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第６６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２０１６（平成２８）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   ２０１６（平成２８）年５月４日（水・祝）、５日（木・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 
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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６５回定期大会会議録の承認 
  ７．運営委員長報告 
  ８．諸 報 告 （１）２０１５（平成２７）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 ２０１６（平成２８）年度運動方針に関する件 

     第２号議案 ２０１６（平成２８）年度事業計画並びに予算に関する件 

     第３号議案 ２０１６（平成２８）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．大 会 宣 言 
  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 １３：００） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－開会 １３：００－ 

 

鳥澤事務局長  第６６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。歌唱指導は中園常任理事と退任役員の３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＞ 

 

鳥澤事務局長  開会にあたり、照屋会長よりご挨拶申し上げる。 

照屋会長  朝方の雨が嘘のように、今、外は青空が広がっている。２０１６年度、この定期大

会を迎えるにあたり、この青空の下皆さんと今日ここに集えたことを喜び合いたい。しかし、

その一方で、４月１４日と１６日の平成２８年熊本地震の余震が今も続く中、被災された皆

様、そして命を落とされた方々には、心から哀悼の意を表する。昨年度、日本青年館が解体

され館のない一年間を皆さんと共にスタートした。そしてまた、被爆・戦後７０年という大

きな節目の年を私たちは一歩一歩止まることなく運動を進めてきた。「私たちがつなぐ、次

代へ、世界へ」このスローガンのもと、すべてはかなわなかったかもしれない。すべては届

かなかったかもしれない。しかし、皆さん、地域の青年たちと共に少しでも運動を進めよう

と今日まで取り組んできたことは決して色あせるものではない。本日、２０１６年度の新た

な運動方針が議論され、新たな歩みが、ここから、そして全国の仲間と進み出そうとしてい

る。十分な議論をして、新たな運動をつくり出していきたい。本日は連休の中、日本青年館

の山本常務理事にもお越しいただいた。この運動方針でも議論するが、来年には新しい日本

青年館が建つ。この２０１６年度は、そういった意味でも新しい日本青年館にすべての思い

を向ける、そういった一年になると思う。最後まで思いをぶつけ合い、語り合い、また新た

な一歩を踏み出そう。共に頑張ろう。 

鳥澤事務局長  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    皆さんこんにちは。第６６回を数える日青協定期大会を迎えられたことに心か

らお祝いを申し上げる。会長の挨拶にもあったとおり、今年は、あの東日本大震災から５年

目という節目の年を迎えた。我々は追悼の思いを新たにし、復興への支援と防災意識の改良

を新たな気持ちを持って取り組もうとしている矢先に、平成２８年熊本地震が発生した。犠

牲になられた方、被災された方に、心から哀悼並びにお見舞いの言葉を捧げたい。たまたま

発災直後に、鳥澤事務局長が九州にいたので、お願いをして、熊本の青年会館がどうなって

いるのか見てきてほしい、もし必要ならば全国から支援の手をさしのべるということを伝え、

おそらく他県からは鳥澤事務局長が一番最初に熊本県の青年会館に入ったのではなかろう

か。その時に彼が、見て、聞いてきたことを全国の青年会館に報告したところ、すぐさまお

見舞い金が１００万円を超す額で集まり、５月１日に私はそのお見舞い金を持って熊本の会

館を訪ね、理事長、常務理事、そして役員の方々に渡してきた。同時に会館や市内の状況を

見てきた。会館そのものは、２トンの水が入る貯水槽やボイラーが壊れていた。会館にはそ

の２トンの水が天井から流れ出し、宿泊室や会議室まで浸水し、床、壁、天井が使い物にな

らなくなっていた。この地震のすごさを体感することが出来た。会館の皆様はそれからいち

早く会館の復旧に取りかかった。まだエレベーターも動かず、水道はやっと復旧したが、飲

めるかどうかの検査も終わっていない中、復興にあたられる方々やボランティアの方々に使

える限りの宿泊室、会議室を提供して、共に復興に当たっている最中であった。これから恐

らく、東日本の時に取り組んだ我々の動きを九州の仲間と中心になって、情報を交換し合い

ながら、息長く、復旧、復興に向けて、想像力を働かせながら取り組んでいく必要があると

思う。皆さんも是非、その輪に加わってほしいと思う。 



 

さて、この定期大会だが、新しい運動をつくり上げる場であると同時に、これまで長年に

わたり全国の青年団運動を支えてこられた日青協の役員の方々が退任される場でもある。そ

してまた、新しく誕生する執行部も一年間全国的な運動をする意義を新たにする場でもある。

長年にわたり全国の青年団運動を支えてこられ、今回で退任される方々、本当にご苦労さま

でした。心から言葉を掛けたいと思う。私自身もちょうど２１年前、日青協の事務局長の席

を３年預からせて頂いた。感無量の思いでこの定期大会の場に立ったことを、今でも昨日の

ことのように覚えている。その時に全国の仲間の顔が思い浮かんできたのを思い出している。

今度は、退任される方々は、ぜひ地域社会を支える役割を果たしていただきたい。新しい執

行部を担うみなさんには、これまでこうだったから、という気持ちではなく、一年生のつも

りで新しい全国の青年団運動に取り組んでほしい。私たち日本青年館は、それを精一杯支え

ていきたいと考えている。 

その日本青年館は、会長の話にもあったとおり、三代目となる日本青年館が建設の途中で

ある。来年の夏には新しい青年館を皆さんにご覧、ご使用いただけるのではないかと思う。

来年の定期大会には間に合わないが、全国青年大会では三代目日本青年館を精一杯使用して

いただいて、全国青年大会をすばらしいものにしてほしい。三代目となる日本青年館は、地

下２階、地上１６階、高さは７０メートルほどにもなる。これまであった二代目の青年館の

３倍ほどの高さになる。客室に泊まると、真下に神宮球場を見下ろすことが出来る。初代の

日本青年館は１９２５年、今から９１年前に完成した。全国の青年団の先輩方が、一人一円

募金でどこからも寄付を受けることなく、青年団独自の力で完成させた。そして、二代目の

日本青年館は、１９７９年、３７年前に完成した。このときは、昭和の青年が全国で５億円

もの募金を集め、総額５４億円で完成し、これから３６年間にわたり、全国の青年団運動を

支えてきたという歴史がある。今度は平成を生きる皆さんが、ぜひ三代目となる日本青年館

に青年団の魂を込めて活動を展開していただきたい。私ども日本青年館もずっと青年団の支

援、青少年団体への支援、社会教育の拠点としての役割をずっと果たしていきたいと考えて

いる。皆さんと共に、三代目の日本青年館をつくりあげ、皆さんの後輩となる青年団員のた

めにすばらしい館を残していく。 

さて、今日明日と定期大会では今年一年間の方針が話し合われるわけだが、私も日青協の

事務局に２０年弱籍を置き、何度もこの緊張感、楽しい議論を味わってきた。ぜひ、今日明

日と話し合われる方針が、どこか遠いところの方針を話し合う風に捉えるのではなく、自分

の地域にあったらどうなのかという思いを持って議論に臨んでいただきたいと思う。そして

私どもが方針を議論する時に、頭の片隅に置いておいてほしいのだが、３つの観点から方針

を読み解いていったのを覚えている。それは「いのち」「くらし」「こころ」だ。これらを守

り育んでいくために、この方針を地域でどのように展開していくべきなのか、どのように伝

えていくべきなのかという観点を持って議論に臨んでいただきたい。かなり豊富な運動方針

の量だが、ぜひ観点をそこに置いていただいて、我々がやってきたことを少しでも引き継い

でいただければと思う次第である。この第６６回の定期大会が皆さん方の議論で、豊かな方

針が出来上がることを心から祈念してお祝いの言葉とする。２日間頑張っていただきたい。 

鳥澤事務局長  ここで多くの関係機関・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６６回日本青年団協議会定期大会が開催されますことを心からお慶び申し上げま

す。御参加の皆様には、それぞれの地域における青年団活動を通じて、人々が心豊かに生活できる地

域社会の構築を目指して、常日頃から、これからの地域を担う青年たちの育成に御尽力を頂いており

ますことに、深く敬意を表するものであります。地域と学校の連携・協働の下、地域住民等が参画し、



 

地域全体で学び合い、未来を担う子供たちの成長を支え合いながら、次世代の地域創生の基盤をつく

るためには、青年団の皆様のお力添えが必要です。本大会での議論を通じて、青年団活動が益々活性

化することにより、豊かで持続可能な地域社会の創出に貢献されることを期待しております。 

 

文部科学大臣 馳 浩 

 

第６６回日本青年団協議会定期大会のご盛会を心からお慶び申し上げます。 

 人口減少や高齢化が進むわが国では、それぞれの地域でご活躍いただいている青年の柔軟な発想や

行動力が求められています。 

 是非ともに力を合わせて日本の未来のために頑張りましょう。 

 

自由民主党青年局長 衆議院議員 牧原 秀樹 

 

 第６６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。 

 皆様におかれましては、日頃より地域活動にご尽力されていることに対し、心から敬意を表します。 

 いよいよ本年夏の衆議院選挙より、公明党が結党直後から一貫して、取り組んできた、「１８歳選挙

権」が施行されます。多くの若い皆様がこの権利を行使することを期待しています。 

 また、公明党は「若者雇用促進法」を、政府に提言し、実現させました。これからも未来を担う皆

様の雇用環境を整え、大胆な政策展開で「希望がゆきわたる国」に全力で取り組んでまいります。 

 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６６回日本青年団協議会定期大会にあたり、民進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。 

本年３月に結党した民進党は、「自由」「共生」「未来への責任」の旗を高く掲げ、力強く国民ととも

に進む政党です。「公正・公平・透明なルールのもと、多様な価値観や生き方、人権が尊重される自由

な社会」「誰もが排除されることなく共に支え、支えられる共生社会」「未来を生きる次世代への責任

を果たす社会」の実現をめざしております。 

 我が党は今後、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。 

 学ぶ意欲のある子どもたちに学びの機会を提供する渡しきり奨学金の創設や、子どもの貧困の象徴

となっている一人親家庭に対する支援の拡充をめざします。また、地域間格差を是正するなど最低賃

金制度の仕組みの見直しを進めてまいります。さらに被選挙権年齢に引き下げの実現し、若者の政治

参画をさらに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。 

 

民進党代表 岡田 克也 

 
 日本青年団協議会第６６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、地域の課

題を見つめ、豊かで持続可能な地域社会をつくるために努力を続けていること、「桜ライン３．１１」

をはじめとした被災地支援の活動にねばりづよくとりくんでおられることに、心より敬意を申し上げ

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。

今後も、一致する課題で力をあわせ、青年の願い実現へ、ともに奮闘しましょう。 



 

 昨年、安倍政権が強行した安保法＝戦争法は、憲法のもとで、自衛隊創設後も、一人の外国人も殺

さず、一人の戦死者も出してこなかった、戦後日本の平和の歩みを根底からくつがえすものです。安

倍政権による憲法破壊の非常事態にたいして、国民一人ひとりが、主権者として、自由な、自発的な

意志で立ち上がり、声をあげる、戦後かつてない新しい市民運動、国民運動がわき起こり、豊かに発

展しています。この運動のなかで、学生、高校生をはじめとする若い世代が、すばらしい役割を果た

していることは、日本の未来にとって大きな希望です。  

 私たち日本共産党は、戦争法廃止、立憲主義の回復、個人の尊厳を大切にする社会の実現へ、野党

のみなさん、そして広範な市民のみなさんと力をあわせて奮闘する決意です。 

 未来は青年のものです。貴協議会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６６回日青協定期大会のご開催を心よりお慶び申し上げます。 

 いま、日本は超高齢化・人口減少社会を迎えております。 

 そしてこのような流れの中、年金や介護ばかりが重点政策として取り上げられ、若者の生活支援や、

子育て支援に目が向けられることは決して多くはありませんでした。 

 私自身は、その中でも「子ども手当」の充実に取り組みましたが、結局満額支給は実現せず、今は

再び高齢者志向の社会保障政策へと逆戻りしております。 

これからのこの国の主人公は若いみなさま方です。 

 日本の将来をどうするか。この点は何より、将来の日本を背負って立つみなさま方自身に、真剣に

考えていただかなくてはなりません。 

 そして政府はその思いに応えるべく、しっかりと若者に支援・応対すべきであります。 

 私どもも小政党ながら全力で取り組んでいく所存です。 

 みなさまの声が政治を変えます。どうか社会に対してより強力に発信をし、より良き未来を想像し

ていただきたいと思います。 

 結びに、日本青年団協議会の一層のご発展と、本日ご参集のみなさまの更なるご活躍、ご健勝を心

よりお祈り申し上げます。 

 

生活の党と山本太郎となかまたち 代表 小沢 一郎 

 

 第６６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、豊かで持続可能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。 

 未曾有の東日本大震災から５年が経ちましたが、「人間の復興」は未だ途上です。４月１４日に発生

した熊本・大分大地震の被害も甚大となり、今も３万７千人が避難所での生活を余儀なくされていま

す。社民党は一刻も早い被災地の復旧・復興と被災者・避難者の生活再建に全力で取り組むとともに、

原発再稼働を許さず再生可能エネルギーへの転換を求めていきます。 

 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。今年３月には「戦争法」が施行さ

れました。さらに震災を口実にした「緊急事態条項」を新設して内閣の独裁権を確立し、今夏の参院

選後には明文改憲に突き進もうとしています。「平和国家」から「戦争できる国・する国」へと変えさ

せるわけにはいきません。また、安倍政権が進めようとする「生涯ハケン」や「残業代ゼロ」の労働

法制改悪、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は、若者のいのちを削り将来への希望を奪うものです。 

 社民党はこれまで、いのちや暮らし、雇用、憲法を守る活動に取り組んできました。安倍政権の暴

走を許さず、平和憲法の理念が暮らしの隅々に生かされた社会の実現をめざしてたたかいます。そし



 

てなにより、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大きな期待を寄せ

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姿を大変心強く感じています。日青協のたゆまぬご活躍に改めて

敬意を表するとともに、本大会のご討議が、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めざして、ともに頑張りましょう。 

 
社会民主党党首 吉田 忠智 

 
 「第６６回日本青年団協議会定期大会」が、多数の皆様のご列席の中で盛大に開催されますことに、

心からお祝い申し上げます。 

 戦後の経済的不況のなか、全国の青年団組織が青年の生活環境向上に向け様々な地域活動にご尽力

されてこられましたことに心より敬意を表します。 

 現在、地域は過疎化や少子高齢化等の様々な課題を抱えております。雇用の減少や劣悪な労働環境、

教育行政の後退は、そこに暮らす青年達にとって自らの成長を妨げています。こうした課題を率先し

て対処し、貴協議会が地域社会の先頭で走り続けられることをご期待申し上げます。 

 最後に、貴協議会の今後ますますのご発展と、ご参集の皆様のご多幸とご健勝を心よりお祈りいた

します。 

 
おおさか維新の会 代表 松井 一郎 

 
 第６６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６６

回目を迎えましたことは、皆様が時代の要請をしっかりと受け止め、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、

地方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

する部分も多く、住みよい社会の建設という目的達成のため、とも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６６回日本青年団協議会定期大会の開催にあたり、お祝いを申し上げます。 

 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。 

 東日本大震災から５年が過ぎましたが、未だに多くの方が仮設住宅に暮らす中、熊本を中心に新た

な大地震が起き、またも多くの方が被災されました。被災されたすべての方々にお見舞い申し上げま

す。これより貴団体では、救援物資の提供や募金活動、炊き出しなど、若い力で復興に向けた活動を

広げていることと存じます。私ども生活協同組合も一日も早い復興のために力をそそいで行く所存で

す。 



 

 このような事態では普段の何気ない暮らしにこそ平和があるということが、身にしみて分かります。

その平和を脅かす最大のものが核兵器であり、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帯し、

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、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６６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

青年学生たちの人権と民族権利の擁護、朝鮮半島の自主的平和統一の実現、朝鮮と日本両国青年の友

好親善強化に向けた私たちの運動に変わらぬご支援をくださる青年団の皆様に心から御礼を申し上げ

ます。 

昨年は、私たち在日本朝鮮青年同盟結成６０周年を祝う記念大会に駆けつけ連帯のご挨拶をくださ

ったことや、朝青の地方本部との活発な交流が行われたことなど朝・日の青年たちが一層の友情と絆

を深めた一年であったと思います。 

一方で朝鮮半島情勢、在日同胞を取り巻く情勢は深刻な状況を迎えています。 過去最大規模で行わ

れた米「韓」軍事演習や「制裁」といった反共和国騒動は、朝鮮半島のみならず北東アジア全体の平

和と安定を踏みにじり、いたずらに緊張を激化させています。 

また、日本国内においても「高校無償化」制度問題や、各都道府県が給付する朝鮮学校への補助金

支給を見直すように文科省が通知を出したことをはじめ、民族教育差別や人権侵害が横行しているば

かりか、熊本での震災に際して「朝鮮人が井戸に毒を入れた」というデマが流されるなど、在日朝鮮

人への不安や不満を煽るヘイトスピーチ、謝誇中傷は一層エスカレートしています。 

私たちは両国間に多くの問題が山積する今こそ、朝・日の青年たちが率先して困難に立ち向かい、

一日も早く朝・日友好の未来を切り拓かなければならないと強く実感しています。 

今年、朝鮮では金日成社会主義青年同盟結成７０周年、日本では在日同胞による中等教育実施７０周

年を迎える年になります。 

私たちは青年学生のより良い未来を創るべく青年運動と民族教育の更なる発展のために活発に取り

組んでいくとともに、朝・日の青年たちが学習や交流の幅を拡げ、より多くの地域、より多くの人々

との連帯を強めながら相互理解と信頼に基づいた関係を着実に積み上げていくことを切に願っていま

す。 

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。 

これから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カしていく所存です。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申し上げます。 

