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はじめに・・・
静岡青年会議所は清水・静岡・駿河の歴史ある３ＬＯＭが解散し新たに設立されました。
先輩方が築きあげた歴史の上に今の静岡青年会議所は成り立っています。
設立１０周年という節目を翌年に控えた今こそ、改めて過去を見つめ直し、
常に先頭に立ちこのまちの発展に寄与するために、新しい時代に向けて進むべき方向性を熟考する時です。
このまちの明るい未来へと繋がる運動について真剣に考え、
この先誇り高きＪＡＹＣＥＥとして「情熱」と「気概」をもって活動していかなければなりません。
「First Vision」は静岡青年会議所がこの先足並みをそろえて力強くこのまちの「明るい豊かな社会」
を築いていくための運動指針です。
我々は毎年、理事長の掲げる基本理念と基本方針に沿ってこのまちの「明るい豊かな社会」の
実現に向けて運動や活動を行っています。
しかしながら、目指すべき「明るい豊かな社会」は壮大で必ずしも一年で到達できるものではありません。
したがって、「First Vision」はそのギャップを埋めるために単年度では果たすことが難しい壮大な
「明るい豊かな社会」の実現へ向けて単年度を繋ぐ道標となるものです。
（一社）静岡青年会議所は２０１５年からおよそ１０年間、「First Vision」を実現することで
明るい豊かな社会の実現へ寄与します。
「First Vision」を掲げ、定款に基づきその達成のために運動や活動をしてまいります。
■基本構想

～未来を照らす独創性 誇りを胸に～
「先進１００万人都市 輝く静岡」の創造
（一社）静岡青年会議所は新ＬＯＭとして誕生し１０年、
新たな１０年をスタートするために「Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ」を掲げます。
このまちの恵まれた強みを最大限に活かし、「先進１００万人都市」となる可能性を秘めたまち静岡。
１０年後このまちは、静岡ならではの突出した魅力が満ちあふれ、
１０年後人々は、このまちに壮大な夢と希望を抱くことができるでしょう。
明るい豊かな社会を築くという高き志のもと、このまちの青年として英知と勇気と情熱をもち、
地域の更なる発展により努めるべく、時代に即した力強い運動を起して参ります。
このまちの新たな輝く未来を創造するために・・・。
■基本計画
基本構想実現へ向けて・・・
静岡青年会議所が率先して「このまち」の先駆者となり、行政・関係諸団体と手を取り合いながら、
市民一人ひとりが主体的に動く原動力となるべく、
「このまち」への３つの戦略と静岡青年会議所の在り方を柱として、次なる１０年に向かって歩みだします。
基本計画【１】 「このまち」への３つの戦略
戦略Ⅰ：一人ひとりがこのまちの原動力となる運動
戦略Ⅱ：定住人口を増やす運動
戦略Ⅲ：交流人口を増やす運動
基本計画【２】 静岡青年会議所の在り方
会員：主体的に率先して動く熱意溢れるＪＡＹＣＥＥ
組織：このまちを繋ぎ牽引する力強い組織

「Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ」・・・名称の解説

本ビジョンは設立１０周年以降およそ１０年間の運動指針です。１０年間のくくりで考え設立から
本年度までを０とすると来年以降の１０周年から２０周年までの１０年間が１となります。そして、（一
社）静岡青年会議所において初めて策定するビジョンということから「Ｆｉｒｓｔ」とうい言葉を選びまし
た。又、「Ｆｉｒｓｔ」を礎としその先２０周年以降の「Ｓｅｃｏｎｄ」、その先の「Ｔｈｉｒｄ」とその時代に合った
このまちの明るい豊かな社会を築くために「Ｖｉｓｉｏｎ」＝「未来への懸け橋」を繋いでほしいという思
いが込められています。※２０周年以降のビジョンの名称を縛るものではありません。
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「Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ」（案）の構成
はじめに
「First Vision」（案）は静岡青年会議所がこの先足並みをそろえて力強くこのまちの「明るい豊かな社会」を築いてい
くための運動指針です。我々は毎年、理事長の掲げる基本理念と基本方針に沿ってこのまちの「明るい豊かな社会」
の実現に向けて運動や活動を行っています。しかしながら、目指すべき「明るい豊かな社会」は壮大で必ずしも一年
で到達できるものではありません。したがって、「First Vision」（案）はそのギャップを埋めるために単年度では果たす
ことが難しい壮大な「明るい豊かな社会」の実現へ向けて単年度を繋ぐ道標となるものです。
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「First Vision」（案）

「First Vision」（案） 構成
基本構想
基本計画【１】
基本計画【２】

＝
＝
＝

静岡ＪＣが築く１０年後のこのまちの姿
静岡ＪＣがすべきテーマに沿った運動
静岡ＪＣの在り方

＝
＝
＝

【効果・目的】
【運動方針】
【会員・組織】

１０年後のこのまちの姿
静岡ＪＣが取り組む
運動のテーマ

基本構想

～未来を照らす独創性 誇りを胸に～
静岡ＪＣがすべき
テーマに沿った運動

基本計画

「先進１００万人都市 輝く静岡」の創造

【効果・目的】

基本計画

「このまち」への３つの戦略

静岡青年会議所の在り方

戦略Ⅰ： ひとづくり

会員の在り方

戦略Ⅱ： まちづくり１

組織の在り方

戦略Ⅲ： まちづくり２

アクションプラン①～⑫

アクションプラン①～⑫

【基本計画】を通じ、【基本構想】である１０年後のこのまちの姿を目指します。

（一社）静岡青年会議所 「Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ」
２０１５年～２０２４年運動指針
■ 基本構想 ■

～未来を照らす独創性 誇りを胸に～

「先進１００万人都市 輝く静岡」の創造
■ 基本計画 ■

基本計画【１】

「このまち」への３つの戦略

基本計画【２】

静岡青年会議所の在り方

戦略Ⅰ：一人ひとりがこのまちの原動力となる運動

会員：主体的に率先して動く熱意溢れるＪＡＹＣＥＥ

戦略Ⅱ：定住人口を増やす運動

組織：このまちを繋ぎ牽引する力強い組織

戦略Ⅲ：交流人口を増やす運動
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■ 基本構想 ■

～未来を照らす独創性 誇りを胸に～ 「先進１００万人都市 輝く静岡」の創造
「このまち」の現状

【静岡市の問題点 ・・・ 人口減少問題】

【静岡市の問題点 ・・・ 少子高齢化】

【現状】

【現状】

静岡市の人口 ： ７０８，７６５人
転入出人数 ： -７７５人

政令指定都市の中で ワースト１位
政令指定都市で転出超過は４市のみで ワースト２位

静岡市は今現在の６５歳以上の人口比率が他のどの政令指定都市より高く、
政令指定都市の中で一番「少子高齢化」が進んでいる都市である。

政令指定都市のボーダーラインである７０万人を切るのは目前です。

【原因】

【原因】

・生産世代の女性の転出超過。
・出生率の低下。

・出生率の低下。子育てが難しい社会。価値観の変化。生産世代の人口減少。
・他の政令指定都市と比べ生産世代の女性人口の減少が著しい。
・大学等の進学先の受け皿が少なく、１８歳～２２歳で大きく転出超過となる。
・大都市に挟まれており、進学や就職で大都市へ転出傾向が強い。
・地価が高いため近隣都市に転出。

・子どもや生産世代の総人口に対する比率の低下。

【人口減少のデメリット】

【少子高齢化のデメリット】
・税収減による公共サービス水準の低下。
・高齢者比率の増加による社会保障費の増大。
・生産世代の減少による市内の産業・経済の縮小化。

・税収減少による公共サービスの低下。
地域
・市内消費が低下し産業・経済に悪影響を与える。

参考資料１

参考資料２

参考資料３
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■ 基本構想 ■

～未来を照らす独創性 誇りを胸に～ 「先進１００万人都市 輝く静岡」の創造
「このまち」の現状

【人口減少のデメリット】
税収の減少 ⇒ 公共サービス水準の低下
市内消費の低下 ⇒ 産業・経済に悪影響

マイナス

プラス
明るい豊かな社会

明るい豊かな社会

定住人口
交流人口

公共サービス
産業・経済

人口

公共サービス
産業・経済
ＪＣの運動・活動

マイナス

プラス

静岡市の現状

未来のこのまちの姿

人口の減少は、公共サービス水準を低下させ、産業・経済に悪影響をあたえます。それはさ
らなる人口減少をまねくことになり、マイナスのスパイラルとなります。これでは「明るい豊か
な社会」にはなりません。

定住人口や交流人口が増えることで、税収が増え公共サービスが充実し、市内消費も増えて
産業・経済が活発になります。それはさらなる定住人口や交流人口の増加に繋がります。プラ
スのスパイラルとなります。静岡青年会議所がこのまちの若きリーダーとなって、ひとづくり、ま
ちづくりの運動や活動を通じてプラスのスパイラルに転換していくことが必要です。このマイナ
スのスパイラルからプラスのスパイラルへの転換の先に「明るい豊かな社会」があると確信し
ます。

【定住人口と交流人口】
定住人口・・・ 少子高齢化問題など、定住人口を増やすことは容易ではありません。
交流人口・・・ 交流人口の増加は定住人口増加の窓口となると考えます。

公共サービス
産業・経済
マイナス

マイナス

プラス
定住人口増化の運動

明るい豊かな社会
定住人口

公共サービス
産業・経済
プラス

まちづくり①

明るい豊かな社会
交流人口

定住人口

交流人口

マイナス
このまちの良さに
気づかない

静岡市の現状

プラス

このまちの良さに
気づく

交流人口増化の運動

未来のこのまちの姿
まちづくり②

定住人口の減少は、公共サービス水準を低下させ、産業・経済に悪影響をあたえ交流人口
の減少に繋がります。このまちに訪れる人が少なくなりさらなる人口減をまねくこととなり、マ
イナスのスパイラルとなります。これでは「明るい豊かな社会」にはなりません。

定住人口の増加は、公共サービス水準を向上させ、産業・経済にを活発にし交流人口の増加に繋がりま
す。このまちに訪れる人が多くなり定住人口の増加を促進し、プラスのスパイラルとなります。我々は、まち
づくりにおいて、①定住人口を増やすために、このまちにどどまる運動と、②交流人口を増加させるため
に、このまちに呼び込む運動の２つをしていくべきだと考えます。
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■ 基本構想 ■

～未来を照らす独創性 誇りを胸に～ 「先進１００万人都市 輝く静岡」の創造
（一社）静岡青年会議所が目指す運動
我々、静岡青年会議所はこのまちの「明るい豊かな社会」を築くためにまちづくりとひとづくりの運動や活動を行っています。このまちの「明るい豊かな社会」を築くためには、リーダーシップを発揮しこのまちの優れ
たところを磨き、諸問題を解決することに努めなければなりません。このまちの人口減少、少子高齢化といった問題は公共サービスの低下、地域経済の悪化に繋がり、さらなる人口減少をまねくことになります。
我々はひとづくり、まちづくりの運動を通じ、このマイナスのスパイラルからプラスのスパイラルに転換させたその先に、「先進１００万人都市 輝く静岡」があると確信します。

人口減少や少子高齢化といった問題を解決しマイナスのスパイラルから脱却するために、プラスのスパイラルに変えて行かなければなりません。このまちの生産世代の若き力が躍動することで、どの都市よりも先
進してこのスパイラルがマイナスからプラスに転じると考えます。このまちの人が増えること、それは生き生きと暮らせる喜びや安心により笑顔であふれます。このまちに惹き付けられる人が増えること、それは地
域の活性化により活気にみなぎることでしょう。このまちの未来を照らす独創性溢れるアイデンティティーを創造し、人々のこのまちに壮大な夢と希望を抱く誇りを育み、（一社）静岡青年会議所は「先進１００万人都
市 輝く静岡」の創造を目指します。

躍動する若き力・・・少子高齢化の進むこのまちにおいて、生産世代のこのまちへの担いは重大です。このまちの明るい豊かな社会の実現には生産世代の若者の人口比率の増化と共に、その若き力が生き生
きと力強くこのまちのために躍動していなければならないと考えます。若き力が躍動することでこのまちは「笑顔」と「活気」でにぎわいます。

あふれる笑顔・・・ あふれる笑顔とは、今以上に定住人口が増え全ての市民が笑顔になることを意味します。生き生きと暮らせる喜びや安心、静岡への誇りや感動で人は「笑顔」になります。住む人も訪れる人
も「笑顔」になり人が集まり「活気」が生まれます。「笑顔」が「活気」を呼びこのまちはあふれる「笑顔」と「活気」にみなぎります。

みなぎる活気・・・ みなぎる活気とは、今以上に交流人口が増え生き生きとした「活気」に満ちていることを意味します。行き交う人が増え、地域が活性化することで「活気」にみなぎり「笑顔」があふれます。「活
気」が「笑顔」を呼びこのまちは「笑顔」と「活気」でにぎわいます。

独創性・・・

独自性をもって創り出す静岡のアイデンティティーの創造が必要です。独創性は一過性のものではなく未来に繋がるものでなければなりません。我々が目指す独創性溢れるアイデンティ
ティーはこのまちの未来を明るく照らすものでなければなりません。独創性溢れるアイデンティティーあるまちに人は心惹かれ、住みたい、訪れたいと感じます。

誇り・・・

人がこのまちに住みたい、訪れたいと感じるには、このまちに住まう一人ひとりがこのまちに壮大な夢と希望を抱ける誇りを常に胸に持たなければなりません。このまちに対する誇りを持つこ
とで、このまちにいつまでも住む喜びを感じ、その誇りから溢れる魅力で人を惹きつけます。

定住人口の増加

あふれる

運動・活動

人

地域

ＪＣ

笑顔

＋スパイラル

若き力が躍動

独創性・誇り

地域

活気

運動・活動
みなぎる

およそ１０年間

生産世代の

交流人口の増加

明るい豊かな社会
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■ 基本構想 ■

～未来を照らす独創性 誇りを胸に～ 「先進１００万人都市 輝く静岡」の創造
「世界に輝く静岡」の創造に向けて・・・

【静岡市の「強み」】

【静岡市の各分野におけるキーワード】

【豊かな自然】

【健康・福祉】

山・・・ ３０００M級の山々からなる南アルプス。
川・・・ 水質良好な一級河川の安倍川。
海・・・ 海の幸豊かな駿河湾。
気候・・・ 非常に温暖で穏やかな気候・

子どもの運動能力の低下、障害者雇用、少子高齢化、未来の医療

【教育・学習】
大学数が少ない、子どもの学習能力低下、「教わる」から「自ら学ぶ」、生涯学習、郷土愛を育む教育

【文化財と史跡が多い】
【文化】
駿府城公園、久能山東照宮、三保の松原、登呂遺跡、旧東海道 など
文化財・史跡の保存修復、文化財を利用した観光産業、高齢者の旅行需要増大

【地理的ポジション】
【産業・経済】
・静岡市は日本列島のほぼ中央に位置する。
・東に東京・神奈川、西に愛知と大都市に挟まれた立地。
・大都市に日帰りできる距離にある。
・東西に延びる東名、新東名、新幹線などの交通手段の整備が進展している。
・富士山空港の開港。
・清水港を有している。

製造業が盛ん、海上貿易が盛ん、豊かな農林水産資源、地価が高い
ホテルの客室数が少ない、突出したブランド性に欠ける

【生活環境】
豊かな自然、温暖な気候、東海地震、地域コミュニティーの維持、中山間地域、エネルギーシフト

【都市基盤】
道路舗装率が高い、都市機能の中心市街への集中、交通網の整備が進んでいる

静岡市はその強みからも、国内だけでなく、世界へ向けた交流都市となる可能性を秘めた都市といえるでしょう。
静岡青年会議所は行政・関係諸団体とも足並みを合わせながら、
今ある「このまち」の魅力を再確認し、最大限に活かし、対応・改善していきます。
新たな魅力と新たな時代を創造するために・・・。

～未来を照らす独創性 誇りを胸に～
「先進１００万人都市 輝く静岡」の創造
を実現することで

「世界に輝く静岡」の実現に寄与します。
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■ 基本計画【１】 ■ 「このまち」への３つの戦略
「このまち」への３つの戦略 ～未来を照らす独創性 誇りを胸に～ 「先進１００万人都市 輝く静岡」の創造

実現へ向けて

戦略Ⅰ 一人ひとりがこのまちの原動力となる運動
このまちを創り上げているのは人であり、このまちのさらなる発展のためにはこのまちに住む一人ひとりがそのための原動力とならなければなりません。市民一人ひとりの意識を改革し、市民が主体性をもって地
域に関わることが重要です。我々は青年経済人としての特性を活かし、市民主導のまちづくりに向けて、地域社会の健全な発展に貢献できる豊かな心を持つ人材へと市民を導いてまいります。
まち
ひとづくり
運動・活動

社会

静岡ＪＣ

人

経済

明るい豊かな社

文化
環境

戦略Ⅱ 定住人口を増やす運動
このまちの原動力である市民一人ひとりが、快適に生き生きと暮らしていけるまちづくりが必要です。このまちを担う若い世代がまちづくりへ積極的に関わり取り組むことで、全ての市民の不安を解決し安心安全な
まちにし、誰もが生活し易い魅力的な環境の醸成に繋げていきます。このまちで生き生きと過ごしずっと住んでいたいまちにすることで、定住人口の増加に導いてまいります。
心の安定・幸せ

未来のまち

おだやかに暮らせ
生き生きと

いきいきと暮らせる
定住人口の増

戦略Ⅲ 交流人口を増やす運動
このまちを活気にみなぎるまちにしていくためには、静岡の輝く地域性を最大限に活かし多くの人が行き交うことが必要です。このまちを担う若い世代が率先して市民の静岡アンバサダーとしての意欲を高め、静
岡の魅力を活かした社会的価値のある運動を展開し続け、このまちに多くの人を呼び込みます。訪れた人の誰もが心動かされ惹きつけられるまちとなることで、交流人口の増加に導いてまいります。
心の安定・幸せ

未来のまち

人を惹きつける

人が行き交う

人の心を動かす

多くの人を惹きつける

交流人口の増
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■ 基本計画 ■
「このまち」への３つの戦略 ～未来を照らす独創性 誇りを胸に～ 「先進１００万人都市 輝く静岡」の創造

実現へ向けて

【アクションプラン】
① 青少年の健全な育成運動
戦略Ⅰ
一人ひとりがこのまちの原動力となる運動

①

② 市民一人ひとりの愛郷心と誇りの醸成
③ 市民の結束力創造運動

②

④ プロボノを生かした地域貢献できる人材の創出
③
⑦

⑤ 子ども・女性・高齢者・全ての市民に優しく便利なまちの創造

⑪

⑥ 防災・減災・治安維持の安心・安全運動

④

⑦ 地域コミュニティーの再生
戦略Ⅱ
定住人口を増やす運

戦略Ⅲ
交流人口を増やす運動

⑧

⑤
⑫
⑥

⑨
⑩

⑧ 魅力ある経済環境の創造
⑨ 地域資源を磨き昇華させる運動
⑩ 新たな地域資源の創造
⑪ 市民一人ひとりが観光大使となる運動
⑫ 質の高い都市環境の創造
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■ 基本計画【１】 ■ 「このまち」への３つの戦略
① 青少年の健全な育成運動 【戦略Ⅰ】

現
状

【今の青少年に低下されているとされる事柄】
思いやりの心、他社に迷惑をかけない気持ち、正義感、遵法精神、生命尊重の心、規範
意識、自制心、人間関係を形成する力、自尊感情、将来への夢を描く力
【要因】
メディア技術の発達による人とのコンタクトの減少
核家族化、少子化の進展、夫婦共働きによる親兄弟、親戚、友人、祖父母とのふれあう
機会の減少
地縁的つながりの減少、自然との接触の減少、余暇時間の減少、情報過多
※今の青少年の方があるとされる事柄
柔軟性、豊かな感性、国際性、社会貢献への意欲、趣味趣向の多様性

① 現在の青少年と過去の青少年の何が違い、何が課題なのか？懐古主義にとらわ
れ、単に過去の青少年像に還るのではなく、現代の時流を土台とする実体験機会を創
出する青少年育成運動を行う。
② 過去現在未来の時間軸に加えて、日本の青少年と海外の青少年という平面軸も考
方 慮し、単に海外を模倣するのではなく、東日本大震災以降世界中に認知された日本人
向 の素晴らしさをミックスした青少年育成を行う。
性

② 市民一人ひとりの愛郷心と誇りの醸成 【戦略Ⅰ】
現
状

生粋の静岡人であれば、生まれ育った郷土の自然、社会環境は非代替的価値を持つた
め、愛郷心は少なからず存在する。一方で、東京その他地域との比較をしたときに、地
域に対する問題意識が低く、又地域に対する誇りが希薄である。

方 愛郷心を更に高め、誇りに高める運動を行う。愛郷心を高めるために、ただ住んでいる
向 だけではく、一度立ち止まってこのまちを知り、客観的にこのまちを見て、未来のこのま
性 ちを憂う心を醸成する運動を行う。

③ 市民の結束力創造運動 【戦略Ⅰ・戦略Ⅲ】
現
状

市民の結束力を示すものやそれを発揮する場面がないため、静岡が好きで満足してい
るが、全市民一丸となったときの力を見たり知ったりする機会がない。

方 市民一人ひとりの愛郷心を結束しそれを発揮できる機会の創出。
向
性

④ プロボノを生かした地域貢献できる人材の創出 【戦略Ⅰ・戦略Ⅱ・戦略Ⅲ】
現
状

愛郷心がありこのまちに誇りを持っている内面的状態から、このまちのためにア
クションを起こし貢献出来る人をもっと増やすべきである。

方 主体性、当事者意識をもって、自分が動くという気概を市民の心に醸成するとともに、そ
向 れらを発信でき、受け止めることのできる土壌を創造する運動
性

⑤ 子ども・女性・高齢者・全ての市民に優しく便利なまちの創造 【戦略Ⅱ】

現
状

■子ども・・・子どもが安心して遊ぶ・学ぶ環境が必要、キャリア教育のためには地域外
へ
■女性・・・女性の人口流出、魅力的でない雇用環境、出産に優しくない環境、子育てに
優しくない環境、父親不参加、女性の社会的地位
■高齢者・・・経験の後継がされていない、高齢者雇用・孤独死問題

■子ども・・・安心して学べる環境整備を促す。
方 ■女性・・・女性が生き生きと生活できる社会環境の創造。
向 ■高齢者・・・高齢者の知識や経験を伝承する運動。
性

⑥ 防災・減災・治安維持の安心・安全運動 【戦略Ⅱ】
現
状

南海トラフ地震が想定されている。
公助の取り組みは進んでいるが、共助の取り組みは発展途上である。
社会情勢の変化に伴い、治安に対して不安を抱く市民は多い。

方 平常時における災害対策及び治安維持の意識を向上させ、そのノウハウを蓄積すると
向 ともに、産官学民一体となって安全安心なまち日本一を目指す。
性
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■ 基本計画【１】 ■ 「このまち」への３つの戦略
⑦ 地域コミュニティーの再生 【戦略Ⅰ・戦略Ⅱ】

現
状

核家族化、共働き、地域の結びつきの希薄化が進んでいる。
市内には、自治会、町内会、自主防災会など多数存在するが、その運営の主体は高齢
者である。
地域によって、その運営が活発であるところとそうでないところの差が激しい

地域の結びつきの大切さを市民で共有するとともに、高齢者主体で運営される地域コ
方 ミュニティーに２０代～４０代の青年世代の参画を推進し、活発な地域コミュニティーを創
向 造する。
性

⑧ 魅力ある経済環境の創造 【戦略Ⅱ・戦略Ⅲ】
現
状

人口減少は地域経済を失速させる直接的原因である。

方
向
性

今私たちが静岡市に住んでいるのは、ここに住む必要があるからである。企業誘致、雇
用創出など、このまちに定住する必要のある環境を創出し定住人口の増加のための運
動を行う。

⑨ 地域資源を磨き昇華させる運動 【戦略Ⅲ】

現
状

多くの地域資源（歴史、文化、衣食住、観光等）がありながら市民の関心が高いと言えな
い。「市民の関心」とは、地域資源に対する「気づき、愛着、誇り、昇華させることに対す
る想い」である。

地域資源＝まちのアイデンティティではない。ただし、アイデンティティに昇華し得るもの
方 である。アイデンティティたる必要２大要素である ①「対外的な認知度」、②「他社との
向 圧倒的差別化」 という客観的評価基準が満たされてこそ、対外者がこのまちの地域資
性 源を求めて集まる。客観的視点を重視した施策に注力する。

⑩ 新たな地域資源の創造 【戦略Ⅲ】
現
状

既に地域資源として認知されている、または、潜在的に地域資源に成り得るもの

方
向
性

地域資源を物理的はハード面のみならずソフト面も含めて新たに新規で創出し、対外的
に発信し客観的に認知され差別化できるものに昇華させる

⑪ 市民一人ひとりが観光大使となる運動（静岡アンバサダー・ホスピタリティ精神の醸成） 【戦略Ⅰ・戦略Ⅲ】
現
状

市民目線から見ると市内にも観光資源というべきものは存在するが、静岡市は対外的
に認知された観光都市とは言い難く、市民が観光客慣れしているとは言えない。三保の
松原が富士山の世界文化遺産の構成資産に認められたことを追い風に観光客が増え
ることが予測される。

静岡市への集客は歴史建造物、自然、商業施設、レジャー施設など物理的資源もさるこ
方 とながら、マインド的な観光客へのホスピタリティー精神を養い洗練し、静岡市で居心地
向 良く気持ちの良い滞在をしていただくことを着眼点としてソフト面での付加価値を高めて
性 行く。

⑫ 質の高い都市環境の創造 【戦略Ⅱ・戦略Ⅲ】
現
状

交通網、都市景観、自然との調和、日常生活の利便性、安全性、文化芸術、ビジネス就
学など、何かが著しく欠落しているわけではないが、同規模都市と比べたとき、特筆すべ
き質の高さが際立つとも言えない、至って平均的な都市環境である。

方
向
性

対外的に発信し、理解され認知されるような静岡ならではの都市環境を創造していく。
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■ 基本計画【２】 ■ （一社）静岡青年会議所の在り方
（一社）静岡青年会議所の在り方 ～未来を照らす独創性 誇りを胸に～ 「先進１００万人都市 輝く静岡」の創造

実現へ向けて

（一社）静岡青年会議所が新ＬО Ｍとして誕生し１０年、そして新たなる１０年をスタートします。
この節目を迎え、改めて静岡青年会議所だからこそ「このまち」にできることと真剣に向き合い、未来を切り拓いていきます。
地域に根差す我々が先頭に立ち、市民、行政、関係諸団体を繋ぎ、英知と勇気と情熱をもってまちづくり運動にひたむきに取り組むことで、今後のまちづくりにおいて大きな力となるよう努めます。
新たな時代を創造するために・・・。

