   誰を呼ぶか未定だが、その後の分科会につながるような講演としたい。 

静岡（杉山）  今日は過去の継承募金のＤＶＤで昔の青年の声を聞き、熱い気持ちを呼び起こ

された。昔の歴史や思いを学びたい。検討していただきたい。 

議長（大西）  要望として受け付ける。時間が迫っているので項目２の最後の質疑としたい。

愛知。 

愛知（神谷）  全国青研で参加者が集まりやすいのは山梨県よりも東京都だと思う。東京開催

の検討はしたのか。 

山田副会長   東京では参加費や宿泊費が高騰してしまう。山中湖では皆様が一体となって学

ぶことができ、参加費は現状のままでよいという利点がある。 

鳥澤事務局長  清渓開催により気候や交通手段について不安があると思う。ただ、清渓の収入



 

が上がることは日本青年館の奨励金に影響するため、日青協の活動にも影響する。その点も

視野に入れ、参加者拡充に取り組んでほしい。 

議長（大西）  愛知よろしいか。ここで運営委員会の報告を求める。 

運営委員会（齋藤） 本日はここで休会とする。明日は９時２０分から受付し、９時３０分に再

開する。 

議長（大西）   それでは休会する。 

 

―休会 ５月４日 ２１：０２― 

―再開 ５月５日 ９：３０― 

 

資格審査委員会 本会議の第２委員会の受付数は４３名。ただ今の受付数は４２名で、第２委員

会所属の代議員の過半数に達しており、委員会の成立を報告する。 

議長（大西）  運営委員会の報告を求める。 

運営副委員長（齋藤） 本日は１１時３０分までの審議だ。最大１０時３０分まで組織活動方針

について質疑を受け付け、その後事業計画について質疑する。１１時から討論採決とする。 

議長（大西）  それでは、「３．全国に伝え学ぶ取り組み」について質疑を受け付ける。 

鹿児島（谷口） 新聞の発行形態の見直しについて現段階の方向性を教えてほしい。 

宮城（菊池）  金額の変更はあるのか。 

議長（大西）  関連あるか。なければ執行部。 

砂口常任理事  人員不足と財政難から、日青新聞のページ数を削減したり発行回数を減らした

りすることを検討している。金額については現段階では変更しない方向で考えている。購読

者により申込月がそれぞれ違うためだ。 

鹿児島（谷口） ページ数を少なくすることで情報量が少なくなるのではないか。多くの情報を

今後も発信してほしい。 

議長（大西）   要望として受け付ける。他にないか。香川。 

香川（十河）  ページ数を減らすなど改革する場合に各県支局員１名ずつは必要なのか。また、

支局員の役割の考え方を教えてほしい。 

砂口常任理事  現在、業者に見積を依頼しており、その結果により今後カラーや紙質について

検討していく。皆様の情報をたくさん発信したいためなるべくページ数を減らさないように

したい。支局員には、情報提供のほか購読拡大や共に新聞をつくるとの役割がある。支局員

とは大体年に２回くらいやりとりをしているのが現状なので、ぜひ日青協に情報を寄せてほ

しい。 

香川（十河）  私も昨年２回ほど記事を書いた。道府県団の皆様が新聞をどう捉えているか考

え、役割を再確認してほしい。 

議長（大西）  要望として受け付ける。他にないか。山形。 

山形（佐藤）  実践大賞において資金獲得の方法は審査対象となっているか。 

砂口常任理事  すべてが審査の対象となるため、それも対象となる。 

山形（佐藤）  活動資金が活動のネックとなる場合が多く、全国の仲間がどう活動資金を獲得

するかという過程は重要性を増してくると思う。一審査項目として切り離した評価はあるか。 

砂口常任理事  財政確保は確かに困難な状況だ。ただ、現段階では実践の集約として取り組ん

でいるため、切り離した評価はしていない。 

山形（佐藤）  実践大賞に資金獲得の部門があってもいいと思う。前向きな検討を要望する。 

議長（大西）  要望として受け付ける。他にないか。石川。 

石川（細川）  ＳＮＳはどう使っているのか。全国の活動状況を伝えるツールとなっているの

か。 



 

砂口常任理事  メーリングリスト、ウェブサイト、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ブログ、Ｔｗｉｔｔｅ