在日本朝鮮青年同盟 中央常任委員会  

委員長 金 勇 柱(キムヨンジュ) 

 

 
日本青年団協議会第６６回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７１年目を迎えました。１９４５年８月６日と９日、米軍が投下した残忍な

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、無差別に殺された多くの人々の

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、国連の場でも核軍備撤

廃にむけた議論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。世界中に被爆者が

訴える「核兵器廃絶国際署名」も動き始めました。 

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。空襲や沖縄など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、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。 

「自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」と宣言して日本被団協を結

成して、今年６０周年を迎えます。今、私たちの運動が、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６６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６６回日青協定期大会のご開催、心よりお祝い申し上げます。 

 今日、過疎化、少子高齢化などで、様々な課題を抱える地域社会において、青年団活動の役割が重

要になっております。 

 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上げ、益々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 

 

 はじめに、この度の熊本での地震において被害にあわれた皆様にお見舞い申し上げるとともに、ご

家族やご親族が不安な日々を過ごされている中、地元組織や自治体での救助・復旧などに昼夜を問わ

ず活動されている被災地の青年組織の皆様に最大の敬意を表します。我々青年組織が今こそ気持ちを

ひとつにし、被災地の一日も早い復旧・復興に向けて、全力を挙げて取り組んでまいりましょう。 

 そして本日、第６６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、心からお祝い申し上

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。 



 

 我々、全国農協青年組織協議会も、地域に根差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い

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 天笠 淳家 

 

 第６６回日本青年団協議会 定期総会の開催を心よりお慶び申しあげます。格差と貧困を無くし、

人間らしい暮らしを取り戻すため共に頑張りましょう。 

 
社会教育推進全国協議会 委員長 小林 繁 

 

 第６６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。持続可能な地域社会の創出にむ

けて、学習と実践のなかで粘りづよく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。また併せて、日頃のご支援・ご協力に熱く御礼申し上げます。 

 安倍内閣は、昨年末、「戦争が出来る国」、「富国強兵国家」づくりに狂奔しています。 

解釈改憲に基づく集団的自衛権の行使を法律家しただけでは飽き足らず、改憲発議の議席数を確保す

べく夏の参議院選挙を衆議院選挙と同時に行うことを視野に入れています。地方自治体でも、言論・

学問・集会・表現の自由という戦後憲法で保障された基本的人権を侵害するかつてない動きがでてい

ます。その意味で、憲法施行７０周年の今年は、憲法と平和、地方自治、民主主義、基本的人権をめ

ぐる歴史的な分岐点だといえます。 

 一方、「アベノミクス」は、国民の圧倒的多数や地方での所得の向上に結びつかないことが明らかに

なり、労働法制の改悪、医療・社会保障改革、保育園の入所困難の顕在化など、安倍内閣が掲げた「一

億総活躍社会」という言葉に逆行する事態が顕在化しています。本年４月に起きた熊本・大分地震に

おいても、安倍内閣は被災自治体の要望である激甚災害指定を遅らせる一方で、現地での災害対策よ

りもＴＰＰ審議を優先したり、菅官房官が「緊急事態事項」の憲法改正必要論をあえて口にしたり、

川内原発の運転を続行するなど、被災者の命の不安に反する姿勢をとり続けています。 

 以上のような安倍内閣による強引な「富国強兵国家」づくりは、国民のかつてない抵抗を生み出し

ています。昨秋の安保関連法案をめぐる幅広い層による「総がかり」運動は、官邸・国会前から全国

の農山漁村に広がり、次期参議員選挙において立憲主義を守り戦争法案を廃止させる市民運動の力で

野党統一候補の擁立が全国各地に広がるなど、戦後政治史上画期的な運動へと発展しています。沖縄

では、辺野古基地建設をめぐる「オール沖縄」の闘いが国による横暴な建設を食い止めており、原発

再稼働に反対する市民運動は、司法による活動原子炉の停止仮処分決定を生み出しました。 

 地方自治と憲法をめぐる戦後最大の危機を打開する取り組みが、このように各地で確実に広がって

きています。１８歳選挙権が認められる中で、青年の役割は決定的に重要になってきています。自治

体問題研究所は全国３５の地域研究所ネットワークと共に、日青協はじめ諸団体の皆様と手を携え、

この取り組みの一端を担い、私たちの社会的使命を果たしていく所存です。 

 最後に第６６回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６６回定期大会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、日中両国関係は改善の兆しは見えてきましたが、さらにより良い関係改善をめざし尽力すべ

き状況です。 

 来年、２０１７年は両国の国交正常化４５周年を迎えます。両国の友好都市交流を通じて日本各地

で友好交流を促進してまいりたいと存じます。是非、貴会並びに各地の青年団の皆様との協力関係が

出来れば幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 本日の第６６回定期大会の活発な討議を踏まえて、日中両国の民間交流を促進しに尽力されますこ

とをご期待申し上げます。 

 貴会の益々のご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 丹羽宇一郎 

 

 第６６回日青協定期大会の開催にあたり、仕事や活動を両立させ、学習と実践を繰り返しながら、

仲間とともに成長できる活動を全国各地で広げておられる大会参加者の皆さまに、心からの敬意を表

します。 

 立憲主義と民主主義を踏みにじって成立した「安全保障関連法」のもとで、青年が再び戦場に送ら

れる危険が現実のものとなりつつあるなか、「青年は二度と銃をとらない」との誓いのもとに奮闘を続

けてこられ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、これからの地域を担い、自らのふるさとを支える青年が再び殺し殺さ

れるような「戦争する国」に日本をさせないために、侵略戦争の事実と教訓を語り伝えながら、日中

両国民の友好連帯をアジアと世界の平和へと結びつける運動に全力をあげ、全国各地の青年の皆さま

と手を携えて奮闘する決意です。 

 第６６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踏み出す場となることを

心から祈念し、連帯のメッセージと致します。 

 

日本中国友好協会 会長 長尾 光之 

 

第６６回日青協定期大会を祝し、心よりお喜び申しあげます。 

 関係各位の並々ならぬご尽力に敬意を表し、大会のご成功を祈念いたします。 

 

原水爆禁止日本協議会 

 

 第６６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達を育て、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。 

 第１９０回通常国会の審議においても、「戦争法」の危険性、違憲性がますます明らかになる中、３

月２９日、憲法違反の「戦争法」が施行されました。同日夜国会正門前で開催された行動には、３万

７０００人が参加し、全国でも「発動を許さない」「廃止しかない」の声が広がっています。安倍首相

は、法の施行にあたって「日本を守るためにお互いが助け合うことのできる（日米）同盟はその絆を

強くする。絆の強い同盟によって、抑止力は高まっていく」などと「戦争法」を正当化しています。

しかし、戦争法は、米軍の戦争に、世界中どこでも自衛隊が参戦できるようにした憲法違反の法律で

す。憲法が禁止する武力を自衛隊が行使し、「殺し殺される」事態が現実のものとなる危険性が高まっ

ています。「戦争法」の発動を何としても止めなくてはなりません。 

 アベノミクスは、非正規労働と長時間労働をさらに増やし、格差を拡大しています。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％（２０１２年）、日本の子

どもの６人に１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にいる子ども

たちがいます。アベノミクスは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」を育成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。 

 戦前、戦争に加担してしまったという痛切な反省のもとに、「教え子を再び戦場に送らない」ことを

心に刻んで、日本国憲法の理念を実現させるべく、私たちは教育活動をすすめてきました。私たちの

願いは、目の前にいる子どもたちが民主国家の主権者として成長することであり、幸せな人生を送る

ことです。いま、まさしく私たちの目の前にいる子どもたちが戦地に赴きかねない状況がつくりださ

れようとしています。「戦争法制」の成立を許さないために、広く社会的な連帯のうねりをつくるため

に立ち上がろうではありませんか。 

 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か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 

 

 日本青年団協議会第６６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

合運動への御支援・御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

域の課題解決力を高め、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。 

 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 神津 里季生 

 
 この度の第６６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、日青協の皆様方が広く国内各地域で、青年の生活向上を目的とした幅広い活動を展開する中、

子供たち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るなど、それぞれの地域へ

貢献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、今日青少年を取り巻く問題の根底には、家庭や地域の教育力の低下によって、しっかりとし

た環境、すなわち「愛情、しつけ、体験」が不十分なまま育っている子供が増加してきていることが



 

あるのではないかと考えています。 

 従来は、それぞれの家庭や地域社会の中で、異年齢の子供たちと一緒に遊んだり喧嘩したり様々な

体験をすることが日常的に行われていました。そして、そのような活動を積み重ねる中で、社会のマ

ナーを身につけ、ルールを守ろうとする規範意識や道徳心、更にまわりの人々をおもいやる心が培わ

れていたと思います。しかし、近年、子供たちを取りまく環境は大きく変化しており地域の宝である

子供たちを、知・徳・体のバランスのとれた心身共に壮健な次世代の担い手として育てるためには、

各地域において地域の大人が協力・連携し、意図的・計画的に地域の子供たちの様々な体験活動の機

会や場を作りながら、地域の教育力を高めていくことが求められているのではないでしょうか。 

 そのため当機構では、子供たちの発展段階に即してそれぞれ必要な生活体験や自然体験、社会体験

などが行えるように様々な体験の場や機会の充実を目指した「体験の風をおこそう」運動を推進して

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御配慮賜り、今後とも地域の中核とな

って、子供たち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 

 

 第六十六回日本青年団協議会定期大会の開催にあたり、心からのお祝いを申し上げます。 

 貴団体が、仲間と共に成長できる活動を大切にしながら、地域社会と地域を担う青年達の生活の向

上や仲間づくりを進め、平和で民主的な社会をつくるために努力されていることに、心からの敬意を

表します。 

 ４月１４日以来続いている熊本地震では、熊本県や大分県などで大きな被害が生まれています。被

災された方々にお見舞いを申し上げるとともに、各地の青年が救援活動に奔走していることに、心か

らの敬意と連帯を申し上げます。私たち民青同盟も、青年の「自分も何かしたい」という思いを集め

て救援活動に力を尽くす決意です。 

 昨年、安倍政権は多くの国民の声と日本憲法を無視し海外での武力行使に道をひらく安保法制を強

行成立させました。私たちと同世代の自衛隊員が戦場に送られ、「殺し、殺される」危険が迫っていま

す。安保法案はいますぐ廃止するしかありません。一方、安保法制の強行に多くの青年が不安や危機

感を抱き、一人ひとりが真剣に考え、「戦争は嫌だ」「青年の命を守ろう」と自分の言葉で発信してい

く新しい流れが広がっています。１８歳選挙権が実現し、「自分たちの未来を自分たちで決めよう」と

いう意欲も広がっています。世界では、戦争ではなく対話と外交で紛争を解決する努力が続けられて

います。戦後、私たちは「青年は二度と銃をとらない」と誓い、平和と民主主義の実現に向けたゆみ

ない努力を続けてきました。青年が主権者として声を上げる流れが広がったいま、日本中の青年が手

を取り合い、学び、行動し、日本国憲法の精神に基づく新しい政治への一歩を踏み出す時です。 

 民青同盟は、他の青年団などとも力を合わせ一昨年から「若者憲法集会」を開き、憲法の価値を学

んで自分たちの言葉で発信していく運動を広げています。全国各地で自分の気持ちを発信するデモや

集会にも取り組んでいます。戦争体験の「聞き取りプロジェクト」や沖縄米軍基地フィールドワーク、

ブラック企業実態調査やお仕事交流会、無料塾や被災地へのボランティア活動など、平和で青年が生

きやすい社会をつくるとりくみに力を尽くしています。行動や発信と共に心の中にしまっている不満

や悩みも語り合い、自分の要求や社会のおかしさに気づける学びと交流を進めること、「自分はどう生

きていきたいか」をともに考え、社会の担い手として成長することを大事にして活動を進めていきま

す。 

 昨年の第６５回大会で、貴団体が「被爆・戦後７０年 不戦の誓い」を発表されたことに、私たち

も大変勇気づけられています。私たちは今後も、平和と民主主義を守り日本国憲法を実現する運動、



 

青年の雇用と暮らしの改善、震災復興など、青年の要求実現のために、日本青年団協議会のみなさん

や多くの青年団体・個人と共同して活動をひろげていきたいと考えています。 

 最後に、本大会が、所期の目的を達せられ、大きな成功をおさめられることを祈念し、連帯のメッ

セージといたします。 

 
日本民主青年同盟中央委員会 委員長 小山 農 

 

 日頃より首都圏青年ユニオンの活動へのご支援・ご協力をいただき感謝申し上げます。このたびは、

第６６回日本青年団協議会定期大会を迎えられ、誠におめでとうございます。皆様の日頃の奮闘に敬

意を表し、首都圏青年ユニオンより心からの連帯のメッセージをお送りいたします。 

 首都圏青年ユニオンには多くの青年から労働相談が寄せられます。近年では高校生や大学生の「ブ

ラックバイト」問題も身近となっています。アルバイトやパートと呼ばれる非正規労働者の労働環境

においては「社会保険や雇用保険に加入できない」「有給休暇を満足に使うことが出来ない」等の問題

があり、正規労働者は長時間労働や過労死等の問題に直面しています。また政府は地方創生と声高に

いっていますが、大都市圏とそうでない地域の最低賃金の格差はますます広がるばかりで、「この最低

賃金水準では地元では暮らせない」という相談も寄せられます。 

 そのような状況の中、日本青年団協議会の皆様が地域の青年に寄り添い、様々な活動を行っている

ことは、草の根から地方を良くしていく、生きた活動であります。 

 ご参加の皆様におかれましては、定期大会での活発な議論を通じて、実りおおきなものとなります

ように、また、さらなる運動の前進がはかれますよう心から祈念して、連帯のメッセージとします。

ともに頑張りましょう。 

 
首都圏青年ユニオン 執行委員長 神部 紅 

 
 今大会に参加されたみなさんが、青年が抱える様々な困難に常日頃から全国津々浦々で立ち向かい、

生活を向上させ、よりよい未来を勝ちとる取り組みを進めていることに敬意を表します。 

 青年層の貧困は解決されるべき社会的な問題として浮かび上がってきます。それは決して非正規雇

用や失業だけの問題ではありません。とくに大学進学率が５０パーセントを超えるなか、奨学金の返

済は重大な問題として青年の人生だけでなく日本社会全体にも大きな負担を強いています。 

 社青同が労組青年部の仲間たちと今年２月に茨城県潮来市で開催した「第４９回全国青年団結集会」

では、青年労働者がやりたいことやほしいものが何かさえ考えられないほど長時間労働と労働強化の

下での低賃金を余儀なくされ、そういった状態を「おかしい」と思えない状況に追い込まれているこ

とが明らかとなりました。しかし、労働組合を通じて労働条件の改善を要求しようという機運が盛り

上がっているとは言い難い現実があります。職場・地域での実践を通じて少しずつ仲間たちの信頼を

勝ち取り、団結や連帯こそが青年がより良い未来を勝ちとるために必要であり、それらの取り組みの

中心を担う青年の組織・団体がより力を付けることが重要な課題です。 

 また、この間、いわゆる「安全保障法制」の整備など戦争ができる国つくりが進められています。

その帰結として実際に戦争が起きたとき、前線に立たされ、犠牲になるのは青年であることは過去の

歴史をひもとけば明らかです。戦争と青年の利害はまったく相反するものです。 

 ただ「自衛隊を外国に行かせない」と訴えるだけでなく、諸外国との協調の道を探り、また紛争や

戦争で青年が生命や生活を損なわれることのない世界を国籍や民族を超えて模索する努力が求められ

ています。日青協の皆さんが日ごろから地域で活動し、かつ世界の青年団組織と幅広く交流を進めて

いることの重要性は計り知れません。また、来年夏にロシアのソチで開催される予定の第１９回世界

青年学生祭典は、世界の青年が一同に介して貧困と戦争をなくすことをアピールする重要な機会とな

ると確信します。 



 

 社青同も、今後も日青協のみなさんの青年のより良い未来を追求する取り組みにまなび、ともに歩

みを進めることを誓います。 

 
日本社会主義青年同盟中央委員会 委員長 近藤 和樹 

 
鳥澤事務局長  続いて日本青年館継承募金受領式を行う。 

＜北海道青協、石川県団が登壇し照屋会長に贈呈＞ 

鳥澤事務局長  以上を持って第６６回日青協定期大会開会式を終了する。 

 

