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１．理事会報告 



一般社団法人 交野青年会議所 

２０２０年度 理事会報告 

 

事務局長 山本崇正 

 

第 1 回予定者理事会 

２０１９年９月１７日 

株式会社山満造園 ３階会議室 

 

01. 新入会員の入会について →全会一致で審議可決 

02. 各委員会職務分掌（案）について →全会一致で審議可決 

03. 理事役員の基本的職務（案）について →全会一致で審議可決 

04. 委員会での役割（案）について →全会一致で審議可決 

05. 委員会配属方法（案）について →全会一致で審議可決 

06. 委員会配属希望案内（案）について →全会一致で審議可決 

07. 各種会議組織（案）について →全会一致で審議可決 

08. 理事予定者会議議案（案）について →全会一致で審議可決 

09. ２０２０年度正副理事長会議並びに理事会日程（案）について →全会一致で審議可決 

10. ２０２０年度名簿名刺作成用データ提出 FAX案内文（案）について →全会一致で審議可決 

11. ２０２０年度議案書雛形（案）について  →全会一致で審議可決 

 

 

第２回予定者理事会 

２０１９年９月２７日 

株式会社山満造園 ３階会議室 

 

01. 新入会員の入会について →全会一致で審議可決 

02. 創立４０周年中長期ビジョン（案）について →全会一致で審議可決 

03. 理事長所信・基本方針・LOM スローガン（案）について →全会一致で審議可決 

04. 組織図（案）について →全会一致で審議可決 

05. 事業・例会担当月（案）について →全会一致で審議可決 

06. 外部団体出向者（案）について →全会一致で審議可決 

 

第３回予定者理事会 

２０１９年１０月１６日 

株式会社山満造園 ３階会議室 

 

01. 新入会員の入会について →全会一致で審議可決 



02. 事業・例会担当月（案）について →全会一致で審議可決 

 

第４回予定者理事会 

２０１９年１１月２０日 

株式会社山満造園 ３階会議室 

 

01. 新入会員の入会について →全会一致で審議可決 

02. 総務広報委員会 基本方針（案）について →全会一致で審議可決 

03. 会員開発委員会 基本方針（案）について →全会一致で審議可決 

04. 会員拡大会議 基本方針（案）について →全会一致で審議可決 

05. 名簿作成について →全会一致で審議可決 

06. 名刺・ネームプレート作成について →全会一致で審議可決 

07. 総会資料作成について →全会一致で審議可決 

 

第５回予定者理事会 

２０１９年１２月１０日 

星の森 

 

01. 新入会員の入会について →全会一致で審議可決 

02. ２０２０年度 正副・理事会会議日程（案）について →全会一致で審議可決 

03. 地域開発委員会 基本方針（案）について →全会一致で審議可決 

04. ２０２０年度 １月度定時総会・総会懇親会について →全会一致で審議可決 

 

１月度理事会 

２０２０年１月７日 

ゆうゆうセンター ３階 研修室 

 

01. 新入会員の入会について →全会一致で審議可決 

02. ２月度例会について →全会一致で審議可決 

 

２月度理事会 

２０２０年２月４日 

ゆうゆうセンター ３階 研修室 

 

01. 新入会員の入会について →全会一致で審議可決 

02. 正副・理事会の会議日程について【修正】 →全会一致で審議可決 

03. ２０２０年度 名簿作成について【修正】 →全会一致で審議可決 

 



３月度理事会 

２０２０年３月３日 

ゆうゆうセンター ３階 研修室 

 

01. 新入会員の入会について →全会一致で審議可決 

02. ３月度例会について →全会一致で審議可決 

 

４月度理事会 

２０２０年４月７日 

Ｗｅｂ会議＠Ｚｏｏｍ 

 

01. コロナウイルス感染拡大に伴う対応について →全会一致で審議可決 

 

５月度理事会 

２０２０年５月８日 

Ｗｅｂ会議＠Ｚｏｏｍ 

 

01. ４０周年記念事業について →取り下げ 

02. 理事直接選挙について →全会一致で審議可決 

 

６月度理事会 

２０２０年６月２日 

Ｗｅｂ会議＠Ｚｏｏｍ 

 

01. ４０周年記念事業について →全会一致で審議可決 

02. 北河内地域合同例会について →全会一致で審議可決 

03. 理事直接選挙について →全会一致で審議可決 

04. 駅舎内消毒液設置事業について →全会一致で審議可決 

05. いのちの絆 献血推進プロジェクトについて →全会一致で審議可決 

06. ２月度例会報告書について →全会一致で審議可決 

07. ３月度例会報告書について →全会一致で審議可決 

 

７月度理事会 

２０２０年７月７日 

ゆうゆうセンター ３階 研修室 

 

01. 新入会員の入会について →全会一致で審議可決 

02. ８月度定時総会について →全会一致で審議可決 



８月度理事会 

２０２０年８月４日 

ゆうゆうセンター ３階 研修室 

 

01. 新入会員の入会について →全会一致で審議可決 

02. ９月度例会について →全会一致で審議可決 

 

９月度理事会 

２０２０年９月１９日 

株式会社山満造園 ３階会議室 

 

 審議議案なし 

 

１０月度理事会 

２０２０年１０月６日 

ゆうゆうセンター ３階 研修室 

 

01. １０月度例会について →全会一致で審議可決 

02. １０月度事業「子ども議会」の実施について →全会一致で審議可決 

 

１１月度理事会 

２０２０年１１月９日 

株式会社山満造園 ３階会議室 

 

01. １２月度例会について →全会一致で審議可決 

02. ２０２０年度 褒章について →全会一致で審議可決 

03. 北河内地域合同事業 報告書について →全会一致で審議可決 

04. ９月度例会 報告書について →全会一致で審議可決 

05. 名簿作成 報告書について →全会一致で審議可決 

06. １月度定時総会・総会懇親会について →全会一致で審議可決 

07. 総会資料 報告書について →全会一致で審議可決 

08. 選出員選挙 報告書について →全会一致で審議可決 

09. 理事直接選挙 報告書について →全会一致で審議可決 

 

 

 

 

 



１２月度理事会 

２０２０年１２月３日 

ゆうゆうセンター ３階 研修室 

 

01. 創立４０周年記念誌作成について →全会一致で審議可決 

02. ８月度定時総会 報告書について →全会一致で審議可決 

03. 名刺ネームプレート 報告書について →全会一致で審議可決 

04. １０月度例会 報告書について →全会一致で審議可決 

05. １０月度事業「子ども議会」 報告書について →全会一致で審議可決 

 

第１回臨時理事会 

２０２０年１２月３１日 

書面審議 

 

01. 駅舎内消毒液設置事業 報告書について →全会一致で審議可決 

02. いのちの絆 献血推進プロジェクト 報告書について →全会一致で審議可決 

03. 創立４０周年記念誌作成 報告書について →全会一致で審議可決 

04. １２月度例会 報告書について →全会一致で審議可決 

05. 褒章 報告書について →全会一致で審議可決 

06. ３ＪＣ合同例会 報告書について →全会一致で審議可決 
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2．理事長報告 



一般社団法人交野青年会議所 2020 年度 

 

理事長報告 

理事長 里見 健二 

 