■このまちの市民、行政、関係諸団体を繋ぎ牽引し明るい豊かな社会に導く■
市

民

ＪＣ

ＪＣ

明るい豊かな社会

行

関係諸団体

政

ＪＣ

【理念】
Ⅰ このまちのことを知り尽くします。
→ そのために：行政、関係団体の動向を常に観察し、まちづくりの根本となる素養を保持増進します。
※ 根拠 [②現状社会認識力の向上、③未来洞察力の向上]

Ⅱ このまちの未来を本気で考え憂う人材となります。
→ そのために：まちの課題、問題を未来に向かって率先して研究し、危機意識を醸成すべく日々研修を重ねまちづくりを先導します。
① ②
※ 根拠 [⑧主体性・危機意識の向上]
主体的に率先して動く
熱意溢れるＪＡＹＣＥＥ
Ⅲ ＪＣだからこそできる運動・活動を行います。
→ そのために：組織を自己分析し、我々に諸団体が我々に求めるアクションをしっかりと認識します。
③ ④
※ 根拠 [①創造力の向上、②現状社会認識力の向上、③未来洞察力の向上、④ＪＣプライドの保持向上]
※ 根拠 [⑨会員数の向上、⑩団結力の向上]
Ⅳ 時代にあった取組みを行います。
→ そのために：社会情勢を鋭敏に察知し、時代が欲する取り組みを行うことを常とします。
※ 根拠 [①創造力の向上、②現状社会認識力の向上、③未来洞察力の向上]
Ⅴ このまちに真に必要とされる団体となります。
→ そのために：このまちに投げかけたものに単年度制に拘わらず責任を持ち、このまちを生かし生かされている関係性を承知して運動に邁進します。
※ 根拠 [⑤信頼の向上、⑥実行力の向上、⑦継続力の向上、⑩団結力の向上、⑪認知度の向上、⑫発信力の向上]
【≪計画１：会員≫と≪計画２：組織≫においての取組み】
① 創造力の向上
⑤ 信頼の向上
⑨ 会員数の向上

② 現状社会認識力の向上
⑥ 実行力の向上
⑩ 団結力の向上

③ 未来洞察力の向上
⑦ 継続力の向上
⑪ 認知度の向上

④ ＪＣプライドの保持向上
⑧ 主体性・危機意識の向上
⑫ 発信力の向上

⑤ ⑥

⑨

⑩

このまちを繋ぎ牽引す
る力強い組織

⑦⑧

⑪

⑫

今後のスケジュール
１１月
理事予定者会議
正副理事予定者会議
常任理事予定者会議

１２月

１月

理事予定者会議
正副理事予定者会議
常任理事予定者会議
理事予定者会議
正副理事予定者会議
常任理事予定者会議
１月７日（火） 理事会
１月１４日（火） 正副理事会議
１月２０日（月） 第一回ビジョン創案会議
１月２１日（火） 常任理事会議

２月

２月４日（火） 理事会
２月１２日（火） 正副理事会議
２月１７日（月） 第二回ビジョン創案会議
２月１８日（火） 常任理事会議

３月

３月４日（火） 理事会
３月１１日（火） 正副理事会議
３月１７日（月） 第三回ビジョン創案会議
３月１９日（水） 常任理事会議

４月

４月１日（火） 理事会
４月８日（火） 正副理事会議
４月１５日（火） 常任理事会議
４月２１日（月） 第四回ビジョン創案会議

５月

５月１日（木） 理事会
５月１３日（火） 正副理事会議
５月１９日（月） 第五回ビジョン創案会議
５月２０日（火） 常任理事会議

６月

６月３日（火） 理事会議
６月１６日（月） 正副理事会議
６月２３日（月） 常任理事会議
６月２４日（火） 第六回ビジョン創案会議

７月

７月２日（水） 理事会
７月８日（火） 正副理事会議
７月１５日（火） 常任理事会議
７月２２日（火） 財務会議

８月

８月５日（火） 理事会
８月１２日（火） 正副理事会議
８月１９日（火） 常任理事会議
８月２６日（火） 財務会議

９月

９月２日（火） 理事会
９月９日（火） ９月度第一例会
９月１１日（木） 正副理事会議
９月１６日（火） 常任理事会議
９月２２日（月） 第一回ビジョン策定会議
９月２４日（水） 財務会議

１０月

１１月

１２月

１０月１日（水） 理事会
１０月７日（火） 正副理事会議
１０月８日（水） 第二回ビジョン策定会議
１０月１４日（火） 常任理事会議
１０月２１日（火） 財務会議

ビジョン創案会議 議案 上程（討議）

ビジョン創案会議 議案 上程（協議）

ビジョン創案会議 議案 審議
ビジョン創案会議

「First Vision」 議案 上程

ビジョン創案会議 事業報告議案 上程

９月度第一例会 議案 上程

ビジョン策定会議 議案 審議

９月度第一例会 議案 審議

ビジョン創案会議 事業報告議案 審議

９月度第一例会 報告議案 上程
ビジョン策定会議
９月度第一例会 報告議案 審議
「First Vision」 定時総会上程議案 上程（専務）

１１月４日（火） 理事会
１１月１１日（火） 正副理事会議
１１月１７日（月） 常任理事会議
１１月２１日（金） 財務会議
１２月２日（火） 理事会
１２月１１日（木） 定時総会

ビジョン策定会議 議案 上程

ビジョン策定会議 報告議案 上程

「First Vision」 定時総会上程議案 審議
「First Vision」 定時総会 協議審議

ビジョン策定会議 報告議案 審議

「First Vision」 議案 審議

一般社団法人 静岡青年会議所
２０１４年度 第一回ビジョン創案会議 議事録
日時
１月２０日
Ｂ・ＮＥＳＴ プレゼンテーションルーム（ペガサート６F）
場所
ビジョン創案会議構成メンバー数
３２名
出席者数
３１名
ビジョン創案会議構成メンバー
鎌田幸太郎 橋本卓也 芦沢玲欧奈 海野洋平 瀬口勇一郎 武中麻貴 花森崇行 内藤雅敏
藤田尚徳 石川賢治 三浦新介 三ツ井仁
福島清志 殿岡勇基 稲垣信一郎 山口哲司 渡邉真行 飯塚潤 花城孝尚 寺田誠
原田尚憲 深澤晋嗣 金原大吾 海野雅夫 加藤貴久 加藤太士 山本正博 早川貴雅
小野田健太郎 疋田圭佑 横山拓 増田康之
欠席者
山口哲司 増田康之
遅刻者
橋本卓也 福島清志 稲垣信一郎 花城孝尚
早退者
代理出席者
橋戸克明
１、開会宣言
清陀大真
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第一回ビジョン創案会議を開会します。
２、ＪＣＩクリード唱和
橋戸克明
３、ＪＣＩ Ｍｉｓｓｏｎ、ＪＣＩ Ｖｉｓｉｏｎ唱和
渡辺正臣
４、ＪＣ宣言、綱領、スローガン唱和
宮本勝彦
５、出席者の確認
大滝正也
６、理事長挨拶
鎌田幸太郎
皆さん本日はお忙しい中これだけの人数が集まっていただいたと言うことで本当にありがとうございます。また、先
日の賀詞交歓会におきましては本当に一人一人のお力で素晴らしい会が開けて良かったといえる形で終われた
のではないのかなと思います。本当にありがとうございました。本日は議長、寺田室長はじめとします委員長、佐
野委員長ですね、佐野委員長をはじめとします委員会メンバーの皆様このような会をきっちりとご設営いただきま
してありがとうございます。そしてですね、本日お集まりいただきました副理事長はじめ、直前理事長そして幹事７
代目理事長であります三浦幹事そして幹事、石川幹事と三ツ井幹事におかれましても本当にお忙しい中ありがと
うございます。そしてですね何よりもこの会に大事なのは今日役職をまー理事格というんですかね役職も持たずに
本当にこの場にお集まりいただきました皆様に感謝申し上げます。是非この会で一人一人が持ち帰っていただき、
また考える機会となることを私はご祈念いたします。私も先日言わせてもらったんですけども所信の方でですね道
を切り開いてきた先輩方の大きな背中を全会員が一丸となって追いかけ１０年後にまた同じ背中が見せられるよう
にこれまでになされたいくつかの運動の経験を生かし青年会議所の本質を踏まえつつそして真に必要なこの町に
とっての運動を見極めて今後１０年間の指針となるべき組織の方向性を模索し新たなる静岡青年会議所の第１歩
を踏み出す礎となれるよう尽力していきたいと思っておるというのがわたくしの１年の所信でございます。このなか
でですねここにいらっしゃっるメンバーですね役職も大事なんですけどもそれぞれの皆様が今まで経験をされたそ
の経験、そちらを是非この場で久和のない、本日そういう場が有るかどうかは別なんですけども次回からはですね
そういった久和の無い意見を出していただきまして是非未来につながる形で今後１０年間の我々の指針をみんな
で作っていきたいなと思っております。その中でなんですけども私２００８年から理事というものをやらせていただき
まして感じることがあります。その中でですねこういった名言集があるということで間違えてしまうとちょっと恥ずかし
いものですから読ましていただくと、これ山本五十六さんっていう軍人なんですけども皆さん知ってると思うんです
けども私も最近何かで聞いたんですけどもこの方ですね第二次世界大戦で戦死をしている方なんですけども実は
第二次世界大戦こちらをですね日米開戦に最後まで反対していたといわれると、これはなぜ反対していたのかと、
やはり未来を見据えて何が一番いいのかと自分の主観かも知れないけど思いを持って行動してきた、その人間の
言葉でみなさんは本当に聞いたことがあると思いますけど：やって見せて言って聞かせてやらせてみてほめてやら
ねば人は動かず：、ここは誰でも知ってるのかなと思います。その次にですね：話し合い耳を傾け承認し任せてや
らねば人は育たず：、：やっている姿を感謝で見守って信頼せねば人は実らず：と私たちは１０年先にやはりこの静
岡青年会議所が今と変わらない姿であってくれることを祈っていると、確かに時代が進めば考え方も変わるしやる
ことも変わってくるだろうとしかしながらですね私たちの本質的な部分に置いて絶対変わってはいけない部分があ
るのではとそういった所を踏まえてですね是非皆様今日は先輩方から懇親会もあると思うんですけども色々意見
を吸い上げて次の世代へと繋げていってもらえればありがたいと思います。長くなりましたが本日もよろしくお願い
します。以上でございます。

７、「ビジョン」創案に関する件
佐野耕介 事業趣旨説明
みなさんこんばんは、未来への懸け橋創造委員会の佐野耕介です。
来年、静岡青年会議所が設立して１０周年の節目の年を迎えます。その節目の年を翌年に
控えた今年度改めて過去を振り返り未来の静岡青年会議所の歩むべき姿をしっかりと
見定め歩むべき方向性をみんなで考えていく必要性があります。
本事業ではこの町の明るい未来のために静岡青年会議所が足並みをそろえて運動や活動が
できるその礎となるビジョンを創案してまいります。
本日第１回目から６月まで毎月１回合計６回ビジョン創案会議を運営させていただきます。
本日第１回目は我々静岡青年会議所のビジョンを創案するうえで重要であろうことを当委員会から
発表させていただきます。２回目以降のビジョン創案会議で役に立てて
いただければと思います。
また各委員会の代表者に置かれましては本会議と委員会とのパイプ役となっていただきます。
本会議の内容を各委員会に持って帰っていただいて委員会から意見を吸い上げて
来ていただきたいと思いますのでなにとぞご協力の程よろしくお願いします。
本日は長丁場となりますがよろしくお願いいたします。
大滝正也 第一部で静岡青年会議所の「ビジョン」創案にあたり必要であろう事項のおさらいすることを説明。
大瀧敬久 「ビジョン創案会議」の目的、位置付け、会議の進め方について説明。
■【背景】の説明
本ＬＯＭは旧静岡、清水、駿河の３ＬＯＭが解散し、新たに静岡青年会議所を設立し、
本年度は、設立９年目となり、１０周年という節目を翌年に控えている。
このような時期に、未来の静岡青年会議所のあるべき姿を見定め、
このまちの明るい未来に向けた運動・活動の方向性を熟考することは大いに意味があり必要なことである。
■【目的】の説明
今後の静岡青年会議所があるべき姿を見定め、歩むべき方向性を明確にし、
静岡青年会議所がこの先足並みをそろえて運動できるようにすること。
■【位置づけ】の説明
世界中の青年会議所運動はＪＣＩミッション、ビジョン、バリュー（クリード）にその理念が集約されている。
日本青年会議所では綱領、ＪＣ宣言がすべての運動の理念となっている。
毎年ＪＣＩ会頭、日本青年会議所会頭、各地青年会議所理事長が所信を表明し、
その所信に基づきその年の運動がなされる。
日本ＪＣでは１０年ごとの運動指針が存在し、各会議体や委員会の運動も、
この運動方針に沿って実施される。
日本ＪＣでは、「明るい豊かな社会」の実現のため、１０年をスパンとして運動指針を定め、
それに応じて歴代会頭が所信でどのような活動を行っていくのかを述べる。
静岡青年会議所は本年が設立９年目となります。来年以降のおよそ１０年間の運動指針が
これから考える「ビジョン」とうことる。
■【会議の進めかた】の説明
ビジョン創案会議メンバーの紹介。
ビジョン創案会議が全６回あることと流れの説明。
大瀧敬久 ～理念・運動方針からみる～日本青年会議所、静岡青年会議所の歴史について説明
■日本青年会議所の歴史
１９５０年５月１日に、第1回ＪＣ懇談会が東京で開催。
設立当時のスローガン「個人の修練、社会への奉仕、世界との友情」現在の３信条である。
１９５１年２月の設立総会において、日本青年会議所が設立された。
１９６０年代 ＪＣの新しい運動理念が求められた。一人一人にＪＣ運動の理念を示した「ＪＣ綱領」の制定。

１９７０年代 「明るい豊かな社会」とはどのような社会なのか？
ＪＣが目標とする国家・社会のイメージが「ＪＣ宣言」によって具体化。
１９８０年代 少なくとも向こう10年間を洞察しながら、ＪＣの理念である「三信条」「綱領」「ＪＣ宣言」
をどのように実践していくのかという議論が起こり、運動の道標として「８０年代運動指針」が策定された。
青年会議所運動における三基軸を定めました。
１９９０年代 「９０年代運動指針」が策定。「綱領」、「ＪＣ宣言（新宣言）」、
「９０年代運動指針」それぞれの位置付けを明確にする必要が生じた。
「綱領」・・・メンバー自身の内なる決意表明
「ＪＣ宣言」・・・ＪＣ運動の目指すところを外に向かって宣言したもの
「９０年代運動指針」・・・ＪＣ宣言の理念を達成するための道標
【理念】
不変・・・変わらぬ理念として「三信条」、青年会議所が目指すべき運動の方向性を示した「綱領」。
時代に合わせて変化・・・「ＪＣ宣言」明るい豊かな社会がどのような社会なのかを宣言。
【運動の道しるべ】
時代に合わせて変化・・・理念を達成するための運動の道標として「運動指針」がある。
■静岡青年会議所の歴史
静岡ＪＣは２００６年に清水・旧静岡・駿河の３ＬＯＭが解散し、新たな静岡青年会議所として設立された。
静岡青年会議所には中期・長期の運動指針は存在しない。
定款第五条に定める以下６つの事業が静岡青年会議所における指針であるが、
今後、活動を行うのにあたり、目指すべき「明るい豊かな社会」の実現への具体的な「運動指針」
が必要といえる。
静岡青年会議所の歴史をこの６つの柱でみていく。
（社）静岡青年会議所定款第３条で目的が述べられている。
（社）静岡青年会議所定款第５条で目的を達成するための手法として６つの事業を行うことと定められて
【政治、経済、社会及び文化に関する調査研究並びにその向上に資する事業】
・Voice of しずおか市民党議会について
・危機管理マニュアル作成について
・静岡祭りの九連の大炎上、清水港祭りの「港かっぽれ総おどり」、かんばらビーチフェスタについて
・公開討論会について
【社会奉仕事業並びに教育及び青少年問題に関する事業】
・未来学園につてい
・わんぱく相撲、ＪＣteacher、United Children静岡について
【国際青年会議所及び社団法人日本青年会議所との連携による国際的相互理解及び親善に寄与する
・「国際派、咲く！！～静岡一、受けたい事業～」について
・仁川青年会議所と姉妹青年会議所締結について
【会員の資質の向上に関する事業】
・講師例会について
【会員相互の親睦に資する事業】
・クリスマス家族会について
・家族例会や納涼例会について
【他本会の目的を達成するために必要な事業】
・公益社団法人への移行について

・長期ビジョン政策例会について
・明日の静岡ＪＣ礎セミナーについて
まとめ
単年度制の青年会議所においても目指すべき目標に向かい、脈々と受け継がれてきた運動がある。
そこには年度をこえた理念、ビジョンが存在する。
大滝正也 ここまでの話を踏まえた上で、静岡青年会議所の「未来のあるべき姿」について今一度もらうように案
清陀大真 日本青年会議所「２０１０年代運動指針」について説明
西島伸晃
Ⅰ、「自立」と「共助」の調和について
「自立」を前提としながらも「共助」の精神を大切にしていくことが大事である。
Ⅱ、「生き抜く力」と「生かされることへの感謝」が漲る社会の実現へについて
「プロボノ」の活用が大事。プロボノとは社会人が仕事を通じて培った専門的知識やスキル・経験や
ノウハウなどを活かして社会貢献することある。
Ⅲ、日本をつくる３つのかたちと政策ビジョンについて
１、ひとのかたち について紹介
２、まちのかたち について紹介
３、くにのかたち について紹介
大滝正也 １０分間の休憩の案内
福地健 静岡市第三次総合計画について説明
総合計画とは各市町に策定が義務付けられている「街づくりの基本構想」を
いつまでにどのように実現していくかを記した「都市開発のための設計図」のような物である。
静岡市第三次総合計画の対象期間は平成２７年～３４年までの８年間である。
静岡市の経済は成長期から転換し、持続可能なポスト工業化への時代を歩んでいる。
高齢化や人口減少が進むと同時に、経済のローカル化や福祉への依存増が進み、
地方自治体の運営は厳しさを増す一方で、税収も減る一方である。
これまでの都市計画では通用しない、新しいアイデンティティや価値を求める計画が必要となっている。
「幸福や誇り、多様性、寛容性」にこそ価値があるとしている。
豊かさの尺度についても「モノ、カネ」よりも「体験や感動」、「量」よりも「質」、
「大量生産、大量消費」よりも「安心、安全なもの」へと変化している。
真のグローバル化を目指すためには、もう一度地域の「きずな」や「つながり」に焦点を当て、
足元を強くする必要があるということである。
今後は、市民を「顧客」と考えていた市の職員も、「市民はパートナー」として捉え、
共に課題を解決する「市民参画」を大きく進めていかなくてはならない。
第３次総合計画は、行政と市民、民間の力が一体となり、最も効率的に様々な課題の解決を
目指す「新しい公共」の実践を求めている。
この「新しい公共」の持つ力を礎にして、地域力を高めることで、これまでは「世界に輝く静岡の創造」
であったテーマをより具体的に「世界に輝く静岡の実現」へと切り替えている。
清陀大真 我々静岡ＪＣが描くこの町の未来像
浅野智裕 「アジアを代表する交流都市・静岡にむけて」について確認
・観光しやすいまち＝市民一人ひとりが観光大使

・訪れた人に優しいまち＝おもてなしの心溢れる温かい市民気質の醸成
・魅力的な地域食材に溢れたまち＝日本料理の代表「静岡料理」の創造
・清潔できれいなまち＝まちを彩るアートとクリーンネスの融合
・エコロジーなまち＝ロマンティックでエコロジーな都市
・交通手段が充実したまち＝スムーズな移動と楽しさ溢れるストリート
・アジアの言語が通じるまち＝行きたいまち静岡、住みたいまち静岡
・子育てしやすいまち＝未来へと語り継がれる夢と希望
・健康でスポーツが活発なまち＝大自然と共に、心身の健康を育む
・おしゃれなまち＝身なりや振る舞いを追求し、「粋」なまちを演出
・自然を楽しみ共生できるまち＝自然とふれあい心癒される空間
・安心・安全なまち＝心と心を隔てるもののない、ぬくもりの静岡
・美しき景観を有するまち＝真の麗峰富士に心奪われる空間
静岡青年会議所の「ビジョン」を創案する上で、単年度制とはいえ、昨年静岡市に向けて発表した
静岡青年会議所が想い描くこのまちの「ビジョン」を度外視することはできない。
清陀大真 未来の静岡青年会議所の「あるべき姿」の提案
浅野智裕
「自立と共助で築くアジアに輝く希望溢れる交流都市静岡の未来へ」 を提案する。
大滝正也 本日の当委員会からの説明を踏まえて、今一度静岡青年会議所の「未来のあるべき姿」を
考えもらい用紙に記入するように案内。
８、次回開催日の確認
第二回ビジョン創案会議 ２月１７日（月） １９：００～２１：００
９、閉会宣言
大瀧敬久
一般社団法人静岡青年会議所２０１４年度第一回ビジョン創案会議を閉会いたします。

一般社団法人 静岡青年会議所
２０１４年度 第二回ビジョン創案会議 議事録
日時
２月１７日（月）
Ｂ・ＮＥＳＴ プレゼンテーションルーム（ペガサート６F）
場所
ビジョン創案会議構成メンバー数
３２名
出席者数
３０名
ビジョン創案会議構成メンバー
鎌田幸太郎 橋本卓也 芦沢玲欧奈 海野洋平 瀬口勇一郎 武中麻貴 花森崇行 内藤雅敏
藤田尚徳 石川賢治 三浦新介 三ツ井仁
福島清志 殿岡勇基 稲垣信一郎 山口哲司 渡邉真行 飯塚潤 花城孝尚 寺田誠
原田尚憲 深澤晋嗣 金原大吾 海野雅夫 加藤貴久 加藤太士 山本正博 早川貴雅
小野田健太郎 疋田圭佑 横山拓 増田康之
欠席者
山口哲司 増田康之 殿岡勇基 深澤晋嗣
遅刻者
稲垣信一郎
早退者
芦沢玲欧奈
代理出席者
橋戸克明 西洋平
１、開会宣言
大瀧敬久
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第二回ビジョン創案会議を開会します。
２、ＪＣＩクリード唱和
大滝正也
３、ＪＣＩ Ｍｉｓｓｏｎ、ＪＣＩ Ｖｉｓｉｏｎ唱和
橋戸克明
４、ＪＣ宣言、綱領、スローガン唱和
浅野智裕
５、出席者の確認
福地健
６、理事長挨拶
鎌田幸太郎
えー皆さん本日もお忙しい中参加される方そして設営されて、設営して頂いている方ほんとにお忙しい中このよう
な形でお集まりいただきますことをまず心より厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。さて、静岡はこの関東
地区の大雪に見舞われている中でもまったく雪も降らないと、でーまーちょっと肌寒いくらいかなと言う状態でござ
います。まーその中で、えー某常任今だ山梨の方から帰ってこれずにいるっていう方もいらっしゃることはいらっ
しゃるんですが本当にわたくしたちの住むこの町静岡という町はほんとに住みやすくていい街なんだなぁと実感す
る次第でございます。東名も静岡清水間除雪車すら走っていないという状態でございます。えーそのような街で私
たちこの青年会議所があるべき姿をどうするのかというところを本日二回目の会議では考えていくと思います。
えーこの青年会議所ですねＪＣバイブルにもよく書いてあるんですけどもじゃあ例えば川が汚いとまーこの地域の
おいて言えばですね巴川などがこうあったとしいて見た目で川が汚いと、まーまず何をしようかと普通の方であれ
ばですね、じゃあみんなで日曜日に集まってごみを拾おうかと、えーそうすればその川は綺麗になる。まー一時的
には綺麗になるかもしれないと、しかしながらですね私たち青年会議所の考え方としましては実はですねその川が
そもそも汚れないようにするためにはどうするかと、えーそういったところを考える我々は団体であると付けており
ます。そうしたなかでこの静岡市がですね新たな時代に向かってえー走り出すうえで私たちは若いこの目線であっ
たり若い考え方で先を読んでこの町を何とか変える原動力とならなければならないと思う次第でございます。全六
回の会議ではありますが本日二回目となります。一回目は皆さん気合が入って、えーどうなるんだろうなっていう
期待感もあってやっているかもしれませんがこの二回目という会議がやはり一番波に乗るための大事なパーツで
あると私は考えております。是非ですね本日はグループ会議ということで島が五つに分かれて、そして各委員長を
はじめとしますオブザーブの皆様方もきっちり聞いていただいていいと思いますのでどうぞですねこの町の未来の
ためにみなさん起算の無い意見を出していただいて先につながる会議にしていただければと思います。本日もよ
７、「ビジョン」創案に関する件
佐野耕介 事業趣旨説明
みなさんこんばんは、未来への懸け橋創造委員会の佐野耕介です。
えーまずはビジョン創案会議の今後のスケジュールについて簡単に今一度ご説明させていただきま
す。
前回第一回ビジョン創案会議では静岡青年会議所のビジョンを考えるうえで重要なことを
当委員会から説明させていただきました。今後の会議に参考にしていただければと思います。
そして本日第二回目のビジョン創案会議では静岡青年会議所の新たな時代のあるべき姿について協
議をしていただきます。こちらの右端の三角形の図、この頂点にあたる部分ですねあるべき姿、ビジョン
の表題に来る部分、この部分を皆様に考えていただきます。
静岡青年会議所がこんな街を作るんだと、誰もが分かりやすい言葉、スローガンのようなわかりやすい
言葉を皆さんで考えていただきたいと思っておりますので本日は協力の程よろしくお願いいたします。
そして、それを踏まえまして第三回ビジョン創案会議ではあるべきすがたに向けた運動指針を皆さんで
考えていきます。そして第四回目でビジョンの原案を作り五回目、六回目でそれを修正していくと、そう
いったスケジュールとなっております。