－閉会 １３：２５－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 会 議 

 

 

 

第 １ 日 目 

 

（５月４日 １３：３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－開会 １３：３１－ 

 

鳥澤事務局長   ただいまから第６６回日青協定期大会本会議を始める。冒頭に資格審査委員

会からの報告を求める。 

資格審査委員長（多田）   ＜資料に基づき報告＞ 

 

資格審査委員会 

   日 時：２０１６（平成２８）年 ５月 ３日  １９：３０ ～ ２０：３０ 

   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、２０１５（平成２７）年度第３回理事

会で承認を得て、第６６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 
北海道 猪股 大輔 第２委員会 副委員長 

岩手県 御堂地 翼 第１委員会  

中日本 
福井県 北川 極己 第１委員会  

和歌山県 久保 隆治 第２委員会  

西日本 
岡山県 多田 幸司 第１委員会 委員長 

鳥取県 田中 修一 第２委員会  

  

※委員の変更 

〔東日本地区〕 

杉山結実さん（北海道）から、猪股大輔さん（北海道）に変更。 

 
※委員の代理出席 

 
３．委員長、副委員長の選出 

  上記一覧表のとおり、委員長に多田幸司さん（岡山県）、副委員長に猪股大輔さん（北海道）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２０１５（平成２７）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、原則として正会員代表者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、正会員印（団体印）、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。 

 

鳥澤事務局長   続いて受付状況について資格審査委員会からの報告を求める。 

資格審査委員長（多田） ただいまの受付数８２名、定足数６２名に達している。以上によりこ

こに第６６回日青協定期大会は成立していることを宣言する。 

鳥澤事務局長   大会の成立が確認された。議長団の選出に移る。立候補を求める。長谷川（福

島）、齋藤（福井）、鷺坂（静岡）より立候補があった。 

鳥澤事務局長   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― 

鳥澤事務局長   承認された。３名の議長に登壇願う。 

議長（長谷川）  大会書記と会議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（長谷川）  「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（長谷川）  大会書記は日青協事務局に、議事録署名人は群馬県団の天笠代議員、香川県

団の西山代議員にお願いする。続いて、第６５回日青協定期大会の会議録の承認に移る。 

鳥澤事務局長   ＜大会会議録について説明＞ 

議長（長谷川）  承認に移る。承認される方の拍手を求める。 

―拍手多数― 

議長（長谷川）  拍手多数により第６５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（藤岡）   <運営委員会報告に基づき報告> 

 

第１回運営委員会  

  日 時：２０１６（平成２８）年５月３日（火・祝） １９：３０～２０：３０  

  場 所：ＮＹＣセンター棟 １０８号室 

 

１．運営委員の選出  

大会細則第７条によって、各ブロックより委員候補を選出し、２０１５（平成２７）年度第３回

理事会にて承認を得て、第６６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 青森県 山田 智久（やまだ ともひさ） 第２委員会 副委員長 

中日本 愛知県 熊谷 啓之（くまがい ひろゆき） 第２委員会  

西日本 香川県 藤岡 悟 （ふじおか さとる） 第１委員会 委員長 
 
※委員の変更 
西山 耕平さん（香川県）から、藤岡 悟さん（香川県）へ変更 
 
 

３．委員長、副委員長の選出  

上記一覧表のとおり、委員長に藤岡悟さん（西日本地区：香川県）（第１委員会）、副委員長に

山田智久さん（東日本地区：青森県）（第２委員会）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５２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１０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１１条および第１６条、第１７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（水・祝） 

 13:00～13:15 開会式 

本 
 
 
 

会 
 
 
 

議 

13:20～14:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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６５回定期大会会議録の承認 

５．運営委員長報告 

６．諸報告 （１）２０１５（平成２７）年度一般報告 

            （２）監査報告 

            （３）質疑と承認 

７．選挙管理委員会報告 

８．新役員紹介 

９．新会長あいさつ 

14:20～14:30 10．休憩（１０分） 

14:30～17:00 

 

11．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 

15:00～17:00 基本方針、全般的な運営について審議 

 17:00～18:50 休憩・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 

 8:50～ 9:00 

 9:00～11:00 

 

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） 
討論・採決 

受付 
第２委員会付託事項審議 
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 

12:50～13:00 

13:00～14:00 

 

 

14:10～15:00 

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 
閉会式 

 
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）配布物チェックのため、定期大会受付横に運営委員の受付を設置する。正会員から提出された



 

配布物は、その都度運営委員会で協議し当該正会員へ通知する。 

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（長谷川）  質疑を受ける。質疑がなければ拍手を持って承認願う。 

―拍手多数― 

議長（長谷川）  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 

１５（平成２７）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。 

鳥澤事務局長   ＜資料に基づいて報告＞ 

議長（長谷川）  続いて監査報告をお願いする。 

深谷監事     ＜資料に基づいて報告＞ 

議長（長谷川）  一般報告について質疑を受け付ける。鳥取。 

鳥取（稲塚）   決算報告書の中で収入が支出を１０万円ほど超えているが、この金額は何に

充てているのか。 

鳥澤事務局長   日青新聞発行費に充てている。 

議長（長谷川）  鳥取よろしいか。他にあるか。ないようなので２０１５（平成２７）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（長谷川）  拍手多数により承認された。続いて監査報告について質疑を受け付ける。 

  ないようなので２０１５（平成２７）年度監査報告の承認に移る。承認される方の拍手を求

める。 

－拍手多数－ 

議長（長谷川）  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（照喜名）    ＜資料に基づいて説明＞ 

 

 １．選挙管理委員会の発足 

 ２０１６（平成２８）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、２

０１５（平成２７）年１０月１１日（日）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 
鎌倉 健次（栃木県）  

天笠 荘一（群馬県）  

中日本地区 
吉野 輝子（石川県）  

山梨  剛（静岡県） 副委員長 

西日本地区 
後藤 辰弥（宮崎県）  

照喜名朝尚（沖縄県） 委員長 

 
 ３．正副委員長の選出 

   上記一覧表のとおり、委員長に照喜名朝尚さん（西日本地区・沖縄県）、副委員長に山梨剛さん

（中日本地区・静岡県）を選出した。 
 



 

 ４．公示から立候補締め切りまで 

 ２０１５（平成２７）年１２月５日（土）付をもって公示し、２０１６（平成２８）年２月１

２日（金）１７時に締め切った。照喜名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。 

＜２０１６（平成２８）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） 

                       ＊（  ）は定数 

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

 その結果、副会長４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５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 

 ３月５日（土）１７時、再公示立候補を締め切り、下記の通り立候補届を受理した。 

＜２０１６（平成２８）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）   福 永 晃 仁（滋賀県） 

                佐久間 祥 平（宮城県） 

                山 田 絵美子（福井県）         

      常任理事（１１）  中 園 謙 二（岡山県） 

      監  事（２）   戸 嶋 幸 司（滋賀県） 

                       ＊（  ）は定数 

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

 その結果、副会長１名、常任理事１０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１９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１９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。 

＜２０１６（平成２８）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）   福 永 晃 仁（滋賀県） 

                佐久間 祥 平（宮城県） 

                山 田 絵美子（福井県）         

      常任理事（１１）  中 園 謙 二（岡山県） 

                砂 口   真（鳥取県） 

      監  事（２）   戸 嶋 幸 司（滋賀県） 

                           ＊（  ）は定数 

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

 

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

い、締め切りを５月３日（火）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回選挙管理委員会を３月１９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 
鎌倉 健次（栃木県）  

天笠 荘一（群馬県）  

中日本地区 
吉野 輝子（石川県）  

山梨  剛（静岡県）  

西日本地区 
榎木 隆博（宮崎県）  

照喜名朝尚（沖縄県）  

  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局員は、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７条及び第２７条に基づく。ただし、２０１４（平成２６）年度までの日本青年

団新聞購読料、２０１４（平成２６）年度までの出版物未収金、また、２０１４（平成２６）年

度および２０１５（平成２７）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、２０１４（平成２６）年度までの日本青年団新聞購読料、

同じく２０１４（平成２６）年度までの出版物未収金、また、２０１４（平成２６）年度および

２０１５（平成２７）年度会費を、２０１６（平成２８）年度臨時理事会前日（２０１６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 

     ２０１６（平成２８）年度第１回理事会（３月２０日）で選挙を行った。その結果、２０１

６（平成２８）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２０１６（平成２８）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 40 40 35 ５ 

副会長 

  

（４） 

  

信 福 永 晃 仁  滋賀県  

40 

  

 

40 

  

39 １ 

信 佐久間 祥 平 宮城県 38 ２ 

信  山 田 絵美子  福井県  39 １  

常任理事 (11) 信 中 園 謙 二 岡山県 
40 40 

39 １ 

信 砂 口 真 鳥取県 40 ０ 

監事 （２） 信 戸 嶋 幸 司 滋賀県 40 39 39 ０ 

 

11．選挙結果と再々々公示について 

 上記の通り立候補者は全て信任された。その結果、副会長１名、常任理事９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、締め切りを５月３日（火・祝）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

こととした。 

 
12．再々々公示締め切り結果について 

 ５月３日（火・祝）１７時、再々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）＞ 

    副会長（４）    千 葉 浩 行（北海道） 

    監 事（２）    石 井 昌 志（石川県） 

                        ＊（  ）は定数        

 

13．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（火・祝）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 
鎌倉 健次（栃木県）  

天笠 荘一（群馬県）   

中日本地区 
吉野 輝子（石川県）  

山梨  剛（静岡県）  

西日本地区 
後藤 辰弥（宮崎県）  

照喜名朝尚（沖縄県）  

 

 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７条及び第２７条に基づく。ただし、２０１４（平成２６）年度までの日本青年

団新聞購読料、２０１４（平成２６）年度までの出版物未収金、また、２０１４（平成２６）年

度および２０１５（平成２７）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。 
 

14．臨時理事会での選挙結果について 

   ２０１６（平成２８）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。 

 

２０１６（平成２８）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）  千 葉 浩 行 北海道 38 38 36 2 

監事 （２）  石 井 昌 志 石川県 38 38 38 0 

 

議長（長谷川）  ただ今の選挙管理委員会の報告について質疑はあるか。ここで運営委員会の

報告を求める。 

運営委員長（藤岡） いったん休会とする。 

 

－休会 ５月４日 １４：３２－ 

－再開 ５月４日 １４：４２－ 

 

議長（長谷川）  再開する。他に質疑はないか。ないようなので選挙管理委員会報告の承認 

  に移る。承認される方の拍手を求める。 

－拍手多数－ 

議長（長谷川）  拍手多数により承認された。続いて外部監事について報告を求める。 

照屋会長     外部監事には引き続き深谷じゅんさんにお願いしたい。 

議長（長谷川）  監事について質疑を受け付ける。質疑を打ち切り承認に移る。承認される方

は拍手をお願いする。 

－拍手多数－ 

議長（長谷川）  拍手多数により承認された。監事に承認された深谷さんに一言いただきたい。 

深谷監事     新年度の承認に感謝する。２０１５年から日青協と新たな一歩を踏み出す活

動を続けてきた。これからも皆さんの協力をいただきたい。よろしくお願いする。 

議長（長谷川）  続いて新年度役員と退任される役員紹介へ移る。進行は執行部にお願いする。 

鳥澤事務局長   ２０１６年度役員、監事、退任される澤田康文さん、廣瀬純子さんを紹介す

る。お二人には明日の閉会式の時に思いの丈を語っていただきたい。続いて新年度の役員、

監事を紹介する。会長の照屋仁士さん、続いて副会長の千葉浩行さん、山田絵美子さんだ。

二人は総務部をお願いする。続いて組織部副会長の佐久間祥平さんだ。同じく組織部常任理

事の砂口真さんだ。続いて、社会部副会長の福永晃仁さんだ。社会部常任理事の中園謙二さ

んだ。続いて監事戸嶋幸司さんだ。同じく監事石井昌志さんだ。同じく監事深谷じゅんさん

だ。申し遅れたが、私は事務局長の鳥澤文彦だ。以上の面々で２０１６年度日青協執行部を

運営していきたいと思う。どうぞよろしくお願いする。 

－拍手－ 

鳥澤事務局長   それでは、退任される二人の役員バッジの返却をお願いする。 

         二人が退場される。拍手でお送りいただきたい。お疲れさまでした。 

－拍手－ 

鳥澤事務局長   以上をもって新役員、退任役員の紹介を終了とする。議長団に進行を戻す。 

議長（長谷川）  ここで運営委員会から報告を求める。 



 

運営委員長（藤岡） ただ今より１５時１０分まで休会とする。 

 

－休会 ５月４日 １５：００－ 

－再開 ５月４日 １５：１１－ 

 

議長（長谷川）  再開の前に、照屋会長から新年度の挨拶をいただく。 

照屋会長     午後から始まった本会議はいよいよ議事に入る。先ほど皆様に紹介した２０

１６年度執行体制のもと、これから運動方針を提案させていただく。その前に退任されるお

二人がいる中で、新しい役員を仲間に加えられなかったことについては、我々執行部のまだ

まだ足りないところだと感じている。しかし２０１６年度執行部役員一同、思いを込めて運

動方針を書き上げた。そして、思いをもって皆さんと一年間過ごしていきたいと考えている。

来年には日本青年館新館が建ち上がる。それまでの大切な一年間をしっかりと皆さんと歩ん

でいきたいと考えている。活発な議論の方をよろしくお願いする。 

議長（長谷川）  ここで議長を交代する。 

議長（鷺坂）   それでは運営委員長の報告を求める。 

運営委員長（藤岡） これより議事の上程にはいる。第一号議案、第二号議案を執行部より簡潔

に上程願う。本日の本会議は１７時までの予定となっている。 

議長（鷺坂）   それでは議事に入る。第１号議案「２０１６（平成２８）年度運動方針に関

する件」、第２号議案「２０１６（平成２８）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「２０１６（平成２８）年度運動方針に関する件」について上程

＞ 

山田副会長   ＜基本方針について上程＞ 

佐久間副会長  ＜組織活動方針について上程＞ 

福永副会長   ＜社会活動方針について上程＞ 

千葉副会長   ＜第２号議案２０１６（平成２８）年度事業計画並びに予算について上程＞ 

議長（鷺坂）   ここで、運営委員長の報告を求める。 

運営委員長（藤岡） ただ今より１５時４０分まで休会とする。 

 

－休会 ５月４日 １５：３５－ 

－再開 ５月４日 １５：４２－ 

 

議長（鷺坂）   運営委員長の報告を求める。 

運営委員長（藤岡） これより審議に入る。第１号議案について審議し、組織活動方針、社会活

動方針及び第２号議案の審議は、各委員会で行う。なお、本会議で基本方針の審議が終了し

なかった場合、第１委員会へ付託するものとする。 

議長（鷺坂）   これより２０１６年度基本方針について議論する。項目１「今日の社会情勢

について」質問のある代議員の挙手を求める。愛知。 

愛知（神谷）   冒頭の「すべての運動を新館建設へ向けて」について日青協の考えを伺いた

い。 

照屋会長     去年もこういった書き方をしている。新館建設に向けた日青協の強い思いを、

このように書かせていただいている。 

愛知（神谷）   自分も日本青年館が恋しい部分はあるので募金の方も引き続きしていこうと

思う。 

議長（鷺坂）   他にないか。宮城。 



 

宮城（千葉）   熊本地震について取り組みが記載されてあるが、東日本大震災について、風

化させないような取り組みはあるか。 

照屋会長     今後の動きについては第１委員会でお聞きいただきたい。 

議長（鷺坂）   他にないか。愛知。 

愛知（神谷）   阪神大震災の時、青年団を率いてボランティア活動を行っていたが、今回の

熊本地震に対してもそういった活動を行ったのか。 

照屋会長     今後の熊本地震についての対応について、ボランティア活動や現地での情報

収集などをしているが、まだ皆さんにお伝えできるほどではない。引き続き情報収集をおこ

なっていく。具体的な取り組みについては社会部に預けている。 

議長（鷺坂）   他にないか。長崎。 

長崎（市山）   １８歳選挙権の意見書はどの機関に発送しているのか。反応はあったか。 

議長（鷺坂）   関連あるか。石川。 

石川（細川）   １８歳選挙権の実施について今のところ考えていることはあるか。 

照屋会長     発送先は、政府や内閣府、文科省になる。反応については今のところ来てい

ないが、しっかり取り組んでいきたい。１８歳選挙権施行が７月４日だったと記憶している。

よって今回予定されている参議院選挙から実施されるわけだが、年齢別投票率などの動向の

分析を行っていかなくてはいけないと考えている。 

長崎（市山）   外国ではもっと若い年齢から選挙権があるので、そういったところともいろ

いろ比較してみてほしい。 

議長（鷺坂）   要望として受け付ける。石川よろしいか。 

石川（細川）   日青協としての活動としては何があげられるのかは委員会の方で聞きたい。 

議長（鷺坂）   他にないか。愛知。 

愛知（熊谷）   スローガンについて、私たちの Facebook を見ていただけているか。 

照屋会長     私個人としては見ることはあるが、個別にどの団体を見る、ということは特

には決めていない。 

愛知（熊谷）   青年団員の励みとなるので、ぜひご覧いただき「いいね」を押していただき

たい。 

議長（鷺坂）   要望として受け付ける。他にあるか。次に移る。重点項目について質問を受

け付ける。北海道。 

北海道（猪股）  社会への発進の強化について詳しく聞きたい。 

照屋会長     具体的にどこに比重を置いているかということはなく、他団体への関わりの

強化、集会の参画などに力を入れている。 

議長（鷺坂）   他にあるか。ないようなので日青協の総合的な取り組みについて、質問を受

け付ける。北海道。 

北海道（猪股）  日青協の web サイトをリニューアルしていくとあるが、会員専用コンテンツ

の方向性をお聞きしたい。 

千葉副会長    正会員向け資料の掲載や機関会議の出欠表をダウンロードできるようにして

いく。 

議長（鷺坂）   北海道よろしいか。質疑を再開する。他にないか。静岡。 

静岡（杉山）   新しい日本青年館建設費が２０億円不足していると書いてあるが、補填の目

処は立っているのか。また、不足分は今後どのようなことで対応していくのか。 

照屋会長     当初は３０億円以上だった。しかし、あらゆる所から援助をいただいてこの

金額に至った。日本青年館が借り入れを行う予定だが、まだ２０億円を圧縮できないか模索

している。 

議長（鷺坂）   静岡よろしいか。他にないか。佐賀。 



 