本年度は「絆～朋と新たな次代を築く」のスローガンのもと運動・活動して参り

ました。４０周年の大きな節目の年度に理事長を任せていただき、期待と希望が溢

れ、絆を深め合える交野青年会議所になる１年にすると誓いました。 

しかしながら新型コロナウイルスの影響により４月より対面での活動を中止せ

ざるえない状況となりました。それにより７月に行われる予定でした、４０周年記

念式典・事業や例会の中止、８月度定時総会WEB 開催など常に柔軟に物事を考え

て、メンバーも社業でも大変苦しい時期でもあったため、限りはありますが、今で

きるメンバーだけでもなんとか運動や活動を推し進めてまいりました。周年事業

は中止になりましたが、今コロナ禍でできることはないかと話し合い、交野市主要

駅に消毒液の設置を行いました。また慢性的に血液不足が報道でもあったことか

ら、５回にわたり交野市各所で独自の予約システムを用いて献血事業を開催しま

した。またこの２事業を周年事業とさせていただきました。 

１０月には約２年ぶり公開事業として子供議会を開催できたことは地域、行政、

各諸団体、メンバーが絆を深められるとてもいい機会になったと思います。 

子供たちの真剣な姿を見て、こちらも学びがあり、やはり様々の人たちと交流する

ことでメンバーも刺激をもらえる非常にいい機会と思いました。今後も公開例会・

事業は率先して行っていかなくてはならないと思いました。 

 そして会員拡大について２０人以上の拡大を掲げ、メンバー一丸で頑張ってく

れたおかげで２２人拡大に成功することができました。「数＝力」ですので今後も

継続して拡大は行わなければならないのは当然ですが、まず本年度に関しては目

標に達成したこと、メンバー皆さんに感謝しています。 

結果的に未曾有の事態となりましたが、交野青年会議所としては今まで成しえ

なかった大阪ブロックでの事業褒章「子供議会」「４０周年事業」２部門・拡大褒

章「拡大率」「２０代拡大率」２部門、そして日本青年会議所拡大褒章「拡大率」

「２０代拡大率」２部門を獲得できたことは、４０周年の節目としてできない事は

たくさんあった中でも実りある１年になりました。これも一重にメンバーの皆さ

んが同じ思いを少しでも共有してくれたことにより達成できた成果です。 

私自身も最終年度にこれまでの運動・活動を振り返る本当に良い経験をさせて

いただきました。この１年間支えていただきました、現役メンバー、特に役員の皆

様のおかげです。本当にありがとうございました。 
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３．副理事長報告 



一般社団法人 交野青年会議所 ２０２０年度 

副理事長報告書 

地域開発・会員開発委員会担当副理事長  雨田 賢 

 

 本年度は里見理事長が掲げられたＬＯＭスローガン『絆～朋と新たな次代を築く～』

に少しでも貢献できればと思い、青年会議所活動をおこなって参りました。また、交野

青年会議所を飛び出し、北河内合同例会担当副実行委員長として出向させていただいた

ものの、中国が世界中にばら撒いた武漢コロナウィルスの影響を被り、北河内合同例会

を中止せざるを得ず、代わりにコロナ対策事業に携わる貴重な経験も積ませていただき

ました。 

当所においても世界の安全保障と人権および公衆衛生を脅かす全体主義国家中国共

産党の浸透工作の影響を免れず、４０周年記念事業や各種例会・事業の中止や内容変更

を余儀なくされる事態となりました。その様な状況下でも里見理事長を中心とする交野

青年会議所は会員拡大を果たし、里見理事長より最優秀委員会賞や大阪ブロックより各

種褒章を頂くなどの栄誉を得たことは、私も大変誇らしい思いで最終年度を終えること

ができました。本年度は地域開発・会員開発委員会それぞれの担当副理事長として携わ

らせていただきましたので両委員会について報告します。 

まず、地域開発委員会について報告を記します。当委員会に割り当てられた役割は以

下の４０周年記念事業，３月度および１０月度例会，わんぱく相撲，かたのにぎわいフ

ェスタおよび周年継続事業の実施でありました。前記の影響を勘案し委員会内で協議し、

理事会の意向を仰いだ結果、止む無く中止をしましたのは４０周年記念事業，わんぱく

相撲，かたのにぎわいフェスタおよび周年継続事業の実施であります。地域開発委員会

委員長の松村さんとは予定者段階より委員会運営の重要性について話し合いを重ねて

参り、意見が食い違い衝突することも度々でありました。しかし、３月度例会で得た成

果や大きな課題・教訓を委員会運営に活かし見事、１０月度例会およびこども議会事業

に繋げていただいたと考えております。全ての年間スケジュールを消化し、本年度末に

委員会メンバーの皆様より「楽しかった。」「もう少し早く入会したかった。」とのお声

を頂戴したことが、私にとって何よりの成果であると考えております。 

次に会員開発委員会について報告を記します。会員と名が付く委員会はどの年度にお

いても青年会議所の原動力であり中心的な役割を担う責の重い委員会であると承知し

ております。会員開発委員会委員長の長野くんにおかれましては、その役割を十分に自

覚しコロナ渦において、委員会運営や例会内容について窮屈な思いをし、十分な実力や

準備を発揮することができない状況下であっても２月度・９月度および１２月度例会を

実施することに成功させました。特に２月度および９月度例会については理事長や参加



していただいた会員から好評をいただいたと記憶しております。また、会員拡大会議室

と連携し、本年度の会員拡大への貢献も深く、新入会員への対応についても心を砕いて

いた様を間近で拝見させていただきました。 

以上の報告からも分かるように副理事長の役割を仰せつかったものの個人として成

し遂げたことはございません、本年度も両委員長および両委員会メンバーの皆様に支え

られての１年となりました。 

 

最後に理事長および交野青年会議所の皆様に感謝を申し上げて、私の副理事長報告とさ

せていただきます。ありがとうございました。 



一般社団法人 交野青年会議所 ２０２０年度 

 

副理事長報告書 

総務広報委員会 

総務広報委員会副理事長 糸数 貴志 

 

本年度は総務広報委員会の担当副理事長として、里見理事長が掲げられたスローガン「絆

～朋と新たな次代を築く～」のもと一年間活動してまいりました。本年度の活動としまして

は名刺・ネームプレート作成、名簿作成、１月度総会・総会懇親会、選出員選挙、理事直接

選挙、８月度総会、３ＪＣ合同例会、褒章の８事業を開催させていただきました。予定して

いました５月度例会の「５Ｇ」に関する例会を新型コロナウイルスの影響で開催できなかっ

た事が心残りです。しかしながら３ＪＣ合同例会では第３波がおしよせているなか、最大限

の対策をとり、歴代会頭であります安里先生をお招きし、無事開催できたことが総務広報担

当としての最大の成果と思います。名簿、総会資料に関しましては多数の不備があり、再発

行となったしまった事を反省し、次年度引継ぎ事項に記載することで再発防止となるかと

思います。また名刺・ネームプレート作成に関しましても報告書にマニュアルを作成しまし

たので次年度以降参考にしていただき、より良い青年会議所活動が出来るものと思われま

す。 

選出員選挙、理事直接選挙、８月度総会に関しましては初めてのＷｅｂ開催となりました。

不慣れではありましたがメールでの投票、事前資料配信、総会では画面を通しての審議、決

議など滞りなく執り行えたかと思います。今後の課題に関しましては報告書に盛り込んで

おりますので担当副理事長、委員長はしっかりと引継ぎ事項の確認をしていただけたらと

思います。 

本年度、未曾有の事態により４０周年式典、事業をやむ負えず中止となりました。しかし

ながら今までにない事業、例会の運営方法など得たものたくさんあったかと思います。その

中で今年度のメンバーの中で新たな絆もうまれ、次年度以降の交野青年会議所は新たなス

テージに立ってより一層この交野市に貢献し、個々の意識も高まり、色々な事業に邁進して

いけるかと思っております。 

最後になりますが今年度、共に走ってくれた委員長をはじめとする委員のみ様、本当にご

苦労様でした。今年卒業される皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです。現役で活動できる残

りの８年間、今までの経験を活かしてメンバーを引っ張っていける人材になり、自分自身も

い輝けて、メンバーも輝けるような存在になれるように邁進していきたいと思います。 

そして最も敬愛する交野青年会議所シニアメンバーの皆様には入会当時よりの御指導、

ご鞭撻をたくさん頂き誠に感謝致します。受け継いだ事をまた後輩に繋いでいけるように

していきますので暖かくく見守っていただきますようよろしくお願いいたします。 
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議長報告書 

                        会員拡大会議議長 田中 裕之 

 