ビジョン創案会のメンバーの皆様におかれましては今後ですねこの本会議においていろんな意見を発
表していただくこととなると思います。是非ですね発表する際にはですね否定的な意見で終わることなく
必ず建設的な意見で終わるような発表をしていただくよう心掛けていただけると大変助かりますのでよ
ろしくお願いします。最後にもう一度繰り返しますが、本日第二回目ビジョン創案会議では静岡青年会
議所の新たな時代のあるべき姿、ビジョンの表題に来る部分、この部分を皆様に考えていたできますの
で本日は長丁場となりますがご協力の程よろしくお願いします。
以上です。
福地健 アンケート①の結果
当委員会が発表した静岡青年会議所の未来のあるべき姿についてどう思うかという内容。
「自立と共助で築くアジアに輝く希望溢れる交流都市静岡の未来へ」についてどう思うか。
すごく良い 11％ 良い 33％ 普通 32％ 良くない 19％ すごく良くない 5％
文章の長さについてどう思うか。
長すぎる 6％ 長い 41％ 良い 46％ 短い 5％ 短すぎる 2％
内容を理解できるか。
よく解る 0％ 解る 24％ 普通 28％ 解りにくい 32％ 良く解らない 16％
福地健 本日の会議のタイムスケジュールについて説明。
静岡青年会議所の未来のあるべき姿について協議することを説明。
グループミーティング1、グループミーティング2、全体会議の3部構成であることを説明。
グループミーティング１
Aグループ 芦沢玲欧奈、山本正博、加藤貴久、三ツ井仁、内藤雅敏、稲垣信一郎
Bグループ 海野洋平、小野田健太郎、金原大吾、藤田尚徳、渡邉真行、福島清志
Cグループ 瀬口勇一郎、疋田圭佑、原田尚憲、石川賢治、鎌田幸太郎、飯塚潤
Dグループ 武中麻貴、早川貴雅、加藤太士、三浦新介、殿岡勇基、花城孝尚、海野雅夫
Eグループ 花森崇行、横山拓、増田康之、橋本卓也、山口哲司、深澤晋嗣
グループミーティング２
Aグループ 芦沢玲欧奈、海野洋平、花森崇行、山本正博、小野田健太郎、加藤貴久、金原大吾
増田康之、三ツ井仁、藤田尚徳、内藤雅敏、稲垣信一郎、渡邉真行、福島清志、深澤晋嗣
Bグループ橋本卓也、瀬口勇一郎、武中麻貴、横山拓、早川貴雅、疋田圭佑、原田尚憲、飯塚潤
加藤太士、山口哲司、石川賢治、三浦新介、花城孝尚、鎌田幸太郎、殿岡勇基、海野雅夫
グループミーティング１
静岡青年会議所の未来の「あるべき姿」について必要だと考える「キーワード」をだす。
その後、「キーワード」を踏まえて「あるべき姿」をそれぞれが考える。
グループミーティング２
グループごと意見を集約する。
全体会議
全体意見の集約。
福地健 グループミーティング１開始の案内。
「キーワード」の記入を案内。
佐野耕介 グループミーティングの趣旨がうまく伝わらなかったため。趣旨を追加説明。
静岡青年会議所の未来の「あるべき姿」＝静岡青年会議所の築く「未来のこのまちの姿」
であることを説明。誤解を招くので、今後は「あるべき姿」という表現をやめて、
「未来のこのまちの姿」という表現にする。
福地健 「キーワード」の発表を指示。

「キーワード」について意見交換。
グループミーティング１を踏まえて「未来のこのまちの姿」を記入を指示。
福地健 ５分間の休憩を案内。
福地健 グループミーティング２開始の案内。
自分が考えた「未来のこのまちの姿」以外で良いと思うものを１つ決めて、
その理由を記入するように案内。
順番に良いと思う「未来のこのまちの姿」とその理由を発表するように案内。
グループごと意見を集約するように案内。
福地健 全体会議の準備の関係上、５分間の休憩を案内。
福地健 全体会議開始の案内。
清陀大真 グループＡの意見発表を指示。
藤田尚徳 ■世界からあこがれられるまち静岡 について発表
世界からあこがれられる町静岡を書かせていただいた藤田でございます。思いというと去年、理事長を
やらせていただいて1年考えている中で、所信そのままになってしまうかもしれないですが日本中が地
域間競争が激しさを増していく中で静岡どうやって生き残っていくのかなと思った時に10年後仮にお隣
さん、お隣さんじゃないかもしれないけど浜松がものすごい国際交流都市になっていたらわーもっと俺ら
早くやっときゃよかったんじゃんとかどんどん静岡市が人口減少していく中でやっぱりこうプラニーズだ
けで町が潤うかっていうとやっぱりそうではなく観光でも産業でも商業でも暮らしでも福祉でも災害にし
てもなんにしても日本の荘重というかすべての日本の理想郷がこの静岡にあるということが大事なのか
なと、世界から見たときに日本イコール静岡だと東京じゃなくて静岡なんだという風に考えたときに世界
遺産もあり空港もありポテンシャルある静岡は世界からやっぱりあこがれる街静岡という所を目指して
いくことがいいのかなと思ってこの一文を作らさせていただきました。以上でございます。
大瀧敬久 では次、多くの人が集まる夢のある町静岡を考えた方お願いいたします。
大瀧敬久 次のグループＡの意見発表を指示。
海野洋平 ■多くの人が集まる夢のあるまち静岡 について発表
はい、多くの人が集まる夢のある国静岡として出させてもらいました。考えた理由としては私たちの運
動、活動というのはやはり静岡の人たちに対して夢や希望をやっぱり与えていかなければならないかな
と。そういった運動をすることで10年後静岡という町が今よりも人口が増えて観光客が増えて静岡市に
は色々な文化遺産等もある中で多くの人が集まって、それが海外の人でもいいと思いますし静岡県外
多くの人がいるイメージをしました。その中で静岡青年会議所としてはそんな多くの人が集まる為にも夢
のある町、静岡に来れば多くの可能性があったり例えばですけども人が集まることによって職業的なこ
とも発展をしそこに雇用を生んだりとかして静岡市の商業自体が豊かになる。そこでたとえば商売をし
たいという人が増えたりだとか、たとえば静岡市の常盤公園とか青葉公園とかそういったところが例え
ば花いっぱいに埋め尽くされた通りになったりすることで来た人には癒しを与えられるとか、何かですね
来た人が静岡に来てホントに良かったと思えるような町。又は静岡市に住んでる人たちがこの町に住ん
でよかったと思えるような夢のある町静岡をイメージしてこの文章を考えました。 以上です。
清陀大瀧 グループＢの意見発表を指示。
海野雅夫 ■豊かさの調和するまち静岡 について発表
海野雅夫 豊かさの調和する町静岡ということで書かせていただきました海野でございます。これを書くにあたって
連想ゲームをしてみました。あるべき姿ということで考えたときに言ってみたい場所であったり、ずっと住
んでいたい町とか活気が溢れる町であったりとか人の心が豊かな街。いろんなことを考えて気候であっ
たり四季、季節感そういったものが豊かに存在している町だったらすごく魅力的だろうなと、そういう町を
目指すべきなんではないかなと思いまして書かせていただきました。そして調和するということで書かせ
ていただいたのは心と物、この豊かさがバランスよく存在していなければ魅力的じゃないんじゃないかな
と思ったので調和という言葉を入れさせていただきました。ちょっと言葉足らずな形になってしまいました

豊かさの調和する町静岡ということで書かせていただきました海野でございます。これを書くにあたって
連想ゲームをしてみました。あるべき姿ということで考えたときに言ってみたい場所であったり、ずっと住
んでいたい町とか活気が溢れる町であったりとか人の心が豊かな街。いろんなことを考えて気候であっ
たり四季、季節感そういったものが豊かに存在している町だったらすごく魅力的だろうなと、そういう町を
目指すべきなんではないかなと思いまして書かせていただきました。そして調和するということで書かせ
ていただいたのは心と物、この豊かさがバランスよく存在していなければ魅力的じゃないんじゃないかな
と思ったので調和という言葉を入れさせていただきました。ちょっと言葉足らずな形になってしまいました
寺田誠 会議結果の報告。
皆様改めましてこんばんは。本日もお忙しい中皆様ビジョン創案会議にご出席いただきまして誠にあり
がとう ございました。先程より皆様にこの静岡青年会議所が描く10年後のこの町の姿について色々
皆様にお話を
頂いたんですけれども豊かさであるとか、あとは今出ていた世界からあこがれられる
町であるとか多くの人が 集まる夢のある町、これらのキーワードを基に一度委員会の方で持ち帰ら
せていただきましてまとめた形で
もう一度皆様に投げかけをさせていただきたいと思います。そして
次回以降またこのような会議でそれを受けて青年会議所がどのように行動していくのかどのように活
動、運動をしていくのかそういった所を皆様にお話合いを頂きたいなと思っております。本日はどうも皆
８、次回開催日の確認
第三回ビジョン創案会議 ３月１７日（月） １９：００～２１：００
９、閉会宣言
清陀大真
一般社団法人静岡青年会議所２０１４年度第二回ビジョン創案会議を閉会いたします。

一般社団法人 静岡青年会議所
２０１４年度 第三回ビジョン創案会議 議事録
日時
３月１７日（月）
Ｂ・ＮＥＳＴ プレゼンテーションルーム（ペガサート６F）
場所
ビジョン創案会議構成メンバー数
３２名
出席者数
２６名
ビジョン創案会議構成メンバー
鎌田幸太郎 橋本卓也 芦沢玲欧奈 海野洋平 瀬口勇一郎 武中麻貴 花森崇行 内藤雅敏
藤田尚徳 石川賢治 三浦新介 三ツ井仁
福島清志 殿岡勇基 稲垣信一郎 山口哲司 渡邉真行 飯塚潤 花城孝尚 寺田誠
原田尚憲 深澤晋嗣 金原大吾 海野雅夫 加藤貴久 加藤太士 山本正博 早川貴雅
小野田健太郎 疋田圭佑 横山拓 増田康之
欠席者
花森崇行 橋本卓也 三ツ井仁 殿岡勇基 山口哲司 飯塚潤 金原大吾 増田康之
遅刻者
稲垣信一郎 三浦新介 福島清志 稲垣信一郎 花城孝尚 加藤貴久
早退者
代理出席者
望月昌仁 橋戸克明
１、開会宣言
清陀大真
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第三回ビジョン創案会議を開会します。
２、ＪＣＩクリード唱和
浅野智裕
３、ＪＣＩ Ｍｉｓｓｏｎ、ＪＣＩ Ｖｉｓｉｏｎ唱和
橋戸克明
４、ＪＣ宣言、綱領、スローガン唱和
渡辺正臣
５、出席者の確認
大滝正也
６、理事長挨拶
鎌田幸太郎
えー定刻にお集まりいただきました皆様方に置かれましては本当に年度末のお忙しい中ありがとうございます。
そして、オブザーブに来られた皆様方に置かれましても本当にありがとうございます。えー、この状況ですね
正副常任執行部が何名か来ていないと、まー連絡の方がある人間もいれば、ない人間もいると、
えーこの状況をですね真摯に受け止めて次はきっちりと対応したいと思いますのでまずお詫び申し上げます。
そしてですね、ほんとに忙しい中毎度毎度ご設営頂いております寺田君、佐野君はじめとしますスタッフの皆様
ありがとうございます。
これだけの人数なんで何を話をさせていただこうかなという所なんですけれども静岡県ですね、富国有徳の理想郷
ふじの国という形で石川県知事が掲げている大きな旗のもと我々は、あ、川勝県知事です、申し訳ございません。
県知事の方が申しておるその旗印のもと我々動いているんですが、静岡県、人口が皆さんもご存じの通りワースト
二位、もしくはワースト三位と、まー二位であるという状態でございます。その中で先日ですね日経新聞見ていて
思ったんですけれども大東町にある外資系の工場が今年度いっぱいで撤退してしまうと、たとえばその工場、
第七工場くらいまであると、じゃあ一つの工場に５００人働いていたら３５００人、人口が単純に減りますと、
で期間労働者も減ってしまうと、そういったことがあります。で、その外資系の企業はどういった形で静岡から
撤退するかと言いますと、えーこちら実はですね韓国のサムソンという会社が７％の資本を持っておりまして、
その力で韓国に移転をすると言う状況でございます。
韓国が、日本がという話ではないんですけれどもこの静岡県人口流失という問題にやっぱり真摯に向き合って、
じゃあ今後どうしていかなければいけないのかという所を突き詰めて、えー官でできないことをやはり僕らが
民としてやっていかなければならないのかなと思っております。
静岡市も先日ＳＳシティー構想会議こちらの方ですねここにいらっしゃる皆様も多くの皆様がご参加いただいて
非常に勉強になったかと思いますが、静岡市の人口ですね今は７０万だと、これが２０４０年になった時に、
２０４０年というと１５年後位 ですかね。そのころには５０万人位になってしまうと。この人口が減ることが私たちの
生活にどう影響するのかなと考えますとですね我々、地場に生きる、地域に生きる経済人でありこの地場の
内示産業ですね、これを持って生きている人間がほとんどだと思います。中には大きな企業で静岡県を中心として
全国で活躍しているメンバーであったり世界で活躍してるメンバーであったりするメンバーもいるかも
しれないんですが、ほとんどが地元中小零細企業の経営者もしくは それに準ずるものという形でございます。
その私たちがですね、この現実見えている問題にやはり自分たちの町は自分たちで創らなければ、
自分たちの未来は自分たちで創らなければいけないという所をやはり考えるえー、今年がきっかけになる年で
あると感じております。そしてですね、先日のＳＳシティー構想会議のほうでもですね、二代目でもあります
杉山茂之先輩のほうもおっしゃてましたけども、今後はこの静岡の経済界もですね、この定住人口これに
取り組んでいくと、そこに関しましては公言しておりますので我々も我々が出来る形でやっていければいいのかな
と
思います。
今日で第三回となります。ここからは本当のこの先のビジョンですね、を創る会議となっていくと思います。
皆様一人一人の意見が大変貴重であって。で、その意見を基に本当にきっちりと未来が創られていくと
わたくし確信しておりますので本日の会議も是非有効になるよう心掛けてまいりますので本日も
よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございます。

７、「ビジョン」創案に関する件
佐野耕介 事業趣旨説明
皆さん、こんばんは、未来への懸け橋創造委員会 佐野耕介です。
本日、第三回ビジョン創案会議では、メーリングリストでも事前に配信させて頂きましたが、
ある分野において静岡青年会議所がこの先、運動や活動を通じてどんなまちにしていくべきか
ビジョンの「柱」となる部分を協議して参ります。
第一部では、このまちの現状について当委員会から発表させて頂きます。
第二部では第一部の情報を踏まえてある分野において静岡青年会議所がこの先、運動や活動を通じ
て
どんなまちにしていくべきかをグループミーティングして頂きます。
今回、当委員会でこのまちの現状について調べて第一部で発表させて頂きますが、
ビジョン創案会議メンバーの皆様におかれましては、まちづくりの運動や活動に経験豊富な方が多いと
思います。是非その経験と知恵を発揮して頂き、限られた時間ではありますが、よりよい「ビジョン」が
描けるよう会議の運営にご協力頂きたいと思いますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
以上です。
大滝正也 第一部の開始を案内。
清陀大真 第二回ビジョン創案会議で誤解を招いた部分を改めて説明。
「静岡青年会議所の未来のあるべき姿」 ＝ 「静岡青年会議所が築く未来のこのまちの姿」
であることを説明。
今後はわかりやすく「静岡青年会議所が築く未来のこのまちの姿」とさせて頂くこと説明。
清陀大真 第二回ビジョン創案会議のおさらい。
「静岡青年会議所が築く未来のこのまちの姿」の候補として
１、世界から憧れられるまちＳＨＩＺＵＯＫＡ
２、多くの人が集まる夢のあるまち静岡
３、豊かさの調和するまち静岡
に支持が多く集まった。
その他に支持が多かったものとして
４、住みたいまちナンバーワン
５、自立と共助で築く魅力溢れる世界都市しずおか
６、キレイで安心安全 日本一暮らしやすいまち
を紹介。
清陀大真 アンケートの結果
６つの「静岡青年会議所が築く未来のこのまちの姿」でどれがいいと思うかアンケート
１、世界から憧れられるまちＳＨＩＺＵＯＫＡ
２、多くの人が集まる夢のあるまち静岡
３、豊かさの調和するまち静岡
６、キレイで安心安全 日本一暮らしやすいまち
に支持が多く集まったことを報告。
大瀧敬久 第三回ビジョン創案会議の協議内容について説明
各分野ごと「どういうまちにしていくべきか」という「柱」の部分を協議することを説明。
「未来のこのまちの姿」 ＝【効果】
～概念～ ＝【目的】
・柱 ＝【背景】

・柱 ＝【背景】
・柱 ＝【背景】
・柱 ＝【背景】
であることを解説。
ある分野において「静岡青年会議所がこの先運動や活動を通じてこんなまちにしていく必要がある」
というのが「柱」であり【背景】であることを説明。
大瀧敬久 ビジョンの形について例を上げて説明
東大阪ＪＣの創立５０周年の時に打ち出した「ビジョン」を例にあげて説明。
「エエまちはっしん基地 東大阪」 ＝ 「未来のこのまちの姿」 ＝ 【効果】
「誇りを持てるまち東大阪」 ＝ 「概念」 ＝ 【目的】
創造力と夢が溢れるモノづくりのまち ＝ 「柱」 ＝ 【背景】
一人ひとりが主役となるまち ＝ 「柱」 ＝ 【背景】
すばらしい教育ができるまち ＝ 「柱」 ＝ 【背景】
美しさを感じられるまち ＝ 「柱」 ＝ 【背景】
文化交流の盛んなまち ＝ 「柱」 ＝ 【背景】
魅力ある東大阪ＪＣをめざして ＝ 「柱」 ＝ 【背景】
「柱」である【背景】から【目的】を導き出し【目的】を通じて得られる【効果】が「未来のこのまちの姿」
であることを説明。
第三回ビジョン会議では「柱」【背景】の部分を協議することを説明。
清陀大真 静岡市の「強み」と「問題点」について発表
■静岡市の「強み」について
１、豊かな自然と穏やかな気候
山・・・ ３０００Ｍ級の山々からなる南アルプス。
川・・・ 水質良好な一級河川の安倍川。
海・・・ 海の幸豊かな駿河湾。
気候・・・非常に温暖で穏やかな気候
２、文化財と史跡が多い
駿府城公園、久能山東照宮、三保の松原、登呂遺跡、旧東海道 など
３、地理的ポジション
静岡市は日本列島のほぼ中央に位置する
東に東京・神奈川、西に愛知と大都市に挟まれた立地
大都市に日帰りできる距離にある
東西に延びる東名、新東名、新幹線などの交通手段の整備が進展していること
富士山空港の開港。清水港を有している
■静岡市の「問題点」について
１、人口減少問題
静岡市は人口７１０，０５４人で政令指定都市で ワースト１位
静岡市の転出超過は-７７５人で北九州市に次いで ワースト２位
【原因】
・出生率の低下。子育てが難しい社会、価値観の変化、出産世代の人口減少
・他の政令指定都市と比べ「出産世代」の女性人口の減少が著しい。
・静岡市は大学等の進学先の受け皿が少なく、１８歳～２２歳で大きく転出超過となる
・大都市に挟まれており、進学や就職で大都市へ転出傾向が高い
・地価が高いため近隣地方都市に転出
静岡市は大学等の進学先の受け皿が少なく、１８歳～２２歳で大きく転出超過になる。
男性はある程度戻ってくるが、女性は戻らない傾向にある。

れが静岡市の女性人口の減少のとなり、出生率を低下させる原因で「人口減少」の原因の１つと言える。
静岡市における「人口減少」問題は非常に重大であり、長期的に解決していくべきとだと考える。
２、地理的問題
静岡市は東に東京、神奈川、西に愛知と大都市に挟まれており、進学や就職で近隣の大都市へ
転出しがちである。又、地価が高いため生産世代が地価の安い近隣地方都市に転出しがちとなります。
静岡市は宅地になる土地も少なく生産世転入しずらい環境にあると考える。
３、少子高齢化
静岡市は政令指定都市の中で一番「少子高齢化」が進んでいる都市。
【原因】
出生率の低下。
静岡市は政令指定都市の中で最も「少子高齢化」が進展している。
しかしこれは全政令指定都市がいずれ通る道である。
いわば静岡市の人口構造は未来を先取りしているという言い方もでき、この局面への対応は、
他の政令指定都市にとって先進事例となる可能性がある。
「少子高齢化」対策のパイオニアとなる可能性がある。
大瀧敬久 「健康・福祉」の分野 「強み」と「問題点」 について発表
子どもの運動能力低下 → 学習能力の低下
障害者雇用の問題 → 国の定める基準に達していない
少子高齢化 → 社会保障費の増大
未来の医療をよりよくするために
キューバ： 病気や怪我をしない体作りに力を入れている
アフターメンテナンス ⇒ ビフォアーメンテナンス
欧州諸国： 消費税高く ⇒ 医療費０
清陀大真 「教育・学習」の分野 「強み」と「問題点」 について発表
大学数が少ない → 転出超過 ⇒ 人口減少
子どもの学習能力低下 → 「教わる」から「自ら学ぶ」へ
オランダ： 夢を持ち「教わる」から「自ら学ぶ」で学力ＵＰ
生涯学習社会 → 生涯学習の基盤の整備 自己実現 ⇒ 社会貢献
郷土愛を育む教育 → このまちに対する愛着と誇りを持つ
大瀧敬久 「文化」の分野 「強み」と「問題点」 について発表
文化財や史跡が多い → 誇れる文化に市民の意識が低い
文化財のメンテナンス
イギリス： メンテナンス ⇒ 雇用改善 ⇒ 観光客増 ⇒ メンテナンス
文化財を利用した観光産業
生涯学習社会 → 生涯学習の基盤の整備 自己実現 ⇒ 社会貢献
お茶、マグロ、桜えび、静岡おでん等、特色ある食文化
各地の文化的祭りが盛大 大道芸ワールドカップ
高齢者増 → 高齢者の旅行需要の増大
清陀大真 「産業・経済」の分野 「強み」と「問題点」 について発表
製造業が盛ん → 全国的に製造業は縮小傾向
海上貿易が盛ん → 清水港を有する強み
地価が高い → 「問題点」
地理的ポジション → 「強み」
豊かな自然と文化財、農林水産資源 → 「強み」
ホテルの客室数が少ない
独自の個性やブランド性に欠ける

少子高齢化 → 生産年齢人口の減少
大瀧敬久 「生活環境」の分野 「強み」と「問題点」 について発表
東海地震の問題
豊かな自然、温暖な気候 → 「強み
公園、街路樹が少ない → 「緑の多いまちは文化レベルの高いまち」
少子高齢化 → ユニバーサルデザイン
地域コミュニティー維持の問題 → 少子高齢化 中山間地域の問題
おしゃれなまち
エネルギーシフト ドイツ： エネルギーシフトで三方WIWWINの政策
清陀大真 「都市基盤」の分野 「強み」と「問題点」 について発表
道路舗装率が高い
都市機能が中心地に集中
交通が基本的に東西方向に限られている
東名、新東名など高速道路の進展
新幹線 のぞみ：停車しない ひかり：本数が少ない
案内看板の国際化
大瀧敬久 他県から見た静岡市 について発表
スポーツの参加・観戦が楽しめる 一番評価が高い
魅力的な伝統芸能、祭り、イベントがある 評価が低い
魅力的な街並みや歴史建造物がある 評価が低い
清陀大真 静岡ＪＣの過去の事業について発表
■大道芸ワールドカップ
人の集まることによる経済効果とまちの活性化
世界各国の文化が集うことによる国際化
市民、企業、行政が三位一体となったまちづくりへの参加意識の高揚
■「Voice of 静岡 市民討議会
市民党議会は全国の青年会議所によって全国各地に普及
２００７年まちづくり政策委員会による市民討議会
一般市民がもっと積極的にまちづくりに参加できるように
一般市民の「声なき声」に耳を傾ける
■「地域コミュニティー推進」
父親世代を集め、会議を重ね、議論し、地域を巻き込んだイベントを開催
現在は「いのかみの会」として、地域に住む人が地域の為に活動を行ってる
大瀧敬久 他ＬＯＭの事業について発表
■「クールシェアくまがや」
２０１２年に熊谷ＪＣが熊谷市内で展開した事業
日本一暑いまち → 「住みたくないまち」
涼しい場所に集まる → コミュニティーの活性化 ＋ 消費電力の軽減
日本一暑い夏を笑顔で過ごす市民
地域の問題を解決し同時に新しい文化を生み出した
大滝正也 第二部を開始を案内
大滝正也 グループミーティン① 「静岡青年会議所の強みや特徴」について

静岡青年会議所が持っている強みや特徴を付箋に記入
順番に付箋を模造紙に貼る
いいと思う意見に一人３枚シールを貼る
グループごと順番に発表
小野田健太郎

Ａグループで支持の多い意見を発表
会員交流員会の小野田健太郎と申します。こちらのグループでは１番はグループのメンバーは若いカテゴリー

のメンバーでして、メンバーの年齢が近いということで価値観が合わせやすいということが一つ、
二番目がですね、仲間というカテゴリーで苦労もするがその分将来付き合っていける仲間が出来る
同好会の活動ですとかそういった活動も活発ということで仲間というカテゴリー
３番目が巨大ＬＯＭということで会員数が多い、規模が大きいということで動員力に繋がっているという３番目

の意見がありました。貴重な意見としましては世界規模ということでＪＣということで世界規模、
これが魅力であるという希少な意見がありました。以上でございます。
山本正博 Ｂグループで支持の多い意見を発表
心ある経済人育成委員会の山本正博です。Ｂグループではまず第一にＬＯＭが大きいので人数が
多いということで行動力がすぐとれるということです。２番目に予算が多く取れるということです。
３番目に経営者が多いのでスキルが色々学べるということがあげられました。
希少な意見としまして日本の中心にあるということがあげられました。以上です。
加藤太士 Ｃグループで支持の多い意見を発表
人と人との支え合い創造委員会の加藤です。よろしくお願いします。
Ｃグループで１番意見が多かったのは人数が多いという意見でした。２番目に人材ですね。
多岐にわたるプロフェッショナルのいろんな職業の人が集まっている。人数が多いというのに関わってくると
思います。もう一つ2番目に多かったのはきちんとした運営体系ができているということです。
手帳に乗っているように組織図がしっかりしているという意見がありました。
珍しい意見としてシニアの数も多いという意見がありました。以上です。
疋田圭佑 Dグループで支持の多い意見を発表
Ｄグループの発表をさせていただきます、式典委員会の疋田です。
まずＤグループでは例会や事業数が多いため会員の経験してきたスキルがあるということが上げられました。

また、日本ＪＣに出向している方が多いので日本ＪＣとの繋がりが強くなっている。また、人数が多いため
予算も多く地元の経済人が集っているということでこの組織は経済力があるということが上げられました。
また、例会とか事業で経験があるのでいざという時に動員力や結束力があるということが上げられました。
また、貴重な意見としてマンパワーがあるということが上げられました。以上です。

大滝正也 グループミーティン② 「静岡青年会議所がこの先運動や活動を通じてどんなまちにしていくべきか」について
「静岡青年会議所がこの先運動や活動を通じてどんなまちにしていくべきか」を付箋に記入
順番に付箋を模造紙に貼る
いいと思う意見に一人３枚シールを貼る
記入用紙に意見を記入
グループごと順番に発表
横山拓