佐賀（内田）   昨年は２度オルグに来ていただいたが、事後報告がない。話し合いは行って

いるのか。 

議長（鷺坂）   関連はあるか。鹿児島。 

鹿児島（南谷）  昨年オルグに来ていただいたが、日程がばたばたしていたので、どのように

予定を立てていたのかお聞きしたい。 

山田副会長    佐賀、鹿児島に対して共通して言えるのは、皆さんとの話し合いが不十分な

点があったので、事前に話し合いをしていきたい。 

議長（鷺坂）   佐賀、鹿児島よろしいか。佐賀。 

佐賀（内田）   あらかじめ連絡があるとこちらも準備がしやすい。 

議長（鷺坂）   要望として受け入れる。よろしいか。鹿児島。 

鹿児島（南谷）  日程調整は一緒に考えていければと思う。 

議長（鷺坂）   要望として受け付ける。他にないか。福井。 

福井（北川）   今年度も引き続き助成金や基金の獲得要件などの情報発信を検討するとのこ

とだが、どのように取り組むのか。 

千葉副会長    今年度からは機関会議の度に助成金などの情報を発信していきたい。 

議長（鷺坂）   福井よろしいか。他にないか。宮城。 

宮城（澤口）   日本青年館継承募金について、実践集約、寄付帳の集約も行っていくという

ことだが、どのように集約するのか。 

山田副会長    始まる当初に実施要項を設けている。来年度の定期大会の時に集約をしたい

と思っている。実践集約に関しては機関会議やオルグなどその都度報告、紹介しながら集約

していきたい。 

議長（鷺坂）   宮城よろしいか。他にないか。石川。 

石川（宮）    列島ふるさと再生全国フォーラム２０１７が２月１７～２０日に行われるこ

とになっているが、どのようなフォーラムをするのか。また、主催はどこなのか。 

千葉副会長    列島ふるさと再生全国フォーラムについては社会部事業になっているので第

一委員会での答弁としたい。 

議長（鷺坂）   石川よろしいか。他にないか。鳥取。 

鳥取（田中）   オルグ活動の展開について、今年度５～８月にむけて、オルグ強化月間とい

うことだが、なぜこの期間にしたのか。また、５月に入ったが、具体的な方向は決まってい

るのかをお聞きしたい。 

山田副会長    新年度体制でオルグを行いたいため、この期間とした。５～８月でいろいろ

な県団の事業を取り入れたスケジュールを組むつもりだ。 

議長（鷺坂）   鳥取よろしいか。他にないか。山形。 

山形（細川）   賛助団体会員という枠を設けた意図としては、加盟団体を増やすということ

と、会費収入を増やすという認識でよろしいか。また、会費未納の団体についてどう考えて

いるか。 

議長（鷺坂）   関連あるか。愛知。 

愛知（江坂）   賛助個人会員の獲得について、チラシの作成とあるがいつ頃完成するのか。 

千葉副会長    賛助団体会員というのは正会員ではなく、県団が存続していない未加盟のと

ころから賛助団体になってもらい、その中から青年団を見つけて数を増やし、青年団を立ち

上げてもらいたいという思いのもとでやっている。チラシの作成に関しては、これから早急

に作成したいと思っている。皆さんには次の機関会議までに形になったものをお見せしたい。 

議長（鷺坂）   山形、愛知よろしいか。他にないか。鹿児島。 

鹿児島（山口）  オルグ活動について、運動方針関連資料の中で、講師助言者派遣補助制度の

派遣対象は日青協役員が原則だが、ＯＢ、ＯＧ、助言者等というのはどのような方が当ては



 

まるのか。 

議長（鷺坂）   関連あるか。秋田。 

秋田（齋藤）   講師助言者派遣補助謝礼の対象はどのような方になるのか。額はどのように

決まるのか。 

議長（鷺坂）   関連はあるか。滋賀。 

滋賀（藤原）   交通費、宿泊費以外で具体的にどのような経費を想定しているのか。 

山田副会長    ＯＢ、ＯＧ、助言者等というのは必携に載せていただいている。その方々が

対象となる。謝金は免除でも結構、ということになっている。その他の費用については、食

費などその他諸々の費用を指している。 

議長（鷺坂）   鹿児島よろしいか。鹿児島。 

鹿児島（谷口）  必携に載っている方以外に希望者がいるので、要望としてお願いしたい。 

山田副会長    講師については、地元の方や先輩などでも問題ない。助言者に関しては、Ｏ

Ｂ、ＯＧ、日青協助言者の方々にお願いしたいと思っているので、その都度聞いてほしい。 

議長（鷺坂）   鹿児島、秋田、滋賀、よろしいか。他にないか。鹿児島。 

鹿児島（南谷）  列島ふるさと再生全国フォーラムについては第二委員会の方でも触れていた

だけるのか。 

千葉副会長    基本的には第２委員会は組織部事業の内容なので、日程の議論になる。 

鹿児島（南谷）  第２委員会の方でも事業内容の説明をしていただきたい。 

議長（鷺坂）   要望として受け付ける。他にないか。石川。 

石川（吉野）   web サイトの会員専用コンテンツについて、何ができるようになるのか教え

ていただきたい。 

千葉副会長    全国大会等の資料、種まき運動の進捗などを見られるようにしていきたい。

正会員とそうでない方の区別をしていきたい。 

議長（鷺坂）   石川よろしいか。他にないか。静岡。 

静岡（鈴木）   日本青年館との連携について、青年団活動の拠点として、目に見えるＰＲ活

動をしているのか。 

照屋会長     三代目日本青年館の建設に関して、移転建設委員会に私と鳥澤局長とで出席

し、様々な検討を行っている。今回のホテルは洋室メインなので、和室がなくなり、会議室

が少なくなる。その代わりに分科会などのできるミーティングルームのようなものをつくる

予定である。また、国立競技場に一番近い宿泊施設であることから、青年館の歴史、青年団

運動を目に見えるギャラリー展示などの検討をしていきたい。青年団の館であるという姿勢

は崩さずにやっていきたい。 

静岡（杉山）   日本青年館継承募金について、すべての運動を新館建設に向けて、とあるが、

２０１６年度の事業との関連づけはしているのか。 

照屋会長     「すべての運動を新館建設に向けて」というスローガンではあるが、もちろ

んすべての運動で募金するというわけではない。私たちの運動が新館建設に関して少しでも

繋がればという思いを込めている。 

議長（鷺坂）   静岡よろしいか。他にないか。山形。 

山形（小野寺）  賛助団体会員の獲得について、正会員が存在しない都道府県に限るというこ

とだが、正会員が存在しない場合というのはどういう場合か。 

千葉副会長    埼玉、兵庫などの日青協に加盟しないと意思表示している県、また、東京都

も日青協には加盟していないのでそういったところが対象となる。東京都に関しては荒川区

に青年団があるので、そちらの方にアプローチをかけながら共に活動ができないか相談をし

ている。 

山形（小野寺）  私が質問したいのは、日青協加盟はしていなくても道府県団として活動して



 

いる団体はどうなるのか、という点だ。その部分を説明願う。 

千葉副会長    こちらとしては日青協に加盟している団体が正会員という認識だ。一昨年皆

様には正会員になるかならないかという届出書を送らせてもらった。ご理解願う。 

議長（鷺坂）   山形よろしいか。第一号議案の審議はここで打ち切りとする。なお、討論、

採決は明日の本会議で行う。本日の本会議はこれで休会とし、各活動方針、事業計画、予算

については各委員会に付託する。それでは休会とする。 

 

－休会 ５月４日 １７：００－ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１委員会 

 

 

 

（５月４日１９：００～ ５日 １１：３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



―開会 ５月４日 １９：００― 
 
鳥澤事務局長    ただ今より、第６６回定期大会第１委員会をはじめる。議長の選出まで私が

進行を務める。ここでは本会議から付託された基本方針３と社会活動を中心に進める。また第

２号議案「２０１６（平成２８）年度事業計画並びに予算に関する件」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３９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。 
鳥澤事務局長    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。 

―「議長一任」の声― 
鳥澤事務局長    滋賀県の本多代議員にお願いしたい。みなさんの拍手で承認をお願いする。 

―拍手多数― 
議長（本多）    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（本多）    議長一任の声をいただいたので、書記は日青協事務局にお願いする。会議録

署名人は北海道の西城代議員、愛知県団の江坂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（藤岡） 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（本多）    執行部より社会活動方針について補足説明をお願いする。 
中園常任理事    －資料に基づいて説明－ 
福永副会長     －資料に基づいて説明－ 
議長（本多）    質疑に入る。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。社会活動方針の項目１「東日本大

震災とあらためて向き合い、生きる」の質疑を受け付ける。宮城。 
宮城（澤口）    熊本地震を受け、生きるとパネルの方向性についてどのようなお考えか。 
中園常任理事    「生きる５号」作成に当たり熊本地震を軽視はできない。議論を重ねながら

作成していく。パネルはテーマを設けて作成している。第３部は防災・減災と位置づけている。

熊本地震の教訓も取り入れて作成していく。 
宮城（澤口）    「生きる５号」の対応について、執筆する県団の対応が大変だった声が届い

ている。配慮ある取り組みをお願いする。 
議長（本多）    要望として受け付ける。他にあるか。静岡。 
静岡（鷺坂）    東日本大震災と熊本地震との関係で、熊本地震で東日本大震災の経験をどの

ようにいかせたのか。また、方針内に全国組織のネットワークを生かしと記載されているがど

のように考えるか。 
中園常任理事      ボランティアチーム派遣などの議論もあったが、被災地の現状の情報を

集め、対応できる支援を模索している。熊本の青年会館を支援する結論に至った。全国ネット

ワークをいかした取り組みについて、今年度中に災害募金の窓口を設けすぐに対応できるよう

に対応したい。 
静岡（鷺坂）    支援のあり方にはお金だけでなく、物資や情報が必要な声もある。救援物資

なども検討していただきたい。 
議長（本多）  要望として受け付ける。他にあるか。愛知。 
愛知（松井）  震災関係で確認したい。阪神淡路大震災の時の取り組みについて、日青協では継

承されているか。 



福永副会長   阪神淡路大震災時は近畿ブロックが中心となって、被災地に当番制で支援に入っ

ていることは継承している。 
愛知（松井）  青年団の歴史を、東日本大震災を含めて検証していただきたい。地方からできる

ことなどもある。ＯＢから学ぶことも検討していただきたい。 
議長（本多）  要望として受け付ける。他にあるか。ないようなので、項目２について質疑を受

け付ける。北海道。 
北海道（西城） 学習会の講師の候補と、日程が決まっていればご提示いただきたい。 
福永副会長   候補は京セラやＫＤＤＩなど創業された稲垣和夫氏、アイリスオーヤマ現会長の

大山健太郎などがあがっている。日青協として中々お話を聞くことができない方をお呼びした

い。予定では３月理事会での学習会を想定している。 
議長（本多）  北海道よろしいか。他にあるか。 
愛知（江坂）   日青新聞の連載企画「働く」の担当役員は誰か。またどのような内容なのか。 
福永副会長    担当役員は私になる。連載の開始は７月１日号から翌年５月１日号を予定してい

る。執筆者は日青協役員もしくは道府県団役員を想定している。地域や職種などを鑑みながら

直接交渉していく。加えて、同僚からの声なども掲載したいと考えている。 
議長（本多）  愛知よろしいか。他にあるか。滋賀。 
滋賀（藤原）  働いている青年が仕事を前向きに捉えてほしいという視点か。そうであれば、道

府県団役員以外にも声を広く集めるのであれば、全国青研などのほうが良いのではないか。こ

の仕事の対象をどうみているのか。 
福永副会長    青年層は職場でも重役を担っている。全国青研に寄せられるレポートの多くは、

仕事に前向きな方が少ない。私たちの世代が職場に前向きになるだけでも世の中は変わるので

はないかと考えている。全国青研内で、働くことをテーマとした分科会設定については、引き

続き検討していく。 
議長（本多）  滋賀よろしいか。 
滋賀（藤原）  学習会には市町村団のメンバーが出席出来るような体制をお願いする。 
議長（本多）  要望として受け付ける。他にあるか。石川。 
石川（宮）   強行採決という記載について、どの点が強行採決だったと認識しているかを教え

ていただきたい。 
中園常任理事  日青協では安全保障関連法について声明を出している。そちらでご確認いただき

たい。 
議長（本多）  石川よろしいか。他にあるか。長崎。 
長崎（梅川）  平和集会を広島で開催することが記載されているが、他にどのような候補があっ

たのか。広島に決定するまでの経緯を教えていただきたい。 
宮城（澤口）  青年団平和集会の宿泊についてお聞きしたい。前年度行われなかった背景を教え

ていただきたい。 
議長（本多）  関連あるか。鳥取。 
鳥取（矢芝）  昨年、ゆめ千羽とは違う折り鶴活動を行った。県団事業を日青協事業と連動する

運動にしたいと考えている。詳細を教えていただきたい。 
議長（本多）  質問が３つつづいたので、一度質疑を打ち切る。執行部からの答弁をお願いする。 
中園常任理事  候補の中には長崎県もあった。平和集会開催地は方針に記載の通り３つの柱で検

討した。また、昨年度のゆめ千羽の取り組みでも提案した通り、一人でも多くの人が平和を考

える機会を設けたいと考えている。その結果、広島と位置づけた。前年度平和集会を開催しな

かった背景には、先ほどの説明の通りである。平和集会の日程は細かいスケジュールは決まっ

ていないが、午前中に式典に参加し、フィールドワーク、学習会の順に行う予定である。 
議長（本多）  長崎よろしいか。宮城よろしいか。 



宮城（澤口）  平和集会を開催するよりも、ゆめ千羽の取り組みの方が平和を考えられる機会が

増えるという理解でよろしいか。 
中園常任理事  どちらの方が学べるということではない。平和を考える機会を増やす場の模索を

検討した上で実施している。 
議長（本多）  宮城よろしいか。鳥取よろしいか。 
鳥取（矢芝）  集合時間を式典からの参加を想定するとかなり早いことが予想される。集合時間

だけでも教えていただきたい。 
中園常任理事  はっきりした事は申し上げられないが、７時頃になる見込みだ。 
議長（本多）  鳥取よろしいか。他に。静岡。 
静岡（杉山）  ゆめ千羽の集計結果について教えていただきたい。 
議長（本多）  関連あるか。石川。 
石川（酒井）  千羽鶴集まったらノートや鉛筆になると説明があったが、どのぐらいの量が必要

か。 
議長（本多）  両県の質問は昨年度の内容になるので、個別に対応する。質疑を再開する。ない

ようなので項目３について質疑を受け付ける。愛知。 
愛知（江坂）  日中青年フォーラムを開催するとのことだが、昨年度団員は２名だったとあるが、

今年はどのようにして増やすのか。 
議長（本多）  関連あるか。なければ執行部 
福永副会長   日中青年フォーラムは植林訪中団と同時開催する。この事業は長期間であるため、

毎年事業の参加者が集まりにくいということが実際の現状としてある。今年は周年事業として、

過去の参加者にも声をかけ前向きな回答をいただいている。早期に呼びかけていく。 
議長（本多）  愛知よろしいか。他にあるか。山形。 
山形（細川）  交流の継続は重要である。今後の交流の方向性について、どのように考えている

のか。また、交流が続いて結果として、どのような成果があったのか。 
福永副会長   今、国家間は緊張状態に近い。民間レベルだからこそ６０年間続いてきた。この

継続が一番の成果であり、この取り組みが国を後押しするのではないかと考えている。 
山形（細川）  中国側からはどのような声が届いているのか。 
福永副会長   中国側からは世々代々まで続けていきたいという声が寄せられている。 
議長（本多）  山形よろしいか。他にあるか。宮城。 
宮城（澤口）  植林訪中団の派遣について、今回の日程は８月下旬である。祝日もない。厳しい