 2020 年度会員拡大会議を担当させて頂き、新しい仲間にたくさん出会いました。会

員拡大会議では LOM でもっとも重要課題の会員拡大に全力を注ぎこみました。目標

を 20 名以上と掲げ、1 月度定時総会懇親会では来賓の皆様の前で必ず達成して交

野青年会議所に伝説を作りますと演説させて頂きました。その結果、メンバー全員の

協力があったおかげで見事に 22 名の会員拡大を達成出来ました。でも、新型コロナ

ウイルスの影響で 3 月までしか会員拡大の活動が出来ず少し悔いが残っています。

しかし、理事長と約束した絶対褒章を取るという目標は拡大部門で 2つ褒章が取れて

本当に良かったと思います。 

最後に、わたしは 2020年度をもって卒業を致しました。これまで皆様と共にＪＣ運動を

してこれたことやたくさんの友情と絆を育めたことを本当に交野青年会議所には感謝

しています。 

2020 年度のメンバーの皆様本当にご苦労様でした。そして、今までありがとうござい

ました。 
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総務広報委員会報告書 

 

委員長 鎌口 信広 

 

１．２０２０年度名簿作成の実施 

   ２０１９年１２月    於 事務局 

   メンバー及びシニアクラブの連絡を円滑にするため、また本年度の方針や組織図等を随時

確認できるようするため、会員名簿を作成した。 

 

２．２０２０年度会員名刺およびネームプレート作成の実施 

  ２０１９年１２月     於 事務局 

  メンバーの帰属意識を高め、他 LOM との交流を円滑に行うために LOM 公式の名刺を作成し

た。 

 

３．１月度定時総会資料作成の実施 

  ２０２０年 １月     於 事務局 

  ２０２０年度１月度定時総会を円滑に進めるための資料を作成した。総会後は懇親会に来られ

た来賓・来訪の皆様に資料をデータ配信した他、資料を事務局内に保管した。 

 

４．１月度定時総会・総会懇親会の開催 

   ２０２０年１月１４日 於 ホテル モントレー ラ・スール 

  ホテル モントレー ラ・スールにおいて、１月度定時総会および総会懇親会を開催した。 

 

５・４月度例会の開催 

   新型コロナウイルスの影響により中止 

 

６．役員選出に関する選挙の実施 

  ２０２０年５月１１日～１７日の７日間 於 メール投票 

 ２０２０年度役員選任に関する選挙を行った 

 

７．理事直接選挙の実施 

  ２０２０年７月６日～１２日 メール投票 

  ２０２１年度の理事選任に関する選挙を行った。 

 



８．８月度定時総会 

  ２０１９年８月２７日 於 ZOOM上 

  オンラインにおいて、８月度定時総会を開催した。 

 

９．かたのにぎわいフェスタの広報の実施 

  新型コロナウイルスの影響により中止 

 

１０．３JC合同例会の開催 

  ２０２０年１１月２４日 於 寝屋川市立市民会館大ホール  

  交野・寝屋川・枚方の３LOMが安里繁信先輩を講師に迎えて例会を開催した。 

 

１１．卒業生への記念品贈呈 

  ２０２０年１２月５日 於 グレースバリなんば道頓堀店 

  例会にて２０２０年度卒業生に記念品を贈呈した。 

 

１２．褒賞授与の実施 

  ２０２０年１２月５日 於 グレースバリなんば道頓堀店 

  ２０２０年度の青年会議所活動において著しい功績にあったものに対して褒賞の授与を行った。 

 

 

２０２０年度の総務広報委員会の委員長を終えて、「絆～朋と新たな次代を築く～」のスロー

ガンをもとに行動をしておりましたが反省点も多く、委員長という役が予想以上に大変であった

と感じています。２０２０年度は LOM内の事業のみでなく３JC合同例会などの事業もありました

が、本年は異例の新型コロナウイルスの影響により各事業が中止やコロナ対策をした上の実

施で思うようにいかなかった１年でした。そのような中でしたが副理事長はじめ委員会メンバー、

仲間の皆様に助けられ、達成することができたと思います。この経験を活かし２０２１年度を邁

進していきたいと思います。 
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会員開発委員会報告書 

 

委員長 長野 雄太 

 

１． ２月度例会「会議で『特にありません。』を無くしていく方法」 

２０２０年２月１２日（水） 場所：ゆうゆうセンター 体験学習室 

  内容：効果的な会議の進め方を学ぶことにより、個々の資質向上、会議や打合せにおける問題点を発見でき

る意識改革を図ることを目的とする例会を実施しました。当日はオブザーバーの方々を含め２１名の参加があ

り、情報共有の仕方、意志の統一などを、さまざまな方向から意見の出し方を使用し学ぶことができ成長につなげるも

のとすることができました。 

 

 

２. ５月度例会「知ってて得する！交野ＪＣ林間学習！！」 

２０２０年５月 中止  場所：グリーンビレッジ交野 

 

３． ７月度例会 

２０２０年７月 中止 

 

４.  ９月度例会「知ってて得する！交野ＪＣ林間学習！！」 

２０２０年９月５日（土）  場所：グリーンビレッジ交野 

内容：緊急時における応急手当と、身の回りのものを使った火起の方法を学ぶことにより、外出

時・災害時・緊急時に知っていれば役に立つ資質向上を図ることを目的とする例会を実施しました。当

日はシニアの方を含め１６名の参加があり、色々な応急処置法、AEDの使い方を学ぶことにより、さま

ざまな方向から身の回りの物に対する普段の扱い方や、AEDに対する意識を学ぶことができ成長につな

げるものとすることができました。 

 

５．かたのにぎわいフェスタへの協力 

      ２０２０年１０月 中止 

 

６．１２月度例会「絆～これからも～」 

２０２０年１２月５日（土）  場所：グレースバリなんば道頓堀店 

内容：卒業生を送り出す卒業例会として『交野青年会議所に入会して良かった。』と改めて感じていた

だける例会にして卒業生が感動する例会にすることを目的とする例会を実施しました。開催２日前に府

からの自粛要請発表などあり開催が危ぶまれましたが、開催地の方の対応もあり、卒業生に現役最後の

例会に参加していただき送り出すことができました。 
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 今年はスタートは良かったものの、新型コロナウイルス感染拡大による影響によりその後の例会・事業が多数

中止になり、これまで体験したことのない一年でした。会員開発委員会においては、新型コロナウイルスが蔓延

している中どのように会員の資質向上に繋げるかを意識しました。 

 ５月、７月例会は開催中止となりましたが、９月は５月開催予定であった例会を会員拡大会議室と連携、開催

することができました。 

 また、１２月例会は里見理事長、私の担当である雨田副理事長および多数の皆様が卒業するので卒業例会を

開催しました。開催間際に自粛要請が発表がありましたが、メンバーの皆様に協力していただき開催できまし

た。 

 そして、会員開発委員会は血気盛んな新入会員が多数在籍し、チームワークも良く委員長を仰せつかり、この

ような機会を設けて頂きました理事長および交野青年会議所の皆様に感謝を申し上げます。 
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地域開発委員会報告書 

 

委員長 松村 紘子 

 

１． ３月度例会「イクメンになる方法～パパ・ママ・地域みんなで子育て～」 

２０２０年３月２４日（火） 場所：ゆうゆうセンター 体験学習室 

  内容：男性の育児参加率が低い原因を理解するとともに、イクメンとして家庭での子育て参加の仕方を学び、

ワークライフバランスの調和がとれたＪＣ活動を目指すとともに、イキメン（地域で活躍するイクメン）としての地域

での子育てサポートの仕方を学び、家族で子育てすることの大切さ、地域で子育てすることの楽しさをメンバー

ひとりひとりが発信できるような人材になることを目的とする例会を実施しました。当日はオブザーバーの方々を

含め２２名の参加があり、「今日から家で実践する新しいこと」を各々が考え、イクメンへの成長につなげるものとする

ことができました。 

 

 