Ａグループの意見を発表
発表させていただきます。１０周年準備委員会の横山と申します。Ａグループでは喪失しつつ発信力を
高めていくことが大切だという意見が出ました。２番目は子沢山ですとか将来健全に成長して子供の声に

溢れるという、出生率というと難しくなってしまうので路地裏で子供が遊んでいるようなイメージで作りました。

３番目は静岡プライドというんですけれども郷土愛から持ってきた言葉ですが住んでる我々が静岡を
好きになって自慢できると言いますか地域ブランドに近いんですが地域ブランドが物だとすると静岡プライドは

心の部分でそこをしっかり作っていくということで活動していけばと思います。
あと番外編なんですけれどもバイタリティーに満ちたまちが上がりました。以上です。
海野雅夫 Ｂグループの意見を発表
Ｂグループの真のやさしさ共育委員会、海野雅夫です。よろしくお願いします。
Ｂグループでは地域ブランド豊かなまちということで出ました。次に女性が住みたいまち、若い女性、
子供が増えるということにも繋がるでしょうし消費の拡大であったりとか経済的なものにも繋がるだろうと
いうことで若い女性が住みたいと思えるまち。
そして郷土愛とか文化とか誇りを持つとかそういったものも含まれまして郷土愛溢れるまち。
そしてもう１つ希少な意見としまして子育てをしやすいまちということで上げさせていただきました。以上です。
瀬口勇一郎

Ｃグループの意見を発表
Ｃグループですけれども一番最初は福祉防災が充実した安心安全なまち。
これ本年度も取り組んでいることですけれども、将来的に見たときに自分が住むことを考えても福祉防災が
充実した安心安全なまちがいいのかと思います。２番目は地域ブランドの創出、まずは静岡市が持っている
文化というもの、そこからこの地域ブランドが生まれてくるのではないかというところです。
３番目は真行室長の独断と偏見ですがとにかく自分が綺麗であればいいということです。
最後が生涯学習です。市民が生涯学習を通じて自分自身の成長。またそれがまちづくりにつながっていける
ようなまちであればいいなというところで記載しました。以上でございます。

原田尚憲 Ｄグループの意見を発表
会務委員化の原田です。よろしくお願いします。
Ｄグループは１番目に女性にとって魅力的なまちが一番多かったです。
若い女性が集まってくれば魅力的なまちがができるのではないかということで一番票が多かったです。
２番目はカジノがある町ということで地域ブランドと税収が増えるということで町が潤うという意見がありました。

３番目に健康寿命日本一のまちということでスポーツ等を通じて健康寿命日本一を目指すようなまちを
ということで意見がでました。番外編として勉強しやすい街ということが番外編として出ました。以上です。
大滝正也 全体シール投票の案内
シールの数が多いものを「柱」の有力候補として考えさせて頂きたいと思います。
その他の意見も踏まえまして、第四回ビジョン創案会議までに当委員会で整理させて頂きます。
皆様、意見の集約にご協力頂きありがとうございました。
寺田誠

会議結果の報告
皆様、長時間にわたる会議お疲れ様でした。ありがとうございました。
今皆様にお話を伺いまして、大きく分けると地域ブランドの問題、福祉の問題、女性にとって魅力的なまち、
女性が住みやすいまちということで何となく似たところもあったり、独自のものもあったりということで
今回この結果を受けましてまた委員会の方で一度文章の方を整えて次回の会議に図りたいと考えております。
また次回の会議も皆様大変お忙しい時期とは思いますが是非ご参加の程よろしくお願いします。
本日はどうもありがとうございました。

８、次回開催日の確認
第四回ビジョン創案会議 ４月２１日（月） １９：００～２１：００
９、閉会宣言
大瀧敬久
一般社団法人静岡青年会議所２０１４年度第三回ビジョン創案会議を閉会いたします。

一般社団法人 静岡青年会議所
２０１４年度 第四回ビジョン創案会議 議事録
日時
４月２１日（月）
Ｂ・ＮＥＳＴ プレゼンテーションルーム（ペガサート６F）
場所
ビジョン創案会議構成メンバー数
３２名
出席者数
２７名
ビジョン創案会議構成メンバー
鎌田幸太郎 橋本卓也 芦沢玲欧奈 海野洋平 瀬口勇一郎 武中麻貴 花森崇行 内藤雅敏
藤田尚徳 石川賢治 三浦新介 三ツ井仁
福島清志 殿岡勇基 稲垣信一郎 山口哲司 渡邉真行 飯塚潤 花城孝尚 寺田誠
原田尚憲 深澤晋嗣 金原大吾 海野雅夫 加藤貴久 加藤太士 山本正博 早川貴雅
小野田健太郎 疋田圭佑 横山拓 増田康之
欠席者
海野洋平 殿岡勇基 稲垣信一郎 山口哲司 飯塚潤 山本正博 増田康之
遅刻者
橋本卓也 藤田尚徳 花城孝尚 深澤晋嗣
早退者
代理出席者
久保田耕平 橋戸克明
１、開会宣言
大瀧敬久
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第四回ビジョン創案会議を開会します。
２、ＪＣＩクリード唱和
大高彰典
３、ＪＣＩ Ｍｉｓｓｏｎ、ＪＣＩ Ｖｉｓｉｏｎ唱和
橋戸克明
４、ＪＣ宣言、綱領、スローガン唱和
西島伸晃
５、出席者の確認
福地健
６、理事長挨拶
鎌田幸太郎
定刻通りにお集まり頂きました皆様におかれましては本当に日頃より青年会議所運動、活動への多大なるご協力
本当にありがとうございます。
又ですね第四回会議ということで委員長の佐野君をはじめといたしますスタッフ、メンバーの皆様この様な会を設営頂き

ありがとうございます。
さて、新年度も始まり２０日ばかり過ぎたところでございます。３月３１日を過ぎて４月１日から皆様の生活も消費増税等
変わる部分あったかとは思いますがお仕事の方も３月末を過ぎて一段落している方も多いのではないのかなぁと
思う次第でございます。
この時期にですね仕事が薄くなるという私どもの業界、まー建設業界なんですけれども、そういう部分がかなり多く
見受けられる状態ではありますけれども今ですねここで４月５月に我々業界としましてはやはり営業活動であったりですとか
地道なきっちりとした仕事をすることによって信頼を得たり、いろんなお引き合いを頂いたりすることでこれから先の
夏から翌年の年度末まで繋がって日頃、年々生きているような形で仕事をさせていただいている状態ではあります。
えー、この青年会議所に置いてもですねこのビジョンというものこのビジョン会議というものですね、今考えなければ
いけない時期であると行動の刷り込みよりも皆さんがここで飛散のない飛散のない意見を出していただいて
第四回目ということで今度の五回目、六回目からはまた大きく舵をきりながら皆様から出た意見をまとめていくとは
思いますけれども、是非ですねこの四回目に今一度、気を引き締めていただいて皆様の飛散のない意見を
吸い上げることによって新たな未来が出来ると思います。是非ですね今後の未来を創る今日が必要な時間となるよう
祈念いたしまして、本日もですねたくさんのオブザーブの方も見えられていますがここに参加されているメンバーの
皆様は、この青年会議所の未来をよろしくお願いしたいと思います。
以上本日もいろんな意見を出していただいて次につなげるような形にしたいと思いますので気を入れて頑張って
行きましょう、よろしくお願いします。
７、「ビジョン」創案に関する件
佐野耕介 事業趣旨説明
皆さん、こんばんは、未来への懸け橋創造委員会 佐野です。
前回、第三回ビジョン創案会議ではビジョンの背景となる柱の部分を皆様に協議していただきました。
静岡市の強みや問題点から我々静岡青年会議所が何をすべきかということが見えてまいりました。
本日第四回ビジョン創案会議ではメーリングリストでも配信させていただきましたが、ビジョンにおける
目的の部分を皆様に協議していただきます。ビジョンにおける目的とは背景である何をすべきかということを
踏まえてこの先、明るい豊かな社会を、明るい豊かな社会に向けてどんな運動をしていくのかということ
であると考えております。
本日、第一部ではこれまでの会議のおさらいと意見の集約まとめを当委員会の方から発表させていただきます。

そして第二部では第一部を踏まえて皆様にビジョンに置ける目的の部分を皆様に協議をしていただくことと
なります。
本日も限られた時間ではありますが、この町の明るい豊かな社会の為により良いビジョンが描けるよう
会議の設営の方を一生懸命やらせていただきますので何卒ご協力の程よろしくお願いいたします。

それでは第四回ビジョン創案会議よろしくお願いいたします。
以上です。
福地健 第一部の開始をアナウンス。
渡辺正臣 第一回ビジョン創案会議から第三回までの会議のおさらい
■第一回ビジョン創案会議
・ビジョンの位置づけについて
信条、綱領 ・・・ 不変・理念
ＪＣ宣言 ・・・ 時代背景で変化・理念
日本青年会議所の運動指針 ・・・ 理念を達成するための運動の道標
静岡青年会議所の「ビジョン」 ・・・ 理念を達成するための運動の道標
・日本青年会議所の２０１０年代の運動指針について
「自立」 と 「共助」
「生き抜く力」 と 「生かされていることへの感謝」
「プロボ
・第３次静岡総合計画について
価値観の転換 ・・・ モノ・カネ から コト・ココロ へ
世界に輝く『静岡』の実現
・昨年の静岡ＪＣから静岡市への発表について
アジアを代表する交流都市・静岡に向けて
大滝正也 ■第二回ビジョン創案会議
「静岡青
１、世界から憧れられるまちＳＨＩＺＵＯＫＡ
２、多くの人が集まる夢のあるまち静岡
３、豊かさの調和するまち静岡
４、住みたいまちナンバーワン
５、自立と共助で築く魅力溢れる世界都市しずおか
６、キレイで安心安全 日本一暮らしやすいまち
「多くの人が集まる夢のあるまち」に支持が多く集まった。
渡辺正臣 ■第三回ビジョン創案会議
「柱」【背景】としてでた意見
１、福祉と防災が充実して安心安全なまち
・ 健康寿命日本一のまち
・ バイタリティに満ちたまち
・ 子どもの声に溢れるまち
２、静岡の文化を大切にして地域ブランドを創出
・ 地域ブランド創出
・ 地域ブランド豊かなまち
・ 郷土愛育むまち
・ 静岡プライド！！
３、女性にとって魅力的なまち
・女性が住みたいまち
・子育てしやすいまち

４、カジノのあるまち
５、その他の意見
・生涯学習をまちづくりに繋げるまち
・ 勉強しやすいまち
・ 心も体もまちもキレイ！
支持の多く集まった意見
１、福祉と防災が充実して安心安全なまち
２、静岡の文化を大切にして地域ブランドを創出
３、女性にとって魅力的なまち
４、カジノのあるまち
大滝正也 ビジョンの形のおさらい
「未来のこのまちの姿」＝【効果】＝明るい豊かな社会
「概念」＝【目的】＝どんな運動をするのか
「柱」＝【背景】＝何をすべきか
【背景】を踏まえて【目的】を通じて得られる【効果】
【効果】１０年後に検証が可能で、この先１０年間不変的で、誰にでもわかりやすい言葉が望ましい
【目的】全ての【背景】を包み込む時代に合った静岡青年会議所らしい言葉が望ましい。
【背景】ある分野において静岡青年会議所がこの先運動や活動を通じてどのようなまちにしていくべきか
渡辺正臣 「柱」【背景】の考察
１、福祉と防災が充実して安心安全なまち
・ 政令指定都市の中で一番少子高齢化が進んでいる。
・ 今後も高齢者の増大が避けられない。
・ 震災への不安の全てを拭い去ることは難しい。
福祉と防災に注力し市民の不安を解消していく必要がある。適切である。
２、静岡の文化を大切にして地域ブランドの創出
・ 素晴らしい文化を抱えているが関心が高くない。
・ シティープロモーションがうまいとは言えない。
・ 地域への愛着と誇り。
世界から選ばれる地域ブランドを創出し発信していくべきである。適切である。
３、女性にとって魅力的なまち
・ １８歳以降の女性人口の減少。一度出ると戻らない傾向。
・ 出生率の低下
女性にとって魅力的で住みやすく訪れたくなるまちにしていくべきである。適切である。
４、カジノのあるまち
・ 【手法】にかたより過ぎ。 「カジノ」 ⇒ 「エンターテイメント」
・ 大都市からの来静者は日帰りできてしまう。
・ エンターテイメントに乏しい。
来静者が少しでも長く滞在したくなるまちにしていくべきである。適切である。
まとめ
・ どれも「柱」【背景】としておよそ適切。

・ 言葉の精査が必要。
・ どの「柱」も「人口減少の問題」の解決に向かっている。
１０年後を見据えて静岡市の現状を踏まえて会議所として取り組むべき４つの「柱」が浮かび上がった。
言葉を整理すると
１、福祉と防災が充実して安心安全なまち
２、文化を大切にして地域ブランドの創出
３、女性にとって魅力的なまち
４、エンターテイメントのあるまち
「キーワード」をまとめると「人」、「地域」、「交流」とう「キーワード」が見えてくる。
大滝正也 第二回ビジョン創案会議で上がった「未来のこのまちの姿」について考察
１、世界から憧れられるまちＳＨＩＺＵＯＫＡ
・ わかりやすく適切な言葉。
・ 第３次総合計画の「世界に輝く『静岡』の実現」にもマッチ
・ １０年後の検証が難しい。
・ 「憧れられるまち」の部分が基準がなく検証が難しい。
未来のあるべき姿」【効果】というよりは「概念」【目的】に近い。
２、多くの人が集まる夢のあるまち静岡
・
・
・
・

わかりやすく適切な言葉。
アンケートの結果で一番多くの指示を集めた。
「多くの人が集まる」の部分は１０年後に検証ができる。
「夢のあるまち」の部分は基準がなく検証が難しい。

【目的】を通じて得られる【効果】としてマッチしている。
３、豊かさが調和するまち静岡
・
・
・
・

言葉だけみるとイメージが湧きずらい。
１０年後の検証も難しい。
全ての「柱」を包み込むバランスのとれた言葉である。
静岡市の気質にマッチしているように感じられる。

未来のあるべき姿」【効果】というよりは「概念」【目的】に近い。
４、住みたいまちナンバーワン
・ ある分野にかたよっている。
「未来のこのまちの姿」「概念」というよりは「柱」に近い。
５、自立と共助で築く魅力溢れる世界都市しずおか
・ 言葉が難しい。
・ １０年後の検証も難しい。
・ 意味のある単語が多く当てはめずらい。
未来のあるべき姿」【効果】というよりは「概念」【目的】に近い。
６、キレイで安心安全 日本一暮らしやすいまち
・ ある分野にかたよっている。

「未来のこのまちの姿」「概念」というよりは「柱」に近い。
まとめ
１もしくは３を「概念」【目的】とし、それを通じて得られる【効果】である「未来のこのまちの姿」が
２であるという考え方ができる。
言葉を整理すると
「多くの人が集まるまち静岡」 効果
～世界が羨む豊かさが調和するまちの創造～ 目的
渡辺正臣 第一回～第三回の意見を集約
「多くの人が集まるまち静岡」
【効果】
～ 世界が羨む 豊かさが調和するまちの創造 ～ 【目的】
・ 福祉と防災が充実して安心安全なまち 【背景】
・ 文化を大切にして地域ブランドの創出 【背景】
・ 女性にとって魅力的なまち 【背景】
・ エンターテイメントのあるまち 【背景】
福地健 第二部の開始をアナウンス。
福地健 グループミーティング１ 静岡青年会議所がこの先どんな「存在」になっていくべきか
静岡青年会議所がこの先どんな「存在」になっていくべきかを付箋に記入
順番に付箋を模造紙に貼る
いいと思う意見に一人３枚シールを貼る
グループごと順番に発表
芦沢玲欧奈

Aグループの発表
副議長の芦沢玲欧奈です。よろしくお願いします。
Ａチームは地域から真に必要とされる頼りにされるとかオピニオンリーダーということで意見が出ました。
あと言っておきたいことが静岡市民を巻き込んだイベントを独自に主催し市民に認知される、このように
なるべきではないかということです。よろしいですか。

疋田圭祐 Ｂグループの発表
ありがとうございます。式典委員会の疋田圭祐です。ＤグループではＪＣとしてこの町を宣伝していく
団体、また我々持っている理想を現実に変えていく団体ということで２つ上げさせていただきました。
以上です。
海野雅夫 Ｃグループの発表
青年会議所として色んなところでまだいわれる「ＪＣって何やっている存在か良く解らないです。」
そういった話が出てくることがあるので誰もが知っている事業を確立して自分たちの存在意義の
確立を出来る存在。そして祭りとかにもかかわってきますけど粋な存在。２０代から４０代で格好良い
お兄さん的な存在になっていけたらということで粋な存在という意見を上げさせていただきます。
以上です。
渡邉真行 Dグループの発表
はい、整いました。遅くなりすいません。
まず第一に市民の意識を刺激する十分な信頼と行動力というようにしました。これがＡ案です。

これはよくあるパターンなものですからもう一つが僕たちの自慢の一案なんですけれど青年経済人の
自覚を持ち時代のニーズに合わせることが出来るバランスのとれた団体というようにしました。
以上です。
福地健

グループミーティング② ４つの【背景】をふまえて、どんな「運動」をしていくか【目的】について
４つの【背景】をふまえて、どんな「運動」をしていくか【目的】を付箋に記入
順番に付箋を模造紙に貼る
いいと思う意見に一人３枚シールを貼る
グループごと順番に発表

福島清志 Aグループの発表
Ａグループですけれど独自で取り組むのではなく市民、団体、組織を巻き込み未来を創るということと
なっております。そしてその他の意見として出たのが吐出した独自性を創造する運動、
静岡市の独自性を新たに創っていくということが意見として出ました。以上でございます。
渡邉真行 Cグループの発表
はい、ありがとうございます。ＣグループはＡグループの意見にもありましたけれども総市民○○運動です。
全市民がこの町の為を思って運動することがこの町には必要かなと思いましてこのようなものにしました。
第二の案ですが刺激と安心！！幸せオーラ溢れる世界の静岡スリーピース、このスリーピースは
私の意見です。すいません。刺激と安心とこの相反することがあるにもかかわらず幸せオーラ溢れる
というこのほんわかした言い方が静岡らしいと思いまして採用しました。そして世界の静岡となれば
いいなと思います。以上です。

花城孝尚 Dグループの発表
はい、Ｄグループでは最初に上がった世界が羨むという言葉とリンクして世界に誇れる豊かさが調和する
町の創造というふうにいたしました。２つ目がこの時代の理想を創造する町というふうに２つに
まとめさせていただきました。以上です。

加藤貴久 Eグループの発表
Ｅグループではその下の方ですが自身が誇れる魅力溢れる町の創造ということで心つながるとか
地域交流だとかそういったものを含めたものが魅力溢れる町の創造となっております。以上です。
福地健

全体シール投票の案内
いいと思うものに順番にシールを貼る。
どのグループも票が入り甲乙つけがたいといった結果。
Ａグループの２つ目の意見とＣグループの２つ目の意見が並んでおりますので発表させて頂きます。
１つ目が
吐出した独自性を創造する運動（静岡市の独自性）
２つ目が
刺激と安心！！幸せオーラ溢れる世界の静岡スリーピース
この２つ今回の有力候補として考えさせて頂きたいと思います。
その他の意見も踏まえまして、第五回ビジョン創案会議までに当委員会で整理させて頂きます。
皆様、意見の集約にご協力頂きありがとうございました。

寺田誠

会議結果の報告
皆さん長時間に渡りましてありがとうございました。今回の会議をもちましてこの後正副理事長会議の

方に議案の上程が始まることになります。今回、第三回から四回になりまして具体的なお話に
なりました。これをまた委員会の方で纏めまして正副のみんさんともう一度話をして次回の第五回の
会議の方に合わせていただきたいと思いますのでまた第五回もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
第五回ビジョン創案会議 ５月１９日（月） １９：００～２１：００
８、次回開催日の確認
９、閉会宣言
清陀大真
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第四回ビジョン創案会議を閉会します。

ペガサート６階

一般社団法人 静岡青年会議所
２０１４年度 第五回ビジョン創案会議 議事録
日時
５月１９日（月）
Ｂ・ＮＥＳＴ プレゼンテーションルーム（ペガサート６F）
場所
ビジョン創案会議構成メンバー数
３２名
出席者数
２６名
ビジョン創案会議構成メンバー
鎌田幸太郎 橋本卓也 芦沢玲欧奈 海野洋平 瀬口勇一郎 武中麻貴 花森崇行 内藤雅敏
藤田尚徳 石川賢治 三浦新介 三ツ井仁
福島清志 殿岡勇基 稲垣信一郎 山口哲司 渡邉真行 飯塚潤 花城孝尚 寺田誠
原田尚憲 深澤晋嗣 金原大吾 海野雅夫 加藤貴久 加藤太士 山本正博 早川貴雅
小野田健太郎 疋田圭佑 横山拓 増田康之
欠席者
橋本卓也 藤田尚徳 三ツ井仁 稲垣信一郎 山口哲司 金原大吾 小野田健太郎 増田康之
遅刻者
海野洋平 三浦新介 殿岡勇基 渡邉真行 深澤晋嗣 海野雅夫
早退者
横山拓
代理出席者
久保田高永 橋戸克明 漆畑療二
１、開会宣言
清陀大真
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第五回ビジョン創案会議を開会します。
２、ＪＣＩクリード唱和
浅野智裕
３、ＪＣＩ Ｍｉｓｓｏｎ、ＪＣＩ Ｖｉｓｉｏｎ唱和
下村充
４、ＪＣ宣言、綱領、スローガン唱和
橋戸克明
５、出席者の確認
大滝正也
６、理事長挨拶
鎌田幸太郎
定刻通りにお集まりいただきました皆様本当にありがとうございます。
また、委員会の方ですね代理のメンバーを出席させていただきまして本当にありがとうございます。
本日ですね、集まりがあまり芳しくないということで会の終わりに一言皆様の前でお話しさせていただければなと
思いますので後に回させていただければなぁと思います。
本当に時間通りに来ていただいた皆様、そしてオブザーブの皆様に関しましては子の静岡青年会議所の事を
ほんとに思っていただきましてありがとうございます。
私自身も真摯に受け止めて頑張っていきますので今後ともよろしくお願いいたします。
本日はよろしくお願いしいたします。ありがとうございます。
７、「ビジョン」創案に関する件
佐野耕介 事業趣旨説明
皆さん、こんばんは、未来への懸け橋創造委員会 佐野です。
前回の第四回ビジョン創案会議では背景である「柱」を踏まえて、ビジョンの目的の部分を皆様に
協議して頂きました。本日、第五回ビジョン創案会議では、改めて静岡青年会議所が築く
「未来のこのまちの姿」、ビジョンにおける【効果】の部分を皆様に協議して頂きます。
これは第二回ビジョン創案会議で一度協議し、今現在「多くの人が集まるまち静岡」となっている部分です。
「多くの人が集まるまち静岡」という言葉は決して【効果】として適切な言葉であると考えます。
しかしながら、ビジョンの一番上にくる大切な言葉です。【背景】と【目的】を考えた上で今一度
しっかりと皆様に【効果】である静岡青年会議所が築く「未来のこのまちの姿」を考えて頂きたいと思います。
第一部では、第四回ビジョン創案会議のおさらいし、【背景】と【目的】の分析と考察、そしてまとめを
発表させて頂きます。そして第二部では第一部を踏まえてビジョンにおける 【効果】の部分を改めて
皆様にグループミーティングをして頂きます。
今回も、限られた時間ではありますが、よりよい「ビジョン」が描けるよう会議の円滑な運営に
ご協力頂けますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
それでは本日も宜しくお願い申し上げます。以上です。
大滝正也 第一部の開始をアナウンス。
西島伸晃 第四回ビジョン創案会議の会議のおさらい
■静岡青年会議所がどんな「存在」になっていくべきか あがった意見の紹介
・地域から真に必要とされる（頼りにされる、オピニオンリーダー）

・静岡市民を巻き込んだイベントを独自に主催し市民に認知される存在
・市民の意識を刺激する充分な信頼と行動力
・青年経済人の感覚を持ち時代のニーズに合わせることができるバランスのとれた団体
・このまちを先導していく団体
・思想を現実に変えていく団体
・誰もが知っていいる事業の確立、存在意義の確立
・粋な存在（クールでファッショナブル）
■ビジョンにおける【目的】としてあがった意見の紹介
・独自で取り組むのではなく、市民、団体、組織を巻き込みまちを創る
・突出した独自性を創造する運動
・総市民○○運動
・刺激と安心！幸せオーラ溢れる世界のＳＨＩＺＵＯＫＡ！
・世界に誇れる豊かさが調和するまちの創造
・時代の理想を創造するまち
・ディズニーなまちの創造（夢、幸せ、サービス）
・自身が誇れる魅力溢れるまちの創造（心つながる）
■アンケート⑤の結果発表
１、独自で取り組むのではなく、市民、団体、組織を巻き込みまちを創る
２、突出した独自性の創造 １９％
３、総市民○○運動 １％
４、刺激と安心！幸せオーラ溢れる世界のＳＨＩＺＵＯＫＡ！ １７％
５、世界に誇れる豊かさが調和するまちの創造 １３％
６、時代の理想を創造するまち ２３％
７、奉仕の心 夢と幸せを感じるまちの創造 １１％
８、自身が誇れる魅力溢れるまちの創造 １２％

３％

比較的ばらついたが、２、４、６に支持が多く集まった。
福地健 ビジョンの形のおさらい
「未来のこのまちの姿」＝【効果】＝明るい豊かな社会
「概念」＝【目的】＝どんな運動をするのか
「柱」＝【背景】＝何をすべきか
【背景】を踏まえて【目的】を通じて得られる【効果】
【効果】１０年後に検証が可能で、この先１０年間不変的で、誰にでもわかりやすい言葉が望ましい
【目的】全ての【背景】を包み込む時代に合った静岡青年会議所らしい言葉が望ましい。
【背景】ある分野において静岡青年会議所がこの先運動や活動を通じてどのようなまちにしていくべきか
西島伸晃 静岡青年会議所の「存在」について考察
・地域から真に必要とされる（頼りにされる、オピニオンリーダー）
・市民の意識を刺激する充分な信頼と行動力
・このまちを先導していく団体
・青年経済人の感覚を持ち時代のニーズに合わせることができるバランスのとれた団体
キーワード：地域、必要、市民、信頼、時代のニーズ、バランス、リーダー、先導
この地域、市民から信頼され必要とされるバランス感覚あるリーダーとなりこのまちを先導していく
存在になっていく必要がある。
・静岡市民を巻き込んだイベントを独自に主催し市民に認知される存在