ｒを現在使用している。Ｆａｃｅｂｏｏｋで主に発信しているが、使っていない人が見られ

ないので検討する。また、ウェブサイトで教宣コンテストの作品をアップロードして投票で

きるようにした。 

石川（細川）  日青協のＴｗｉｔｔｅｒを検索しても「nisseikyo」というアカウント名のた

め検索にヒットしなかった。分かりやすくしてほしい。 

山形（細川）  山形県団では、新聞取材を通じて新たな団体とつながりをつくるほか、教育委

員会に持参し紹介する取り組みをしてきた。もっとこういう新聞にしてほしいといった声は

あがっているのか。 

砂口常任理事  見やすいかたちをつくってほしいという意見が寄せられている。 

山形（細川）  読者の声の中で、こういった情報を取り上げてほしいといった声はあるか。 

砂口常任理事  そこまでの声はない。 

議長（大西）  山形よろしいか。他にないか。香川。 

香川（十河）  未購読県団は減っているのか。購読を増やすために、新聞に関するアンケート

などはとっているのか。 

石川（細川）   あとどのくらい拡大すれば赤字ではなくなるのか。 

砂口常任理事  未購読は２７府県団、関東を除くと２１県団ある。今年度は全国青年大会参加

者への拡充と種まき運動と連動した関係機関購読などに取り組む。アンケートをやることは

検討したい。黒字には２０００部以上の購読が必要だ。 

議長（大西）  香川、石川よろしいか。他にないか。高知。 

高知（村上）  実践大賞と教宣コンテストの募集について、支局員に応募の呼びかけはしたの

か。 

砂口常任理事  役員や局員から呼びかけを行っている。昨年度は新聞の記事を中心に応募を呼

びかけた。 

高知（村上）  支局員制度には意義があると思うので、ぜひ活用してほしい。新聞と実践大賞

や教宣コンテストを連携させてほしい。 

議長（大西）  要望として受け付ける。他にないか。滋賀。 

滋賀（市岡）  全体にどういった教宣活動があり、何割程度教宣コンテストに応募されている

のか。 

砂口常任理事  何に対する割合なのか。 

滋賀（市岡）  出品を促している数に対してどの程度の出品があるのか。 

砂口常任理事  作品数はすぐに分かるが、日青協は各道府県団に出品を呼びかけており、市町

村団には直接呼びかけていない。教宣コンテストになって５回目をむかえた。コンクールの

時は出品料がネックとなっていたが、出品料をなしにして出展数を増やすよう取り組んでい

る。 

議長（大西）  他に質疑はあるか。質疑を打ち切り、組織活動方針全体を通じて質疑を受け付

ける。石川。 

石川（細川）  「スポーツ・芸能文化活動の裾野をひろげる取り組み」と「青年の主体的な学

びの取り組み」の順番が昨年に比べて入れ替わっているのは何故か。 

山田副会長   基本方針の重点項目にスポーツが入っているため最初としたが、「主体的な学

びの取り組み」を重要視していないのではない。 

議長（大西）  石川よろしいか。他にないか。香川。 

香川（十河）  全国青年団種まき運動の考え方について教えてほしい。 

議長（大西）  組織活動方針についての質疑のみ受け付けているので却下する。他にないか。

宮城。 



 

宮城（千葉）  全国青年大会の合唱には課題曲が１４曲あり、他の楽譜をつかってもよい。課

題曲の考え方について教えてほしい。 

佐久間常任理事   課題曲が多いという意見もあると思う。再度検討したい。 

議長（大西）  宮城よろしいか。他にないか。山形。 

山形（佐藤）  全国青年大会の参加対象の青年について２回の機関会議の場しかないが、掘り

下げて検討していく必要がないか。 

山田副会長   確かに機関会議は減っている。過去には青年大会検討委員会を行ったこともあ

り、今後皆様から要望があれば検討したい。また、要望があれば全国青研で分科会を設けた

い。 

高知（大﨑）  道府県団の声はどのように伝えれば検討していただけるのか。 

山田副会長   機関会議やオルグなどで確認したい。 

議長（大西）  他にないか。ないようなので、質疑を打ち切る。一旦休会とし、１０時２５分

再開とする。 

 

―休会 １０：１６― 

―再開 １０：２５― 

 

議長（大西）  再開する。運営委員会の報告を求める。 

運営委員会（齋藤）  事業計画並びに予算に関する件の中でも事業計画について審議をお願い

する。 

議長（大西）  質疑を受け付ける。宮崎。 

宮崎（榎木）  平和集会の開催はないのか。 

議長（大西）  関連あるか。香川。 

香川（十河）  昨年度香川県から長崎の平和集会に行った。今年も行こうとしていたが何故な

いのか。 

戸嶋副会長   事業内容についての答弁は控えるが、今年度は平和集会を開催しない。 

議長（大西）  宮崎、香川よろしいか。他にないか。宮崎。 

宮崎（荒竹）  教宣コンテスト出品作品は年度を通して対象となるのか。 

戸嶋副会長   年度ではなく昨年度の締切以降の作品が出品できる。 

宮崎（荒竹）  ２月、３月に作成した作品が出せない状況があった。実践大賞と同様に年単位

の対象期間としてほしい。 

議長（大西）  要望として受け付ける。他にないか。北海道。 

北海道（上野） 前回理事会では北方集会は２泊３日として承認されていたが、今回１泊２日に

なっているのは何故か。 

戸嶋副会長   全地婦連と共催で行っている事業である。全地婦連と協議する中で１泊でない

と事業が組めないとの申し出があり、このような結果になった。 

北海道（上野） 変更の場合はなるべく早めに教えてほしい。 

戸嶋副会長   今後連絡を密に取っていきたい。 

議長（大西）  他にないか。質疑を打ち切る。第１号議案について要望を２名まで受け付ける。

ないようなので、第１号議案の要望は打ち切る。続いて、第２号議案についての要望を受け

付ける。ないようなので、第２号議案についての要望を打ち切る。ここから討論と採決に入

る。第１号議案について反対討論、賛成討論を２名ずつ受けつける。但し反対討論１名の場

合は賛成討論も１名、反対討論がなければ賛成討論もないものとする。第１号議案について

反対討論を受け付ける。反対討論がないので、賛成討論もないものとする。続いて、第２号

議案について反対討論を受け付ける。反対討論がないので、賛成討論もないものとする。討



 