のではないか。時期設定についての経過報告をお願いする。 
鳥澤事務局長  植林ができる時期、中国側の現地の青年団、政府などの関係機関、日青協側の意

向などを念頭に置きながら検討している。この諸々の関係機関との調整などを考慮しての日程

になっている。定期大会までに日程を決められなかったことをお詫びする。 
議長（本多）  宮城よろしいか。他にあるか。高知。 
高知（村上）  国際交流で、方針以外の国との交流を検討しているのか教えていただきたい。 
福永副会長   執行部では沖縄の基地問題などを視野にいれ、民間レベルの交流の一つとしてア

メリカ合衆国があがった。しかし、具体的な内容の検討までいかなかった。引き続き協議して

いく。 
高知（村上）  サミットなどもある。引き続き検討していただきたい。 
議長（本多）  要望として受け付ける。他にあるか。静岡。 
静岡（鷺坂）  昨年度、県内の朝青同は静岡県団を知らなかった。朝青同の中央組織と日青協組

織との関わり方や方向性などについて教えていただきたい。 
福永副会長   トップ同士では交流をお互いに希望しているが、具体的に共に一つの事業を実施

するには至っていない。 



静岡（鷺坂）  地方同士の交流状況については把握しているか。 
福永副会長   把握は出来ていないが、必要は感じている。 
静岡（鷺坂）  色々な交流があると思うので、引き続き検討をお願いする。 
議長（本多）  要望として受け付ける。ここで運営委員会からの報告を求める。 
運営委員長（藤岡） ここで休会とする。再開は２０：２５とする。 
議長（本多）      それでは休会とする。再開は２０：２５である。 
 

―休会 ５月４日 ２０：１３― 
―再開 ５月４日 ２０：２５― 

 
議長（本多）  再開する。項目４について質疑を受け付ける。北海道。 
北海道（西城）  北方集会の開催にあたり、多くの参加をお願いする。 
議長（本多）  他にあるか。宮崎。 
宮崎（黒木）  北方領土問題をめぐる政府の外交交渉について、日本の事勿かれ主義を日青協は

危険視しているという認識で間違いないか。 
福永副会長   その通りである。 
宮崎（黒木）  昨年度の県民会議を通じてビザなし交流に参加して、浅薄なプログラムに愕然と

した。それでも政府事業への参加を呼びかけることに矛盾を感じるがいかがだろうか。 
福永副会長   県民会議は、県によって事業も内容も異なる。ビザなし交流は、日青協では返還

運動ではなく、交流事業と認識している。日青協としては、現地で学ぶことも大事だと考え、

交流事業への積極的な参加を呼びかけている。 
議長（本多）  宮崎よろしいか。他にあるか。福井。 
福井（北川）  日本周辺の領土問題は多数ある。今年度、北方領土問題以外についてのパネル展

や学習会を予定しているか。 
福永副会長   領土問題については参考資料に態度を記載している。現在、他の領土問題につい

ての運動は予定していないが、引き続き注視し情報を集めていく。 
議長（本多）  福井よろしいか。続いて項目５について質疑を受け付ける前に、執行部より補足

説明をお願いする。 
福永副会長   列島ふるさと再生全国フォーラムの趣旨と日程について報告する。１９６０年代

からの人口流動化や半世紀にわたっての都市化が過疎・過密などの大きな歪みを生んでいる。

また、東京への一極集中は核家族化や地域の在り方など日常生活に影響を与え、農山村のみな

らず都市部の人々にも不安を与えている。この偏った列島の在り方にストップをかけ改善すべ

く、地域おこしに取り組んでいる人、関心を持っている全国の方が一同に集い意見交換をする。

事業主体は列島再生全国フォーラム２０１６全国実行委員会と日青協である。後援は内閣府、

文科省ほか地球緑化センターや水源の里全国協議会などである。参加者は１０００人を見込ん

でおり、誰でも参加可能とする。プログラムは３日間構成で行い、基調講演、パネル討議、政

策提言、分科会は１５前後を予定し、「育てる」「小中学生の受け入れ」「都市と農山村交流」

などを考えている。また、活動展示会として物産市を行い、各地の農産物を販売する。他に１

００％自給村コンテストも考えている。日青協単体で企画しているわけではないので、決まり

次第皆さまに報告する。日青協役員をはじめ道府県団、市町団の方々にも参加をお願いしたい。 
山形（細川）  列島ふるさと再生全国フォーラムは２月から３日間のプログラムとなっている。

全国青研との違い、青年活動支援者フォーラム、地域活性化センター等が行っている事業との

違い、日青協などの実行委員会だからこそできる強みを教えていただきたい。 
議長（本多）  関連あるか。宮崎。 
宮崎（黒木）  列島ふるさと再生全国フォーラム参画なのか参加なのか。参画であれば、どのよ



うに考えているかを教えていただきたい。 
鳥澤事務局長  取り組みの経緯について説明する。当事業についての呼びかけは地球緑化センタ

ーからあった。同団体からはこれからの社会は世代交代が鍵と捉えている。そこで、日本中で

実践している青年団の取り組みを全国に広めるためにも、日青協に実行委員会への参加が依頼

された。日青協が関わる意義は、地域青年団の実戦をこの事業でＰＲしていきたいと考えてい

る。ＰＲの方法は色々あるが、詳細はまとまりしだいお伝えする。参画と記載したのは、この

事業に多くの青年団を巻き込み、青年団の実戦こそが地域活性化につながると多くの方に発信

していく狙いがある。 
議長（本多）  山形よろしいか。宮崎よろしいか。質疑を再開する。石川。 
石川（宮）  日青協の社会教育委員として他の全国組織に加わっているのか、財源の確保につい

てどのように考えているか。 
福永副会長  公の支配に属さないという立場から、社会教育委員には入っていない。財源だが、

日青協からの支出はないことを確認している。 
議長（本多）  石川よろしいか。他にあるか。岡山。 
岡山（延江）  列島ふるさと再生全国フォーラムの日程が全国青研と近い。人数不足のため運営

が心配だ。あわせて、どのような対応をしているのか。 
福永副会長  日程については関係団体との調整の結果のため、日青協としては努力していく。ま

た、支援者フォーラムへの参加を促すことも視野に入れてチャンスと捉えている。運営につい

ては、工夫などしていき対応できるように努めていく。 
議長（本多）  岡山よろしいか。他にあるか。 
静岡（杉山）  全国青研と列島ふるさと再生全国フォーラムの関連づけについて、どのようにお

考えか。 
福永副会長  関連づけは今のところできていない。全国青研は組織部が中心となるが、ともにで

きるように取り組んで行くが、現時点では具体的なものはない。 
議長（本多）  静岡よろしいか。他にあるか。山形。 
山形（細川）  列島ふるさと再生全国フォーラムについて、実行委員会のメンバーは日青協執行

部だけか、道府県団役員も可能なのか。可能なら、道府県団事業との連携にもつながるのでは

ないか。 
福永副会長  運営からの参画について、具体的な参画方法は協議できていない。現段階では、パ

ネルディスカッションや実践大賞などの連携など、道府県団にとってメリットがあるように進

めていく。 
議長（本多）  山形よろしいか。他にあるか。静岡。 
静岡（鷺坂）  社会教育研究全国集会について。社会教育研究全国集会の名前が、今年度新たに

出てきた理由は何か。 
福永副会長   今までも関係性はあった。方針には近年は記載していなかっただけである。日青

協も鳥澤事務局長を中心に代表世話人として事例報告などを行っている。私自身も県団長時代

に発表した経験もある。こうした経験や学びをみなさんにもしていただきたく記載した。 
議長（本多）  静岡よろしいか。他にあるか。福井。 
福井（齋藤）  列島ふるさと再生全国フォーラムについて、全国青研とフォーラムの違いについ

てご説明いただきたい。 
福永副会長   全国青研は地域課題や実践を持ち寄り、語り合う場である。列島ふるさと再生全

国フォーラムは全世代でつながることを主眼に置いている。 
議長（本多）  福井よろしいか。最後に一つ質疑を受け付ける。静岡。 
静岡（杉山）  列島ふるさと再生全国フォーラムのターゲットはどこか。 
福永副会長   地域づくりに行っている団体をはじめ、実行委員会のメンバーと連携している他



団体にも呼びかけていく。 
議長（本多）  静岡よろしいか。ここで質疑を打ち切る。ここで運営委員長の報告を求める。 
運営委員長（藤岡）  ここで休会とする。 
議長（本多）  ここで一旦休会とする。 
 

―休会 ５月４日 ２１：００― 
―再開 ５月５日  ９：３２― 

 
議長（本多）  再開する。石川。 
石川（宮）    地域の大会に参加しようとあるが、第１６回母親大会に参加したいと考えてい

る。そこでの日青協の立場がどのようなものか聞きたい。 
福永副会長   共催や後援ではない。日青協としては女性活動を応援していきたい。 
議長（本多）  石川よろしいか。他にないか。山形。 
山形（細川）  ４）あらゆる分野に男女平等とあり女性の観点を取り入れようとあるが、女性の

日青協役員に増やしていくのか、それとも女性ならではの感性を取り入れていくのか教えてい

ただきたい。 
福永副会長   青年団の中で男女ともに活動しているが、男女ともに体のつくり等も感性が違う。

労働の中でも男女で待遇が違っている。男性はそれに違和感があるか疑問だ。それを考えてい

ただきたいという意味でそう表現した。 
議長（本多）  山形よろしいか。山形。 
山形（細川）  県団では女性が多いが、地域の青年団はまだまだ男社会である。女性が参加しや

すくしてほしい。 
議長（本多）  要望として受け付ける。他にないか。鳥取 
鳥取（稲塚）  女性の青年団員は少ない。そして、日青協役員においても女性役員が１人と少な

い。それについてどう考えているか。 
議長（本多）  関連ないか。香川。 
香川（西川）  香川でも女性役員がいたが、出産等々でやめてしまった方が多い。そのあたりに

ついても考えてほしい。 
福永副会長   女性役員が少ないといいのかどうかという議論とは違う。分析はできていないが、

男性も育児等で協力しているが、出産となると難しい。そうした中で女性役員が活躍できる環

境づくりは急務だ。 
議長（本多）  鳥取よろしいか。鳥取。 
鳥取（稲塚）  男女平等は割合や人数の数字で決まるわけではない。活動できる人材を活躍でき

るようにするべきだ。現在おかれている状況を詳しく分析していかないと、女性役員が少ない

原因はわからないので調査してほしい。 
議長（本多）  要望として受け付ける。香川よろしいか。 
香川（西川）  子育てしながら活動したい人もいる。子育てしながら役員として活動できる環境

づくりを要望する。 
議長（本多）  要望として受け付ける。他にないか。高知。 
高知（村上）  １）について、地域の青年団の防災活動について、日青協として広報してほしい。 
議長（本多）  要望として受け付ける。他にないか。岡山。 
岡山（延江）  正会員への呼びかけについてだが、集約したり、青年団新聞に掲載したりしてい

るのか。 
福永副会長   岡山の質問に回答する。呼びかけとして方針としてあるが、書いているだけにな

らないよう結果を出していきたい。 



議長（本多）  他にないか。高知。 
高知（村上）  日本国憲法について考えてみましょうとあるが、日青協で憲法学習するなど考え

ているのか。 
議長（本多）  他にないか。長崎。 
長崎（梅川）  学習会で日本国憲法を学ぶ機会を設けるのか 
議長（本多）  他にないか。香川。 
香川（十河）  平和集会は継続して実施するのか。今年は実施し、来年は実施しないようなこと

はないのか。 
議長（本多）  質疑が３つ続いたので質問を打ち切る。執行部。 
中園常任理事  日本国憲法のついての学習会だが、具体的には検討中だ。平和集会についてだか、

去年は、平和集会に参加はしなかったが、ゆめ千羽を実施させてもらった。平和集会の参加あ

りきではなく、平和について考える機会を検討していきたい。 
議長（本多）  香川よろしいか。香川。 
香川（十河）  平和集会がなくされると、県から補助金が出なくなるという事情もある。ゆめ千

羽ではなく、平和集会に継続して参加してほしい。 
議長（本多）  要望として受け付ける。愛知。 
愛知（江坂）  正会員の呼びかけを各都道府県でしていきたい、そのための物品があるか。 
中園常任理事  「生きる」や震災パネルを活用してほしい。 
議長（本多）  他にないか。無いようなので、第１号議案の質疑は打ち切る。運営委員の報告を

求める。 
運営委員長（藤岡）  休会とする。再開は９時５５分からとする。 
議長（本多）  休会とする。再開は９時５５分からとする。 
 

―休会 ５月５日 ９：４５― 
―再開 ５月５日 ９：５５― 

 
議長（本多）  再開する。第２号議案の議論に入る。執行部から説明を求める。 
鳥澤事務局長  ＜資料に基づき説明＞ 
議長（本多）  質疑を受け付ける。滋賀。 
滋賀（藤原）  各学習会の予算が１０万円とあるが、この額で開催可能なのか。 
鳥澤事務局長  説明が不十分であったことお詫びする。学習会費とあるが、これは組織活動費と

してではなく、理事会で行うなら理事会予算、全国青研で行うなら全国青研の予算の中で行う

など、流動的に考えていただきたい。 
滋賀（藤原）  第３回理事会で開催が予定されている学習会は、理事会予算に計上されていると

いう認識でよろしいか。 
鳥澤事務局長  原則はそうだ。しかし、決算時に調整をする。 
議長（本多）  他にあるか。香川。 
香川（十河）  公益事業収入において、前年度実績が前年度の予算を下回っているのに、その基

準で今年度予算が計上されている。見直しはしているのか。そして、青研の参加者はどの程度

を予測しているのか。 
鳥澤事務局長  予算と実績は誤差があることを念頭においてほしい。青研は８０名参加を見込ん

でいる。 
議長（本多）  他にないか。鳥取。 
鳥取（稲塚）  収入と支出の比較だが、昨年度予算より青研収入が３万円減っているのに、支出

が１０万円増えている。平和集会においては、平和運動収入が３万円増えているのに対して、



平和運動支出が去年と同じ。なぜ去年とは異なる活動なのに同じ支出で計算しているのか。 
鳥澤事務局長  全国青研費については、講師、助言者の食費、宿泊費を考慮している予算だ。昨

年度と対比して設定しているわけではない。平和運動費については、参加者を１０名と少なめ

に設定している。支出については、主には会場費だ。講師の謝礼金についても含んでいる。な

お、役員が他団体の平和集会に参加する際の旅費等も含んでいる。 
鳥取（稲塚）  青研に対しての支出が増えたのは、助言者に対しての支出が増えたと認識でよろ

しいか。平和運動についてだが、昨年度の事業と今年度の事業は違うもので、今年度の予算は

増えることが予想されるが、同じ金額で設定するのは見込みが甘いのでないか。これでは、青

年団に対しての不信感も生まれてしまう。他の予算から流動的にとするのでなく、なるべく単

独で組んでいただくことを要望する。 
議長（本多）  要望として受け付ける。他にないか。山形。 
山形（細川）  予算は流動的にと説明あったが、事業単独で設定しなければ、その事業に対して

の会計が適切なのか判断しがたい。なぜ、単独で設定しないのか。どう考えているか答弁を求

む。 
鳥澤事務局長  私も言われてしまうと、ふさわしいか迷ってしまう。しかし、昨年度の予算額と

実績額を考慮し、今年度予算を設定した。流動と言葉を使用したが、すべてにおいて流動的に

はしていない。日本青年団協議会と日本青年館の会計と二つあり、その間で資金を流動的にし

ている。ですから、勘定科目を無視するような雑な経理はしていない。理解を求む。 
議長（本多）  他にないか。石川。 
石川（坂井）  事務局に二人職員が入局したが、それでも６００万円減らしているのはなぜか。 
議長（本多）  関連ないか。香川。 
香川（十河）  人件費についての質問だ。６００万円を計上していることに疑問だ。ただ単に職

員の給与を減らすことは反対だ。毎年ベアはなされているのか。どういう考えで職員の給与を

６００万円減らしているのか。 
鳥澤事務局長  職員と臨時職員は給与体系が違う。昨年度から６００万円減っているのは、１人

職員が退職し１人休職しているからだ。ベアについては実施している。 
議長（本多）  石川よろしいか。香川よろしいか。香川。 
香川（十河）  給与を上げることによって、事務局員の退職や休職が減るのでそうしてほしい。 
議長（本多）  要望として受け付ける。他にないか。香川。 
香川（十河）  日本青年団新聞について質問だ。何を根拠に７９万円削減できるのか。 
鳥澤事務局長  今年の一月から隔月発行としているので、削減は可能と判断した。 
議長（本多）  他にないか。香川。 
香川（十河）  列島再生特別会計収入金とスポーツ振興助成金はどの程度申請しているのか。 
鳥澤事務局長  スポーツ振興基金助成金は３００万円を申請している。列島再生特別会計収入金