２. ５月 交野わんぱく相撲  

２０２０年５月 中止  場所：交野小学校 

 

３．わんぱく相撲大阪大会への協力 

２０２０年６月 中止 

 

４. ４０周年記念事業  

    ２０２０年７月 中止  

 

５．わんぱく相撲全国大会への協力 

    ２０２０年７月 中止 

 

６．かたのにぎわいフェスタへの協力 

      ２０２０年１０月 中止 

 

７． １０月度例会「セレモニー例会」  

２０２０年１０月２５日（日） 場所：交野市役所 ３階 第一委員会室 

  内容：メンバーのＪＣ帰属意識を高めることを目的とし開催しました。次年度理事メンバー予定のニューメンバ

ーにもセレモニーの形式を経験してもらい、JC活動の意味や目指す方向性を共有できたことによって、今後の

JC活動への参加意欲を高めることができました。 
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８．１０月度事業「子ども議会 inかたの」 

２０２０年１０月２５日（日） 場所：交野市役所 ３階 市議会議場 

内容：小中学生が、学校での生活を通して感じたこと、気になることを、自らの視点で考え意見を発表するこ

とにより、自分学校やまちづくりについて進んで参画しようとする意欲を高めることを目的とした模擬議会を開催

しました。 

 交野市をはじめ地域団体や学校関係、大学生ボランティアなど様々なパートナーと連携をしながら、子ども達

の意見発表の場を一緒に作り上げることができ、子ども達にとっていい学びの機会にすることができました。同

時に、交野青年会議所という団体について広く知っていただく機会にもなりました。 

 

 

 今年はコロナ禍で例年開催していた事業が中止になり、私達交野青年会議所に何ができるのかを試された一

年であったと思います。地域開発委員会においては、常に子育てや青少年の健全育成をサポートする視点に立

ち、コロナ禍では、なかなか届かない子ども達の声を行政に届け、まちのことを一緒に考える機会を作ることに

注力しました。 

 特に１０月度事業「子ども議会 in かたの」の事業を進めるうちに、様々な方や団体の協力をいただくことができ、

点と点とのつながりがいつの間にか大きな面となって、交野青年会議所を中心として子ども達の成長を支える形

ができたのは、地域に貢献する団体として大きな一歩になったと感じています。 

 また準備において多くの調整があったなかで、メンバーの皆様に沢山の協力をもらいながら、事業を成功させ

ることができ、委員会内でもとても良いチームワークをつくることができました。 

  大阪ブロック内褒賞「青少年育成部門」において、最優秀賞をいただけたことが大変光栄であると感じるととも

に、このような機会を設けていただいた理事長はじめメンバーの皆様に感謝しています。 
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４０周年実行委員会 報告書 

 

実行委員長 山本 崇正 

 

1. 駅舎内消毒液設置事業の実施 

① JR河内磐船駅（担当：山本） 

２０２０年５月１日～１２月３１日 

② JR星田駅（担当：松村） 

２０２０年５月１日～１２月３１日 

③ 京阪交野市駅（担当：伊崎） 

２０２０年５月１１日～１２月３１日 

 年度計画にはなかった事業であるが、新型コロナウイルス対策緊急事業として、また創立４０周年記念

事業の一環として、上記の交野市内の鉄道駅舎内（改札付近）に手指消毒用アルコール消毒液を設置

した。その後は年末まで定期的に消毒液の補充およびラックの清掃を各駅の担当者を中心に継続して

行った。 

 事業実施機関として、新型コロナウイルスの終息宣言、あるいは年末までとしており、また２０２０年末

の感染拡大第三波の影響を受けて２０２１年度も引き続き設置継続することになったため、ラック・のぼり

等はそのまま駅舎内に設置している。 

 

2. いのちの絆 献血推進プロジェクトの実施 

第１回 ２０２０年５月１３日 １０：００～１６：００ ＠交野市役所別館前 

第２回 ２０２０年６月１２日 １０：００～１６：００ ＠フレンドマート交野店駐車場内 

第３回 ２０２０年７月２９日 １０：００～１６：００ ＠ゆうゆうセンター入口 

第４回 ２０２０年１１月８日 １０：００～１６：００ ＠フレンドマート交野店駐車場内 

第５回 ２０２０年１２月２３日 １０：００～１６：００ ＠交野市役所別館前 

 こちらも年度計画にはなかった事業であるが、新型コロナウイルス対策緊急事業として、また創立４０

周年記念事業の一環として、５回にわたって献血バスを誘致しての献血事業を実施した。第１回目は交

野 JCの単独開催であったが、第２回以降は交野市献血推進協議会との共催事業となり、同時に関西

骨髄バンク推進協会の協力のもと、献血と併せて骨髄バンク登録ができる体制を整えた。 

 コロナ禍での実施であったため、感染防止策として三密対策を徹底して安心して献血に御協力いただく

ため、Webによる事前予約制度や献血バス内の採血席使用制限（４席→２席のみ稼働）を行った。その

結果、同日大阪府下で稼働している献血バス十数台中トップの結果を出し続けることができた。また各

回の実施後、交野 JCの HPに実施報告書を公開、大阪ブロック協議会広報との連携、プレスリリース

の実施（第３回は読売新聞の取材を受けた）など、本事業を「コロナ禍でも実施可能な献血バス運用のた

めのロールモデル」として発信し続けた。その結果、年内に３LOMからの問い合わせがあり、うち１LOM

は予約システムまで取り入れて事業を実施してくれた。 



 これらの運動の継続が評価され、交野市献血推進協議会・大阪赤十字血液センター・関西骨髄バンク

推進協会からは２０２１年度以降も協力関係を継続したいという申し出を頂き、また大阪ブロック協議会

の新型コロナ対策事業部門で最優秀事業賞を獲得することができた。 

  

3. 創立４０周年記念誌の作成 

２０２０年１２月 

 当初予定していた創立４０周年記念式典が中止になったことを受け、これまでの LOMの歴史を纏める

ため、またこれまで関わっていただいた皆様に感謝の想いを伝え、また今後の協力関係をより強固にし

ていくために、創立４０周年記念誌を作成した。 

 作成した記念誌は現役メンバー・シニアクラブメンバーおよび対外 LOMへは郵送で送付し、交野市内

の関係各諸団体へは直接お伺いし、お礼と次年度以降の御挨拶をしながらお渡しした。 

 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大により、当委員会の主要事業であった創立４０周年記念式典が中止となり、

委員会としての方向性を見失いかけた時期がありました。しかし緊急事態宣言の中、「今やれること、やるべ

きことを一つずつやって行こう」という里見理事長の号令のもと、年度計画になかった３事業を実施することに

なりました。もともと私と伊崎副実行委員長の２人だけの委員会でしたが、途中新入会員の本田委員が参加

してくれることになりました。毎月の委員会、そして各事業に前向きに取り組み助けてくれた二人には本当に

感謝しています。ありがとうございました。 

 私は本年度をもって卒業を迎えます。交野青年会議所入会以来６年間の経験は、最終年度、コロナ禍という

逆境の中で、どうすれば青年会議所運動を構築・展開することができるのか、その可能性を LOMの後輩たち

に示すためにあったのだと言えるよう、全力で取り組んでまいりました。二人の委員会メンバーはじめ、当委

員会事業にかかわってくれた新入会員から次年度役員が輩出されたこと、消毒液設置事業・献血事業とも

に、公式非公式問わず数多くの問い合わせを頂いたこと、また献血事業においては僕自身初めて大阪ブロッ

ク協議会の最優秀事業賞を頂けたこと。皆様の御協力のおかげで、こんなに素晴らしい結果を残すことがで

きました。 

 先輩方から言われ続けてきた「JCは活動じゃなくて『運動』が大切なんだ」という言葉の意味を、最終年度に

してようやく理解することができたように思います。僕の JC生活はここで終わりますが、もう何も思い残すこと

はありません。次年度以降の交野青年会議所の更なる運動発信を、草葉の陰（シニアクラブ）から楽しみにし

ております。１年間、ありがとうございました。 
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５．決算会計報告 