論を打ち切り採決に入る。資格審査委員会の報告を求める。 
資格審査委員長（吉野） 在席数確認のため議場閉鎖を行う。オブザーバーの退席を求める。資

格審査委員は在席数の確認をお願いする。現在の在席数は４０名で過半数に達していること

を報告する。 
議長（大西）  採決に入る。議事細則第４６条に基づき第１号議案に賛成の方の起立を求める。

資格審査委員会の報告を求める。 
資格審査委員長（吉野）  在籍数４０名中３９名の賛成である。 

議長（大西） 賛成多数により第１号議案は可決成立すべきものと決する。 

―拍手― 

議長（上野）  第２号議案に賛成の方の起立を求める。資格審査委員会の報告を求める。 

資格審査委員長（吉野） 在席数４０名中３９名の賛成である。 

議長（上野）  賛成多数により第２号議案は可決成立すべきものと決する。 

―拍手― 

議長（大西）  資格審査委員会より報告を求める。 

資格審査委員長（細川）  採決終了に伴い、議場封鎖を解除する。 

議長（大西）  以上をもって全ての議事を終了した。本会議における第２委員会の報告は議長

一任でよろしいか。 

―「異議なし」の声― 

議長（上野）  初めてで緊張したが協力によりスムーズに進行でき感謝している。 

照屋会長    改めて議長として丁寧に進行していただいた大西代議員に拍手をお願いする。 
―拍手― 

照屋会長    皆様丁寧なご審議に心から感謝申し上げる。ここで決めたことを誠心誠意取り

組むので、みなさんも地域の仲間と分かち合い、共に進んでいくことを確認したい。以上で、

第２委員会を終了する。 
 

―終了 ５月５日 １０：３２― 

 

会議録署名人             

 

福島県団 長 谷 川 綾   ㊞ 
 

鳥取県団 田 中 修 一   ㊞ 
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－再開 ５月５日 １４：１０－ 
 

鳥澤事務局長   ただ今から第６５回日本青年団協議会定期大会の閉会式を開始する。はじめ

に執行部から特別決議について提案する。 
石井副会長    被爆・戦後７０年不戦の誓い「青年は二度と銃をとらない」思いを今こそ。

１９４５年、今から７０年前の我が国は第二次世界大戦下であった。沖縄県では国内で唯一

といえる地上戦が繰り広げられ、「鉄防風」と呼ばれる激しい艦砲射撃が水平線を埋めつくす

無数の艦隊から住民に襲いかかった。皇民化教育と軍備一体化政策を推し進めた結果、多く

の住民が強制的に、しかも集団で死に追いやられた「集団自決」が軍命により行われた。住

民を守るはずの軍隊が、国体を守るために子どもを含めた多くの住民を犠牲にした沖縄戦は

６月２３日第３２軍司令官牛島中将が自決し組織的戦闘は終結した。 
我が国の至る所で空襲により凄まじい被害や犠牲が見られ、人々の暮らしは常に脅かされ

不安な日々を余儀なくされた。８月６日、広島に原子爆弾が投下され、町は一瞬にして無残

な姿となり約１４万人が命を失った。そして８月９日、長崎に再び原爆が投下され町は壊滅

、約７万４千人が犠牲となった。あまりに多くの犠牲を受けた我が国は８月１５日ポツダム

宣言を受諾し、第二次世界大戦はようやく終わった。米国占領下の１９４７年５月３日、国

民主権、基本的人権の尊重、平和主義をうたった日本国憲法が大日本帝国憲法にかわり我が

国の最高法規として制定された。 
戦場から故郷に戻り、荒れ果てた姿を目の当たりにした青年たちは、故郷を再興すべく仲

間と共にもう一度青年団を立ち上げ、１９５１年５月、日本青年団協議会を結成した。１９

５２年サンフランシスコ講和条約の発布を記念して開催された第１回全国青年大会にご臨席

された三笠宮殿下は「何と言っても再び日本人が武装して国外に出ないということを皆さん

にははっきりと持っていただきたい」と挨拶され参加者に感銘を与え、「青年は二度と銃をと

らない」と平和への努力を固く誓い合った。心から平和を希求した青年たちは、敗戦の経験

を生かし平和と民主主義をもとにアジアや世界の青年たちと力を合わせていこうと、中国、

ソ連、朝鮮民主主義人民共和国と交流を広げていった。被害と加害の歴史と実相を学ぶため

沖縄、松代での学びを経て、１９９５年５月、ソウルを訪れた際、戦前・戦中を通して、ア

ジアの各地に多大な犠牲を強いた歴史と経験を悔い、被爆・戦後５０年にあたり、被害の歴

史と韓国の人の思いに触れた「不戦の誓い」を確認した。 
現在、我が国では憲法改正の動きや新たな安全保障体制を構築する動きが確実につくられ

、戦争に荷担する歴史が繰り返されようとしている。こうした動きに賛同する若者も少なく

ない。被爆・戦争体験者が減り続ける一方で、戦争を知らない世代が増え続け、戦争の悲惨

さや壮絶さを理解することが少しずつ困難になりつつある。世界に目を転ずればごく普通の

若者がテロリズムに共感し罪のない子どもたちや女性、高齢者などを殺戮する事件が後を絶

たない。戦争は決してゲームではない。時には家族、仲間、愛する人をも憎み、人と人とが

傷つけ、殺し合う、人類の歴史の中でもっとも惨たらしいものである。 
広島・長崎の原爆により生涯を通して原爆被害に悩み苦しみ続ける被爆者から青年団が学

んだことは、報復しないという不戦の哲学である。報復の思想には新たな憎しみ、怒り、暴

力の構想を連鎖させるだけである。 
ここに集まった一人ひとりが、悲惨な戦争の歴史を二度と繰り返さない決意を固くし、そ

れぞれの地域、職場、学園など様々な機会を通して多くの人に伝えていくとともに、正しい

歴史教育の実現を求めていく。そして日本国憲法の理念を尊重し、過去の歴史に学び、改め

て青年は二度と銃をとらない事を固く誓い、被爆・戦後７０年における宣言とする。 
２０１５年５月５日 



 