は参加者からの収入のほかに、民間からの助成を予定している。金額は調整中だ。 
議長（本多）  他にないか。石川。 
石川（坂井）  全国青年大会についてだか、会場の変更を加味して１８０万円増えているのか。 
議長（本多）  関連あるか。香川。 
香川（十河）  芸能文化の部の会場が変わることのみで１８０万円増えるのか。 
鳥澤事務局長  一番の要因は会場変更だ。江戸川区の減免がないので高額になっている。減免に

ついては江戸川区と交渉中だ。 
議長（本多）  他にないか。長崎。 
長崎（梅川）  全国青年大会のウェブサイトについてどの程度予算を考えているのか。 
鳥澤事務局長  予算は個別には組んでいないため、ウェブサイトについての支出は明言しがたい

が、３０万円程度を考えている。 



議長（本多）  他にないか。香川。 
香川（十河）  事務局長が一人で、予算書を作られたと思うが、これをチェックした人間はいる

のか。日青協事務局が人材不足ではないか。 
議長（本多）  ただ今の質問について、前半部分のみ取り入れる。執行部。 
鳥澤事務局長  私一人で作っているわけではない。役員、執行部で作成している。 
香川（十河）  日本の青年団の上部組織であるのが日青協であって、その組織においてミスが多

いのは遺憾だ。日青協の体制を整えてほしい。要望だ。 
議長（本多）  要望として受け付ける。以上で質疑を打ち切る。続いて、基本方針「３.日青協の

総合的な取り組み」について質疑を受け付ける。宮城。 
宮城（澤口）  種まき運動についてだ。昨年度以上の運動を呼びかけるとあるが、実践的な取り

組みを検討しているのか。 
山田副会長   オルグ強化月間を設けて、各地に活動しに行きたい。訪問した際に資料をお渡し

するなどしたい。そのあとに、道府県団に種まき運動をお願いしたい。 
議長（本多）  宮城よろしいか。他にあるか。滋賀。 
滋賀（藤原）  賛助個人会員獲得について、パンフレットを配布する主体は道府県団なのか、日

青協なのか。もう一つ、賛助個人会員の役割はどのようなものか。 
千葉副会長   パンフレットは７～８月を目途に完成させたい。配布は日青協と道府県団でした

い。賛助個人会員は日青協のサポーターとして考えている。 
滋賀（藤原）  賛助個人会員の役割を明確にしていただけないと、道府県団が説明できない。説

明文章などを求む。 
千葉副会長   賛助個人会員の位置づけについては、平成２６年度に道府県団に配布している。

そのときに十分の議論を交わしたという認識だ。その時の資料を確認願いたい。 
滋賀（藤原）  道府県団に見えてこない。機関会議などで道府県団にわかりやすいように報告を

求む。要望する。 
議長（本多）  要望として受け付ける。石川。 
石川（宮）   必携に掲載されている会長が定期大会に出席されていないが、その方は正会員な

のか。あるいはどういう立場なのか。 
千葉副会長   脱退届が提出されていないので、正会員としている。会費を２年以上納められて

いない場合は除名になってしまうが、除名にはしたくないので日青協としても連絡するなど、

会費納入していただくように取り組んでいる。 
石川（宮）   基本的に除名として仲間を切らない認識でいいのか。 
千葉副会長   除名の判断については、執行部のみで判断はしない。皆さんと判断していきたい。

正会員のみでなく、準会員制度を導入しようとする議論もある。 
議長（本多）  質疑はすべて打ち切る。これから要望を受け付ける。要望ないか。石川。 
石川（越野）  要望受け付けるのは、第１号議案のみか。 
議長（本多）  社会活動方針のみだ。他にないか。鹿児島。 
鹿児島（谷口） 青年団の可能性と社会教育のことであるが、もう少し議論することがあればよか

ったと思う。審議不十分と考えるので改めて審議の場を設けてほしい。 
議長（本多）  要望して受け付ける。これより第２号議案について要望を受け付ける。内容なの

で要望を打ち切る。運営委員会の報告を求める。 
運営委員長（藤岡） これより５分休会とする。 
議長（本多）  ５分休会とする。 
 

―休会 ５月５日 １１：００― 
―再開 ５月５日 １１：０５― 



 
議長（本多）  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。 
議長（本多）  資格審査委員の報告を求める。 
資格審査委員長（藤岡） 現在の在席数は３８名で、受付数の過半数に達していることを報告する。 
議長（本多）  採決に入る。議事細則第５２条に基づき、第１号議案「２０１６（平成２８）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３８名中賛成は３５名である。 
議長（本多）  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（本多）  続いて第２号議案「２０１６（平成２８）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３８名中賛成は３７名である。 
議長（本多）  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（本多）  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（本多）  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（本多）  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。初めての議長でみなさまに迷惑かけた点がありお詫び申し上げる。この経験を滋賀

に持ち帰り後進育成に努めたい。みなさんから議長と言われたので楽しかった。 
鳥澤事務局長  改めて議長を務められた本多代議員、そして資格審査委員長の多田代議員、運営

委員長の藤岡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 １１：３５－ 
 

          会議録署名人 

 

北海道青協 西 城 幸 恵   ㊞ 
 

 愛 知 県 団 江 坂 祐 紀   ㊞ 
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―開会 ５月４日 １９：３５― 

 

照屋会長  これより第６６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「２０１６（平成２８）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「２０１６（平成２８）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（猪股）  第２委員会の受付数は４２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― 

照屋会長  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（南谷）  立候補する。 

照屋会長  ただ今、鹿児島県団の南谷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（南谷）  議長は初めてで緊張している。皆様のご協力をお願いする。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（南谷）  議長一任の声をいただいた。会議録署名人は石川県団の吉田代議員、高知県団

の山沖代議員、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（南谷）  続いて、運営委員会の報告を求める。 

運営委員会（山田）  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（南谷）  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１０分以

内でお願いする。 

佐久間副会長  ＜「１．スポーツ・芸能文化の裾野を広げる取り組み」「２．青年の主体的な

学びの取り組み」について説明＞ 

砂口常任理事   ＜「３．全国に伝え学ぶ取り組み」について説明＞ 

議長（南谷）  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、議

長の許可を得たら、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。高知。 

高知（山沖）  全国青年大会の意義、めざしているものをお聞きしたい。 

佐久間副会長  方針にあるとおり、アマチュアリズムに基づき、スポーツや芸能文化活動の裾

野を広げることが目的だ。青年大会を通じて全国の青年をつなげていく。 

高知（山沖）  近年の参加チームを見ていると、青年団よりアマチュアのクラブチームが多く

出場している状況がある。ユニフォームなどを揃えるのにもお金がかかり、青年団の参加が

難しい。この状況をどう考えるか。 

佐久間副会長  その通りだ。ただ、クラブチームも青年団も同じ青年である。たしかに厳しい

状況はあるが、あらゆる青年を対象に裾野を広げていきたいと考える。 

高知（山沖）  高知県では、一般の部と青年の部を設けて県大会を行っている。自分たちも模

索しながら工夫していく。日青協としても検討してほしい。 

議長（南谷）  要望として受け付ける。他にないか。鳥取。 

鳥取（田中）  道府県青年大会について２点ある。モデル道府県団の情報提供があまりなかっ

たと思うが、それ以降の情報提供はどうだったのか。また、道府県大会の意義はどういった



 

場で議論するのか。 

佐久間副会長  配布した道府県大会目標記入シートに目標を記入してほしい。モデル道府県団

では、なかなか大会開催に至らない県団もあった。昨年のモデル道府県団の情報提供は確か

に不足していたと考えるので、これまでの情報をまとめて皆様と共有していきたい。青年大

会の意義は、青研の分科会などでの設定を検討し、皆様に発信していくことを考えている。 

議長（南谷）  他にないか。宮崎。 

宮崎（堀口）  物産市について２点伺いたい。全国青年大会日程表を確認すると江戸川区の会

場が多いが、今年はどこを考えているのか。また、物産市の出店数が近年少ないが、方針に

あるような日本各地を訪れた感覚をもたらすための考えはあるのか。日青協として物産市に

対してどのような方針なのか。 

議長（南谷）  関連あるか。岩手。 

岩手（松田）  物産市の周知方法は決まっているのか。 

議長（南谷）  関連あるか。岡山。 

岡山（渡邊）  物産市に参加するルールがネックになっているのではないか。あらためて検討

するのか。 

佐久間副会長  物産市の場所は江戸川区総合文化センターの小ホールロビーを確保している。

今年度は早い段階で場所を周知したい。日本青年館がない中で、屋内になると芸能文化部門

の観客がメインになると思う。ここ数年４～６店舗にとどまっているのは、場所が変わった

りお客さんを集められなかったりした要因はあると思う。ただ、交流の場として盛り上がり

を何とかみせたいとも考えている。昨年はＡＲをつかったチラシを都内各所に配布した。今

年度はメディア、可能であればテレビなどで周知したいが、一番は地元の方々を連れてきて

ほしい。物産市の制限については衛生上の問題もあり、現状のまま行っていきたい。 

宮崎（堀口）  スポーツと芸能だけでなく、物産市を活用した宮崎のアピールを前向きに考え

ていきたい。執行部に丸投げするのではなく、みんなで考えていきたい。 

岩手（松田）  たまたま会場に来たお客さんもいると思うので、そういった人を集める方法を

検討することを要望する。 

岡山（渡邊）  生ものなどについては厳しいと理解した。 

佐久間副会長  生もの以外にも多少の制限がある。 

議長（南谷）  他にないか。滋賀。 

滋賀（金子）  全国青年大会は勤労青年を対象にしている。県内でも大学生で青年団に出会う

仲間もいるため、大学生の枠を拡大してほしい。そのような予定はあるか。 

議長（南谷）  関連あるか。和歌山。 

和歌山（久保）  和歌山の場合は年齢層が高い人の希望が多いため、ＯＡ枠を拡大してほしい。 

議長（南谷）  要望として受け付ける。関連あるか。高知。 

高知（山沖）  去年意見発表で準優勝した学生が要項の改定で出られなかった。同じ年齢でも

学生だと出られないことに疑問がある。学生でも青年団であれば認めるなどの工夫はできな

いか。 

佐久間副会長  基本は勤労青年の大会である。そもそもは学生にも参加資格はなかった。確か

に課題ではあるが、社会の動きを鑑みながら、継続して議論していきたい。 

議長（南谷）  滋賀よろしいか、高知よろしいか。高知。 

高知（山沖）  具体的にどのように検討していただけるのか。要項を議論するのはどの場面な

のか。 

佐久間副会長  当然この要望はここで終わりではなく、部会・常任理事会で常に議論していく。 

議長（南谷）  他にないか。静岡。 

静岡（山梨）  全国青年大会はオリンピック・パラリンピックに関連づけた動きをしていくと



 

いうことでよろしいか。 

佐久間副会長  新種目設定などでオリンピックとリンクできるような内容を議論している。 

議長（南谷）  他にないか。滋賀。 

滋賀（中澤）  芸能文化種目の集客について、団体などに声をかけるなどの検討を要望する。 

議長（南谷）  要望として受け付ける。他にないか。愛知。 

愛知（熊谷）  新種目について具体的な案はあるのか。 

議長（南谷）  関連あるか。和歌山。 

和歌山（天野）  新種目を決める基準を教えてほしい。 

佐久間副会長  新種目は確定していないが、来年の新館オープンに向けて、日本青年館ででき

るような芸能文化の部の種目を検討中である。過去には、ダーツ、ボウリングを取り入れて

きた。娯楽性や参加のしやすさ、競技人口などを考慮しながら導入したい。 

議長（南谷）  他にないか。鳥取。 

鳥取（田中）  鳥取でもダーツの開催を検討している。ダーツの道具を借りる方法について聞

きたい。 

佐久間副会長  道具は私たちに相談いただければダーツ協会に連絡し借りられるように手配

する。 

議長（南谷）  あと１～２点の質問を受け付けたい。石川。 

石川（細川）  体育の部の参加者数が伸び悩んでいる要因は何だと考えるか。web サイトを見

て応募のあった団体はどのくらいあるのか。 

佐久間副会長  参加費設定や複数種目出場可能などのアピール不足があると考える。みなさん

の呼びかけは不可欠である。web サイトを見て応募のあった団体数は把握していない。 

石川（細川）  インターネットを見て参加することは少ないかと思い質問した。やはり足を運

んで呼びかけるのが青年団らしいと考える。熊本の地震について、全国青年大会要項の東日

本大震災の特例措置を熊本でも適用できるのか。 

佐久間副会長  熊本地震については早急に検討し、結論が出たらお伝えしたい。 

議長（南谷）  「１．スポーツ・芸能文化活動の裾野を広げる取り組み」の質疑を打ち切る。

ここで運営委員会からの報告を求める。 

運営委員会（山田）  ２０時１０分まで休会する。 

議長（南谷）  それでは休会する。 

 

―休会 ５月４日 １９：５９― 

―再開 ５月４日 ２０：１０― 

 

議長（南谷）  再開する。「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。 

福島（渡辺）  道府県青研にモデル道府県団のような設定はしないのか。道府県青研は身内で

できる事業なので効果が出やすいと思う。 

議長（南谷）  関連あるか。宮崎。 

宮崎（堀口）  道府県青研未開催地域には情報発信だけでは分からない部分もあると思う。他

の道府県団との協力が必要だと考えている。宮崎では他の県青研と協力して学び、発展して

きた。 

佐久間副会長  道府県青研のモデル道府県団の議論はまだあがっていなかった。部内で検討し

たい。青研未開催地域にとって他の県青研に勉強のため参加することは確かに学びになると

思う。 

議長（南谷）  他にないか。佐賀。 

佐賀（内田）  佐賀県団も４年間青研ができていない。オルグをしてもらう中で、青研の司会



 

者の学びができないか。 

議長（南谷）  関連あるか。北海道。 

北海道（田村） 第２回理事会ではリーダー育成、司会者学習会を分けて行うのか。同じものな

のか。 

議長（南谷）  関連あるか。福井。 

福井（岡井）  理事会にリーダーに相当する団員を連れてくる必要があるのか。 

佐久間副会長  佐賀の質疑に関して、要望があれば行いたい。北海道の質疑に関して、第２回

理事会の学習会は二つに分けて行いたい。福井の質疑に関して、理事学習会として理事を対

象に行うものである。 

議長（南谷）  佐賀、北海道、福井よろしいか。他にないか。愛知。 

愛知（神谷）  全国青年問題研究集会の分科会はある程度の人数が揃っていた方が議論が深ま

ると考えるが、なぜ少人数の分科会編成にするのか。 

佐久間副会長  以前から、大人数だと議論ができないという要望があった。今年度は移動時間

も考えて４～６名編成で行いたいと考えている。 

愛知（神谷）  ４～６名であれば議論ができると考える。今年度はこの人数でやってみて次に

つなげてほしい。 

議長（南谷）  要望として受け付ける。他にないか。北海道。 

北海道（田村）  ４～６名という話だが、４名は少ないと考える。６名程度が適切だと考える

が、どう思うか。 

佐久間副会長  なるべく人数が偏らない方向性で行うことでご理解いただきたい。 

議長（南谷）  北海道よろしいか。他にないか。宮城。 

宮城（千葉）  種まき運動を県団がする場合、フォーラムへの声かけをするということか。 

佐久間副会長  そのとおりである。我々も種まきに行くたびにフォーラムの声かけをしている

が、ぜひみなさんも支援者に声をかけてほしい。 

議長（南谷）  宮城よろしいか。他にないか。福井。 

福井（岡井）  全国青研とフォーラムとの意見交換会は行わないのか。 

佐久間副会長  昨年度は運営がうまくいかなかったが、かたちを変えながら、支援者と青年の

意見交換会は開催していきたい。 

福井（岡井）  フォーラム側の名簿を用意していただけると分かりやすいので要望する。 

議長（南谷）  要望として受け付ける。他にないか。滋賀。 

滋賀（池内）  司会者学習会にはオブザーバーも参加できるのか。可能であれば理事もオブザ

ーバーも参加できるようにしてほしい。 

議長（南谷）  関連あるか。高知。 

高知（山沖）  第２回理事会でリーダー育成をするよりも活動家養成事業を行った方が趣旨に

合っていると思うが、どう考えるか。 

議長（南谷）  関連あるか。岡山。 

岡山（渡邊）  活動家養成事業が事業計画に入っていないことが残念である。なぜ行わないの

か。 

佐久間副会長  理事もオブザーバーも参加していただきたい。活動家養成事業を行わないのは、

会場や予算の条件からである。第２回理事会で対応したいと考えている。 

議長（南谷）  滋賀よろしいか。高知よろしいか。高知。 

高知（山沖）  地方の青年会館で活動家養成事業を行うことも検討していただきたい。 

議長（南谷）  要望として受け付ける。岡山よろしいか。 

岡山（渡邊）  新しい青年館ができた時には開催を期待している。 

議長（南谷）  他にないか。滋賀。 



 