自2020年 1月 1日

至2020年12月31日

科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異

会費収入 4,460,000 4,150,000 ▲ 310,000

正会員会費収入 3,840,000 3,600,000 ▲ 240,000

新入会員会費収入 590,000 550,000 ▲ 40,000

正会員会費収入(休会者） 30,000 0 ▲ 30,000

入会金収入 660,000 390,000 ▲ 270,000

事業収入 560,000 556,000

登録収入 560,000 556,000 ▲ 4,000

雑収入 625,200 645,431 20,231

預金受取利息等 200 15,431 15,231

シニアクラブ事務委託料 455,000 440,000 ▲ 15,000

寄付金収入(歴代理事長会） 170,000 190,000 20,000

定期預金取崩 0 0 0

当期収入合計Ａ 6,305,200 5,741,431 ▲ 559,769

前期繰越金 935,373 935,373 0

収入合計Ｂ 7,240,573 6,676,804 ▲ 559,769

        

２０２０年度　決算報告書

１．収入の部



科　　　　　目 予　算　額 決　算  額 差  異

２．支出の部

事業費 2,733,000 2,823,422 ▲ 90,422

総務広報委員会 1,305,000 1,464,857 ▲ 159,857

会員開発委員会 250,000 416,492 ▲ 166,492

地域開発委員会 133,000 102,847 30,153

会員拡大会議 50,000 0 50,000

40周年実行委員会 995,000 839,226 155,774

管理費 3,093,120 1,947,846 1,145,274

給料 750,000 531,646 218,354

通信費 260,000 250,099 9,901

広報費 250,000 0 250,000

事務消耗品費 273,120 225,515 47,605

賃貸料 480,000 282,501 197,499

渉外費 500,000 382,410 117,590

慶弔費 50,000 29,720 20,280

会議費 50,000 0 50,000

雑費 200,000 9,540 190,460

光熱費 180,000 59,479 120,521

手数料 100,000 0 100,000

修繕費 0 193,160 ▲ 193,160

ＪＣ負担金 359,345 745,393 ▲ 386,048

日本ＪＣ負担金 230,345 466,793 ▲ 236,448

近畿地区負担金 32,600 70,400 ▲ 37,800

大阪ブロック負担金 96,400 208,200 ▲ 111,800

予備費 1,030,108 0 1,030,108

当期支出計Ｃ 7,215,573 5,516,661 1,698,912

次期繰越収支差額Ｂ－Ｃ 1,160,143

 



2020年12月31日現在

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額

現 金 115,744 未 払 金 16,224

普 通 預 金 754,358

定 期 預 金 2,468,113 基 本 財 産 2,551,848

未 収 金 390,000 本 年 度 剰 余 金 1,160,143

合　　計 3,728,215 合　　計 3,728,215

　

2020年12月31日現在

金　　額

現 金 115,744

預 金 3,222,471

534,645

40,507

165,027

普通預金（ＪＡ北河内交野中央支店）青少年健全育成積立金 14,179

1,454,722

定期預金（ＪＡ北河内交野中央支店）青少年健全育成積立金 312,831

40周年定期預金 700,560

未 収 金 390,000

3,728,215

未 払 金 16,224

負債合計 16,224

差　引　正　味　財　産 3,711,991

貸　借　対　照　表

借　　　　　方 貸　　　　　方

財　産　目　録

摘　　　　要

普通預金（関西みらい銀行交野支店）

普通預金（ＪＡ北河内／交野中央支店）3227952

普通預金（ゆうちょ銀行）

未精算分等

資産合計

定期預金（ＪＡ北河内／交野中央支店）



自　2020年 1月 1日

至　2020年12月31日

摘　　　要 収　入　金　額 支　出　金　額

前年度繰越金  

　定期預金 312,800

　　　〃     取崩 0

　普通預金 14,179

受取利息 0

受取利息定期預金 31

　次年度へ普通預金 14,179

　次年度へ定期預金 312,831

合　　　計 327,010 327,010

自　2020年 1月 1日

至　2020年12月31日

摘　　　要 収　入　金　額 支　出　金　額

前年度繰越金

　定期預金 1,454,577

　４０周年定期預金 700,490

受取利息定期預金 145

受取利息４０周年 70

　次年度へ定期預金 1,454,722

　次年度へ４０周年定期預金 700,560

合　　　計 2,155,282 2,155,282

青少年健全育成積立金　収支報告書

定期積立金　収支報告書
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６．褒章受章者 



  一般社団法人 交野青年会議所 

一般社団法人 交野青年会議所 ２０２０年度 

褒章受章者 

 

✡最優秀会員賞 長岡  真弘 君 

✡優秀新人賞 庄司 大祐 君 

✡最優秀委員会賞 地域開発委員会 

✡理事特別賞 大久保  仁美 君  大矢 耕平 君 
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７．卒業・退会者 



一般社団法人 交野青年会議所 ２０２０年度 

卒業・退会会員 

 

 

 

・卒業生  雨田 賢 君 

       大久保 仁美 君 

       里見 健二 君 

       田中 裕之 君 

       山本 崇正 君 

       吉住 紗也香 君 

        

・退会会員 朝倉 友美 君 

飯芽 大亮 君 

久保田 太 君 

冨田 忠治 君 

市川 利緒奈 君 

樫原 弘樹 君 
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２０２１年度 事 業 計 画 

２０２１年度 会計予算（案） 
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１．理事長所信・ＬＯＭスローガン・理事長方針 



２０２１年度 一般社団法人 交野青年会議所 

理事長所信（案） 

 

理事長予定者 大矢 耕平 

 

一. はじめに 

１９４９年、戦後復興の中「新日本の再建は我々青年の仕事である」という志を掲げた若き

青年たちが集い、国の復興、再建は他の誰でもなく自分たちが担っていくのだという使命感に

突き動かされＪＣＩ運動が始まりました。そして、交野市の市民憲章「和」が制定された１９

８１年、交野青年会議所は全国で６７８番目に誕生しました。 

昨年、４０年という節目を迎え、いつの日も変わる事のない青年経済人としての使命感を持

ち、新たな風と共に時代の変化へ立ち向かう一歩を踏み出す「スタートアップ２０２１」大胆

かつ慎重に、地域社会の先頭に立って行動していくことが交野青年会議所の責務であり、地域

のリーダーシップを発揮していくことが私たちに求められている運動です。 

令和の時代へ移り、世界情勢、そして私たちの身近な生活スタイルも大きく変わり、その変

化はますます加速していくばかりです。 

そんな今だからこそ、先人から受け継いだ平和と繁栄の価値をさらに高め、守り抜き、地域

の未来を創造していく団体にふさわしいＪＣＩ運動を展開していくことをお誓い申し上げま

す。 

 

二. 機構改革 

 これまでの交野青年会議所の運動から大きく変化を成すべく、対内外におけるオンラインを

通じたＩＴ活用へ本格化して取り組んでまいります。 

ＩＴは地域のあらゆる場面で導入が進み、特に教育分野の活用が期待されています。少子高

齢化社会である今、効率と生産性の向上が求められている中で福祉・教育分野へのＩＴ導入に

遅れを取れば地域の特色が弱小化してしまいます。まずは会員が環境変化に慣れ親しむため

に、例会・事業・委員会においてオンライン・ＷＥＢを積極的に用いて基礎知識習得を図りま

す。 

これらを踏まえ本年度は、ＩＴの活用技術や導入事例を会員が肌で感じることができる例会

を総務広報委員会に担当してもらい、自然豊かで暮らしやすい地域の利便性拡大に繋げるべ

く、ＩＴを駆使する１年にしてまいります。 

また、新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底する観点では、青年会議所運動の本来の趣旨

でもある対内外におけるコミュニケーションの機会が少しでも欠けることのないようスムーズ

な組織運営を行うため、感染拡大防止策とコロナ禍における緊急事案対応を総務広報委員会に

担当していただきます。誤解や偏見の憶測が飛び交うことがないよう情報処理を徹底して、私

たちの運動にご理解いただけるよう広報活動へ努め、この時代に必要とされるスキルとマイン



ドを兼ね備えた交野青年会議所として、今の国難といわれる時代を地域再建のために挑んでま

いります。 

 