日本青年団協議会第６５回定期大会 
 

鳥澤事務局長  ただ今執行部から提案させていただきました特別決議について、皆様の拍手

を持って採択とする。 
－拍手多数－ 

鳥澤事務局長   続いて照屋会長より退任されます先輩方へ感謝状の贈呈を行う。まず立道さ 
ん前へお願いする。 

照屋会長     〈感謝状を立道先輩へ〉 
鳥澤事務局長   続いて田中潮さん。前へお願いする。 
照屋会長     〈感謝状を田中さんへ〉 
鳥澤事務局長   続いて久保田秀樹さん。前へお願いする。 
照屋会長     〈感謝状を久保田先輩へ〉 
鳥澤事務局長   続いて高山盛光さん。前へお願いする。 
照屋会長     〈感謝状を高山先輩へ〉 
鳥澤事務局長   続いて相馬隆史さん。前へお願いする。 
照屋会長     〈感謝状を相馬先輩へ〉 
鳥澤事務局長   退任する先輩方に、照屋会長より一言お願いする。 
照屋会長     この２０１５年度定期大会をもって退任される５名の先輩方に、一言ずつ思

い出を振り返っていきたい。大変僭越ながら執行部を代表して振り返るが、私の個人的な思

いもあるのでご容赦いただきたい。まず、はじめに立道斉さん、立道さんとは日青協同期で

ある。そして、お互いに県団の会長時代を過ごし、同じ年、同じ「ひとし」という名前で本

当にある意味ライバル意識を持って接した。県団会長時代は、日青協常任理事を一緒にやっ

た彼にだけは負けたくないという思いで、何度も何度も問い詰め議論をした。なかなか自分

の思いを表現してもらえず夜中までイライラしながら一緒に酒を飲んだ覚えがある。立道さ

んが会長になってからは、指示とか自分の思いを強く語らない立道さんの思いを自分なりに

一生懸命理解しようと、まず、龍馬伝を最初から最後までもう一度読み直した。それでも未

だ判らないことがあるが、これから長い生活をしっかりと頑張り、また私たちの支えになっ

ていただきたい。本当にお疲れさま。 
次に田中潮さん。田中潮さんとの出会いは現執行部の中で私が一番長い。みなさんもあま

り知らないと思うが、田中さんが日青協に入局した時ロン毛で破れたジーパンをはいて事務

局にいた。その姿を本当にイライラしながら見つめていた。年齢は当然私の方が年下ではあ

るが、日青協はこれでいいのかと思っていた。当時の私は二十歳そこそこの県団の専従職員

。沖縄でも先輩方に追いかけ回されながら祭りやイベントをやっていた。田中潮さんは日青

協の仕事としてではなくプライベートの時間を利用し、何回も沖縄県の祭りに足を運び３０

０人からいる青年団と汗を流しながら記録の写真を撮ってくれた。私が専従職員としてエイ

サー祭りの来年のポスターをつくるときに田中さんから貰った写真の中から、これだと思う

１枚を選んだ。沖縄青年団の心に触れるような熱い想いのこもった１枚だった。本当に感謝

している。日青協に来てからは局員、局長として一緒に過ごしたが、退任の日を私が見送れ

る感動と、感謝の言葉でいっぱいだ。長い間お疲れさま。 
次に久保田秀樹さん。秀樹さんとは同じ沖縄県の選出として日青協だけでなくこれまでも

一緒に活動した。私の不器用で無鉄砲なキャラクターとは正反対で、ただただ優しく人がい

いおじさんだと思っていた。沖縄県団も久保田さんから会長を引き継ぎ、そして日青協でも

こうして私が見送ることができる。有り難い気持ちでいっぱいだ。日青協に送り出した当初

は県団の会長として、また一方で日青協の役員として私たちにいろいろなことを求め、伝え

てくれた。しかし、私は我を張り跳ねのけ、時にはこうあるべきだと日青協で確認してきて



 