滋賀（中澤）  短時間の学習会でリーダー育成として何ができるのか。具体的な内容を教えて

ほしい。 

佐久間副会長  内容は検討中である。市町村団からのリーダー発掘に活かせるもの、オルグや

種まきのやり方なども考えている。 

滋賀（中澤）  事前に参加者への調査や打ち合わせなどをして、短時間でも良い学習会にして

ほしい。 

議長（南谷）  要望として受け付ける。他にないか。福井。 

福井（五十嵐）  全国青研の途中参加者への交通手段についての対応をどう考えているのか。

また、昨年度の監査報告では、途中参加者への交通手段を十分に伝えられなかったことを指

摘されていたが、今回はどう考えられているのか。 

佐久間副会長  交通手段は昨年度より早い段階で提示したい。 

議長（南谷）  他にないか。静岡。 

静岡（小長谷）  支援者同士のネットワークは過去につくられた事例があるのか。 

佐久間副会長  細かい人間関係のつながりは把握できていないが、集まることによってつなが

りができる。 

議長（南谷）  静岡よろしいか。ここで運営委員会からの報告を求める。 

運営委員会（山田）  本日はここで休会とする。明日は９時再開とする。 

議長（南谷）  本日はここで休会とする。 

 

―休会 ５月４日 ２０：４５― 

―再開 ５月５日  ９：００― 

 

議長（南谷）  ２日目の審議を再開する。冒頭に資格審査委員会の報告を求める。 

資格審査委員会（猪股） 本会議の第２委員会の受付数は４２名。ただ今の受付数は４０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（南谷）  運営委員会の報告を求める。 

運営委員会（山田） 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（南谷）  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。 

愛知（熊谷）  なぜ Facebook を特に活用するのか。 

砂口常任理事  種まき運動やオルグなどの細かい動きも Facebook を活用したい。また、日本

青年団新聞の宣伝も行っていきたい。 

議長（南谷）  愛知よろしいか。他にないか。滋賀。 

滋賀（中澤）  web サイトと新聞を連動した場合、購読拡大はどのように考えているか。購読

拡大の意義をあらためて確認したい。また、新聞購読を運動につなげている道府県団の事例

はあるか。 

議長（南谷）  関連あるか。静岡。 

静岡（山梨）  青年団以外への購読の呼びかけはしていくのか。 

砂口常任理事  未購読県団が３１県団ある。まずは未購読県団の削減、全国青年大会購読の呼

びかけを行っていきたい。また、新規購読をさらに便利に、ホームページを通した購読申込

を検討している。新聞の活用として、鳥取県団では大会などで新聞を並べたり、種まき運動

で取り組みの紹介をしたりしている。静岡の質問に関して、種まき運動などを通して支援者

にも呼びかけている。 

議長（南谷）  滋賀よろしいか。 

滋賀（中澤）  web サイトにアップロードするのは新聞の内容ではないのか。 



 

砂口常任理事  新聞すべてを web サイトに掲載すると購読の意味がなくなるので、すべてを載

せるわけではない。 

議長（南谷）  滋賀よろしいか。他にないか。宮崎。 

宮崎（堀口）  実践大賞の応募が昨年度は７件だった。全国にはたくさんの事業があるが、周

知だけでは応募につながらないと思う。実践の解釈の仕方がそれぞれの道府県団で違うと思

うが、宮崎としては新しい事業を応募している。日青協としてこの７件の応募をどうとらえ

るのか。また周知だけでなく歩み寄ることが必要だと考えるが、どう考えているか。 

砂口常任理事  応募が７件だったことは反省している。今までは１０月に要項を出していたが、

いつでも応募できるよう、定期大会終了後に要項を配布する。また、過去に新聞に載った実

践を現在集約しているので、みなさんに電話で声かけをしたい。また、実践奨励賞などは長

期間に行われている賞なども評価しているため、伝統的な活動も応募していただきたい。 

議長（南谷）  宮崎よろしいか。宮崎。 

宮崎（堀口）  自分たちの活動が第三者に認められることが励みになると思う。私たちが応募

しない限りどうしようもないことなので、他の道府県団からも応募をお願いしたい。 

砂口常任理事  確かに７つと少なかったが、非常に良い実践が集まったという評価をいただい

ている。今年度は昨年度の実践大賞を web サイトに掲載し、見てもらえるようにしたい。ま

た、全国の市町村教育委員会に要項と昨年度報告書を郵送しているため、全国に知ってもら

える機会となる。 

議長（南谷）  宮崎よろしいか。他にないか。石川。 

石川（吉田）  支局員を正会員に限定している理由は何か。 

砂口常任理事  顔が見える正会員に支局員を依頼している。正会員ではない地域については日

青協執行部が取材などをしている。 

議長（南谷）  石川よろしいか。他にないか。鳥取。 

鳥取（田中）  実践大賞について市町村行政を評価する賞を設定するということか。それはな

ぜか。 

砂口常任理事  今設定している賞では公民館や教育委員会の取り組みは該当しないが、そうい

った取り組みを表彰することを検討している。これから先生方と相談して決めていきたい。 

議長（南谷）  鳥取よろしいか。他にないか。宮城。 

宮城（千葉）  新聞購読の継続ができない県団について日青協はどう考えているか。 

砂口常任理事  全青大購読以外の購読についても一年間で購読が切れる。現在、自動更新の仕

組みを模索している。ただ、すべて自動更新にしてしまうと道府県団が困ると思うので、選

べるようにしたいと考えている。 

議長（南谷）  宮城よろしいか。他にないか。滋賀。 

滋賀（中澤）  日本青年団新聞が赤字になっているが、今年も発行するのはなぜか。思いを聞

かせてほしい。 

砂口常任理事  今年から財政的な状況もあり２ヶ月に１回発行に変えている。１３００部程度

の購読がないと赤字は解消されない。全国の取り組みや身近な問題も掲載されている。新聞

があれば全国の取り組みを仲間に伝えることができる。みなさんの知識のために購読をお願

いしたい。 

議長（南谷）  滋賀よろしいか。他にないか。石川。 

石川（細川）  去年支局員として活動したが、４回程度執筆した。今年から回数は減ると考え

るが、支局員の執筆の配分はどう考えているのか。 

砂口常任理事  現状支局員の執筆状況に偏りがあることを承知しているので、なるべく掲載さ

れていない道府県を掲載したい思いがある。イケ団などでも紹介したい。支局員の役割とし

て、新聞を一緒につくる、購読拡大をともに行うことも大きな役割だ。共に取り組んでいき



 

たい。 

議長（南谷）  石川よろしいか。石川。 

石川（細川）  それでは支局員を正会員に限らない方がいいのではないか。 

砂口常任理事  募集したい気持ちはあるが、道府県団の事務局機能が停止している場合の窓口

が見つかっていない。５月号では山口県周南市の取り組みを紹介した。種まき運動で青年団

の存在を知り、私が取材したものである。 

議長（南谷）  石川よろしいか。石川。 

石川（細川）  なるべく地域が偏らないようにしていただきたい。 

議長（南谷）  要望として受け付ける。他にないか。ないようなので全体について質疑を受け

付ける。愛知。 

愛知（神谷）  剣道の共催化について、大会に出場していない県の出場についてどう話し合っ

ているか。 

議長（南谷）  関連あるか。和歌山。 

和歌山（久保） 全国青年大会の兼任可能について、だいたいは日程がかぶっているが、どう考

えるか。 

議長（南谷）  他にないか。なければ執行部。 

佐久間副会長  剣道については話がつまってきている。数多くの参加が見込める。兼任種目出

場について、土曜日のバドミントン、日曜日の卓球など日にちがずれている場合のみ受け付

けている。 

愛知（神谷）  共催によって現在剣道に出てきていない県からの参加も見込めるのか。 

佐久間副会長  そのことは期待している。剣道連盟を通して団体の発掘をしたい。 

議長（南谷）  愛知よろしいか。他にないか。福井。 

福井（五十嵐）  事業の人数集めは大変である。今年度の事業で人数目標はあるのか。 

佐久間副会長  昨年度の全青大の参加者数は２１４６名だった。さらに数多くの青年を集めた

い。 

福井（五十嵐）  全国青研について分科会の少人数化とあるが分科会を増やす予定はあるか。

負担が増えるのではないか。 

議長（南谷）  関連あるか。宮崎。 

宮崎（堀口）  全国青研について昨年度は社会部門が成立しなかったが、このことをどう見る

か。今年度の分科会設定はどう考えるか。 

佐久間副会長  全国青研についての参加者数を減らすことは考えていないため、皆様の協力を

得ながらすすめていきたい。今年度の部門や分科会は検討中であるが、数年の流れを見なが

ら考えていきたい。 

議長（南谷）  福井、宮崎よろしいか。他にないか。滋賀。 

滋賀（中澤）  もっと教宣活動の大切さを教えてほしい。 

砂口常任理事  教宣の作品集を作成し、分科会の休憩中などで見られるような取り組みを行っ

ている。メールでの投票は行ったが、ほぼ投票がなかったため、今年度に関しては作品集を

作成したい。様々な教宣があるが、第三者に青年団の取り組みを伝えることができる。ゴミ

拾いをしてもユニフォームを着ているだけでアピールできる。昨年は６６点の応募があった

が、まだまだあると思う。滋賀県団の取り組みを学びながら、全国各地の教宣の応募をお願

いしたい。 

滋賀（中澤）  作品集の有効利用をお願いしたい。滋賀県団の教宣学習会や教宣コンテストを

他の道府県団にも知ってほしい。どんなに良い内容でも見てくれる人、評価してくれる人が

いなければ意味がない。日青協としても教宣の大切さをあらためて考えてほしい。 

議長（南谷）  要望として受け付ける。質疑を再開する。宮城。 



 

宮城（千葉）  昨年度の全国青年大会で記念合唱を行い、好評だった。今年も記念合唱などの

催しを検討しているか。 

佐久間副会長  まだ議論はできていないが、検討したい。昨年度の記念合唱は宮城から発案が

あった。もし要望があれば、可能な限り対応したい。 

宮城（千葉）  来年も来たくなるような大会にともにしていきたい。 

議長（南谷）  要望として受け付ける。他にないか。宮崎。 

宮崎（堀口）  柔道種目について、通常の大会は前日の計量だが、全国青年大会では当日の計

量となっている。柔道の計量のタイミングについて要望は来ているか。 

佐久間副会長  計量のタイミングについての質問は来ていない。今後は柔道連盟と相談したい。 

議長（南谷）  宮崎よろしいか。他にないか。福井。 

福井（岡井）  全国青研について、バスの移動時間の有効活用を考えているか。 

佐久間副会長  検討中であるが、何らかの学びになるようにする。 

議長（南谷）  福井よろしいか。他にないか。鹿児島。 

鹿児島（福島） 全国青年大会について江戸川区総合文化センターで下見やリハーサルはできる

のか。 

佐久間副会長  下見やリハーサルもできるよう進めていく。 

議長（南谷）  鹿児島よろしいか。他にないか。静岡。 

静岡（山梨）  全国青研で車移動の方には資料などを配付してほしい。 

議長（南谷）  他にないか。質疑を打ち切る。ここで運営委員会からの報告を求める。 

運営委員会（山田）   １０分間の休憩をとる。１０時２０分まで休会とする。 

 

－休会 ５月５日 １０：０９－ 

－再開 ５月５日 １０：２１－ 

 

議長（南谷）  運営委員会からの報告を求める。 

運営委員会（山田） これから事業計画を中心に審議し、１１時から討論・採決を行う。 

議長（南谷）  事業計画について質疑を受け付ける。北海道。 

北海道（田村） 列島ふるさと再生全国フォーラムの日程を考える上で、内容をお聞かせいただ

きたい。 

佐久間副会長  列島ふるさと再生全国フォーラムは、人口一極集中などの課題から、農山村の

問題を考え、全国のあらゆる人に呼びかける。地球緑化センターなどの他団体と行う。募集

定員１０００人、誰でも参加できる。 

議長（南谷）  北海道よろしいか。他にないか。宮崎。 

宮崎（堀口）  実践大賞はいつでも受け付けるということか。 

佐久間副会長  そのとおりである。 

議長（南谷）  宮崎よろしいか。他にないか。愛知。 

愛知（神谷）  平和集会の日程が１日だけということだが、なぜなのか。 

照屋会長    しないよりも１日開催でもやることに意味があると考えたからだ。 

議長（南谷）  愛知よろしいか。他にないか。宮城。 

宮城（千葉）  植林訪中団について保険料を参加費に組み込めないかという質問は検討された

のか。また、日程が未定だがどう考えているか。 

佐久間副会長  日程は調整中である。今年は６０周年を記念して１泊多い開催としている。最

低限必要な経費として１３万円で出している。日程も決まっていないので保険料を組み込め

るかまだ申し上げられない。 

議長（南谷）  宮城よろしいか。宮城。 



 

宮城（千葉）  昨年行ってよかった。行かなくては分からない。高額な参加費だと考えるので

保険料の検討もよろしくお願いしたい。 

議長（南谷）  要望として受け付ける。他にないか。鹿児島。 

鹿児島（福島） 列島ふるさと再生全国フォーラムと全国青研の間隔が２週間しかない。全国青

研の参加者が減ってしまうのではないか。どういった取り組みをしていくのか。 

照屋会長    ２つの事業の参加対象者はあまり重複しないと考える。 

議長（南谷）  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。 
資格審査委員会（猪股） 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（南谷）  採決に入る。議事細則第５２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。 
資格審査委員会（猪股）  在籍数３７名中３６名の賛成である。 

議長（南谷） 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（南谷）  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。 

資格審査委員会（猪股） 在席数３７名中３５名の賛成である。 

議長（南谷）  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（南谷）  資格審査委員会より報告を求める。 

資格審査委員会（猪股）  採決終了に伴い、議場封鎖を解除する。 

議長（南谷）  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（南谷）  初めてで言い間違いが多かったが、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、南谷代議員に拍手をお願いす

る。 
―拍手― 

照屋会長    以上で、第２委員会を終了する。 
 

―終了 ５月５日 １０：５１― 

 

会議録署名人             

 

石川県団 吉 田 昌 孝   ㊞ 
 

高知県団 山 沖 直 樹   ㊞ 



北 海 道 田　村　芳　克 佐　藤　　　泉 猪　股　大　輔

青 森 県 山　田　智　久

岩 手 県 松 田 恵 美 子

宮 城 県 森　　　花　香 千 葉 加 奈 子

秋 田 県 齋　藤　和　彦

山 形 県 小 野 寺 真 平

福 島 県 遠　藤　正　人 渡　辺　直　也

茨 城 県

栃 木 県 鎌　倉　健　次

群 馬 県 天　笠　荘　一

千 葉 県

神奈川県

山 梨 県

新 潟 県

石 川 県 吉　田　昌　孝 細　川　真　嗣 吉　野　輝　子

福 井 県 五 十 嵐 靖 貢 岡　井　里　紗

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県 鈴　木　大　志 山　梨　　　剛 小 長 谷 里 紗

愛 知 県 神　谷　幸　典 熊　谷　啓　之

三 重 県

滋 賀 県 池　内　教　真 中　澤　景　古 金　子　紘　子

京 都 府

大 阪 府

奈 良 県

和歌山県 久　保　隆　治 天　野　成　悟

鳥 取 県 田　中　修　一

島 根 県

岡 山 県 渡　邉　　　誠 江　村　浄　孝

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県 西　山　耕　平 植 松 江 梨 子

愛 媛 県

高 知 県 大　池　智　士 山　沖　直　樹

福 岡 県

佐 賀 県 内　田　伸　也 土　田　和　子

長 崎 県 市 山 高 太 郎

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県 堀　口　美　穂

鹿児島県 福　島　英　之 南　谷　沙　智

沖 縄 県 仲 村 渠 辰 治
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（５月５日 １３：３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－再開 ５月５日 １３：３０－ 

 

議長（長谷川）  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（多田）  代議員定数は１３２名、現在受付数７７名、定員数６２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（長谷川）  続いて運営委員会の報告を求める。 

運営委員長（藤岡）  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（長谷川）  それでは各委員会の報告を求める。まず第１委員会の本多議長より報告をお

願いする。 

第１委員会議長（本多）  ＜第１委員会報告＞ 

議長（長谷川）  続いて第２委員会の報告を南谷議長より報告をお願いする。 

第２委員会議長（南谷）  ＜第２委員会報告＞ 

議長（長谷川）  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（長谷川）  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（長谷川）  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（鷺坂）   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（多田）  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正会

員の退席を求める。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７４名であ

る。 

議長（鷺坂）   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（多田）  在席数７４名のうち賛成６７名である。 

議長（鷺坂）   賛成多数により第１号議案は可決成立された。 

－拍手－ 

議長（鷺坂）   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（多田）  在籍数７４名のうち賛成６７名である。 

議長（鷺坂）   賛成多数のため第２号議案は可決成立された。 

－拍手－ 



 

議長（鷺坂）   資格審査委員会の報告を求める。 

資格審査委員長（多田）  採決終了に従い議場閉鎖を解除する。 

議長（鷺坂）   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（鷺坂）   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（鷺坂）   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（鷺坂）   なかなかない機会であった、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。機会があったらまたやりたい。二日間ありがとうござ