・誰もが知っている事業の確立、存在意義の確立
キーワード：認知、誰もが知っている
市民の誰もに認知される存在になっていく必要がありる。
・思想を現実に変えていく団体
キーワード：思想、現実
ただ思い描くだけでなく実現する、又、市民の想いを実現できる団体になっていく
必要があるということですね。
・粋な存在（クールでファッショナブル）
キーワード：粋
このまちのリーダーであるならば粋でクールでファッショナブルでありたい。
まとめ
静岡青年会議所は、この地域、市民から認知され、信頼され必要とされるこのまちを先導していく
バランス感覚あるリーダーとなり、市民の想いを実現できる存在になっていく必要があると
いうことになる。
福地健 【背景】の分析
人、地域に分けて分析
福祉と防災が充実して安心安全なまち
「人」⇒「安心」
「地域」⇒「安全」
文化を大切にて地域ブランドを創出
「人」⇒「愛着」や「誇り」
「地域」⇒「地域ブランドを創出」
女性にとって魅力的なまち
「人」⇒「魅力」
「地域」⇒「住みやすく訪れたい」
エンターテイメントのあるまち
「人」⇒「感動」
「地域」⇒「エンターテイメント」
それぞれの【背景】は人口減少問題の解決に繋がる。
住んでいる人、また訪れる人には、安心、愛着、誇り、魅力、感動といった心を持てるように
していかなければならない。
そしてこのまちを、より安全にし、地域ブランドを創出し、住みやすく訪れたくなるようにし
エンターテイメントを充実していく必要があるということになる。
西島伸晃 【目的】の言葉の考察
１、独自で取り組むのではなく、市民、団体、組織を巻き込みまちを創る

目的というよりは手法である。支持が少ない。
２、突出した独自性を創造する運動
背景にマッチし目的として適切である。
市民気質を考えるとマッチしていないように感じられるが、この先、明るい豊かな社会を築くために
市民の意識を変革し、それぞれの「柱」に対し突出した独自性を創造するということは、
やりがいある目的である。突出した独自性を創造することは人口減少問題の解決に繋がる。
３、総市民○○運動
目的というよりは手法である。
４、刺激と安心！幸せオーラ溢れる世界のＳＨＩＺＵＯＫＡ！
それぞれの背景を包み込む言葉であり目的として適切である。支持が多い。
「刺激と安心」という一見相反する言葉のように感じられるが、その２つがこのまちに
必要だと感じます。４つのそれぞれの背景からも同じことが言える。
「幸せオーラ溢れる」という言葉が市民の気質にマッチしていると感じらる。
【背景】である「柱」にも、静岡ＪＣの「存在」にも世界という言葉が出てこないため「世界」という言葉を
目的に入れることは考えにくい。背景、存在からすると世界より地域が重要である。
５、世界に誇れる豊かさが調和するまちの創造
それぞれの背景を包み込む言葉であり目的として適切である。支持が少ない。
「豊かさが調和するまち」の部分が静岡市民の気質にマッチしていると感じられる。
第二回ビジョン創案会議で指示の多い言葉でもあり、人口減少問題の解決に繋がると考える。
【背景】である「柱」にも、静岡ＪＣの「存在」にも世界という言葉が出てこないため「世界」という言葉を
目的に入れることは考えにくい。背景、存在からすると世界より地域が重要である。
６、時代の理想を創造するまち
それぞれの背景を包み込む言葉であり目的として適切である。支持が多い。
少し言葉が大きすぎるように感じられる。ニュアンスとして「明るい豊かな社会の創造」に近い。
７、ディズニーなまちの創造（夢、幸せ、サービス）
「ディズニー」という言葉自体は使えない。意味を考えると、夢、幸せ、サービス
といったことから背景を網羅していて目的として適切だと考える。支持が多い。
市民一人ひとりがこのまちの為に奉仕し、夢や幸せを感じるまた訪れる人も同じことを感じるまちを
創造するということ。人口減少問題の解決に繋がると考える。
言葉を整理
奉仕の心 夢と幸せを感じるまちの創造
８、自身が誇れる魅力溢れるまちの創造（心つながる）
それぞれの背景を包み込む言葉であり目的として適切である。支持が少ない。
人口減少問題の解決に繋がると考える。
福地健 【目的】の言葉の分析
２、突出した独自性の創造
４、刺激と安心！幸せオーラ溢れる世界のＳＨＩＺＵＯＫＡ！
「人」⇒「刺激（感動）」、「安心」、「幸せ」
「地域」⇒「独自性」

「どうするか」⇒「溢れる」、「創造」
５、世界に誇れる豊かさが調和するまちの創造
７、奉仕の心 夢と幸せを感じるまちの創造
８、自身が誇れる魅力溢れるまちの創造
「人」⇒「誇り」、「豊か」、「奉仕」、「夢」、「幸せ」、「魅力」
「地域」⇒「誇り」、「魅力」、「豊か」
「どうするか」⇒「調和する」、「感じる」、「溢れる」、「創造」
■「人」に対して
キーワード：感動、安心、幸せ、誇り、豊か、奉仕、魅力、夢 ⇒ 「ホスピタリティ」
「ホスピタリティ」の心なくして「感動」はない。
お互いの「ホスピタリティ」の心が「安心」に繋がる。
「幸せ」「誇り」「豊か」といった心が「ホスピタリティ」の心を築く。
「奉仕」の心、まさに「ホスピタリティ」の心。
「ホスピタリティ」の心が「魅力」や「夢」をの礎となる。
「幸せオーラ」、「ディズニー」、「豊かさの調和」 ⇒ 「ホスピタリティ」
「ホスピタリティの心」＝「もてなしの心」
■「地域」に対して
キーワード：「独自性」、「誇り」、「魅力」、「豊か」 ⇒ 「オリジナリティ」
独自性、まさに「オリジナリティ」。
「オリジナリティ」から誇りや魅力、豊かさというのを見出せる。
「独自性」の創造は支持の多い言葉でもある。
「オリジナリティ」＝「独創性」
■「どうするか」
キーワード：「溢れる」、「調和する」、「感じる」、「創造」
まず「感じる」ですが、もてなしの心と独創性を感じるだけでは弱い。
そしてもてなしの心、独創性の調和を取るというこ意味合い的にマッチしない。
もてなしの心と独創性が溢れることがよいと考える。
そして「創造」ですが、これはまちの創造ということ。
「どうするか」＝「溢れるまちの創造」
西島伸晃 「ビジョン」（案）の発表
第四回までの会議での意見をまとめた「ビジョン」
「柱」【背景】
・福祉と防災が充実して安心安全なまち にしていく必要がある
・文化を大切にして地域ブランドを創出 していく必要がある
・女性にとって魅力的なまち にしていく必要がある
・エンターテイメントのあるまち にしていく必要がある
「概念」【目的】
～もてなしの心 独創性溢れるまちの創造～

「未来のこのまちの姿」【効果】
「多くの人が集まるまち静岡」
佐野耕介 質疑応答
福島清志 質問：一つ気になったのはもてなしの心という部分で逆に今オリンピックもあっておもてなしという言葉が
合ってると思いますがあえてもてなしとしたのはなぜですか。
佐野耕介 応答：我々委員会でもですね最初はおもてなしという言葉を考えた訳なんですけれども背景から目的まで
「おもてなし」ですと県外から来られた、市外から来られた方に対するおもてなし、
ホスピタリティーという意味合いが強くなってしまいます。「お」を取ることで隣近所に対する思いやり
ですとか静岡市内の人たちに対してもそういった心に通じるんではないかということで
ここはあえて「お」を取って「もてなしの心」としました。
外から来た人たちだけではなく市内の中の人たちもお互いがそういった心を持つという意味合いがあっ
この言葉とさせていただきました。
内藤雅敏 質問：人口減少問題というのが出てますけれどもここでいう人口とは定住人口の事を言っているのか
それとも交流人口の事を言っているのか、交流人口と定住人口の増加には順序があるのか
それを確認したいです。
佐野耕介 応答：我々が考えていますのは当然定住人口の増加がベストだと思っているんですけども、
定住人口を増やすというのは非常に難しい問題だという風に考えております。
それは行政もやっているんですが、なかなか難しいという中であくまでも個人的な考えですけども
定住人口を増やすことは当然努力していかなければいけない事だとは思うんですが
交流人口を増やす、住んでる人ではなくて昼間来られた方が少しでも長く静岡にいて頂けるような
事も人口問題の解決に繋がる事ではないかという風に考えております。
なので順序的には定住人口よりも交流人口の方が先決ではないかと思います。
石川賢治 質問：10年後に検証できると先程申しましたが１０年というのはどういうところから１０年という
数字が出てきたのかと、それから１０年間検証するためには１０年間見続けなければいけないと
思うんですけどどのような形で継いでいくか、わかる範囲で結構ですので教えてください。
佐野耕介 応答：まず１０年という括りなんですけれども、日本青年会議所のではＪＣ宣言ですとか
日本青年会議所の運動指針といったものも１０年で必ず検証しています。本当に明るい豊かな
社会になっているのかということで検証されると解釈してます。
ですので我々静岡青年会議所のビジョンもやはり同じように１０年というスパンで時代に合った
明るい豊かな社会というのを検証して１０年後は１０年後の明るい豊かな社会があるのではないか
ということで、１０年のスパンは日本青年会議所にならっております。
そして現段階ではビジョンを手帳の方に載せて１０年間運動指針としてこの先１０年間運動、活動等が
出来るような形にしていきたいなと考えております。
一応１０年という中で５年後検証をするべきではないかと我々は考えております。ただこの一番上にくる
言葉というのはやはり一番大切な言葉になりますので一番頭にくる効果の部分の言葉というのは
１０年間不変、その下の目的とか背景の部分は５年後の時点で大きな変化社会的な変化等が
ありましたら検証して変えていくべきところは変えていくという形が良いのではないかと思います。
海野洋平 質問：緑の部分の検証として多くの人が集まる町静岡とありますが検証方法としてですね例えば
交流人口、定住人口というものが増加したと、それだけの検証になりますか。
１０年後であったり途中の５年後であったり検証する場合に交流人口、定住人口が増えたということが
分かるだけで検証というのは終わりですか。
佐野耕介 応答：それだけではないですがここに来る言葉があまり検証がしずらい言葉ですと１０年後に
本当にそうなっていたのかというのが検証しずらいというのは青年会議所的にあまりよくないと
思いまして出来ればそれが達成されているかどうかというのが検証できるような言葉の方が
望ましいと考えます。
海野洋平 質問：委員会の方で多くの人が集まるまち静岡というものが１０年後達成されたとき静岡って
静岡市民がどんな気持ちになっているのか、静岡のまちがどうなっているのか
どう考えているのか教えてください。

佐野耕介 応答：どちらかというと多くの人が集まるまち静岡というのは候補といいますか下に来るもてなしの心、
創造性溢れるまちの創造これが実現することによって静岡の交流人口、定住人口が増えていく事となると
いうことで、逆に言うと人が多く集まってくる様な静岡というのはやはり皆さんがもてなしの心を持って
いろんなところで創造性が溢れるそういったまちづくりになっていくというふうに考えます。
海野洋平 意見：あくまでも静岡に住む人たちが、まずは静岡に住んで良かったと幸せを感じれるようなまちを
つくらなければ外部の人たちが来てもそういった風に思えないともいます。
そういったところが多くの人が集まるまち静岡が達成されることで静岡というまちがどんなまちになっている
このおもてなしの心ですとか独創性溢れるまち静岡の創造とこれはあくまでサブタイトルというか
佐野耕介 応答：サブタイトルというよりは目的、これを背景にしてこういうまちを創っていくんだと、
こういう運動をしていくんだとその結果一番上に来る言葉、こういった町になるという解釈です。
海野洋平 質問：ではこのもてなしの心独創性溢れるまちの創造というものを達成することで静岡市に住む人っていうのは
静岡に住んで良かったと思えるということで良いですか。
佐野耕介 そういうことだと自分は解釈しております。
大滝正也 第二部の開始をアナウンス。
大滝正也 静岡青年会議所が築く「未来のこのまちの姿」【効果】についてグループミーティング。
静岡青年会議所が築く「未来のこのまちの姿」【効果】を付箋に記入
順番に付箋を模造紙に貼る
いいと思う意見に一人３枚シールを貼る
グループごと順番に発表
福島清志 Aグループの発表
うちのチームはすいません、一案だけに絞りました。
誰もが好きと言えるまち静岡というふうにさせていただきました。
以上です。
花城孝尚 Ｂグループの発表
日本で最も幸せを感じ伝えられるまち
とさせていただきました。
もともと一つにまとまっていたんですが二つ書けということでしたので究極の僕の理想とするまち。
独立特区のとれるまち
１０年後にはそうなっていたらいいなと思いました。
以上です。
加藤太士 Ｃグループの発表
寄って楽しい暮らして安心幸福実感静岡シティー
ということで寄って楽しいというのが外部の人、暮らして安心とういのが静岡に暮らしている人
両方ともに幸福を実感してほしいということでこの言葉を選びました。
２番目ですが安心生きがい市民主導３つのピースで笑顔が溢れるサンキューしずおか
ということでこのグループでディスカッションをしたときに安心生きがい市民主導ということが導き出されまして

その３つを実現すると静岡が笑顔になるありがとうという気持ちになれるということで２番選びました。
疋田圭佑 Dグループの発表
心を豊かにする静岡ブランドの創造
というものを第一に挙げました。それでまとまってたんですけど検証しやすくてわかりやすいということで

多くの人であふれるまち静岡
というものを上げさせていただきました。
海野雅夫 Eグループの発表
笑顔がつながる行きかうまち静岡
ということで挙げさせていただきました。背景でありました安心安全であるとか、地域ブランド創出するに
たいして地域で楽しむということと、魅力的ということとエンターテイメントということを含めて一つの括りとして
笑顔ということでそれをやることによってまわりと繋がりそれが連鎖してまた良い街ができるということを
一つとしてまとめさせて頂きます。
もう一つの方ですけれども
幸せの幕の内
ということで考え方的には幕の内弁当にはたくさんのおかずがが入っているんですけれどもその一つ一つが
安心安全だとかエンターテイメントだったり魅力的とそれらを融合して一つのお弁当ができるということで

グループの中から意見がでました以上です。
大滝正也 全体シール投票の案内
いいと思うものに順番にシールを貼る。
・誰もが「好き」と言えるまち静岡
・日本で最も幸せを感じ 伝えられるまち静岡
・独立特区の取れるまち静岡
・寄って楽しい！暮らして安心！幸福実感静岡City！
・安心、生きがい、市民主導、３つのピースで笑顔が溢れるThank you静岡
・心を豊かにする静岡ブランドの創造
・多くの人で溢れるまち静岡
・笑顔が繋がる行き交うまち静岡
・幸せの幕の内
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今回の意見を踏まえまして、第六回ビジョン創案会議までに当委員会で整理させて頂きます。
皆様、意見の集約にご協力頂きありがとうございました。
寺田誠 会議結果の報告
どうもみなさん長い時間にわたりありがとうございました。先程から皆さんにもんでいただいた意見を
見てみますとやっぱり幸せというキーワードが出てきてその幸せを実感するとか感じられるとか伝えられるとか

幸せがどうなるのかというところまでのキーワードが出ているようだと思いました。
またこれらの皆様から出していただいた意見を基にこれからまた明日ですけれども常任理事会の方に
かけさせていただいて、またその常任理事会でいただいた意見を踏まえて修正した資料をメールで
皆様のところに発信させていただきたいと思います。
次回はいよいよ最後のビジョン創案会議となります。皆様の意見をまた期待いたしましております。
どうもありがとうございました。
鎌田幸太郎

理事長挨拶
すません皆様、はじめの冒頭の理事長挨拶というところでは皆様、まー人数があまりいらっしゃらなかった
ものですから控えさせていただいた部分はあるんですけれども本当に多くの皆様がお集まりいただきまして
ありがとうございます。時間もないものですから手短になんですけれども、本会議を通してですね
オブザーブの皆様であったり、また代理で出席していただいた方であったり正式なメンバーにおかれましては
是非委員会の方に今日出た意見であったり考えた事を是非お持ち帰りいただき委員会の皆様で
共有していただければなと思います。
また同時にですね今正副理事長会議が終わりまして明日常任理事会議と、でその後理事会という形で
未来のこのまちの姿という部分がみんなの手で創っていけるのかなと思っております。
是非ですね機才のない意見をみんなで出し合ってより良いものでよりこの静岡青年会議所が今後
１０年間の指針となるべき、あるべき姿をあらわせるようご協力お願いします。
本日はありがとうございました。

８、次回開催日の確認

第六回ビジョン創案会議

６月２４日（火）

１９：００～２１：００

ペガサート６階

９、閉会宣言
大瀧敬久
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第五回ビジョン創案会議を閉会します。

一般社団法人 静岡青年会議所
２０１４年度 第六回ビジョン創案会議 議事録
日時
６月２４日（火）
Ｂ・ＮＥＳＴ プレゼンテーションルーム（ペガサート６F）
場所
ビジョン創案会議構成メンバー数
３２名
出席者数
２６名
ビジョン創案会議構成メンバー
鎌田幸太郎 橋本卓也 芦沢玲欧奈 海野洋平 瀬口勇一郎 武中麻貴 花森崇行 内藤雅敏
藤田尚徳 石川賢治 三浦新介 三ツ井仁
福島清志 殿岡勇基 稲垣信一郎 山口哲司 渡邉真行 飯塚潤 花城孝尚 寺田誠
原田尚憲 深澤晋嗣 金原大吾 海野雅夫 加藤貴久 加藤太士 山本正博 早川貴雅
小野田健太郎 疋田圭佑 横山拓 増田康之
欠席者
藤田尚徳 三ツ井仁 福島清志 殿岡勇基 山口哲司 深沢晋嗣 疋田圭佑 増田康之
遅刻者
芦沢玲於奈 橋本卓也 三浦新介 加藤貴久
早退者
代理出席者
村木隆人 橋戸克明
１、開会宣言
清陀大真
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第六回ビジョン創案会議を開会します。
２、ＪＣＩクリード唱和
大瀧正也
３、ＪＣＩ Ｍｉｓｓｏｎ、ＪＣＩ Ｖｉｓｉｏｎ唱和
浅野智裕
４、ＪＣ宣言、綱領、スローガン唱和
下村充
５、出席者の確認
福地健
６、理事長挨拶
鎌田幸太郎
みなさんこんばんは。
本日もお忙しい中ありがとうございます。今日はビジョンの最終回ということで私も手帳を持ってきました。
私たちの静岡青年会議所は何をする団体なのかというところで第二章目的及び事業という部分がありまして
その目的が書いてあります。読ませていただくと この法人は未来を担う青年としての自覚と信念を持った会員が
自己啓発、社会への奉仕および会員相互の友情の理念に基づき地域社会のより良い発展に努め世界の繁栄と
平和に寄与することを目的とする みなさんご存知かもしれないんですけれどもこういった案分で深い目的があります。
その下に事業という部分があります。この静岡青年会議所は今言った目的を達成するために次の事業を行う。
１つ目が 地域社会の健全な発展を目的とする事業 こちらがまちづくりです。
二つ目が 児童または青少年の健全な育成を目的とする事業 これが青少年育成です。
三つ目が 教育、スポーツ等を通じて国民の精神の健全な発達に寄与しまたは豊かな人間性を汎用することを目的と
する事業
政治経済社会及び文化に関する調査研究ならびにその向上に資する事業
国際的相互理解および親善に寄与する事業
この次から会員の資質の向上に関する事業です。
会員相互の親睦に資する事業
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
あらゆる形で線を引きながら大きく分けて８つの分野があります。
実際は７つでもう１つは何か新しい分野を開拓するためにあるように思います。
我々はそういうルールの下で運動であったり活動をさせていただいているということを皆さん
知ってそうで知らないのではないのかなと思います。
私も久しぶりに確認させていただいてそうだったと気づく事もあります。
そして１０周年準備委員会の横山委員長がやっています事業の資料も今日は持ってきましたので
紹介させていただきます。
我々は合併して９年目になるというところで、２００６年の時にはどんなスローガンを持って初代理事長の鈴木先輩が
どんな思いでスローガンを掲げたのか紹介させていただきます。
２００６年度スローガンは「新たな歴史のスタートに挑もう夢あるまちづくり、創ろう未来の静岡」
これは静岡、清水、駿河のそれぞれの歴史や伝統を大切にしながらもすべてゼロベースから創ってきた１年です。
２００６年度はそういうスタートでありました。
２００７年度は杉山茂之先輩が理事長でありました。この年はとうかい号の主幹をしました。とうかい号というと
それだけでＬＯＭの大半を取られてしまう所ではありますがもう一度初年度という気持ちで
「さらなる飛躍の時に創ろう心の時代築こう誇りある町」ということで初年度を創り上げたものを進化発展させて
システム化させた１年でありました。
２００８年度は久住先輩が理事長でありました。この年のスローガンは
「志高くこのまちの未来を描こう」ということでこの年はかっこいい大人というところでメンバーの内向きな部分に
重点を置いた年であったと思いますが当時おもいやりという言葉が日本ＪＣの方でもありまして、そのおもいやりと

いう言葉は実は英語語には出来ないとそういう日本人にしかない心を持ったかっこいい大人の集団として地域に
根ざした経済的な運動を展開した１年でありました。
２００９年度は佐野博美先輩が理事長でした。この年のスローガンは
「自らを律する今こそはじめようみんなで創る夢あふれるしずおか」ということで、この年も対外的なことが多かった
わけではありますが開拓者として確固たる信念と明確な方針を掲げて改革することを恐れず突き進んだ
１年でありました。
２００８年に私も委員長をやらしてもらっていました。１０月位にリーマンショックがあり社会が暗いムードになり
会社によっては会社が倒産してしまうですとかとういところもありＪＣも経済に目を向けなければいけない、今までの
ＪＣではいけないというところで２０１０年度理事長の藤田圭亮先輩です。この年は２００９年度から４年間やったうえで
５周年ということで副理事長の海野君も５周年の式典委員会の委員長をやっていただきました。
この年のスローガンは
「今こそ足元を見つめ挑もう新たな自分づくり創ろう強い静岡」というところでどんな経済環境においても我々は足元を
見つめて自分のベースをってそしてこの町を創っていこうではないかという気持ちで創ってきた１年であると思います。
ここまでが５年ですね、この５年間の間で静岡青年会議所というのはある程度形ができてきたのかなと思います。
そこから２０１１年度が始まります。理事長は青野博志先輩でした。この年は利他の心ということで私もよく利他の心を
使ったと、当時の副理事長をさせていただく中でよく覚えています。この年のスローガンは
「自身の一念の変革 利他の心で作る 思いやり溢れる あたたかい静岡」
この年は２００７年に続きとうかい号主幹の年でもありました。今のメンバーの中にもとうかい号のに関わったメンバーが

多くいまして、たくさんの成長を遂げ今の静岡青年会議所を創っていただいています。
また３月１１日には東日本大震災が発生し世の中がひっくり返ってしまうような大災害が起きましてその年を
私も青野先輩と共に過ごさせていただいたわけであります。以上が６年目です。
震災後の２０１２年度の理事長は現幹事でもあります三浦新介君が勤めました。
三浦新介君は原点回避ということでこの震災で震災時は何をするべきか明確になり僕らは何をやらなければいけないか

ということを考えさせられました。そんな年のスローガンは
「原点回避、今を生き抜くＪＣの信念を胸に 描こう魅力溢れる未来 つなごう誇り高き静岡」
ＪＣとして誇りを持って行動しなければいけないんだというところの部分が７年目でありました。
皆さんの記憶にも新しいとは思いますが２０１３年は藤田尚徳理事長野のもとこの静岡市が
世界に輝くまちというキーワードを基に
「輝きを放つ街しずおか」
という部分を念頭において仁川青年会議所との姉妹締結であったり、あらゆる部分において
対外的な部分で手を組んだ１年でございました。
そんな２０１２年度２０１３年度をふまえた上でこの２０１４年度があると考えています。
今まで行ってきていただいた数々の思いであったりこなしてきた分野であったりというものをベースに
未来をつなぐために今年１年があるのかなと思っております。
初代理事長から８ｆ代目までの思いであったり、数々の運動であったり、そういった本質を是非皆様今日のこの会議にて

ぶつけていただきＪＣの本質でもありますこの町をどうするんだという信念の基、積極的にご参加いただければ
ありがたいなと思う次第でございます。
長々と申し訳ありませんでした。最後ということでそのような思いを胸に本日はよろしくお願いいたします。
以上でございます。
７、「ビジョン」創案に関する件
佐野耕介 事業趣旨説明
皆さん、こんばんは、未来への懸け橋創造委員会 佐野です。
１月から毎月行われてきましたビジョン創案会議も本日６回目を迎え本日が最終日となります。
本日はこれまでの会議で皆様から頂いた貴重な意見をまとめ、そして６月度理事会にてご意見いただいた
部分を、修正したビジョンを皆様に当委員会から発表させていただきます。
そしてその後、ビジョンをブラッシュアップするために皆様からご意見を頂く時間を作りますのでその際には
是非、建設的なご意見を頂けますようよろしくお願いします。
そして、第二部ではビジョンを実現するための具体的な行動計画であるアクションプランについて
皆様に協議をして頂きます。
今までの会議において皆様からいろんなご意見を頂きました。そちらの意見を当委員会で
反映いたしましてアクションプランを考えてまいりましたのでそちらをまず当委員会の方から発表させて
いただきます。その後グループミーティングによってアクションプランを皆様に協議していただきたいと
思っておりますのでよろしくお願いします。本日でた意見を上程しておりますビジョンの議案の方に
反映いたしましてより良いビジョンが築けるように努めてまいりますのでよろしくお願いします。
本日も限られた時間ではありますがより良いビジョンができるよう会議の運営にご協力よろしくお願いします。