くれと頼んだ。言い切れないほどたくさんの想い出がある。長い青年団活動をこの舞台で卒

業される。感無量である。地域に戻りまた私を支えていただきたい。どうぞこれからもよろ

しくお願いする。 
次に高山盛光さん。高山さんとも日青協役員になった同期だ。いろんな人にいじられてい

る高山さんの姿を見て、正直もっとシャンとして欲しいと思った。あまりにもいじりすぎる

立道さんの姿を見て、先輩を先輩とも思わない四国の関係性は何だと思っていた。だが、そ

のキャラクターでいつも日青協の中で場を和ましてくれた。後半は仕事と生活の状況が苦し

い中で日青協監事を務められ大変な苦労をされていた。これからは自分のために時間を使っ

ていただきたい。ありがとうございました。 
最後に相馬隆史さん。後輩たちを連れて静岡のＯＢとして沖縄に来てくれたことを思い出

す。相馬さんを通じて交流してきた静岡の後輩たちが、私と私の後輩たちに声をかけてくれ

る。青年団の関係だけではなく、後輩同士が仲間になっていった。日青協の中では時には厳

しくそして優しく、私が真夜中に帰ってきてもムクッと起きて「お疲れ～」と言う。相馬さ

んはいつ寝ているのだろうといつも思っていた。２０１５年度で退任されることは寂しいが

、これからも日青協だけでなく、地域の仲間とブロックの仲間のために尽力していただきた

い。 
この後退任される先輩方から挨拶がある。皆さんしっかりと聞いてほしい。先輩方に大変

失礼なことを申し上げたが、私からのメッセージとする。お疲れさま。 
―拍手― 

鳥澤事務局長  続きまして退任される皆さんからご挨拶をいただく。はじめに相馬隆史さん。 
電報が届いているのでご紹介する。 

＜電報紹介＞ 
鳥澤事務局長  相馬さんからのメッセージをお願いする。 
相馬隆史    みなさんこんにちは。５年間日青協の役員として活動した。その間様々な所に

行った。その都度みなさんにはお世話になり、育てられた。青年団に入る前は、親しい仲間

とだけ楽しく過ごしていれば良いという人生を歩んできた。しかし、今は青年団にふれあい

や仲間の大切さを教えられたと感じている。活動を始めて２０年になる。その間様々なこと

があった。時には先輩たちが抜けていき、一晩で団員が２人になりどうやって２人で青年団

を始められるだろうかと不安に駆られた。抜けた先輩たちを見返してやろうと１年後に団員

を２０人に増やした。先輩たちが悔しそうに戻ってきてシメシメと思った。僕が初めて日青

協の役員として足を踏み入れたのは５年前の執筆会議の時である。会議は青年団運動につい

てのことで、難しいことをやるなと思いながら会議に加わっていた。会議が終わり朝風呂か

ら帰ろうとした時のことである。とある先輩に「おまえどう思っているのや、どうおもって

いるのや。」と１時間つかまり、お風呂に入って温まった体が芯から冷えた。その時に日青協

の執行部として迎えられたのだと実感した。スタートから衝撃的だったが、日青協に来て本

当に楽しかった。時には仕事も休まなくてはいけない。そんな苦しさも有りながら活動して

きたが、とにかく毎回東京や各地域に足を運べることの幸せを感じていた。活動を続けられ

たのは、全国の皆さんはもちろん、地元である四国青年団や東海ブロックの皆さんの支えが

あったことが大きい。今回私が退任するにあたり、東海ブロックからの日青協役員を残せな

かった事は申し訳ない。しかし、次の東海ブロックから役員が選出されるまで、私は責任を

持って次の役員を連れてくることを皆さんにお約束する。そのためには僕１人では無理なの

で、東海ブロックの先輩なども交えて考えていく。５年間続けてこられた１番の要因は日青

協の役員のメンバーがいたからだと考える。県団役員を辞めてから５年のブランクがあった

僕が日青協に入ったのは、全国的な活動をしたいという思いと、その当時僕より先に執行部

にいた先輩とどうしても一緒に活動したい、一緒に活動したらどんなに楽しいだろうと思っ



 