三. 魅力集約 

 本年度は、昨年度創設された会員拡大会議から拡大エネルギーを引き継ぎ、会員拡大委員会

として設置し、１５名の新入会員拡大を掲げます。 

私が考える会員拡大は、地域の未来を心の底から想う人財の創出です。ＪＣＩは、会員同士

が背比べをする団体ではなく、共に地域の事を調べ、誰よりも考え、切磋琢磨して地域の発展

に貢献していくことが青年会議所運動の基盤です。これを推し進めるには「Ａｃｔｉｖｅ Ｍ

ｅｍｂｅｒ ４０」と交野青年会議所では継承されております。 

会員拡大運動を通じ、その過程で会員自身が成長へ繋がる機会が多々あります。一方で、会

員一人ひとりが交野青年会議所としての存在意義を示さなければ会員拡大の本質には繋がりま

せん。本年度は、昨年度入会者が多い組織構成だからこそ、私たち青年経済人が地域貢献を成

すために飛躍を遂げて会員拡大運動へ取り組んでまいります。 

地域へ貢献する動きの一つとして組織の増強は常に必要不可欠で、４０歳までの青年が集う

団体として多種多様な人材で事を成し、地域へ変化を与えていくのが使命であり存在価値を示

すことができるのです。 

交野市では近年、都市開発による企業の誘致が行われ、様々な産業の異業種が集まり始めて

います。「地域の企業訪問」をはじめ、名刺交換会を定期的に実施していき、地域産業発展のパ

イプ役へ繋がる会員拡大を目指してまいります。 

 例会はワークショップ形式を基本として、地域に対する分析・展開・実行・検証を幾度とな

く重ね、会員自身がそれぞれの個性を持って地域で率先して行動できる会員資質向上を実施し

てまいります。 

 

四. 地方創生 

 戦後最悪、バブル崩壊以来の大不況に陥りつつあるという現実を私たちは受け止めなければ

なりません。この困難な時代だからこそ、交野青年会議所が地域へ示すことは「勇気と希望」

であり、これまで先輩諸兄が築き上げてこられたこととは何ら変わらず、時代の変化へ立ち向

かうために、今こそ行動する時です。 

まだ見ぬ地域の未来を担うのは子供であり、良くも悪くも地域の財産を残すのが私たち大人

です。子供たちが将来、この地域で生まれ育ち、いつの日も故郷が愛おしいと想う環境の持続

可能な社会として地域を創造していくことが必要となります。 

 交野市には相撲土俵が公共施設内に常設されており、これまで多くの力士が大相撲へ輩出さ

れてきた栄誉があります。地域の将来を担う子供たちの健全育成のため、聖地・両国国技館へ

の勝機を燃やす「わんぱく相撲大会」が例年開催されてきました。この数年で「子は大人を見

て育つ時代」から「子はＩＴを活用して育つ時代」へ変わりつつあります。そのような時代で



あっても「勝負」という感銘を受ける機会を私たちがつくり、社会へ出る糧に繋げる青少年健

全育成事業を交野市の相撲土俵で実施してまいります。 

また近年、交野市内の小中学校において一貫教育の実施が検討されています。交野青年会議

所として、時代の変化に沿った教育が必要である背景から文部科学省が推進する小中一貫教育

の「社会性育成機能」の強化に寄与していく団体として支援してまいります。 

ネット社会で情報収集の利便性が図られた一方、大人だけでなく子供たちの多くも「ストレ

ス」を抱えている社会になっています。幼い心ながらも大人が身近に感じ取れなくなってお

り、そんな時代に私たちが手を差し延べることができる存在にならなければなりません。 

これらを踏まえ本年度は、４０周年継続事業の構築を強化していき、地域社会における政

治・経済・文化・伝統の良き変化を与えていきます。本年度は、交野市民まつり「にぎわいフ

ェスタ」をはじめ、子供から大人まで明るい未来を感じることができる心温まる事業で地域活

性化へ繋げてまいります。 

 

五. おわりに 

 １８６７年の大政奉還に尽力し、明治維新に影響を与え、３１年で生涯を閉じた坂本龍馬

が「事は十中八九まで自らこれを行い、残り一、二を他に譲りて功をなさむべし」と述べてい

ます。会員一人ひとりが社業ですら厳しい状況に直面する中、ＪＣＩ運動は一体何のために、

誰のためにと自問自答する日々です。 

 自らが十中八九まで楽しみ、もがき、感動し、成長した暁には、最高の一、二を地域のため

に未来へ譲っていく１年に致します。 

地域の創造は、持続可能な開発目標の１７目標・１６９ターゲット・２３２指標で構成され

ているＳＤＧｓを基に引き続き取り組みます。綺麗事を述べるだけではなく、今の時代に真の

行動を起こさなければ地域は何ら変化しません。そして、４０周年で掲げたＶｉｓｉｏｎＦｏ

ｒ２０３０に沿って地域で模範となるＳＤＧｓを推進する団体の確立を目指して、昨年度、や

むを得なく開催ができなかった４０周年記念式典を本年度開催として英知と勇気と情熱を持っ

たＪＡＹＣＥＥが結集して認識を深め、交野市の持続可能な地域貢献団体として邁進してまい

ります。 

 関係諸団体の皆様、敬愛するシニアクラブの諸先輩方には、変わらぬご指導、ご鞭撻を賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

２０２１年度 LOM スローガン（案） 

今を動け 

 

２０２１年度 理事長方針（案） 

 

□機構改革 

・会議所運営に係るＩＴの活用 

・ＣＯＶＩＤ－１９対策 

・広報活動 

 

□魅力集約 

・会員拡大１５名 

・会員資質向上 

 

□地方創生 

・青少年健全育成事業 

・４０周年記念継続事業の構築及び実施 

・政策提言 

・交野市民まつり「にぎわいフェスタ」への協力 
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２．事業計画 



一般社団法人 交野青年会議所 ２０２１年度 

総務広報委員会 事業計画 

 

委員長予定者 本田 晃大 

基本方針 

～ＣＨＡＮＧＥ～ 

 

２０２１年度の総務広報委員会は、「今何が必要か。今できることは何か。」を考え、新型コロナウイ

ルス感染拡大の時代に新たな変革の今「IT を駆使したオンライン化」に対応する必要性があると理解

し、交野青年会議所の組織強化と地域発展を担うために下記の３点に取り組みます。 

１点目に新型コロナウイルス感染拡大防止策に関する地域への活動をします。昨年から始めた献血

事業の継続をし、交野市内で定期的に献血活動を実施していきます。新型コロナウイルス感染拡大に

伴う緊急事態宣言の発令により、２０２０年２月以降の献血協力者数は減少しており、このままでは医

療現場で輸血用血液が不足する事態が懸念されています。また、交野市内主要駅への消毒液設置も

継続して行います。未だ終息しない新型コロナウイルスの感染拡大対策をし、公式ｆａｃｅｂｏｏｋ等ＳＮＳ

を通じて市民へ配信をすることで感染防止をサポートしていきます。 

２点目に広報活動として対内外におけるオンラインを通じた IT活用の本格化です。対内ではＷＥＢで

の会議を随時行います。資料においてはＷＥＢ配信とし、最大限のペーパーレスに努めます。会員の

親睦を深める懇親会についても同様にＷＥＢを活用したいと考えています。対面とＷＥＢの両輪とする

ことで対面では参加できない会員の「ＷＥＢでなら参加できる仕組み」をつくり出席率を高めます。対外

向けには、ＳＮＳを積極的に活用します。交野青年会議所の存在意義を発信するため、各ツールを定

期的に配信します。 

３点目に当委員会最大の役割として１月度・８月度定時総会運営を確実にやり遂げることです。定時

総会は青年会議所の最高意思決定機関であり、前年度の運動実績を引継ぎ、本年度事業計画と予算

案を審議し方向性を決定する場です。総会の重要性を全会員に理解してもらい、厳格な気持ちを持っ

て参加してもらうことで交野青年会議所としての結束力を高める総会にします。 

総務広報委員会として交野青年会議所が４１年目を迎えるにあたり、その長い歴史と伝統を受け継

ぎ、さらにブラッシュアップし次世代へ繋いでいくために、組織運営がスムーズに行えるよう尽力しま

す。 

最後になりますが、本年度ＬＯＭスローガンである「今を動け」の言葉の通り、積極的に行動し覚悟を

持って運動を展開できるよう、委員長の大任に全力で取り組んでまいります。各関係諸団体の皆様、シ

ニアクラブの先輩諸兄におかれましては、より一層のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 



 