それでは第６回ビジョン創案会議よろしくお願いします。以上です。
福地健 第一部の開始をアナウンス。
大瀧敬久 第五回ビジョン創案会議のおさらい

静岡青年会議所が築く「未来のこのまちの姿」を改めて皆様に協議して頂きました。
その結果以下の意見があがりました。
・誰もが「好き」と言えるまち静岡
・日本で最も幸せを感じ 伝えられるまち静岡
・独立特区の取れるまち静岡
・寄って楽しい！暮らして安心！幸福実感静岡City！
・安心、生きがい、市民主導、３つのピースで笑顔が溢れるThank you静岡
・心を豊かにする静岡ブランドの創造
・多くの人で溢れるまち静岡
・笑顔が繋がる行き交うまち静岡
・幸せの幕の内
キーワード
好き、幸せ、楽しい、安心、生きがい、感謝 ⇒ 「笑顔」
好き、生きがい、市民主導、人で溢れる、繋がる、行き交う ⇒ 「活気」
従って、「未来のこのまちの姿」は「笑顔と活気にあふれるまち静岡」がふさわしい。
「笑顔があふれる」ことは定住人口が増え、市民全員が笑顔になることを意味しています。
「活気があふれる」ことは交流人口が増え、このまち全体が活気に溢れていることを意味しています。
大瀧敬久 ６月度理事会上程 「First Vision」（案）の報告
笑顔と活気にあふれるまち 【効果】
～もてなしの心 独創性豊かなまちの創造～ 【目的】
１、福祉と防災が充実して安心安全なまち 【背景・運動方針】
２、文化を磨き地域ブランドを創出 【背景・運動方針】
３、女性にとって魅力的なまち 【背景・運動方針】
４、心動かすエンターテイメントのあるまち 【背景・運動方針】
大瀧敬久 ６月度理事会での意見の報告
【６月度理事会での意見】
青年会議所がどんな団体なのか、これまでやってきた事業を考え「柱」の部分を一考して下さい。
大瀧敬久 ３つの「柱」の理由
青年会議所は「まちづくり」と「ひとづくり」をして「明るい豊かな社会」の実現を目指している団体である。
我々静岡青年会議所のビジョンの柱として「まちづくり」と「ひとづくり」の２つが最低必要である。
定款第２章第４条（事業）
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）地域社会の健全な発展を目的とする事業
（２）児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
（３）教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、
又は豊かな人間性を涵養（かんよう）することを目的とする事業
（４）政治、経済、社会及び文化に関する調査研究並びにその向上に資する事業
（５）国際的相互理解及び親善に寄与する事業
（６）会員の資質の向上に関する事業
（７）会員相互の親睦に資する事業
（８）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
「まちづくり」と「ひとづくり」、「ＪＣ運動（対外）」と「ＪＣ活動（対内）」に分類すると

（１）、（８）は広い意味で「まちづくり」であり「ひとづくり」であり「ＪＣ運動」であり「ＪＣ活動」です。
（２）、（３）は「ひとづくり」で「ＪＣ運動（対外）」に分類されます。 A
（４）、（５）は「まちづくり」で「ＪＣ運動（対外）」に分類されます。 B
（６）、（７）は「ひとづくり」で「ＪＣ活動（対内）」に分類されます。
「Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ」（案）は対外に発信するビジョンですのでＡとＢの部分の少なくとも２つの「柱」が必要。
■ひとづくり■
「まち」とはモノや場所のみではなく、そこに「ひと」が存在して社会・経済・文化・環境がうまれてこそ
「まち」であると言えます。このまちを創り上げているのは人であり、このまちのさらなる発展のためには
このまちに住む一人ひとりがそのための原動力とならなければなりません。
市民が主体的に力を合わせまちを永続的に作っていくことが大切です。
従って静岡青年会議所が長年携わってきた歴史と伝統あるこのまちの未来を担う青少年育成事業や、
利他の心で地域貢献できる人材育成は今後も継続していく必要があります。
■まちづくり■
我々はまちづくりの運動をすることで、人口と経済のマイナスのスパイラルからプラスのスパイラルに
転換させたその先に、「明るい豊かな社会」があると考えます。
定住人口や交流人口が増えることで、税収が増え公共サービスが充実し、市内消費も増えて
産業・経済が活発になります。それはさらなる定住人口や交流人口の増加に繋がります。
プラスのスパイラルとなります。我々、静岡青年会議所がこのまちの若きリーダーとなって、ひとづくり、
まちづくりの運動や活動を通じてプラスのスパイラルに転換していくことが必要です。
このマイナスのスパイラルからプラスのスパイラルへの転換の先に「明るい豊かな社会」があると確信します。
①定住人口
少子高齢化問題など、定住人口を増やすことは容易ではありません。
定住人口の増加は難しいと考えます。しかしながら減少曲線をなだらかにする努力が必要です。
②交流人口
交流人口の増加は定住人口増加の窓口となると考えます。
交流人口の増加は産業・経済にも良い影響を与え、定住人口の増加に繋がります。
定住人口の増加は、公共サービス水準を向上させ、産業・経済にを活発にし交流人口の増加に繋がります。
このまちに訪れる人が多くなり定住人口の増加を促進し、プラスのスパイラルとなります。
従って、我々は、まちづくりにおいて、
①定住人口の減少を少なくするために、このまちにどどまる運動 と
②交流人口を増加させるために、このまちに呼び込む運動 の
２つをしていくべきだと考えます。
従って、ビジョンにおける柱は、
１、ひとづくり 一人ひとりがこのまちの原動力となる人材になるための運動
２、まちづくり① 定住人口の減少を少なくするための運動
３、まちづくり② 交流人口を増加させるための運動
以上の「このまちの明るい豊かな社会」の実現には３つの柱が必要であることがわかります。
大瀧敬久 「柱」の言葉の選定
それぞれの柱にふさわしい言葉をビジョン創案会議から上がった意見から考えてみる。
■ひとづくり

①福祉と防災が充実して安心安全なまちにしていくためには、率先して地域貢献できる人が必要です。
②文化を磨き地域ブランドを創出するためには、地域への愛着や誇りなど豊かな心をもつ人が必要です。
③女性にとって魅力的なまちにしていくためには、道徳心や利他の心など豊かな心をもつ魅力的な
人材が必要です。
④心動かすエンターテイメントあるまちにするためには、率先して地域貢献できる人が必要です。
このまちに住む一人ひとりがこのまちの原動力となる人材になるためには
豊かな心をもつ地域貢献できる人づくりが必要である。
ひとつくりの柱： 豊かな心をもつ地域貢献できるひと
■まちづくり①
①福祉と防災が充実して安心安全なまちにしていくとずっと住んでいたいまちになります。
②文化を磨き地域ブランドを創出すると地域経済が活発となり生き生きと暮らせます。
③女性にとって魅力的なまちとは女性にとって暮らしやすく、ずっと住んでいたいまちです。
定住人口の減少を少なくするためには
生き生きとずっと住んでいたいまちにしていく必要がある。
まちづくり①の柱： 生き生きとずっと住んでいたいまち
■まちづくり②
②文化を磨き地域ブランドを創出するとその魅力で人が惹きつけられます。
③女性にとって魅力的なまちは女性を惹きつける魅力があるまちです。
④心動かすエンターテイメントあるまちには心を動かす惹きつける魅力があります。
交流人口を増加させるためには
多くの人を惹きつける魅力あるまちにしていく必要がある。
まちづくり②の柱： 多くの人を惹きつける魅力あるまち
１、豊かな心を持つ地域貢献できるひと
このまちを創り上げているのは人であり、このまちのさらなる発展のためにはこのまちに住む一人ひとり
がそのための原動力とならなければなりません。一人ひとりの意識を改革し市民主導のまちづくり
をしてくことが必要です。我々は青年経済人としての特性を活かし、このまちを担う人材のキャリア教育
を続けると共に、道徳心や利他の心を育み、静岡への愛着や静岡を誇りに思う心を醸成していきます。
そしてプロボノを活かし率先してこのまちの発展に貢献できる豊かな心を持つ人材を育てることで
市民主導の原動力としていきます。
２、生き生きとずっと住んでいたいまち
このまちに住む人々がずっと住んでいたいと思えるまちにしていくためには、市民一人ひとりが
快適で安心安全に生き生きと暮らせるようにしていかなければなりません。そのために我々は
このまちに真に必要とされ先導できるリーダーとなり、超高齢化社会への対策や防災・減災への
取り組みを強化し市民の不安を解決することで安心安全なまちにしていきます。
そして利他の精神に基づく地域企業の育成をすることで地域経済の発展に繋げ生き生きと
暮らすことができずっと住んでいたいまちにしていきます。
３、多くの人を惹きつける魅力あるまち
多くの人が行き交い活気にみなぎるまちにしていくためには、静岡の輝く歴史、文化、産業や
優れた地域性を活かし魅力あるまちにしていかなければなりません。我々は市民、企業、行政、
他団体と協働でこのまちの地域資源を磨き地域の誇りに昇華させ、静岡の魅力を活かした社会的

価値のある事業を展開し続けることでこのまちに多くの人を呼び込みます。そして市民の
シティプロモーションへの意欲を高めると共に、穏やかな市民性を活かしホスピタリティの心を
育むことで、訪れた人の誰もが心動かされ、また訪れたいと感じる魅力あるまちにしていきます。
大瀧敬久 目的の言葉
①豊かな心を持つ地域貢献できるひとは、このまちに愛着と誇りをもつ人であり愛郷心がある人です。
そして、市民一人ひとりが原動力となることは、市民主導の自立したまちになることを示します。
②生き生きとずっと住んでいたいまちに住む人はこのまちへの愛がある人、愛郷心がある人です。
そして、一人ひとりが生き生きと力強く生き抜く市民主導の自立したまちになることを示します。
③多くの人が惹きつけられる魅力あるまちに住む人はそのまちを誇りに思う愛郷心がある人です。
そして、一人ひとりの意識を改革し市民主導の自立したまちにしていくこを示します。
新しい３つの柱から導き出す新しい【目的】の言葉
愛郷心を育み市民主導の自立したまちの創造
愛郷心とは、郷土を愛する心のことです。このまちに愛着や誇り、自信をもつことです。
このまちに住む一人ひとりが愛郷心をもつことでこのまちの発展に率先して貢献することになります。
又このまちから離れた人も愛郷心を持っていることでまちの外からこのまちに率先して貢献すること
に努めることでしょう。市民主導の自立したまちにしていくためにこのまちに住む一人ひとりの
「愛郷心」を育みます。
又、市民が主体性をもって地域に関わることが重要です。又、地域経済の発展もこのまちの
自立には必要です。市民の意識を改革しただ行政に頼るだけでなく協働でこのまちの発展に
努めなければなりません。市民一人ひとりが地域経済の発展と主体的にこのまちの明るい
豊かな社会の実現に向けて地域貢献することで「市民主導の自立したまち」の創造に努めます。
大瀧敬久 効果の言葉
笑顔と活気にあふれるまち静岡
この意味をもっと強調させるために、
あふれる笑顔と活気にみなぎるまち静岡
とさせて頂きました。
定住人口が今よりも増えていることを示す言葉として「あふれる」がありますが、それを強調するために
「笑顔」の前に「あふれる」をもってきました。そして活気にあふれる様子を強調するために活気に「みなぎる」
に言葉を変えました。
もともとの意味を変えずに、わかりやすく、力強い言葉になったと考えます。
大瀧敬久 新「Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ」（案）
あふれる笑顔と活気にみなぎるまち静岡 【効果】
愛郷心を育み市民主導の自立したまちの創造 【目的】
１、豊かな心を持つ地域貢献できるひと

【背景・運動方針】

２、生き生きとずっとすんでいたいまち

【背景・運動方針】

３、多くの人を惹きつける魅力あるまち

【背景・運動方針】

佐野耕介 質疑応答

稲垣信一郎

質問：広報渉外室 稲垣でございます。よろしくお願いします。質問させていただきます。只今ですね
効果と目的と背景について説明頂きました。今後十周年をＦｉｒｓｔＶｉｓｉｏｎとする時 我々は効果を
目指すのか？目的を実行するのか？背景なのか？この三つのバランスを伺いたい。
どこに注力すればよいのかという事をお伺いします。
それをこれから決めるという事かもわからないけれども現状を教えて頂きたいと思います。

佐野耕介 回答：ご質問ありがとうございます。その部分なんですけども、今愛郷心を育み市民主導の自立した
まちの創造というものが目的になっております。そしてビジョンの審議対象資料の下にですね、
われわれはこのまちを牽引する輝くリーダーとなり三つの柱から愛郷心を育み、市民主導の自立した
まちの創造に努め、あふれる笑顔と活気にみなぎるまち静岡の実現を目指します。とあり、
この部分がトータルでそれを意味して部分だと考えております。目指すべきところは目的である
愛郷心を育み、市民主導の自立したまちの創造、そうすることであふれる笑顔と活気にみなぎるまち
静岡になると、、、それが効果ということになります。三つの柱、背景、運動指針を通じて目的である
愛郷心を育み市民主導の自立したまちをつくりあげる。そうすることであふれる笑顔と活気に
みなぎるまちになっていく。とそういう流れになっております。
稲垣信一郎

はい。わかりました。ありがとうございます。

三浦新介 意見：監事の三浦です。すみません。大瀧君の説明がすばらしくて書いてある内容が非常にわかりやす
くて端的によくわかりました。すばらしい説明だったと思います。が、しかしという所で、説明があったから
わかったんですけど、逆にいうと今ここの所に頂いている資料、あふれる笑顔と活気にみなぎる
まち静岡。この中に定住人口とか交流人口のほにゃららとか色々入っているんですが 目標にして
はすべて説明を全部うけないとわからない目標なんですよ。だからこれをぱっと見た時にいちいち
説明するわけにはいかないと思うのでこれからみなさんが１０年先まで色々なスローガンだったり
所信だったりというのは、これに沿って進んでいくと思うんですけどね、こういう曖昧な文言、
まぁぼかすしかないという理由もよくわかります。ただ、曖昧すぎる文言はどうとでも取れてしまうんで、
言い方悪いけど都合のいい解釈でやりたいことを勝手にやり易くなると思うのでもうちょっと今の
説明の内容がわかるようなわかり易い文言がパーンと出てくるとみんな方向が統一しやすいのかな
と感じました。意見です。
佐野耕介 ありがとうございます。
内藤雅敏 意見：ありがとうございます。内藤でございます。今の三浦監事のご意見と重複する部分では
あるんですけども、あふれる笑顔と活気にみなぎるまち静岡、今がどういう状態であって、５年１０年たって
じゃあ笑顔が今よりもあふれたのかどうなのか？この検証というのは非常に難しい部分ではあります。
で、確かに効果としてあげる文言というのは非常に曖昧であり、書きすぎず書かなすぎずみたいな
そのレベル調整が非常に難しい部分だとは思います。例えば似たような言葉で希望に満ち溢れるとか
あるいは生き生きとしたまちとか、これも同じようなレベルだと思うんですよね。で、この単語一つとっても
似たような言葉なんだけれども検証しやすいフレーズが多分あると思います。先程ちょこっと話しましたけど
例えば躍進を続けるまちとかね。躍進を続けたかどうかっていうのは検証する事が、色々な
項目ありますけども今のものよりもできる。なので、今ここに並んだ言葉に似たような言葉で
検証できるかできないかっていうのを色々な例を出さないで議論していると、やっぱり検証できるのか
できないのか本当にわからないので、先ほど言った同じ言葉でも検証のできるものもでてくるんです。
そういったものをあとわずかな時間ではあるかと思いますが考えたいなと思います。
三浦新介 質問：すみません。おそらくあと一時間くらいでね、このビジョン創案会議っていうのが終わると思うんです、
全部。その中で まちのイメージに対して考えている所でおそらく半年くらい来たと思うんですけど
１０年先まで物を決めるというように今こんなまちにしたいなあ、というぼんやりしたイメージを言葉
にして半年終わったと思うんですけど、その為に青年会議所がどんな取り組みをしていくのかとか、
あと静岡ＪＣってね、よそのＪＣさんに比べて比較的規模だけは保ってるなかなか珍しいＬＯＭだと
思うんです。すぐ隣のＬＯＭに目を向けたりすると、人材がどんどんいなくなっていく、それはそうです
よね若い人がどんどんいなくなっているから。でそんな社会的現状がある中、静岡青年会議所は
どんな青年会議所になっていくのか、とか１０年後こんな夢をかなえる為に静岡をどのような
青年会議所にしていくのか、その対外的な事もそうなんですけど、先程この中にもあった
対内的な目的の一つみたいなものっていうのはなにか本年中にまたこういった形で考えるのか？
考えないのか？そういった所をちょっとお聞きしたいんですけど。
佐野耕介 回答：質問意味が良く理解できないので今一度ご説明願います。

三浦新介 質問：こういう事を叶えていくために時代はどんどん変わっていくと思うんですよ、で今１０年経って
色々と１０年前と今と全然時代が違うもんで今こういうまちにしましょうっていうのを今の時代の人たちが
１０年先を見据えて今これみんなで決めていると思うんです、ただこういうまちにしていく原動力は
静岡青年会議所であることには変わりはないわけですよね、だとするとその静岡青年会議所を
どんな青年会議所にしていくのか。さっきのまちづくりひとづくりの所もあるんですけど、その
まちづくりひとづくりをする原動力となるひとづくり、そのひとづくりををする団体っていうのがここから
先１０年かけてどういう団体になっていくのかっていう話っていうのがないのかな、というとこの
イエスおあノーで聞いています。
佐野耕介 回答：今のところはイエスかノーかで言うとノーという事になります。今回のこのビジョンに関しては。
三浦新介 質問：これね委員長さんに聞いても案外酷な話だと思うんだけど、あのーじゃあ今年はぼんやりした、
そのーまちの将来像をイメージするだけで一年間終わるという解釈ですか？
佐野耕介 回答：はい、そういうことになります。（回答者が内藤専務にかわる）
内藤雅敏 回答：今の三浦監事の質問に対して私なりに思う事なんですけども、今柱が三つあって
ひとづくりがあり、そして二番三番が定住と交流とになってますよね。まずはまちづくりの根源
であるひとづくりの部分が一番目の柱にくると、でこのひとづくりに関しましてはこの文章にもあるとおり
青少年、ＪＣ外の事ですとか地域のリーダーに関することもあるんですけれども、ここに定款の第四条、
今ある通り会員資質の向上というのが静岡ＪＣには事業としてある。ですから私はここの豊かな心を
もつ地域貢献できる人、即ち静岡JCのリーダーとなるべき静岡ＪＣの会員資質の向上、行動規範にも
関わる部分だと思うんですけども、これが今ＦｉｒｓｔＶｉｓｉｏｎの表紙には出てこないんですけども
アクションプランの中に入ってくるのかなと思っています。
佐野耕介 回答：この今内藤さんのお話であれなんですけども、こちらの審議対象資料のこちらのＦｉｒｓｔＶｉｓｉｏｎ
の中に言葉としては今は入ってはこないんですけども、この先アクションプランを考えていくというのも
ありますんでそういうところで入ってくるという風に、これから考えてアクションプランに反映してそ
こらへんを解決していきたいという風に考えております。
佐野耕介 ここで少し五分ほどお時間とりますので、グループといいますかね、周りの方とちょっとあのー
ビジョンについて語っていただいて、その後またご意見をもし上がってくるようでしたら頂きたい
と思いますので一度ここで五分。あのー休憩ではないんですけどもみなさんと話をして頂けたらと思います。
（休憩後）
はい。それではお席にお戻りください。
それではお時間とりましたけれどもその他にご意見ご質問あるかたは挙手にてお願いします。
早川貴雅 質問：会員育成拡大の早川です。二枚目の下のこめに２０１９年ＦｉｒｓｔＶｉｓｉｏｎ（案）を検証し必要で
あれば修正するとありますが、これは五年後にこのあふれる笑顔と活気にみなぎるまち静岡は
またこれガラッとかわる可能性があるという事なのでしょうか？
佐野耕介 回答：この一番上にくる効果の言葉は基本的には１０年間変わらないという風に考えておりますが、
それよりも下の部分に関しましては５年後もしかして社会情勢が等々大きく変化、僕らが今そう
考えている以上に変わる可能性があると考えておりますので下以降の部分は場合によっては大きく
修正しないといけないということになるかもしれないということで５年後に一度検証するということに
なっております。
佐野耕介 他よろしいでしょうか？
横山拓

意見：十周年準備委員会の横山といいますけども色々な今までの、先程鎌田理事長より
ご紹介のあった過去８年間の活動があって現在のまちづくりひとづくりの結果があるという点において
人口が減少してきたという現在までの背景があるわけですから、交流人口減っている、それは今まで
の我々の活動が不十分だったからそうなっているのか、それとも青年会議所がもっともっとこう関わって
いかないといけなかったのにな、っていうその関わりの部分なのかという所を、どちらかをはっきり

させないと、、、これ多分書いてあるのは今までやったことも入っているわけなので、、、
例えばこの利他の心を育むというのはここ何年もやって来たもので、これをまた同じに１０年間にやって
いくとしてそれを目標に掲げていく、まあいいんですけどずっと目標でも、、、効果として考えた時に
今までは少し内向きすぎたのでもう少し外向きに発信していきますというような文言が入ってくると何か
を変えるきっかけになってくると思うので全体を通してなのですけども今まで活動してきた所を同じ内容
の部分に関しては少しこう、、、アクションプランの方に入ってくるかもしれませんが明確に区別した方が
いいんじゃないかという風に思いました。
横山拓

質問：目的の愛郷心を育み市民主導の自立したまちの創造を目的にするわけですけども、今の所
僕が青年会議所にいて思うことは我々自身がリーダーとしての素養を磨くことによってこのまちがいい
形になっていくというような活動を主にやっていたような気がするんです、ウエイトとしては、、、
でこの目的ですとその我々静岡青年会議所ではなくて例えば市民の中にも青年会議所みたいな
団体というかムーブメントを創り出してそこが主導していくというというような目的に見えるんですよね。だ
からあの愛郷心を育めば市民が主導していくかわかりませんけれども青年会議所としてどちらを
主体にするかというか、僕はもっともっと青年会議所のメンバーが成長していけば自然と市民に
という形がＪＣのありかたなのかなって、、、事業で市民に対して訴えていくという感じがするので、
そのあたりを委員長としてはどういう風にお考えなのかなというのをお伺いしたいのですけども。

佐野耕介 回答：その青年会議所としての部分ですけども柱の①の部分ですね、ひとづくりといった所に、
ここではＪＣマンがどうという事は表現の部分で書いてはないのですが、当然市民のこのまちに
対して率先して発展に寄与できるそうな存在になっていくというのは当然ＪＣの人たちにも同じことが
言えることでそこに一応ＪＣとしてのリーダーとしてやっていくというのが盛り込まれているという
風に考えております。
小野田健太郎

意見：会員交流委員会の小野田健太郎です。あのーここまで六回やってきて、先程の横山委員長の
ご意見とちょっと被ってしまう所あるんのですけれども今出していただいたビジョンの中で
全然あのーしっくりくる所はあるんですけども、なにかこうースッてはいってこないというのは、
やっぱり今までの１０年も同じ利他の心ですとか道徳心というような１０年、今までもやってきている。
じゃあこれから先１０年なにやるのといった時に、ああ同じことやるのかなっていう、で１０年やってきた
上でじゃあ道徳心とかというのはどこまで育めたのかな、過去を一回かえりみる、じゃあそこから
上乗せするのか、ちょっと方向を変えるのか、新しい方向に行くのか、さらに醸成させるのかっていう
その方向性が出た上での利他の心とか道徳心という文言がでてくるのはありなのかなと思うんですけども、
なので、ちょっとそういった所ではまあ、今までの１０年を一度振り返るという所が、冒頭の理事長の
挨拶でもあったと思うんですけども、一回振り返ってみるという作業があれば更に深まってたかな。
と、今更ながらですけれども思った次第でございます。

佐野耕介 回答：そういったひとづくりの部分ですね、キャリア教育ですとか、道徳心、利他の心といった部分に
関しましては静岡青年会議所の伝統的な事業でして、基本的には青少年に対する事業という事、
これはこれからも明るい未来を担う青少年に対する育成というのはこれからも必ず必要であるという
所でこの柱の部分に盛り込んでおります。で、そこからさらに枝葉といいますか、それをもとにこういう
方向の方がいいんじゃないか、こっちの方がいいんじゃないかというのがアクションプランに沿って
それぞれその年その年で今後考えていくような形がベストではないかなという風に考えております、
ので今までを継承してこの先新しい動きというのはまたこの後それぞれの年が考えていくのかな
という風に考えております。えー補足説明なんですけども、ビジョンの一番鏡にくる言葉あふれる
笑顔と活気にみなぎるまちという部分ですけどもあふれる笑顔という部分は定住人口が増えて
笑顔が増えると、でまた活気にみなぎるという事は交流人口が増えて活気にみなぎるという事を
意味をしております。青年会議所が運動や活動を通じてこのまちの発展の為に運動や活動をする
ことよって人口が増えて活気にみなぎると。交流人口も増えて活気にみなぎると、いう事を
意味をしております。
横山拓

意見：まぁ少し抽象的な意見を言わせていただくんですけども、ちょっと会場のメンバーの皆様も
考えて頂きたいのですが静岡未来学園というすばらしい事業があって、今の所まぁ参加できる
児童も７０名８０名と限られる、それから実行委員も我々青年会議所でやっていると。今後もし
１０年後にですね、未来学園が我々の手を離れて市民で運営しているという状況になって、
毎年夏に同時多発的にですね市内でそういうイベントが開かれるという状態を想像するとかなり
このビジョンに近づいた状態と言えるのではないか、つまり地域貢献できる人材を育てる為に
我々自身ではなくて、地域の人たちが主体性をもって活動していると、そういう状態を青年会議所

が創り出す事はすでに１０年の経験があるわけですからかなり可能なのではないかという僕の
想像があるわけなんですけども、もしかしたら今我々が作ってきたビジョンの本質というのはその
あたりにあるのではないかな、という気がするんですよねそうするとかなり今小野田委員から
話があったですけども、今までの１０年間何が違うのかっていう部分でこれは一つの私の案ですが、
今後はかなり対外的というか事業を外に向けてもっともっと発信していって場合によっては切り離す
事業もある、でまた新たに我々も青年としての勇気と情熱をもって次にどんどん築いていくそうするに
同じことをやっていくのではなくて今度はターゲットはお年寄りだとか今度は団塊の世代の退職者の
支援だとかという形でやっていって成熟したらまた市民に投げていく、みたいな事をビジョンで
うたっていくと継承もしやすいですし動きやすいのではないのかなという風に思うんですけども、
もし委員の方でそういった意見に対してご指摘があればいただきたいなと思うんですけども
佐野耕介 回答：すみません、ありがとうございます。今横山拓君の方からご意見いただきまして、
自分と致しましては、僕らといたしましては市民主導の自立したまちというのがそういった所に
つながるのかなという風に考えております。またさらに細かい、細かいと言いますか、部分に
関してはアクションプランの方に織り込んでいくのがベストなのではないのかなという風に考えております。
それではですね、時間の方もおしておりますので、色々なご意見を頂きまして、そのー細かい
もし他にございませんようでしたらアクションプランの方の話に進めさせていただきたいと
おもいますけれどもよろしいでしょうか？
稲垣信一郎

質問：広報渉外の稲垣でございます。質問させてもらいます。議案創案会議メンバーが作られて
本日最終をむかえます。皆様のお顔を見ましてまぁご意見も色々聞きましたところまぁどの方向で
あろうが少なくとも作ったメンバーが過半数とは言わないけれども、納得していないと他の
メンバーが納得するわけがないと思うんですよ。少なくてもね。ましてや十年後の知らない人たちが
納得するわけがないだけども、どんな方法であっても、そういったことは今日確認するだとか
なしなしでいっちゃうわけにはいかないんじゃないかなと思うんだけれども委員長の気持ちだろうが
なんでもいいんだけれども、、その件についてどう思いますか？