たからだ。まだまだ一緒に活動したかった。後ろ髪を引かれますが、次の役員に僕たちに任

せてくださいと言われた。これは、本当に嬉しいことだ。青年団はひとりが長くやることも

大事だが、青年が入れ替わりながら活動を続けていくことが大事だ。退任した役員５名と立

道さんの奥さんと屋形船に行き、酒を飲みながらの食事会をした。長く一緒に活動を続けて

きた仲間なので楽しく屋形船の中でカラオケを歌い、酒を飲みどんちゃん騒ぎをしてきた。

今日は朝から高山さんと東京タワーに行ってきた。感動もなく、混んでいて上にも昇れず、

２人でソフトクリームを食べて帰ってきた。私は今日で一線を引く。皆さんはこれから羽ば

たいていってください。青年団が苦しいと言われる時代ではあるが、青年団が求められてい

る時代でもある。是非、苦しいからと言って下を向かず、苦しいときこそ前を向き胸を張っ

てください。笑顔で活動を続ければ次につながる何かが見える。私はこれからも陰ながら皆

さんを精一杯応援させていただく。本当にすてきな５年間であった。ありがとうございまし

た。そして、これからもよろしくお願いする。 
―拍手― 

鳥澤事務局長  続いて高山盛光さん。電報が届いているのでご紹介する。 
＜電報紹介＞ 

鳥澤事務局長  高山さんからのメッセージをお願いする。 
高山盛光    照屋会長から言われたとおり私はこのようなキャラクターだ。役員会またはそ

の後の懇親会で何故かいろんな方から叱咤激励をもらった。特に立道元会長からかなり厳し

い叱咤をいただいた。ただ、今はただの後輩ですので、今後は先輩としての私の対応を考え

させていただく。今後ともよろしくお願いしたい。全国の方にもいろいろ迷惑をおかけし、

また大変心配いただき感謝する。近年仕事と家庭のことで東京に来る回数が限られ、日青協

役員を任されながらこのようなことになり、この場をお借りしてお詫びする。大変申し訳な

い。その中でもお会いした方には声を掛けさせていただき、また、話をしていただき感謝す

る。出身である香川県の役員のみなさん、高知県団のみなさん、鳥取県団、岡山県団のみな

さん、昨日も私に叱咤激励をしていただき感謝する。鳥取と岡山の中国ブロックともすごく

関わりがあり、私が常任理事になった時から声をかけていただき、何度か研修に足を運ばせ

ていただいた。何も役にはたたないと思いながらも自分なりの考えを話させていただいた。

それが成果に結びついたかはわからないが、人間関係を構築する部分でこういう人間もいる

と判っていただきたい。今回退任される皆様、立道後輩、田中潮さん、久保田先輩、相馬後

輩と一緒に活動をさせていただいたことが非常に嬉しく、一緒に退任できることが有り難く

思う。今回新執行部でがんばられる皆さんも今以上に活動を充実したものにして欲しい。何

かあれば気晴らしにでもお電話いただきたい。事務局の方々にもお世話になり、迷惑ばかり

かけて申し訳なかった。この場を借りてお詫び申し上げる。お体に気をつけていただきたい

。最後に青年団活動は私たちが生活している社会活動にそのまま反映されているものだとす

ごく思う。活動がうまくいったりいかなかったり、私たちの活動が終わった後に社会生活を

営むにあたりそのような場面に当たる。その中で自分たちが青年活動で培ったものを少しで

も出していければ社会はもっと豊になる。死ぬまでこの活動は続く。これからも、陰ながら

応援させていただくので、どこかでお会いしたら気軽にお声がけください。ありがとうござ

いました。 
―拍手― 

鳥澤事務局長  続いて久保田秀樹さん。電報が届いているので紹介する。 
＜電報紹介＞ 

鳥澤事務局長  久保田さんからのメッセージをお願いする。 
久保田秀樹   社会運動の大切さということで、社会運動をずっと頑張ってきた。僕の地元は

糸満の米須というところである。沖縄戦では大変な激戦地で、人口の３分の１が一家全滅し



 