 

年間スケジュール 

 

１月 １月度定時総会の開催 ７月 ７月度例会の開催 

理事直接選挙の実施 

２月  ８月 ８月度定時総会懇親会の開催 

３月 ３ＪＣ合同事業の開催 ９月  

４月 ４月度例会の開催 １０月 交野にぎわいフェスタへの協力 

５月 選出員選挙の実施 １１月 ３ＪＣ合同例会の開催 

６月  １２月 褒章の実施 

 

 

事業計画 

 

１． 定款運営規定第６章第１７条１項（総務委員会） 

 

１． 定款運営規定第６章第１７条２項（広報委員会） 

 

１． ホームページの運営・管理 

 

１． ＳＮＳの運営・管理 

 

１． １月度定時総会・８月定時総会懇親会の開催 

 

１． 渉外活動の実施 

 

１． ３ＪＣ合同事業の開催 

 

１． ３ＪＣ合同例会の開催 

 

１． 交野市内献血事業の継続 

 

１． 交野市内主要駅へ消毒液設置の継続 

 

１． 交野にぎわいフェスタへの協力 



一般社団法人 交野青年会議所 ２０２１年度 

地域創生委員会 事業計画 

 

委員長予定者 長岡 真弘 

基本方針 

～ 全力 ～ 

 

 多くの自然に恵まれている交野市。面積の約半分が山であり、大阪、京都、奈良の県境付近に位置

し自然の観光名所もある都会では数少ない素晴らしい街です。 しかし、近年の都市開発が進み田畑

の減少、自動車交通量の増加に伴い排出ガスが引き起こす大気汚染などの環境問題に直面していま

す。持続可能な交野市の発展を実現するためには、市民一人ひとりの地域に対する思いを溢れさせ、

地域の課題解決に向けて、共に取り組んでいくことが必要です。 

まず、粉骨砕身の精神を交野青年会議所内にもたらし、イノベーションを起こすために、国連にて採

択されている２０３０年までの国際目標で、ＪＣＩが現在積極的に推進しているＳＤＧｓの取組を交野市に

も波及させます。そして、行政と連携を図り、ＳＤＧｓの開発目標に沿った交野市内の環境問題解決に

つながる具体的な目標を設定し、地域に住み暮らす人びとその目標を共有していくことで、地域の環境

問題解決に繋がるきっかけを創出します。さらに着実な達成に向けて、官民一体となって取組んでいく

ことが必要であり、行政、市民がこの街を良くしたいという想いのもと、共に手を取り合い課題解決に取

り組む例会を構築します。 

次に青少年健全育成事業として、わんぱく相撲大会交野場所を実施します。本大会は、日本の国

技・相撲を通じて子供たちが礼儀礼節を学び、勝ち負けではなく対戦相手を尊重することの大切さを学

ぶことができる素晴らしい事業です。ＩＴ時代といわれる今だからこそ、子供たちが直接触れ合う当事業

はより重要になっています。地域の将来を担う子供たちの青少年育成のため、交野市の相撲土俵を用

いてかつてない動員、これまでにない史上最高の盛り上がりを目指します。 

そして、交野にぎわいフェスタや周年継続事業など対外に向け発信できる事業が構築できることも

我々の強みです。自然あふれる豊かな交野市をより多くの人々に知ってもらうため、各種 SNS を総務

広報委員会と連携し広く配信を行い、環境問題に関わる機会を設け、交野市の地域発展のため多くの

人々に賛同していただけるよう全力で取り組み、各地域諸団体や市民との懸け橋になるような事業を

開催します。 

最後となりますが、地域創生委員長として２０２１年度理事長のＬＯＭスローガンである「今を動け」の

もと、交野市の未来を担う輝く子供たちのために全力で邁進してまいります。各関係諸団体の皆様、そ

して親愛なるシニアクラブの先輩諸兄におかれましては、より一層のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

 



 

年間スケジュール 

 

１月  ７月  

２月  ８月  

３月 ３月度例会の開催 ９月  

４月  １０月 交野にぎわいフェスタへの協力 

１０月度例会の開催 

４０周年継続事業の開催 

わんぱく相撲大会（全国） 

５月 わんぱく相撲大会の開催 

５月度例会の開催 

１１月  

６月 わんぱく相撲大会（大阪府） １２月  

 

 

事業計画 

交野市内の各種団体と連携しながら、 

青少年健全育成・地域コミュニティ活性・地域経済振興に資する事業・例会の構築・運営を行う。 

 

 

１．定款運営規定第６章第１７条第５項 

 

１．定款運営規定第６章第１７条第６項 

 

１．定款運営規定第６章第１７条第７項 

 

１．４０周年継続事業の開催 

 

１．わんぱく相撲大会の開催 

 

１．交野にぎわいフェスタへの協力 



一般社団法人 交野青年会議所 ２０２１年度 

会員拡大委員会 事業計画 

 

委員長予定者 内山 貴明 

基本方針 

～地域の未来、一期一会～ 

 

一般社団法人交野青年会議所は、昨年度４０周年という節目の年を迎えました。先輩方が築いてこ

られた歴史に敬意を払い、青年経済人としての使命感を持ち、明るい豊かな社会の実現を目指して運

動を展開してまいります。 

我々は２０歳から４０歳までの青年世代のみで構成される団体であり、常に会員拡大運動を継続し

続けなければ存続することが出来ません。地震や台風といった想定外の天災、少子高齢化による景気

循環の低迷、そして新型コロナウイルスの影響など、各自の社業すら大きな影響を受ける中、ＪＣＩ運動

も厳しさを増しています。しかしこのような時代だからこそ、会員拡大運動に取り組み、仲間を増やし、

我々が社会を変革する突破口にならなければなりません。 

まず本年度の拡大目標を１５名とします。次世代を担う人財を発掘し拡大に繋げていくために、会員

一丸となり候補者の情報を共有できる体制を整えるとともに、まずは会員の青年会議所への関心を高

め、ともに行動する仲間を増やしていきます。 そして、会員拡大をより効果的に展開していくために、

当委員会が全会員と連携し、青年会議所の魅力を伝え、入会意識を高めます。さらに、会員拡大を円

滑に進めるため、入会前の例会、事業へのオブザーブ参加を推進し、交野市の緑豊かな自然の中で

交流会を定期的に開催することで、青年会議所の運動を理解してもらいます。 

次に、活動の中には多くの出会いや体験があります。だからこそ、会員だけではなく対外も交えた資

質向上に資する例会、事業を開催いたします。しっかりと足元を固め、経済人として成長することが会

員の活性化につながります。そして、地域により良い変革をもたらす運動を展開するためには、会員に

対して継続して学びの機会を提供することが重要であり、リーダーとして必要な教養やリーダーシップ

が身に付く例会を行ってまいります。実践的かつ効果的な例会事業を通して、会員一人ひとりが成長

することが社業や地域の発展につながり、今を動く時代の先駆者として地域の未来を考え行動できる

会員育成につながります。それは結果として、交野青年会議所がより魅力的な会員が集う強靭な組織

へ成長していくことでもあるのです。 

最後となりますが、２０２１年度ＬＯＭスローガンである「今を動け」のもと、会員同士の繋がりを深め

「Ｖｉｓｉｏｎ Ｆｏｒ ２０３０」の実現に向けて、全力で邁進してまいります。各関係諸団体の皆様、そして親

愛なるシニアクラブの先輩諸兄におかれましては、より一層のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上