佐野耕介 はい。
瀬口勇一郎

すみません。もしわけないのですが休憩はさんでいただいてよろしいですか？

佐野耕介 はい、じゃあ休憩を、はい。ではすみません５分ほど休憩をとらさせていただきます。
武中麻貴 非常に長い間お待たせしました。今回第六回までふまえまして委員会の方から出させていただいた
ＦｉｒｓｔＶｉｓｉｏｎの方もようやくブラッシュアップされたものが出てきまして、またこのビジョン創案メンバー
の皆様からも非常に貴重で大変精度の高いご意見を頂くことができるようになってきました。
そこでですね、たくさん貴重な意見を頂きましたし皆様にご納得頂けるような形にするためにも、
これからまだ明日あさって引き続きご意見をメーリング上でも頂いたうえで、会議をこの先この
ビジョン創案会議の会議を開くか開かないかはまた結論が出させていただきますけれども必ず
ビジョン創案会議の皆様のメンバーにご納得いただける形を明日以降も作っていきたいと思います。
えー最後、時間が九時までとなりますので、最後、残された時間も皆様のご意見を頂きながら持ち
帰って委員会の方から今日持ち返させていただいたご意見を配信させていただききます。その後まだ、
まだまだ慎重により精度の高いＦｉｒｓｔＶｉｓｉｏｎを作っていきたいと思いますので皆様に形もご連絡を
差し上げるという形で今回はこの会議を閉じさせて頂きたいとおもいますけれどもよろしいでしょうか？
稲垣信一郎

はい。広報渉外稲垣でございます。私の質問内の答えなので発言させていただきますが、
私１９９９年入会いたしまして今年で１５年目でございます。みなさまがよくおっしゃいます歴史と
伝統、合併も含めて減ってメンバーとしてこの会議体では一委員として発言をさせていただきました。
合併についてはもっと喧々諤々であったと思います。ほかの事についてももっと一生懸命やられた
と思います。この会議は僕運営側ではございませんので運営側の方向に従わさせて頂きます。
よろしくお願いいたします。以上でございます。

武中麻貴 稲垣君、非常に貴重なご意見ありがとうございました。あのーこれを持ち返させて頂きましてより
ブラッシュアップされた精度の高いＦｉｒｓｔＶｉｓｉｏｎをみなさまに流させて頂きますので明日以降も
ご協力の方よろしくお願いいたします。
佐野耕介 それではまだ少しお時間がありますので、その他ご意見ある方は挙手にてお願いいたします。
えーそれでは特に今ご意見がないようですので質疑応答の方を本日は終了させていただきます。

寺田誠 会議結果の報告
皆様長い時間にわたりまして本日もありがとうございました。本来、今回でビジョン創案会議の方、ビジョンの方を
結審するつもりでまいったのですが、少し色々な意見をいただくことになりました。明日以降また委員会のメンバーと
もう一度本日頂きました貴重な意見をもとにビジョンの方練り直しを行いましてみなさまにご納得いただけるような形で
もう一度メーリングリスト等でご案内をしてそのあとまた理事会の方への上程とさせていただきたいと思います。

どうも本日、皆様もうしわけございません。ありがとうございました。
９、閉会宣言
大瀧 敬久
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第六回ビジョン創案会議を閉会します。

一般社団法人 静岡青年会議所
２０１４年度 第一回ビジョン策定会議 議事録
日時
９月２２日（月）
Ｂ・ＮＥＳＴ プレゼンテーションルーム（ペガサート６F）
場所
ビジョン策定会議構成メンバー数
４６名
出席者数
３１名
ビジョン策定会議構成メンバー
鎌田幸太郎 橋本卓也 芦沢玲欧奈 海野洋平 瀬口勇一郎 武中麻貴 花森崇行 内藤雅敏
藤田尚徳 石川賢治 三浦新介 三ツ井仁
福島清志 殿岡勇基 稲垣信一郎 山口哲司 渡邉真行 飯塚潤 花城孝尚 寺田誠
原田尚憲 深澤晋嗣 金原大吾 海野雅夫 加藤貴久 加藤太士 山本正博 早川貴雅
小野田健太郎 疋田圭佑 横山拓 増田康之
江川靖彦 望月昌仁 杉山雅彦 寺田欽一 望月康利 白坂元昭 佐藤智昭 堀越一輝 柴田裕二
栗山勝訓 前田洋希 藤田能久 海野健多郎 下村聡
欠席者
橋本卓也 芦沢玲欧奈 三浦新介 三ツ井仁 殿岡勇基 山口哲司 飯塚潤
杉山雅彦 寺田欽一 望月康利 白坂元昭 堀越一輝 柴田裕二
前田洋希 藤田能久 加藤貴久 増田康之
遅刻者
福島清志 稲垣信一郎 下村聡
早退者
代理出席者
薩川由美、浅野智裕
１、開会宣言
大瀧敬久
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第一回ビジョン策定会議を開会します。
２、ＪＣＩクリード唱和
福地健
３、ＪＣＩ Ｍｉｓｓｏｎ、ＪＣＩ Ｖｉｓｉｏｎ唱和
大滝正也
４、ＪＣ宣言、綱領、スローガン唱和
下村充
５、出席者の確認
清陀大真
６、理事長挨拶
鎌田幸太郎
みなさんこんばんは。
本日もお忙しい中、定刻どおりお集まりいただき本当にありがとうございます。
前回からの顔ぶれから、新しいメンバーもここに集まっていただきました。
今日は皆さんで実のある会議にしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。
さて、本年度の事業のことですが、昨日、一昨日と未来学園①「大人としての道徳心を育む」という事業を
行わせていただきました。
そちらにも多くのメンバーが西伊豆にお集まりいただいたことを理事長として心から御礼申し上げます。
そして一方では東海地区協議会の防災担当委員長をされている石川賢治君の地区の連携を
テーマとした担当事業が行われました。
東海四県の行政の危機管理担当官４名をはじめとして防災関係のＮＰＯの方などをお呼びした事業で
静岡青年会議所ここにありと示していただきました。
これからの青年会議所が防災・減災にどう取り組んでいかなくてはいけないのか、
我々がどのようなネットワークを構築していかなくてはならないかというところが
一筋の希望となって見えた事業ではなかったかと思いました。
幹事石川賢治君、本当にお疲れ様でした。
そして、本日は今までビジョン会議で皆様から頂いた意見をブラシュアップして、
より具体的に、より明確に未来を創っていこうじゃないかということで、
有識者という立場で皆様の様々な意見を頂戴する機会としました。
この先行きが不透明な時代におきまして、やはりＪＣが、我々がこの先の未来を創っていかなくては、
このまちに未来はないのではないかということを次年度静岡ブロック協議会会長の藤田尚徳君とも話をしています。
ぜひ、ここにいる皆さんでこのまちを本当に変えることができると信じて頑張っていきましょう。
そのためには地道な運動・活動を行わなければなりません。
したがって少しでも時間のある方はご協力ご支援をお願いいたします。
本日も長い時間で恐縮ではありますが、最後までお付き合いよろしくお願い致します。
７、「ビジョン」策定に関する件
佐野耕介 事業趣旨説明
皆さん、こんばんは、未来への懸け橋創造委員会 佐野です。
本日は、ビジョン策定会議メンバーとして、ビジョン創案会議メンバーの皆様、又、理事経験者の皆様、
お忙しい中、お集まり頂き、本当にありがとうございます。

第一回ビジョン策定会議は、「First Vision」を誰にでもわかりやすいようにブラッシュアップするために
皆様から建設的なご意見を頂く設えとなっています。
本日解説させて頂く「First Vision」は本年度１月から６月まで合計６回のビジョン創案会議を通じ
会員の皆様の意見を吸い上げ、当委員会でまとめ、その後の理事会等の多くの正式な会議を通じて
作られてきたビジョンです。
従いまして、本日解説させて頂く、「First Vision」の意味や内容、構成を大きく変えるのではなく、
その意味や内容、構成を変えることなく、新入会員でも、一般市民でも、誰にでもわかるように
ブラッシュアップすることが本日の会議の趣旨であります。
例えば、「この部分の言葉はこの言葉に変えると市民によりその意味が通じやすくなると思います。」
といったようなご意見を頂けると幸いです。
限られた時間ではありますが、本日の会議でご意見を頂き、誰にでもわかりやすい「First Vision」に
していきたいと思いますので、宜しくお願いします。
なお、会議の円滑な運営にご協力頂けますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
それでは本日も宜しくお願い申し上げます。以上です。
清陀大真 Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ（案）解説の開始をアナウンス。
大瀧敬久 Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ（案） 解説
■策定するビジョンの位置付けについておさらい
本年度策定するビジョンは、
静岡青年会議所の「理念」を達成するための運動の道標です。
青年会議所の運動の「理念」は「明るい豊かな社会」の実現です。、
「First Vision」は、次年度以降１０年間の静岡青年会議所の運動の道標ですので、
１０年後のこのまちの「明るい豊かな社会」実現へ向けての運動指針ということになります。
■静岡市の問題点のおさらい
「人口減少問題」
静岡市の人口は政令指定都市の中で一番少ないです。
まちから出て行く人も政令指定都市の中で二番目に多い状況です。
政令指定都市のボーダーラインである７０万人を切るのは目前です。
人口減少のデメリット
税収減少による公共サービスの低下、市内消費が低下し産業・経済に悪影響を与えることです。
「少子高齢化の問題」
静岡市はどの政令指定都市よりもお年寄りが多く、一番少子高齢化が進んでいる都市だと言えます。
少子高齢化のデメリット
さらなる人口減少を招くこと、社会保障費の増大、生産世代の減少は産業・経済の縮小化に繋がります。
減少している生産世代であり、子育て世代であり、青年経済人の集まりであり、
まちづくりをする団体である静岡青年会議所はその強みを活かし、解決し、
このまちを「明るい豊かな社会」にしていかなければなりません。
静岡青年会議所は、人口減少問題、少子高齢化といったこのまちの大きな問題を、
このまちの「強み」を活かし、青年会議所の強みを活かし、解決し、
このまちを「明るい豊かな社会」にしていかなければなりません。
■本会議の趣旨を確認
Ｐａｇｅ１が審議対象資料。Ｐａｇｅ２以降が参考資料です。

本日、皆様に協議して頂きたいのは審議対象資料となる、Ｐａｇｅ１の部分です。
「First Vision」は６回に渡るビジョン創案会議によって会員の皆様から意見を吸い上げ、
その意見をまとめ、その後、理事会等の多くの会議で協議を通じて出来上がってきたものであります。
「First Vision」の示す意味や内容、構成を大きく変更することはこの会議の目的ではありません。
解説させて頂く「First Vision」をブラッシュアップし策定することが、この会議の目的です。
今の「First Vision」の示す意味や内容、構成を残し、この先の新入会員が見ても、
一般市民の方が見ても、誰が見ても、静岡青年会議所が歩む方向性がわかるように
ブラッシュアップし策定することが目的です。
■「First Vision」（案）の解説
基本構想＝静岡青年会議所が１０年後目指すところ
基本計画＝基本構想実現へ向けての運動・活動方針
◇基本構想の解説◇
基本構想： 「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」を解説
「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」＝静岡青年会議所が築く１０年後のこのまち＝明るい豊かな社会
人口減少問題と少子高齢化といった問題を解決したまち＝「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」
１００万人都市の部分：７０万人から人口が増えて目指すは１００万人都市ということ。
この部分は人口が増えているまち意味します。
「夢と希望にあふれる」＝夢と希望をもった子どもや青年、若者世代がふえていること
人口が増えてもお年寄りばかりが増えてもその先に明るい未来が見えません。
従って、「少子高齢化」を解決したまちでなければなりません。
子どもや青年といった若い世代の人口が増えていることが大切です。
静岡青年会議所が築く１０年後のこのまちの姿は、
人口が増えて、かつ若者世代の人口比率が増えているまちです。
それが、「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」です。
基本構想 ：～若き力が躍動！あふれる笑顔！みなぎる活気！～ の解説
この部分は上の言葉のサブタイトルのような形になっておりますが、
「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」をビジョンにおける【効果】とするならば、
この部分は【目的】ということになります。
若き力が躍動の部分、
少子高齢化の進むこのまちにおいて、若き世代の担いは重大です。若き世代の人口比率が増えるとともに、
その若き力がこのまちのために躍動していなければなりません。
あふれる笑顔の部分は、
今以上に定住人口が増えてみんなが笑顔になっていることを意味します。
生き生きと暮らせる喜びや安心により、人々は「笑顔」になり定住人口が増えます。
みなぎる活気の部分は、
今以上に交流人口が増え生き生きとした「活気に満ちていることを意味します。
地域が活性化することで、人を惹きつけ行き交う人が増え、「活気」にみなぎり、交流人口が増えます。
総合すると、若き力が躍動することで、笑顔にあふれ定住人口が増えます。
そして活気にみなぎり交流人口が増えます。それは更なる定住人口を増やすことになり
プラスのスパイラルを生み出します。

若き力が躍動し、あふれる笑顔と活気にみなぎらせることで
「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」の創造を目指すということです。
◇基本計画の解説◇
基本計画＝基本構想実現のための運動・活動方針
基本計画【１】は、「このまち」への３つの戦略です。
基本構想を実現するために、このまちにどんな運動をしていくか、という方針です。
基本構想【２】は、静岡青年会議所の在り方です。
基本構想を実現するために、静岡青年会議所がどんな存在になっていくかとうい方針です。
基本計画【１】
戦略Ⅰ、一人ひとりがこのまちの原動力となる運動
これは、静岡青年会議所が基本構想実現に向けた「ひとづくり」の運動方針です。
このまちのさらなる発展のためにはこのまちに住む一人ひとりがそのための原動力と
ならなければなりません。市民の意識を変革し、主体性をもって地域に関わることが重要です。
地域社会の健全な発展に貢献できる豊かなこころを持つ人材へと市民を導いていきます。
次に、戦略Ⅱ、定住人口を増やす運動
これは、静岡青年会議所が基本構想実現に向けた「まちづくり」の運動方針の１つです。
市民一人ひとりが、快適に生き生きと暮らしていけるまちづくりが必要です。
若い世代がまちづくりに積極的に取り組むことで、不安を解決し安心安全なまちにし、
生活しやすい魅力的な環境の醸成に繋げます。ずっと住んですんでいたいまちにすることで、
定住人口の増加に導いていきます。
次に、戦略Ⅲ、交流人口を増やす運動
これも、静岡青年会議所が基本構想実現に向けた「まちづくり」の運動方針の１つです。
活気にみなぎるまちにしていくためには、地域性を活かし多くの人が行き交うことが必要です。
若い世代が率先して行動を起こすことで多くの人を呼び込みます。訪れた人の誰もが心動かされ
惹きつけられるまちづくりをすることで、交流人口の増加に導いていきます。
「このまち」に対してこの３つの戦略を行うことで、基本構想の実現を目指していくということです。
基本計画【２】
基本構想を実現するために、静岡青年会議所がどんな存在になっていくかとうい方針です。
会員： このまちを牽引する輝くＪＡＹＣＥＥになる
ＪＡＹＣＥＥのこのまちに対する果たすべき役割とは、
このまちの明るい未来に向けて、このまちを牽引するリーダーとなって、
率先して行動を起こしてことです！それは、綱領やＪＣ宣言などの「理念」からも読み説くことができます。
我々、ＪＡＹＣＥＥは若き生産世代であり、子育て世代であり、青年経済人です。
「誰かがやってくれる」のではなく「自分がやるんだ」という気概を持ち、基本構想を実現するために、
一人ひとりがこのまちを牽引する輝くＪＡＹＣＥＥとならなければなりません。
組織： このまちに真に必要とされる組織になる
基本構想の実現のためには、このまちに真に必要とされる組織になって行かなければなりません。
ＪＣだからこそ出来る運動・活動を模索し、時代に合った取組を行っていくこと、
そして単年度制にかかわらず責任を持ち、このまちを生かし生かされている関係性を
承知して運動をすることで、このまちに真に必要とされる組織になっていきます。
以上の、会員と組織の２つで基本構想の実現へ向けての静岡青年会議所の在り方を示しています。

おさらい
基本計画【２】、静岡青年会議所は
会員が、このまちを牽引する輝くＪＡＹＣＥＥとなり
組織として、このまちに真に必要とされる組織となり
基本計画【１】、このまちに対して、
一人ひとりがこのまちの原動力となる運動
定住人口を増やす運動
交流人口を増やす運動 を行い、
このまちの若き力を躍動させ、このまちをあふれる笑顔と活気にみなぎらすことで、
「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」の創造を目指します。
清陀大真 １０分間の休憩をアナウンス。
清陀大真 会議開始をアナウンス。
清陀大真 委員会代表者意見発表。
加藤太士 人と人との支え合い創造委員会 代表者 意見発表
基本構想の１行目
「１００万人」という数字が目立つので、ミリオンに変えた方がいいと思います。
原田尚憲 会務委員会 代表者 意見発表
基本構想【２】 会員、組織
ソフト面ばかり前に出ている。ハード面も掘り下げてほしい。
深澤晋嗣 広報渉外委員会 代表者 意見発表
基本構想の１行目
全体的にいいが、「１００万人」の部分を一考してほしい。
金原大吾 広報渉外委員会 代表者 意見発表
基本構想の１行目
全体的にいいが、「１００万人」の部分を一考してほしい。
基本計画【２】 会員
「輝く」がわかりにくい。「活躍」など具体的な方がいい。
海野雅夫 真の「やさしさ」共育委員会 代表者 意見発表
基本構想の１行目
「１００万人都市」がわかりやすい。もっと押した方がいいと思う。
基本構想の１行目
「夢と希望」の部分がぼんやりしてるので削除した方がいい。

薩川由美 安全なまち構築委員会 代表者 意見発表
基本構想の１行目
「１００万人」という数字を入れるのはいいが、精査した方がいい。
山本正博 心ある経済人育成委員会 代表者 意見発表
基本構想の１行目
「１００万人」がわかりやすくていい。
基本構想の２行目
「若き力が躍動」と「活気」の意味が似ている。
活気の部分を「活気」を「人間力」、「人材」にするといいのでは。
早川貴雅 会員育成拡大委員会 代表者 意見発表
基本構想の２行目
「みなぎる活気」の部分、「みなぎる」と「活気」が意味が似ている。
「あふれる笑顔」の部分、定住人口増加の意味が伝わりにくい。
小野田健太郎 会員交流委員会

代表者 意見発表

基本構想の１行目
「１００万人」の部分、市民の立場だとわかりやすくていい。
「の創造」の部分、市民にもわかりやすい言葉のほうがいい。
「創ろう」、「目指そう」にするとよいのでは。
疋田圭佑 式典委員会 代表者 意見発表
基本構想の１行目
「１００万人」の部分、目指すべき数字としていい。
「１００万人都市」の部分。「人」を削除し「１００万都市」もいい。
横山拓 １０周年準備委員会 代表者 意見発表
基本構想の１行目
「１００万人都市」の部分。賛成。
「の創造」の部分、はっきりしすぎている。方向性が分かればいい。「へ向けて」にするとよいのでは。
「１００万人」の部分、数字の精査が必要。
基本構想の２行目
大切なのは「若き力」「笑顔」「活気」だと思うので、
「若き力が躍動！」の部分、「躍動する若き力！」のほうが伝わりやすい、
後にくる「あふれる笑顔！みなぎる活気！」と合う。
清陀大真 １０分間の休憩をアナウンス。
清陀大真 会議開始をアナウンス。
清陀大真 その他意見発表。

海野洋平 副理事長
解説部
「１００万人」とうい数字を入れるのは賛成。「１００万人」の理由をいれてほしい。
福島清志 常任理事
基本構想の１行目
フォントサイズを大きくしてサブタイトルとバランスを取ってほしい。
基本構想の２行目
「若き力が躍動」と「みなぎる活気」が似ている。
運動をするにあたって「静岡が好き」といった「プライド」や「ラブ」といったキーワードを入れてほしい。
基本構想の１行目
数字の表記はいいと思う。
佐藤智昭 人と人との支え合い創造委員会
「First Vision」
どこまでが「First Vision」なのかわかるように表記してほしい。新入会員だとわかりにくい。
稲垣信一郎

常任理事
基本計画【２】
理念の要素が強い。今後１０年間を考え具体的にしたほうがよい。

海野健多郎

１０周年準備委員会
基本計画【２】
今までが必要とされていない組織だったように感じられる。「真に」を「更に」に変更すればよいのでは。
全体
全体的に表記をわかりやすくしてほしい。
「First Vision」
（一社）静岡青年会議所「First Vision」を大きく表示したほうがいい。

清陀大真 会議結果の報告をアナウンス。
寺田誠 会議結果の報告
皆さん、本日はありがとうございました。今回いただいたご意見をもう一度委員会で
練って次回の会議までに皆様に配信させていただきます。
次回の第二回策定会議で皆様の総意をいただき、その後の総会に進めていきたいと考えていきます。
次回までにご指摘をいただいている文言や紙面のレイアウトを精査し、
皆様に配信できるようにいたします。みなさまご協力よろしくお願いいたします。

第二回ビジョン策定会議 １０月６日（月） １９：００～２１：００
８、次回開催日の確認
９、閉会宣言
大瀧敬久
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第一回ビジョン策定会議を閉会します。

ペガサート６階

一般社団法人 静岡青年会議所
２０１４年度 第二回ビジョン策定会議 議事録
日時
１０月６日（月）
Ｂ・ＮＥＳＴ プレゼンテーションルーム（ペガサート６F）
場所
ビジョン策定会議構成メンバー数
４６名
出席者数
３７名
ビジョン策定会議構成メンバー
鎌田幸太郎 橋本卓也 芦沢玲欧奈 海野洋平 瀬口勇一郎 武中麻貴 花森崇行 内藤雅敏
藤田尚徳 石川賢治 三浦新介 三ツ井仁
福島清志 殿岡勇基 稲垣信一郎 山口哲司 渡邉真行 飯塚潤 花城孝尚 寺田誠
原田尚憲 深澤晋嗣 金原大吾 海野雅夫 加藤貴久 加藤太士 山本正博 早川貴雅
小野田健太郎 疋田圭佑 横山拓 増田康之
江川靖彦 望月昌仁 杉山雅彦 寺田欽一 望月康利 白坂元昭 佐藤智昭 堀越一輝 柴田裕二
栗山勝訓 前田洋希 藤田能久 海野健多郎 下村聡
欠席者
三ツ井仁 飯塚潤 深沢晋嗣 疋田圭佑 増田康之 江川靖彦 杉山雅彦 寺田欽一
白坂元昭 栗山勝訓 藤田能央 海野健多郎
遅刻者
芦沢玲於奈 橋本卓也 三浦新介 福島清志 殿岡勇基 稲垣信一郎 下村聡
早退者
代理出席者
山田英貴 橋戸克明 野澤憲一
１、開会宣言
大瀧敬久
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第二回ビジョン策定会議を開会します。
２、ＪＣＩクリード唱和
３、ＪＣＩ Ｍｉｓｓｏｎ、ＪＣＩ Ｖｉｓｉｏｎ唱和
４、ＪＣ宣言、綱領、スローガン唱和
５、出席者の確認
６、理事長挨拶
鎌田幸太郎

浅野智裕
大滝正也
下村充
清陀大真

本日も午前中まで台風の影響があり地域によっては道路が冠水したりといった影響でここに来られないメンバーも
います。この台風をきっかけに我々青年会議所として気づく部分があります。今年度和田委員長の方で
社会福祉協議会と打合せをしていく中で、このまち静岡にとって青年会議所と社会福祉協議会がどうつながって
どう関わりを持っていくかということをやっています。これが青年会議所の良い部分であり、みなさんには見えないかも
しれませんが、実際行っている部分であります。
それを統括しているのが専務理事の内藤君であります。
また、明日、明後日にこの静岡がどういう状況になっているかがはっきりとしてくると思います。その時には皆様にも
お手伝いをお願いすることがあるかと思いますがその時は少しの時間でいいので快くご協力頂きたいと
思う次第でございます。
さて、皆様もご存じのとおり視野を世界に向けると円安傾向にあります。もうすぐ１１０円にとどくんではないかと
言われています。円安になると景気が上向いているんではないかといわれますが、それは大企業の自動車関係の
企業は最高益を出すだろうと言われています。
しかしながらこの円安がはたしていいものなのか？大企業にとっては当然いいだろうしそこに努める社員はボーナスが
増え給料が上がっていくそうすれば消費も増えていので景気も上がっていくので単純なる考え方としては
間違っていないと思います。しかし、この町に、自分の会社に視点を移してみると、拡大委員会のほうでこんな話が
あったと思います。青年会議所の平均年収が４００万ということです。私たち中小零細企業の経営者またはそれに
準ずる人間が４００万の年収ではたして景気がいいと言い切れるのだろうかと、そういったことを考えます。
いくら円安になっても大手企業の下請企業の例えば車の細かい部品を創る工場は海外から原材料を輸入します。
そのコストは円安の影響でもちろん上がっています。そうなると受注は増えるが利益は下がっていくと
そんなことも考えられます。
そんな中今年度、私が思うのは先行きが非常に見えずらいと思います。
来年景気が上向いて給料もボーナスも上げられて会社にお金が残って設備投ができるんだろうかと私自身も
思います。そのような状況の中だからこそ私たち２０歳から４０歳までの若い力でこの町を切り開いていかなければ
ならないと考えます。
暗いことばかり考えていては景気はよくなりません。足元を見つめなおして絶対に捨ててはいけないのは希望である。
僕らは夢を現実に変えていくためにこの10年を使って本日作っている物を目標としてみんなで頑張って自分自身の
この街のベースを作っていくきっかけを本年度作りたいと思っております。
それにはやはりみんなの意識を共有する目標があって、その目標のために我々が今後１０年をかけて
どう行動していくか、どういう運動を展開していくかということが大事であります。今考えたことが１０年後には
どうなっているかと言うことは私自身もわかりません。しかしながらいつの時代も10年後には絶対に
忘れてはいけない事は希望を持つかとだと私自身はそう思っております。本日の会議が皆さんのそして自分自身の