た地域で生まれ育った。本土の修学旅行生が来て地元の人たちと交流したいということで交

流したが、戦争のこと、沖縄戦のこと、自分の地域のことが全くわからず、逆に東京から来

た子たちはいろんな事を勉強して来ていて恥ずかしい思いをした経験がある。これでは駄目

だと思い、そこから勉強していった。勉強していく内に自分の地域だけでなく沖縄の基地問

題などに目を向けるようになり、更に北方領土問題が目につき、当時日青協にあがる前にビ

ザ無し交流に参加したいと２～３年間お願いした結果９年前に参加できた。それがきっかけ

で日青協に入ることになった。僕の力不足もあり、社会運動が盛り上がることができず少し

心残りだ。いろいろ勉強させていただき感謝している。日青協は楽しくて皆和気藹々で、す

ったもんだも勿論あるが会議終了後は飲み会があり仲良く朝まで酒を飲んだこともよくあ

った。立道さんのハゲ頭をいつもいじって申し訳ないと思っている。田中さんとは、田中さ

んが日青協に入ったばかりの時に沖縄の祭りに来ていただいて一緒に活動した。田中さんが

新聞を担当しているときに、僕が沖縄新聞の担当で記事を書いて欲しいと依頼を受けたが時

間が無く書けなかったことが、今でも申し訳ない。高山さんはいつものキャラクターで楽し

い想い出がある。香川に遊びに行った際、先輩とうどんを食べに行き、香川はうどん、うど

んは釜揚げと言われたのに僕は味噌がいいですと言った。思い返すにつけ恥ずかしい。高山

さんの家にも泊めてもらい、たくさんの想い出がある。相馬さんは何度も沖縄に遊びに来て

くれ、また、僕が静岡に行ったときは車でいろいろ案内してくれた。一番印象に残ったのは

原発に行ったことだ。お互い建築関係の仕事もしているので、一緒に仕事がしたいねと話し

た。また、沖縄に遊びに来てくれると思っている。以前に、このような場所で一緒に三味線

を弾きたいねと話をしていたが、私が弾けないので申し訳ない。今度、全青大の時やりまし

ょう。現役の皆さん、このように館がない苦しいときに離れていくことが心苦しいが、頑張

っていただきたい。照屋新会長は同じ地元である。手助けできないのが心苦しいが、小さな

遠い島から会長が出ると言うことは我々にとっては非常に大きな意義がある。歴史、思いが

ある地域から日本の会長になるということは沖縄の中でも例の少ない事だ。沖縄では、一緒

にやっていくが、強いて言えばいびきと歯ぎしりが大きいので一緒に寝たくない。千葉さん

とは何度か北方集会に行きいろいろおいしいところに連れて行ってもらい感謝している。日

青協の中では僕が一番古く次が戸嶋さんだ。戸嶋さんには、恋愛話などいろいろご指導いた

だいた。これからも話をしたい。山田絵美子さんはとてもかわいらしいが、正直ちょっと抜

けているところがある。醤油皿が２つあるとき、片方の皿にわさびを入れ、そちらにつけて

食べるのかなと見ていると、反対の皿の醤油につけて食べていた。何で食べないところにわ

さびを溶かしたのかなと不思議に思った。本当に、痩せてきれいになりましたね。石井さん

は平和に対する熱い想いを持っていますので、どのような役職でも十分やっていける。また

、奥さんが沖縄に来たとき一緒にカラオケに行き、奥さんがカツラと韓国衣装で仮装したと

きには驚いた。祥平さんはプライベートで東北に行った際、車でいろいろ案内してくれた。

車の中でもずっとしゃべり放しでよく話すなと思っていた。福永さんは家を造るということ

でいろいろ話をして盛り上がった。僕の趣味が新築の家で焼き肉パーティーをすることなの

で、今年の夏には新築の家に行って焼き肉パーティーをして嫌がられたい。砂口さんとは、

５，６年前に鳥取にいったときおいしいところや鳥取砂丘に連れて行ってもらったことが非

常に記憶に残っている。砂口さんは、オルグによく行かれ、やる気のある人間ですのでこれ

からも活躍すると思う。廣瀬さんはたぶん僕のことを男として見てないと思う。話をしてい

ると、ころころ話を変えるのでこの子は僕には興味ないなと思った。別に好き嫌いとかでは

なくて、お互い結婚できるように頑張ろう。最近ちょっと思うのは、少し太って来ているの

で健康に気をつけてくださいね。これは先輩として体に気を遣ってねと言う激励だ。局員の

皆さん、ここにいる皆さん、本当にお世話になった。皆さんに何を残せたかなと考えたとき

、日青協では社会運動の大切さを訴えて来たつもりだ。皆さんの所に行きいろいろ勉強させ



 

てもらった。僕が皆さんを指導するというより、皆さんに教えられたと本当に感謝している

。僕は日青協で成長させてもらった。皆さんに感謝している。ありがとうございました。 
―拍手― 

鳥澤事務局長  続いて田中潮さん。電報が届いているので紹介する。 
＜電報紹介＞ 

鳥澤事務局長  田中さんからのメッセージをお願いする。 
田中潮     ついにこの日がやってきた。振り返ると９７年に臨時職員として入局以来、こ

の定期大会で１９回目を迎える。１９回目で退任と言うことで非常に感慨深い。昨日は屋形

船でゆっくりさせていただいたが、退任したとはいってもご承知の通り人がいないので、今

日は朝から退所点検、部屋の布団直し、ゴミの片付け、居室の鍵がかかっていないかと作業

をし、本部の撤収の手伝い、予算の審議を見守り、その後明日の宿泊の未予約が発覚したの

で急いでセンター棟本部に行って部屋の追加をし、そんなことで駈けずりまわっている退任

する前事務局長です。思い出話をするときりがなく、それだけで１時間過ぎてしまうので今

日は時間も押しているし、鳥澤新事務局長も焦っていると思うので簡潔に話す。やっと鳥澤

新事務局長に笑顔がでた。私と青年団と言うことで２つほどお話をしたい。私が青年団ある

いは青年団精神と出会ったのはおそらく小学校４年生の頃ではないかと思う。私は東京の西

の外れあきる野市というところに生まれたが、家は東京にいながら何と専業農家で大変貧乏

でした。家計がガタガタで大変貧しい、昭和３０年代の暮らしの様な感じでした。たとえば

みなさん普通お風呂はスイッチでつくと思うのですが、我が田中家は１９８０年代ながらな

んと薪でお風呂を沸かす家でした。私の仕事は学校から帰ると薪をつくること。そんな生活

だった。ところが田中家には沢山の本がありました。私の親父が大変変わった人間で、本を

読むことが好きなのではなく集めるのが好きだったのだ。その本を読んだり眺めたりしてい

て非常に心を打たれた本が１冊あった。それが下村湖人の次郎物語だ。今日は佐賀県からも

多数お越しで下村湖人のことを私が話すのは僭越だが、下村湖人は戦前、戦中、戦後初期ま

で青年団運動の指導者田澤義鋪先生と並びながら指導されていた方である。今もあるが小金

井浴恩館の青年団講習所で講習会が行われていた。そこの指導をされていた方である。その

方が書かれた本が次郎物語だ。この本に感銘を受け、次郎物語が私のずっと一番大事な本で

ある。この本は下村湖人の伝記だが、実は第５部で戦中の青年団講習所のことも描かれてい

る。私は次郎物語を５，６回も読んでいるが、いつも第５部まで行かない。第５部は小学校

４年生（１０歳）ぐらいの私にはちょっと理解できなかったのだと思う。もちろん当時の私

はその後私の仕事に大きく影響してくる方、偉人だとは知る由もありません。少し時代が飛

んでいよいよ日青協との出会い。そんな時期がやってきた。それは私が大学生の時である。

私はもともと教員になりたいと思っていた。ところがあることをきっかけに大学４年生の時

に家から出ることができなくなった。当時を振り返ると昼夜が逆転していた。朝起きる事が

できない。昼間は家にいて、夜人目がないときしか外出できない。そんな１年間を過ごして

いた。働かないといけないと思っていたそんなある日、私の指導教官である大串先生が声を

かけてくれた。「田中君、日青協というところがあるけど君行ってみないか。」先生には大変

お世話になっていたので直ちに答えた。「行ってみます。」そして私の日青協での人生が始ま

った。これ以降のことは、今ちょうど配っていただいている、今回の退任に合わせて発行し

たブックレットに記した。今までいろんな雑紙等に原稿を書かせていただいたものをまとめ

たものである。少しでも青年団運動の普及に役立ちたいとの思いでつくっていますので、よ

かったら読んでください。日青協との最初からの想い出を語り始めると３０分４０分すぐ経

ってしまうので割愛させていただく。最後に皆さんにこんな言葉を残したい。人間の成長に

は四つのことが必要だと。一つは語ること、次に聞くこと、そして書くこと、最後に読むこ

とです。「語り」「聞き」「綴り」「読む」この四つのことをどんなことがあっても弛まず焦ら



 