げます。 

 

  

 



 

 

年間スケジュール 

 

１月  ７月  

２月 ２月度例会の開催 ８月  

３月  ９月 ９月度例会の開催 

４月  １０月 交野にぎわいフェスタへの協力 

５月  １１月  

６月 北河内合同例会の開催 １２月 １２月度例会の開催 

 

 

事業計画 

 

会員拡大運動の中核を担い、さらに会員の資質向上に資する事業・例会の構築・運営を行う 

 

１．定款運営規定第６章第１７条第３項 

 

１．定款運営規定第６章第１７条第４項 

 

１．会員の資質向上に資する事業・例会の開催 

 

１．北河内合同例会の開催（主管） 

 

１．交野にぎわいフェスタへの協力 

 

 



 1 一般社団法人 交野青年会議所 

 

 

 

 

３．例会担当月割表 



1回 2回 3回 4回 5回 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

名刺・名簿作成 総務広報 協 協/審 ○

ネームプレート作成 総務広報 協 協/審 ○

１月度定時総会資料 総務広報 協 協/審 ○

１月 １月度定時総会 総務広報 協 協 審 ○

２月度例会 会員拡大 協 協 審 ○

３月度例会 地域創生 協 協 審 ○

３ＪＣ合同事業 総務広報 報 〇

４月 ４月度例会 総務広報 協 協 審 ○

選出員選挙 総務広報 協 協 審 ○

５月度例会 地域創生 協 協 審 ○

わんぱく相撲大会 地域創生 協 協 審 ○

北河内合同例会（主管） 会員拡大 協 協 審 ○

わんぱく相撲大会（大阪府） 地域創生 協 協 審 ○

７月度例会 総務広報 協 協 審 ○

理事直接選挙 総務広報 協 協 審 ○

８月 ８月度定時総会・懇親会 総務広報 協 協 審 ○

９月 ９月度例会 会員拡大 協 協 審 ○

１０月度例会 地域創生 協 協 審 ○

４０周年継続事業 地域創生 協 協 審 ○

わんぱく相撲大会（全国） 地域創生 報 ○

１１月 ３ＪＣ合同例会 総務広報 協 協 審 ○

１２月度例会 会員拡大 協 協 審 ○

褒章 総務広報 協 協 審 ○

７月

委員会担当事業及び上程スケジュール

３月

１２月

予定者理事会 ２０２１年

１２月

例会・事業 担当委員会

５月

６月

１０月
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４．出向者名簿 



２０２１年度 ＪＣ内出向者（案）について 

 

1. 一般社団法人日本青年会議所 出向者 

 

2. 一般社団法人日本青年会議所 近畿地区協議会 出向者 

 

3. 一般社団法人日本青年会議所 近畿地区大阪ブロック協議会 出向者 

グローバル人材育成委員会 

副委員長 井上 陽介 君 

委員   松尾 陽大 君 

  委員   松永 大輝 君 

  委員   関口 真由美 君 

   

 

＊上記審議案は一般社団法人交野青年会議所より出向者推薦書を提出するにあたっての内部審

議であり、公益社団法人日本青年会議所・近畿地区協議会・大阪ブロック協議会における審議と

は異なる。 
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５．収支予算書 



収入の部　内訳明細 27名スタート(期首25名＋新入会員2名)

大科目 予算額 中科目 予算額 小科目 予算額 備考

正会員会費収入 3,240,000 120,000円×(現役26名+直前1名)
※期首会員24名＋１月度理事会までの新入会員2名

正会員会費収入（休会者） 30,000 休会者1名

入会金収入 60,000 入会金収入 60,000 30,000円×２名

現役メンバー 189,000 7,000円×1回（8月度のみ）×27名（直前含む）

シニアクラブ・来賓・来訪 350,000 7,000円×1回（8月度のみ）×50名

シニアクラブ事務委託料 485,000 5,000円×97名

預金利息等 200

青少年健全育成積立金取崩 100,000 わんぱく相撲大会へ充当

40周年定期預金取崩 700,560 45周年へ向けた継続事業及び積立へ充当

前期繰越金 1,160,143 2020年度決算より

合計 6,314,903

支出の部　内訳明細

大科目 予算額 中科目 予算額 小科目 予算額 備考

総会費（登録料） 539,000 7,000円×1回×（27名+50名）

総会費用・会場費 200,000

総会資料 5,000

会員名簿 175,000

褒賞 20,000

名刺・名札代 110,000

例会 100,000 4月、7月

卒業生記念品（３ＪＣ） 15,000

3JC合同例会 150,000 ３JC合同事業は登録制なので計上しない

例会 150,000 2月、9月、12月

6JC合同例会 100,000 6JC負担金100,000円

例会 150,000 3月、5月、10月

10月度事業（周年継続） 500,000

わんぱく相撲大会 150,000

ＪＣＩ会費 31,500 1,260円×期首25名

基本金 30,000

付加金 125,000 5,000円×期首25名

国際協力金 45,625 1,825円×期首25名

WeBelieve購読料 75,000 3,000円×期首25名

ＪＣ手帳 17,500 700円×期首25名

基本金 2,000

付加金 45,000 1,800円×期首25名

基本金 8,000

付加金 130,000 5,200円×期首25名

会議費 50,000 会議費 50,000

給料 750,000 給料 750,000

郵送費 30,000

電話代 230,000

消耗品費 150,000 コピー代含む

コピー機リース料 151,800 月々12,650円

事務局賃借料 840,000 新事務局１ヶ月70000円

ZOOMライセンス契約料 30,000 月々2500円×12か月

慶弔費 50,000 慶弔費 50,000

光熱費 180,000 光熱費 180,000

広報費 36,000 HP運営費用 36,000

100,000 新入会員用備品

400,000 事務所移転費用

渉外費 200,000 渉外費 200,000 コロナ対策費用

手数料 100,000 府庁決算報告 100,000

予備費 143,478

合計 6,314,903

雑費

管理費

3,297,800

通信費 260,000

消耗品費 301,800

賃借料 870,000

雑費 500,000

負担金

509,625

日本ＪＣ負担金 324,625

近畿地区負担金 47,000

大阪ブロック負担金 138,000

地域創生委員会 800,000

定期預金取崩 800,560

事業費

2,364,000

総務広報委員会

539,000

雑収入 485,200

1,314,000

会員拡大委員会 250,000

会費収入 3,270,000

登録料収入 539,000 総会懇親会登録料
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６．組織図（案） 



○は議決権保有者（７名）

松永　大輝大西　秀樹

○庄司　大祐

丸目　拓哉

○伊崎　太陽 ○長野　雄太

○内山　貴明

松村　紘子

齋藤　大介

角谷　淳志

鎌口　信広

小山　勇気

関口　真由美

２０２１年度　組織図（案）

 が正副構成メンバー

 が理事会構成メンバー
総会

直前理事長

里見　健二　先輩

監事

池　弘平　先輩

山本　崇正　先輩
理事会

理事長

○大矢　耕平

松尾　陽大

委員

岡田　智里

神田　拓也 大野　寛隆

○本田　晃大

副委員長

○長岡　真弘

副委員長

岩永　武士

委員

糸数　貴志

副理事長副理事長

会員拡大委員会

委員長

副委員長

井上　陽介

委員

岩田　裕也

反田　文明

専務理事

委員長

総務広報委員会 地域創生委員会

委員長

事務局長

伊崎　太陽

副専務理事

井上　陽介