いました。 

議長（齋藤）   出番は少なかったけれど、非常にいい経験になった。 

議長（長谷川）   議長は初めてであったが、いつもとは違う観点で見ることができてよかっ

た。このような機会を増やしたい。 

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   資格審査委員長の多田代議員と運営委員長の藤岡代議員からも一言お願い

する。 

資格審査委員長（多田）   定期大会での初めての委員会と委員長に戸惑ったが、今はやって

良かったという思いだ。次の機会があればまたやってみたい。 

運営委員長（藤岡）   高い位置から緊張しながらも務めさせていただいた。皆さまの協力で

無事終えることができてよかった。 

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 

 

群馬県団  天 笠 壮 一  ㊞ 

 

香川県団  西 山 耕 平  ㊞ 
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（５月５日 １４：２０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－再開 ５月５日 １４：２０－ 

 

鳥澤事務局長   ただ今から第６６回日本青年団協議会定期大会の閉会式を開始する。はじ

めに執行部から大会宣言を確認させていただきたい。 

福永副会長    若葉の緑がまばゆい五月の風に吹かれ、青年団運動の展望を切り拓こうと、

私たちはこの二日間、一人ひとりが仲間とともに真剣な議論を重ねてきました。 

   被爆・戦後７０年、そして東日本大震災から５年が経ちました。先月発生した熊本地震

では、日を重ねるごとにその被害の大きさが明らかになってきています。今でも現地では、

仲間をはじめ多くの方々が厳しい暮らしと隣り合わせの日々を過ごされています。また、社

会全体を見渡せば、安保法制の施行をはじめ子どもの貧困、そして私たち青年を取り巻く労

働問題等々、私たちは今、複雑で計り知れない数多くの問題に直面しています。そんな中で

も、地域を元気にしたい、人々を笑顔にしたい、社会の役に立ちたいと、熱い想いを持った

青年たちが、地道に地域で様々な活動に取り組んでいます。 

   青年にはいつの時代にも、多くの人々から多くの期待を寄せられます。それは青年だか

らこそできる行動力と、それを支える熱い想いがあるからではないでしょうか。私たちは地

域の人々に支えられ、地域とともに歩んできました。そして、自分だけではなく仲間ととも

に悩み、語り合い、学び合い、手をつなぎあい、時代に立ち向かってきた歴史があります。

その歴史はこんにちまで受け継がれ、私たちもまた、いつの日か次の世代、後輩たちに受け

継いでいかなければなりません。青年団運動、それは、私たち一人ひとりはもちろん、人々

のいのちを守り、暮らしを豊かにし、こころを育んでいく。そんな社会をつくろうと取り組

むものではないでしょうか。 

  「私たちの声が、仲間と、地域を動かす」。新しい年の青年団運動の幕が開きました。い

よいよ来年夏には三代目日本青年館が完成します。日本青年館継承募金や全国青年団種まき

運動など、私たちは地域で取り組む青年団運動の一つひとつが、日本青年館の建設を後押し

するだけではなく、人々のいのちを守り、暮らしを豊かにし、こころを育んでいくことを信

じ、一人ひとり一歩を今から踏み出していきましょう。青年団運動に終着点はありません。

終わりのない進化に向かって、青年団運動を共にここから前進させていきましょう。 

   このたびの熊本地震で被災された仲間をはじめすべての人々、すべての地域の一日も早

い復旧・復興を願い、私たちも現地に想いを馳せ共に歩みを進めていくことを誓い合い、第

６６回日青協定期大会の宣言とします。 

  

   ２０１６年５月５日 

 

 第６６回日本青年団協議会定期大会 

 

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大会宣言について、皆様の拍手

をもって採択とする。 

－拍手多数－ 

鳥澤事務局長  続いて照屋会長より退任される澤田康文さん。そして、廣瀬純子さんへ感謝

状の贈呈を行う。はじめに、澤田康文さん前にお願いする。 

照屋会長    ＜感謝状を澤田さんへ＞ 

鳥澤事務局長  続いて廣瀬純子さん。前へお願いする。 

照屋会長    ＜感謝状を廣瀬さんへ＞ 



 

鳥澤事務局長  退任するお二人に、照屋会長より一言お願いする。 

照屋会長    今日、この２０１６年度、二人が退任するにあたり、思い出を語りたいと思

う。役員それぞれに思い出があると思うが、私個人としての思い出を語りたいと思う。す

こし失礼なこともあると思うが、ご了承願いたい。まず、澤田康文さんとは５年間日青協

で一緒させていただいた。ありがとうございます。澤田さんはしゃべらなければスリムで

まっすぐな、言い換えればすこし愛嬌がない人だなと思っていましたが、今のように笑っ

たりお酒を飲んだ時には、年齢の割には変なはしゃぎ方をするなって思っていました。ど

ちらにせよ、私とはジャンルが違う人だなと感じました。澤田さんとの付き合いで思い出

に残っているのは、私から青年大会の担当を引き継いでいただいたとき、私の時には理事者

の方々を混乱させてしまったが、澤田さんは一人一人と向き合って真摯にやっていただいた。

共に副会長になり、同じ三役になった際は、個人的に呼ばれ言葉の表現であったり態度であっ

たり、私の先輩として一つ一つを正していただいた。澤田さんから頂いた注意や苦言を胸に刻

み、しっかりと日青協会長としてやっていきたい。これからも良き先輩でいてください。あり

がとうございます。 

   廣瀬さんとは５年間一緒に活動させていただいた。ありがとうございます。廣瀬さんとは日青

協に上がる前から、県団での活動や青研の時に市町村団のころお会いしたのを覚えている。日

青協に来てからは、道府県団のみなさんの気持ちを最優先に語り、役員会の中で表現されてい

たのが素晴らしいなと思っていました。廣瀬さんとはなかなかいい思い出がないですが、それ

は私が同級生でありながら突っ込みづらい性格だったからだと思うが、一緒に活動しながら運

動を語り合っていたと思う。一方では青年団活動で仕事や生活環境が変化する中で香川の仲間

や四国の仲間のことを考えて活動していた。私からは、ほとんど苦言だったりもっとこうやれ

よということを女性に対していっていいことか迷う言葉を投げかけていたかと思うが、今日ま

でやってこられてよかった。ありがとうございました。 

   このあと、お二人に思い出を語っていきたいと思うが、本当に大切な二人が減り、新しい役員

が入ってこないうえで、私たち新執行部もあらためて気持ちを一つにやっていかないと、と思

う。また私たちの苦言、提言を含めて語っていただきたいと思う。本当にありがとうございま

した。 

―拍手― 

鳥澤事務局長  続いて退任される二人からご挨拶をいただく。はじめに澤田康文さん。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  澤田康文さんからのメッセージをお願いする。 

澤田康文    このような場で、自分の青年団の退任。日青協役員の退任のあいさつをできると

いうことを、非常に光栄に思う。昨日、日青協バッジを会長のほうに返すことになった。非常

に重たかったバッジであると同時に、切なく寂しい思いを感じた。日青協は副会長まで務める

ことができた。本当に良くも悪くも自分の断れない性格も手伝って、ここまで務めることにな

ったが、そのおかげもあり、このような大きな人間関係をつくることができたと感じている。 

 昨年度、地元の青年団がすごい岐路に立つ状況で、上部団体のほうに加盟を継続するかどうか

と、１年間、話し合う期間となった。結論的には、継続して加盟することになったが、その背景

として、今、メンバーが新しく入ってきた方がたくさん出て、自分たちの地域に根差す活動など

に力を入れるべきだという考え方がある。上部団体に役員を選出するのがかなり厳しいとか、会

議自体参加するのも負担になるというような理由もあった。私が入ったときの青年団のメンバー

は、ほとんど辞めていなくなり、昔の良きつながりがあった青年団を知っている方が減ったこと



 

が大きな理由だと思う。私がその中で感じた部分としては、今の地元の青年団は、自分がどうし

たいとか、自分たちはどうしてほしいというような考え方で話をしているのだが、少なくとも私

が経験した青年団は、地域のことや、周りの人に喜んでもらったり、助け合ってあげたりといっ

た主を自分の内側に置くのではなく、常に相手側に置いて、考えてきた青年団だったのではない

かということを感じた。これはとても小さな違いかもしれないが、結果的にはとても大きな差に

なってくるのではないかなと感じた次第である。そういったことが自然に仲間と、和気あいあい

議論しながら経験できるのが、青年団ではないかと感じる。 

 また、青年団に出会えて大きなこととして、社会問題を深く考えるきっかけとなったことがあ

る。自分は北海道ということで、身近な問題である、北方領土問題がある。青年団に入っていな

ければ、こんなに北方領土問題のことを考えることはなかっただろう。北海道という一番身近な

地域でありながら、ここまで真剣に返還運動に取り組めたというのは、自分の中でも本当に、非

常に大きなものであった。 

 このように青年団は、自分の人生に大きな幅をもたらしてくれたと思う。本来であれば、自分

の役員退任と同時に、地元から日青協役員のほうを選出できればと思っていたが、その願いは残

念ながらかなわなかった。ただ、非常に優秀な人材が、現在育ちつつあると思う。私も見守って、

やがて日青協のほうに役員として選出できればなと感じる。 

 青年団は自分にとって大きな存在であったと思うし、本当にこのような日青協役員の仲間と一

緒に活動してこられたというのが誇りである。多分、１０年、２０年後に、また青年団の話で盛

り上がる。そういうときが一番、青年団の良さを感じるときだと思う。それをまた皆さんと出会

えたときに、これまでの活動の話をおいしいお酒等を囲みながらできればと思う。 

 最後になるが、私の一番大事と思っている言葉で、あいさつに代えさせていただきたいと思う。

まず、道府県団のみなさん、これまでありがとうございました。日青協役員の皆さん、これまで

一緒に活動していただきまして、本当にありがとうございました。事務局の皆さん、ご迷惑をか

けたかと思いますが、お世話になりました。どうもありがとうございました。何より、一番、道

青協の皆さん。これまで、ここまで支えていただきまして、本当にありがとうございました。改

めまして、会場にいる皆さんに感謝申し上げ、あいさつに代えさせていただきたいと思う。本当

にありがとうございました。 

―拍手― 

鳥澤事務局長  続いて廣瀬純子さん。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  廣瀬純子さんからのメッセージをお願いする。 

廣瀬純子    私が青年団活動を始めたのは、今から恐らく１６年前だと思う。皆さんも気

が付いたら青年団活動をしていたという心当たりがあると思う。頷いている方もおられる

ようにどなたもそうではないかと思う。私は、気が付いたら当時の志度町青年会という所

に入会していた。志度町青年会は１年後に合併しさぬき市青年会という組織になった。し

かし合併後も志度町青年会という名前は残っていながら、青年大会だけに幾人か出場する

というように、積極的な地域活動が途絶えていた地域だった。そこで先輩がぜひ活動した

いと声を上げ、また私も友人の活動を知り、私も先輩と一緒に活動することとなった。前

例もやらなければいけないことも無かったので、子どもの活動をはじめ機関誌の作成など、

私がやりたいことは自由奔放にやらせていただいた。何でもやらせてくれる会長の下、の

びのびと楽しく活動することができた良い時代だったと思う。 

   前例がないということはやりたいことを自由にできる反面、お手本が近くにないという

面もある。どうしたら良いか悩んでいた時期に、県団役員の皆さんが助けて下さった。活



 

動家研修会か青研で、県団役員の皆さんが市町団同士のパイプ役になってくれた。いつし

か県団役員の皆さんにあこがれを抱き、いつか私も県団役員となるのだと思いながら先輩

方を見ていたことを思い出す。それから５年後に私も県団役員になった際には、かつての

先輩方のように市町の皆さんが元気でのびのび活動できるよう、皆さんのためにプラスと

なる事業展開を心掛けていた。日青協でオルグ活動と呼ぶものを香川ではミューチアル活

動と呼ぶが、小さな県の隅々、香川に１つある島まで足を運び、皆さんと活動を共にした

ことを今でも懐かしく思い出す。５年ほど県団で過ごし、その間に香川県初の女性会長と

なった。初の女性会長ということで、ＯＢの皆さんにも本当によくしていただいたことを

覚えている。県団時代に当時の日青協役員の方々を見て、いつか私も日青協の役員となる

のかと漠然と思っていたが、ご縁があり日青協の役員も５年間させていただくこととなっ

た。 

   日青協では、道府県団のためにできることを考え活動しようと心掛けていた。青年団に

とって社会運動は大切だということを痛感していたところ、３年目に念願の社会部に配属

となった。社会部として活動できたことは私にとってとても良かったと思っている。私が

そもそも青年団に出会い活動を始めたきっかけは社会問題がスタートだった。私が高校生

だった頃は家庭科は女子、技術は男子という分け方をされており、男女共修の時代ではな

かった。私は高校で工業科に進学したが製図、ＣＡＤの授業を、私が女子だからという理

由で受けられなかった。男子がＣＡＤの授業を受けている間、女子は家庭科の授業を受け

るという学校だったので、どうしてＣＡＤを勉強するために工業科に入学した私がＣＡＤ

を勉強させてもらえないのかと、私は大変疑問を抱いていた。高校卒業後は専門学校に進

学したが、就職活動で会社説明会に参加すると、「弊社は大卒の男性しか採用しない」と

平気で言われた時代でもあった。大卒でないことは自分自身が勉強し進学しなかったせい

と諦めがついたが、男性しか採用しない、試験すら受けさせてもらえないということは、

私の力ではどうにもならないことで違和感があった。 

   なんとか就職して１年後、香川県教委と香川県連合青年会が共催していた男女共同参画

を学ぶ学習会に参加した。当時は男女共同参画が何かも分からず、愛媛県の大津でカヌー

ができるということで参加したら勉強会がくっ付いていた。そこで男女共同参画という言

葉を知り、驚きと同時にこれまで私が感じていた違和感の正体に気が付いた。この経験が

なければおそらく私は青年団活動もしておらず、普通に会社勤めをし、結婚して子どもを

産んでいたのではないかと思う。しかし、その際に出会った考え方や青年団の皆さんは何

よりの宝だと感じている。また、今ここに私がいるのはその際の出会いのおかげだと思う。 

   このようなきっかけで始めた青年団活動だが、当初は子どもたちと一緒に何かをしたい

ということでキャンプにお邪魔していた。その際に、「テントを建てたくない」「キャン

プファイヤーだっさ」と言い放つような冷めた子どもたちに出会ってしまい、今の子ども

たちには夢がないのかなというショックを受けたことがあった。この経験から、子ども授

業を意地でもやらなければならないという想いで子ども授業を始めた。 

   また、青年団活動と並行して男女共同参画の活動も別の団体で始めていたが、青年団組

織を維持するのも男女共同参画の事業を推進するのも、社会運動が基礎となっていること

を痛感した。社会運動ができるという根幹は、平和であることだ。平和という考え方は青

年団の根本にもなっているが、戦争していないということイコール平和ではない。誰もが

自分自身に関することを自由に選択できることが重要であり、生き生きと安心して生活で

きてこそ平和なのではないかと思う。 

   少し話が逸れてしまったが、私はもともと人前でお話をし、自分の意見を言うことが苦



 

手だった。しかし青年団と出逢って１５年間、いろいろなことを学ばせていただいて今の

私がいる。当時憧れていた県団や日青協の先輩方に近づけただろうか、先輩方のように後

に何か残せているだろうか。退任を決めてからそのようなことを思っていた。少しだけ心

残りはあるが、これからは違った立ち位置で、青年団の下支えができればと思う。 

   最後に、目の前にいる日青協の仲間と共に５年間活動できたことを誇りに思い、嬉しく

思う。ありがとうございました。 

   そして、そこに座っている香川県団の皆さん。このわがままな私を、５年間も日青協と

いう場に立たせていただいて、本当にありがとうございました。感謝する。そして、四ブ

ロの皆さん。夜遅くまで語り明かしたこと、心の支えになっていただいたこと、感謝する。

ありがとうございました。最後に、１６年の長きに渡り、こういった活動の場を提供して

いただけた、青年団の皆さんに感謝を申し上げ、あいさつとしたい。本当にありがとうご

ざいました。 

―拍手― 

鳥澤事務局長  ありがとうございました。二人が退場される。拍手でお送りしたい。 

―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    「私たちの声が仲間と地域を動かす。すべての運動を新館建設にむけて」こ

のスローガンのもと２０１６年度の運動方針を確認した。私たちが地域で一緒に活動する

仲間と、そして、私たちを支える地域の皆様、そして私たちのつくり出す地域の未来に向

けて、声をあげよう。私たち日青協も全国の仲間の声をありとあらゆるところへ向け発信

していく。皆さんもともにその声を仲間に地域に向かって発信していこう。その思いを持

って今年度も皆さん一緒に頑張ろう。 

鳥澤事務局長   最後に青春讃歌「シアワセという絵」を歌いたい。 

＜青春讃歌斉唱＞ 

鳥澤事務局長  以上をもって第６６回定期大会の全ての日程を終了する。 

 

－終了 ５月５日 １５：００－ 



 

完成予定地 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４－１ 

ご予約・お問い合わせ  03-3401-0101（平日 9:30～17:30） 