ずやっていくことが人間の成長につながっていくと私は考える。今日で私の青年団人生が終

わる。だが、同時に始まりでもある。肉体はこれから日本青年館という立場になりますが、

魂は日青協に置いて行きたいと思う。見果てぬ夢を皆さんに託す。本当に１８年間ありがと

うございました。 
―拍手― 

鳥澤事務局長  続きまして立道斉さん。電報が届いているので紹介する。 
＜電報紹介＞ 

鳥澤事務局長  立道さんからのメッセージをお願いする。 
立道斉     日青協役員として６年間全力で取り組んできた。一人ひとりに力をいただきな

がらこの６年間は本当に充実していた。早くもありそして楽しい想い出ばかりが残っている

。私の入団の動機は地域を興したい、町を守りたい、青年団を守りたいということでは無い

。１９歳の時にある先輩にふと呼び止められ、バスケットをしないかと誘われ、青年団でバ

スケットのチームを作って青年大会に出るということがスタートであります。声をかけても

らったことが嬉しく、そのとき運良く全国青年大会に参加することができ国立競技場での開

会式の経験をした。そのとき多くの地域の方から寄付をいただき、激励の言葉をいただいた

ことが青年団の始まりだ。高い志があったわけではない。そのとき開会式であいさつをして

いた、当時の日青協の会長を見てすごいおじさんがいるなと思った。その２０年後に、私が

同じ立場であいさつをする栄誉を賜った。いろんな出会いがあった。市町村団の時には沢山

の皆さんに支えていただいた。いろんな先輩のアドバイスや暖かさをもらいながら順風満帆

に歩めた。なかでも一番力になっているのは、自分たちのことを本気で心配してくれる先輩

方の言葉と経験だ。自分は３７００人ぐらいの小さな町に住んでいる。高知県団の役員をし

たのは、高知県団が潰れかけている状況で声をかけてもらったのがきっかけだ。ちょうどそ

の時県団の４０周年事業があり、初代の県団会長がお見えになり話された事が心に残ってい

る。高知県団が日青協から除名されていた時代があり、再加盟して日本青年館の前に立った

ときに涙が出たと言われたことだ。その思いを何とか引き継いでいこうと思い県団運営をし

てきたが、厳しさや仲間との別れがあり、運営が難しい場面があった。県団役員も本当に少

なく、２人でやるのか、１人でもやりますという話をしたときに、先輩が優しい言葉で支え

てくれた。その時に初めて判ることが沢山あった。日青協役員をしたときも、照屋会長が電

話で一緒にやらないかと声をかけていただいたが、そのときはまだ県団役員を交代できるか

判らないのでとお断りした。様々な方からお声をいただいて覚悟を決めて定期大会に立候補

した。それから６年が経ち、様々な皆様にご支援をいただいた。今思うのは言葉も大事だが

、自分の経験と思いに本気があるかがすごく大事だ。だからこそ言葉も大事にしていかない

といけないし、先輩からいただいたものを先輩に返すのではなく、先輩から預かったものを

後輩に引き継いでいく、先輩が私に託したものを皆様に返していくことが非常に大事だ。そ

の意味からもこの日本青年館を守り、皆が集まって議論できる場所を守っていくことこそが

私の使命であるという思いで会長として２年間務めた。ここにいる役員のみなさん、退任さ

れるみなさん、支えていただき本当に幸せな会長でした。全国各地の研修会で話させていた

だいたことに心から感謝を申し上げたい。高知県団、香川県団の皆さんにも本当にお世話に

なった。感謝する。１９歳の時バスケットをしないかと声をかけてくれた先輩が本日会場に

来ている。本当にお世話になった。お礼を申し上げる。ご縁をいただきながら自分はやって

こられたとみなさんに伝えていくことが使命である。いろんな事があるが、輝きだけは失っ

てはいけない。田中さんとは、日青協に入ったときに朝の５時まで言い合いをした。いろん

な場面で助けていただいた。まだ伝えたいことはあるが皆さんの活躍、青年団活動も、家庭

も、身体も、仕事も大事です。それぞれを大事にしていきながら幸せになる、そういう活動

をしていただきたい。最後に吉田松陰の言葉であります、「我は我なり」。苦しい状況になる



 

こともあるが自分自身に偽りがなければきっと伝わるし、実現していける。一人ひとりが自

分自身を大事にしてこれからも健やかに健康で頑張っていただきたい。何かご縁があれば皆

様のお役に立てるように取り組むのでまたお付き合いいただきたい。簡単ですがお礼のあい

さつとする。本当にありがとうございました。 
―拍手― 

鳥澤事務局長  閉会にあたり、照屋会長よりご挨拶いただく。 
照屋会長    「私たちがつなぐ次代へ・世界へ」このスローガンのもと２０１５年度の活動

が始まる。このすばらしい青年団を次代へつなぎ、私たちの心から平和を希求する思いを世

界へつなぐ。その思いを持って今年度皆さんと共に精一杯頑張る。地域から力強く私たち青

年団の声をしっかりとつなげていこう。２０１５年度定期大会にあたっての私のあいさつと

する。皆さん一緒に頑張ろう。 
 
鳥澤事務局長   最後に青春賛歌「シアワセという絵」を歌いたい。 
 

＜青春賛歌斉唱＞ 
 
鳥澤事務局長  以上をもって第６５回定期大会の全ての日程を終了する。 
 

－終了 ５月５日 １５：００－ 