そしてこの街の未来に繋がるように皆さん一人一人がこの会議の主役だと思ってご参加いただければ
ありがたいと思う次第でございます。
結びとなりますけれども2015年、花森君が中心とした組織がもう始動していると思います。
是非、彼らがよりよいスタートを切れるようにここでみんなで後押しができれば私自身も嬉しく思います。
本日も最後まで長丁場となりますけれどもお付き合いお願いします。
本日もどうぞ最後までよろしくお願いします。
７、「ビジョン」策定に関する件
佐野耕介 事業趣旨説明
皆さん、こんばんは、未来への懸け橋創造委員会 佐野です。
本日は、ビジョン策定会議メンバーとして、ビジョン創案会議メンバーの皆様、又、理事経験者の皆様、
お忙しい中、お集まり頂き、本当にありがとうございます。
第一回ビジョン策定会議では、「First Vision」を誰にでもわかりやすいようにブラッシュアップするため
建設的なご意見を頂き本当にありがとうございました。
本日の第二回ビジョン策定会議では、皆様のご意見を元にブラッシュアップした「First Vision」を
解説させて頂き、決議を取らせて頂きます。
解説させて頂く「First Vision」は本年度１月から６月まで合計６回のビジョン創案会議を通じ会員の
皆様の意見を吸い上げ、当委員会でまとめ、その後の理事会等の多くの正式な会議で協議され、
第一回ビジョン策定会議のご意見を元にブラッシュアップされたビジョンです。
本日の会議では、この多くの会議を通じて創り上げてきた「First Vision」が、正式な会議の審議サイクルに
上程する議案としていいかどうか、ビジョン策定会議としての決議を取らせて頂きたいと思います。
ビジョン会議として最後の会議となります。最後まで会議の円滑な運営にご協力頂けますよう
何卒宜しくお願い申し上げます。
それでは本日も宜しくお願い申し上げます。以上です。
清陀大真 解説の開始をアナウンス。
大瀧敬久 第一回ビジョン策定会議 意見と対応 解説
■人と人との支え合い創造委員会代表者 加藤 太士（カトウ タイシ）君
基本構想の１行目の部分です。
「１００万人」という数字が目立つので、「ミリオン」などの言葉にした方がよいのでは。 というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
「１００万人」とは人口が増えていることを意味する言葉です。「ミリオン」という言葉自体は素晴らしいですが、
人口増加の意味が通じにくくなると考え、貴重なご意見ではありますが、現状維持とさせて頂きました。
■会務委員会代表者 原田 尚憲（ハラダ ヒサノリ）君
基本計画【２】の部分です。
ソフト面が前に出てきていますが、ハード面を掘り下げてほしい。 というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
組織基盤などのハード面においては、参考資料のアクションプラン示してあります。
基本計画【２】の部分は他にもご意見を頂きましたので、そちらのご意見も踏まえまして、
会員、組織それぞれの「在り方」の言葉を一考し修正させて頂きました。
会員は、主体的に率先して動く熱意溢れるＪＡＹＣＥＥ
組織は、このまちを繋ぎ牽引する力強い組織
という言葉に修正させて頂きました。
■広報渉外委員会代表者 深澤 晋嗣（フカザワ シンジ）君
基本構想の１行目の部分です。
「１００万人」の部分を一考してほしい。 というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
①、政令指定都市として本来あるべき姿である「人口１００万人都市」を目指すべきだと考えます。
②、目指す数字として非常に難しい数字ではありますが、行政や他団体ではなく、
生産世代であり、子育て世代であり、青年経済人であり、まちづくり団体である青年会議所だからこそ
取り組むべき、目指すべき数字だと考えます。

③、きりのいい数字で、一目見て数が多いことがわかり、この先、静岡青年会議所が人口増加に向けて
取り組むことがわかる、インパクトを残す数字だと考えます。
④、第一回ビジョン策定会議におきまして、この部分を肯定するご意見が多かったことです。
ご意見を頂き、「１００万人都市」の部分今一度よく考え、①～④の理由で現状維持とさせて頂きました。
■道徳心研鑽委員会代表者 金原 大吾（キンパラ ダイゴ）君
まず、基本構想の１行目の部分、「１００万人」の部分を一考してほしいという
深澤 晋嗣（フカザワ シンジ）君と同じご意見でした。
このご意見に関しましては、先ほど述べましたように、①～④の理由で現状維持とさせて頂きました。
次に、基本計画【２】の会員の部分です。
「輝く」の部分がわかりにくいので、より具体的な「活躍」などの言葉の方がわかりやすいのでは。
というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
基本計画【２】の部分は他にもご意見を頂きましたので、そちらのご意見も踏まえまして、
会員、組織それぞれの「在り方」の言葉を１０年先までを考え、より具体的な文言に全体を
修正させて頂きました。
会員は、主体的に率先して動く熱意溢れるＪＡＹＣＥＥ
組織は、このまちを繋ぎ牽引する力強い組織
という言葉に修正させて頂きました。
■真の「やさしさ」共育委員会代表者 海野 雅夫（ウンノ マサオ） 君
基本構想の１行目の部分です。
「１００万人都市」の部分がわかりやすくていい。 というご意見でした。
対応ですが、「１００万人都市」の部分を現状維持とさせていたただきました。
次に、これも基本構想の１行目の部分です。
「夢と希望あふれる」の部分が「１００万人都市」に比べて、ぼんやりしているので、
削除してもいいのでは。 というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
「１００万人都市」だけにすると、ただ人口が増えているだけとなってしまいます。
若い世代の人口が増えて、誰もがその先の夢をみることができ、未来を語るまちで
なければなりません。従いまして、
「未来を語る、夢みる」
という言葉に修正させて頂きました。
修正したビジョンをメーリングリストで配信後、「未来を語り、夢みる」という言葉だと、意味が伝わりにくいので、
「夢と希望にあふれる」の方がいいというご意見を頂きました。
そのご意見を考察した結果、この部分は現状維持とさせて頂きました。
■安全なまち構築委員会代表者 加藤 貴久（カトウ タカヒサ）君の代理 薩川 由美（サツカワ ユミ）君
基本構想の１行目の部分、
「１００万人」の部分いいと思いますが、数字の部分を精査してほしい。 というご意見でした。
深澤 晋嗣（フカザワ シンジ）君のご意見と類似した意見でした。このご意見に関しましては、
先ほど述べましたように、①～④の理由で現状維持とさせて頂きました。
■心ある経済人育成委員会代表者 山本 正博（ヤマモト マサヒロ）君
基本構想の１行目の部分、
「１００万人都市」の部分がわかりやすくていいと思う。 というご意見でした。
対応ですが、「１００万人都市」の部分を現状維持とさせていたただきました。
次に、基本構想の２行目の部分、
「若き力が躍動！」と後にくる「活気」の意味が似ている。活気の部分を「人間力」や「人材」に
するとよいのでは。 というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
「みなぎる活気」とは交流人口が増えることを指し示す言葉ですので、「人間力」や「人材」だと意味が
変わってしまうと考えます。
また、「人間力」や「人材」といったことは、基本計画【１】の戦略１、に含まれると考えます。
人々の「人間力」の向上やこのまちに主体的に貢献できる「人材」育成を通じて、

人口増加を目指すということです。
従いまして、大変貴重なご意見ではありますが、現状維持とさせて頂きました。
■会員育成拡大委員会代表者 早川 貴雅（ハヤカワ タカマサ）君
基本構想の２行目の部分です。
「みなぎる」と「活気」の意味が似ているので一考してほしい。 というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
「みなぎる」とは・・・力や感情などがあふれるばかりにいっぱいになるということです。
「活気」とは・・・生き生きとした、陽気でにぎやかな感じということです。
従いまして、「みなぎる活気」とは生き生きとした陽気でにぎやかな感じがあふれるばかりに
いっぱいになる。＝ 交流人口増ということになり、セットで１つの言葉だと考えます。
大変貴重なご意見ではありますが、一考させて頂き現状維持とさせて頂きました。
次に、こちらも基本構想の２行目の部分に対するご意見です。
「あふれる笑顔」の部分、定住人口増加の意味が伝わりにくいので一考して下さい。 というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
基本構想２行目以降の解説文を修正し、「あふれる笑顔」が定住人口増加を意味することを
よりわかりやすく表記させて頂きました。
■会員交流委員会代表者 小野田 健太郎（オノダ ケンタロウ）君
「１００万人都市」の部分、市民の立場でもわかりやすくいいと思う。 というご意見でした。
対応ですが、「１００万人都市」の部分を現状維持とさせていたただきました。
次に、こちらも基本構想の１行目の部分に対するご意見です。
「の創造」の部分、市民にもわかりやすい「創ろう」や「目指そう」といった言葉がいいと思言う。
というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
この部分は、静岡青年会議所が築く１０年後のこのまちの姿です。
一番大きく一番上にくる言葉なのでそこに向かうことは表記しなくてもわかり、
「の創造」、「創ろう」、「目指そう」、「へ向けて」などの言葉は無くてもよいと考えました。
言葉としてすっきりさせるためにも、「の創造」の部分は削除させて頂きました。
■式典委員会代表者 疋田 圭佑（ヒキタ ケイスケ）君
基本構想の１行目です。
「１００万人都市」の部分、目指す数字としていいと思う。 というご意見でした。
対応ですが、「１００万人都市」の部分を現状維持とさせていたただきました。
次に、こちらも基本構想の１行目の部分に対するご意見です。
「１００万人」の部分、「人」がなくても響きがよく、削除してもよいのでは。 というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
「人」を抜くとフレーズとして聞こえがいいと感じる人もいると考えます。
しかしながら「人」を削除すると、人口増加の意味が伝わりにくくなると考えます。
大変貴重なご意見ではありますが、現状維持とさせて頂きました。
■１０周年準備委員会代表者 横山 拓（ヨコヤマ タク）君
基本構想の１行目です。
「１００万人都市」の部分、の部分。賛成ですが、精査が必要だと考えます。 というご意見でした。
「１００万人」の部分いいと思いますが、数字の部分を精査してほしい。 というご意見でした。
深澤 晋嗣（フカザワ シンジ）君のご意見と類似した意見でした。このご意見に関しましては、
先ほど述べましたように、①～④の理由で現状維持とさせて頂きました。
次に、こちらも基本構想の１行目の部分に対するご意見です。
「の創造」の部分、はっきりしすぎている。「へ向けて」など方向性がわかればよいのでは。
というご意見でした。
小野田 健太郎（オノダ ケンタロウ）君のご意見の補足となる意見でした。このご意見に関しましては、
先ほど述べましたように、「の創造」、「創ろう」、「目指そう」、「へ向けて」などの言葉は無くてもよい
と考えました。言葉としてすっきりさせるためにも、「の創造」の部分は削除させて頂きました。
次に、基本構想の２行目の部分に対するご意見です。
大切なのは「若き力」「笑顔」「活気」だと思うので。「若き力が躍動！」の部分、後ろの言葉に合わせて

「躍動する若き力！」がいいと思います。 というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
ご指摘通りだと考え、「躍動する若き力！」に修正させて頂きました。
■副理事長 海野 洋平（ウンノ ヨウヘイ）君
基本構想の１行目です。
「１００万人」という数字を入れるのは賛成です。 というご意見です。
対応ですが、「１００万人都市」の部分を現状維持とさせていたただきました。
次に、解説文のところのご意見です。
「１００万人」とする理由を入れてほしい。 というご意見です。
このご意見に対する対応です。
ご指摘通りだと考え、解説部を修正し冒頭に「１００万人」の理由を入れさせて頂きました。
■常任理事 事務局長 福島 清志（フクシマ キヨシ）君
基本構想の１行目、２行目の部分です。
１行目のフォントサイズを大きくし、２行目のサブタイトルとバランスをとって下さい。 というご意見です。
このご意見に対する対応です。
１行目のフォントサイズを大きくし、２行目のサブタイトルのフォントを小さくし、バランスよく見やすくしました。
次に、基本構想の２行目に対するご意見です。
「若き力が躍動」と「みなぎる活気」が似ているので一考してほしい。 というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
「若き力が躍動」と「みなぎる活気」のそれぞれの言葉の指す意味が違います。
「躍動する若き力！」・・・若い世代がこのまちのために主体的に率先して行動をおこしていること。
「みなぎる活気！」・・・交流人口が増え、活気にみなぎること。
従いまして、大変貴重なご意見ではありますが、一考させて頂き現状維持とさせて頂きました。
次に、こちらも基本構想の２行目に対するご意見です。
運動をするにあったって、「静岡が好き」、「プライド」や「愛」といったキーワードを入れてほしい。
というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
「静岡が好き」、「プライド」、「愛」といったキーワードは基本計画【１】の戦略１、に含まれると考えます。
人々の「愛郷心」の向上を通じて、人口増加を目指すと考えます。
従いまして、こちらも大変貴重なご意見ではありますが、現状維持とさせて頂きました。
■人と人との支え合い創造委員会 佐藤 智昭（サトウ トモアキ）君
「First Vision」の部分に対するご意見です。
どこまでが、「First Vision」なの新入会員でもかわかるように表記してほしい。 というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
ご指摘の通りだと考え、「First Vision」の下に「２０１５年～２０２４年運動指針」と表記させて頂きました。
■常任理事 広報渉外室 稲垣 信一郎（イナガキ シンイチロウ）君
基本計画【２】 会員、組織の部分に対するご意見です。
理念の要素が強いので、この先の１０年間を見据えて具体的にした方がよいのでは。
というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
会員、組織それぞれの「在り方」の言葉を１０年先までを考え、より具体的な文言に全体を
修正させて頂きました。
会員は、主体的に率先して動く熱意溢れるＪＡＹＣＥＥ
組織は、このまちを繋ぎ牽引する力強い組織
という言葉に修正させて頂きました。
■１０周年準備委員会 海野 健多郎（ウンノ ケンタロウ）君
基本計画【２】 組織の部分に対するご意見です。
今までが必要とされていない組織だったように感じるので、「真に」の部分を「更に」などの言葉に
変えた方がいいのでは。というご意見でした。

このご意見に対する対応です。
先ほど述べたように、会員、組織それぞれの「在り方」の言葉を１０年先までを考え、
より具体的な誤解のない文言に全体を修正させて頂きました。
次に、全体的に表記をわかりやすくしてほしい。とういご意見を頂きました。
このご意見に対する対応です。
ご指摘の通りだと考え、フォントサイズを変更するなどして、表記をわかりやすくしました。
次に、「First Vision」の部分に対するご意見です。
一社）静岡青年会議所「First Vision」の表示を大きくした方がいい。 というご意見でした。
このご意見に対する対応です。
ご指摘の通りだと考え、（一社）静岡青年会議所「First Vision」のフォントサイズを大きくさせて頂きました。
大瀧敬久 Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ（案） 解説
■策定するビジョンの位置付けについておさらい
本年度策定するビジョンは、
静岡青年会議所の「理念」を達成するための運動の道標です。
青年会議所の運動の「理念」は「明るい豊かな社会」の実現です。、
「First Vision」は、次年度以降１０年間の静岡青年会議所の運動の道標ですので、
１０年後のこのまちの「明るい豊かな社会」実現へ向けての運動指針ということになります。
■静岡市の問題点のおさらい
「人口減少問題」
静岡市の人口は政令指定都市の中で一番少ないです。
まちから出て行く人も政令指定都市の中で二番目に多い状況です。
政令指定都市のボーダーラインである７０万人を切るのは目前です。
人口減少のデメリット
税収減少による公共サービスの低下、市内消費が低下し産業・経済に悪影響を与えることです。
「少子高齢化の問題」
静岡市はどの政令指定都市よりもお年寄りが多く、一番少子高齢化が進んでいる都市だと言えます。
少子高齢化のデメリット
さらなる人口減少を招くこと、社会保障費の増大、生産世代の減少は産業・経済の縮小化に繋がります。
減少している生産世代であり、子育て世代であり、青年経済人の集まりであり、
まちづくりをする団体である静岡青年会議所はその強みを活かし、解決し、
このまちを「明るい豊かな社会」にしていかなければなりません。
静岡青年会議所は、人口減少問題、少子高齢化といったこのまちの大きな問題を、
このまちの「強み」を活かし、青年会議所の強みを活かし、解決し、
このまちを「明るい豊かな社会」にしていかなければなりません。
■「First Vision」（案）の解説
基本構想＝静岡青年会議所が１０年後目指すところ
基本計画＝基本構想実現へ向けての運動・活動方針
◇基本構想の解説◇
基本構想： 「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」を解説

「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」＝静岡青年会議所が築く１０年後のこのまち＝明るい豊かな社会
人口減少問題と少子高齢化といった問題を解決したまち＝「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」
１００万人都市の部分：７０万人から人口が増えて目指すは１００万人都市ということ。
この部分は人口が増えているまち意味します。
「夢と希望にあふれる」＝夢と希望をもった子どもや青年、若者世代がふえていること
人口が増えてもお年寄りばかりが増えてもその先に明るい未来が見えません。
従って、「少子高齢化」を解決したまちでなければなりません。
子どもや青年といった若い世代の人口が増えていることが大切です。
静岡青年会議所が築く１０年後のこのまちの姿は、
人口が増えて、かつ若者世代の人口比率が増えているまちです。
それが、「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」です。
基本構想 ：～躍動する若き力！あふれる笑顔！みなぎる活気！～ の解説
この部分は上の言葉のサブタイトルのような形になっておりますが、
「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」をビジョンにおける【効果】とするならば、
この部分は【目的】ということになります。
躍動する若き力の部分、
少子高齢化の進むこのまちにおいて、若き世代の担いは重大です。若き世代の人口比率が増えるとともに、
その若き力がこのまちのために躍動していなければなりません。
あふれる笑顔の部分は、
今以上に定住人口が増えてみんなが笑顔になっていることを意味します。
生き生きと暮らせる喜びや安心により、人々は「笑顔」になり定住人口が増えます。
みなぎる活気の部分は、
今以上に交流人口が増え生き生きとした「活気に満ちていることを意味します。
地域が活性化することで、人を惹きつけ行き交う人が増え、「活気」にみなぎり、交流人口が増えます。
総合すると、若き力が躍動することで、笑顔にあふれ定住人口が増えます。
そして活気にみなぎり交流人口が増えます。それは更なる定住人口を増やすことになり
プラスのスパイラルを生み出します。
躍動する若き力で、あふれる笑顔と活気にみなぎらせることで
「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」の創造を目指すということです。
◇基本計画の解説◇
基本計画＝基本構想実現のための運動・活動方針
基本計画【１】は、「このまち」への３つの戦略です。
基本構想を実現するために、このまちにどんな運動をしていくか、という方針です。
基本構想【２】は、静岡青年会議所の在り方です。
基本構想を実現するために、静岡青年会議所がどんな存在になっていくかとうい方針です。
基本計画【１】
戦略Ⅰ、一人ひとりがこのまちの原動力となる運動
これは、静岡青年会議所が基本構想実現に向けた「ひとづくり」の運動方針です。
このまちのさらなる発展のためにはこのまちに住む一人ひとりがそのための原動力と
ならなければなりません。市民の意識を変革し、主体性をもって地域に関わることが重要です。
地域社会の健全な発展に貢献できる豊かなこころを持つ人材へと市民を導いていきます。

次に、戦略Ⅱ、定住人口を増やす運動
これは、静岡青年会議所が基本構想実現に向けた「まちづくり」の運動方針の１つです。
市民一人ひとりが、快適に生き生きと暮らしていけるまちづくりが必要です。
若い世代がまちづくりに積極的に取り組むことで、不安を解決し安心安全なまちにし、
生活しやすい魅力的な環境の醸成に繋げます。ずっと住んですんでいたいまちにすることで、
定住人口の増加に導いていきます。
次に、戦略Ⅲ、交流人口を増やす運動
これも、静岡青年会議所が基本構想実現に向けた「まちづくり」の運動方針の１つです。
活気にみなぎるまちにしていくためには、地域性を活かし多くの人が行き交うことが必要です。
若い世代が率先して行動を起こすことで多くの人を呼び込みます。訪れた人の誰もが心動かされ
惹きつけられるまちづくりをすることで、交流人口の増加に導いていきます。
「このまち」に対してこの３つの戦略を行うことで、基本構想の実現を目指していくということです。
基本計画【２】
基本構想を実現するために、静岡青年会議所がどんな存在になっていくかとうい方針です。
会員： このまちを牽引する輝くＪＡＹＣＥＥになる
ＪＡＹＣＥＥのこのまちに対する果たすべき役割とは、
このまちの明るい未来に向けて、このまちを牽引するリーダーとなって、
率先して行動を起こしてことです！それは、綱領やＪＣ宣言などの「理念」からも読み説くことができます。
我々、ＪＡＹＣＥＥは若き生産世代であり、子育て世代であり、青年経済人です。
「誰かがやってくれる」のではなく「自分がやるんだ」という気概を持ち、基本構想を実現するために、
一人ひとりがこのまちのために主体的に率先して動く熱意溢れるＪＡＹＣＥＥとならなければなりません。
組織： このまちを繋ぎ牽引する力強い組織
基本構想の実現のためには、このまちに真に必要とされる組織になって行かなければなりません。
ＪＣだからこそ出来る運動・活動を模索し、時代に合った取組を行っていくこと、
そして単年度制にかかわらず責任を持ち、このまちを生かし生かされている関係性を
承知して運動をしていかなければなりません。
市民、行政、関係諸団体を繋ぎ、このまちの明るい未来に向けて力強く牽引できる組織になっていきます。
以上の、会員と組織の２つで基本構想の実現へ向けての静岡青年会議所の在り方を示しています。
おさらい
基本計画【２】、静岡青年会議所は
会員が、主体的に率先して動く熱意溢れるＪＡＹＣＥＥとなり
組織として、このまちを繋ぎ牽引する力強い組織となり
基本計画【１】、このまちに対して、
一人ひとりがこのまちの原動力となる運動
定住人口を増やす運動
交流人口を増やす運動 を行い、
このまちの若き力を躍動させ、このまちをあふれる笑顔と活気にみなぎらすことで、
「夢と希望にあふれる１００万人都市静岡」の創造を目指します。
清陀大真 決議
それでは、解説させて頂きました「First Vision」（案）の決議を取らせて頂きたいと思います。

解説させて頂いた、「First Vision」は６回に渡るビジョン創案会議によって会員の皆様から意見を吸い上げ、
その意見をまとめ、その後、理事会等の多くの正式な会議で協議され、先日のビジョン策定会議での
ブご意見を元にラッシュアップされたビジョンです。
この「First Vision」（案）をビジョン策定会議として、
正式な会議の審議サイクルの議案として上程していいかどうかを問う決議でございます。
それでは決議を取らせて頂きます。
この「First Vision」（案）が審議サイクルに上程する議案として 賛成の方は、挙手をお願いします。
賛成の方、
反対の方、
棄権の方、
佐藤智昭 決議の前に最後の質疑はありませんか。
清陀大真 ございません
改めまして質疑応答を受けさせていただきます。質疑応答のあるかたは挙手をお願い致します。
佐藤智昭 確認です。今回決議をとりましたがビジョンの運用はこれから上程の中で色々と決まっていくとういこと
でよろしいでしょうか。
ビジョンの修正や改正が出た場合どう対処するのか、また何年後に検証するといった運用の仕方は
今後の上程の中で詰めていくということで今回はビジョンそのものの決議ということでよろしいでしょうか。
内藤雅敏 すいません、専務理事内藤でございます。今のご質問に関しましては佐野委員会の問題ではなく私の
答えるべき問題と思いましたので私の方から答えさせていただきます。
すいません何点か質問があったと思いますのでもう一度質問をお願いします。
佐藤智昭 ビジョンそのものと文言を佐野委員会と６回のビジョン会議と第一回策定会議でブラッシュアップしてきた
ものだと思いますがそのビジョン自体を実行力があるものにするために運用していかなければならないと
思いますが運用方法ですが改訂や検証や上程書で反映するのかしないのかといったところは今回の
決議には含まれていないでよね。
内藤雅敏 運用方法についてはこちらの決議には含まれていないです。
ただし本日の策定会議でこれでいこうとということになりましたら正規の正副理事会議、常任理事会議
そして理事会と上程サイクルに廻っていきます。
改訂の方法ですがこれが10年間の運動指針として決まっていくわけですけれどもこれが改訂される
場合ということでしょうか。
佐藤智昭 理想論ではありますけれどももし5年で100万人都市を達成してしまった場合とか、それ外にも早期に
このビジョンが達成してしまった場合やそういったことがリスク管理みたいな事が上程の中である程度
解ってくればいいと思う希望でございます。
このビジョン自体が絵に書いた餅になってしまったら何の意味もないのでそういった点でも実行力の
あるものにしていただきたいとおもいます。
内藤雅敏 ありがとうございます。5年後に検証するといったことは当初から入っているものでございます。
ただ手帳にもありますとおり定款諸規則は改訂する場合の運用方法は書かれています。
ただビジョンに関しましては文字情報の中で諸規則を作るものではないということなので一応その場合は
改訂できるとは書かないつもりです。
佐藤智昭 ありがとうございます。今手帳の裏にフロンティアプランというものが書かれています。これが出来たのが
2008ですけれどもどこまでが長期でどうやって変わっていくのか、これ自体の検証方法がどうしていくのか
とういことが現状解らないで今次のファーストビジョンが提示される訳なのでそうした時に10年後の
僕たちの後輩がこのファーストビジョンをどう綴じたらいいのかといったことを多分悩まれると思います。
このころ僕らはもういませんので未来の僕たちの後輩が困らないように今の考えられるだけの事は
してあげて欲しいと思います。
内藤雅敏 ありがとうございます。現在ビジョンの議案の参考資料の方にそういった5年後どうするのかといった所に
ふてている部分があります。この後審議サイクルに入ってまいりますのでそこで今一度頂いたご意見に

関して資料の方を一考して頂きたいと思います。
清陀大真 ありがとうございます。他にご意見等がありましたらお願いします。。
望月昌仁 ありがとうございます。望月でございます。私もこの会議には断篇的な出席になってる経緯もありまして
今から言う意見が今更かもしれませんが今ならまだ間に合うかもしれないという思いで少しだけ意見を
述べさせていただきます。
まず、今｢夢と希望に溢れる100万人都市SIZUOKA」これがこの先10年の静岡JCのビジョンであると
なっていったと過程をしますとやはり来年以降の例えば花守理事長から毎年毎年ここに触れていくような
所信になっていくわけですよね。9年目の理事長も同じような事になると思います。
先ほど佐藤委員からもありましたが途中で達成したらどうなるんだろうという問題もありますし、問題というか
課題ですがこれが人口問題、高齢問題こういう街の行政も含めた中の課題をそこだけを特化して運動を
していくような感じをうけています。
なかなかこの案件開催前から凄く難しいことは十分承知しているんですけれども、簡単に考えると
皆さんこの会議が始まる前に唱和したJCIビジョン、ここにかかげるものは具体的にしたい気持ちも
ありますが突き詰めていけばいくほど中称的にならざるおえないと思います。
そういう文章になるのでそれを担保するためにこの会議を回数を重ねて委員会とメンバーと集めて
創っていくものだと思っていました。ですのでこの問題、たしかに静岡が100万人都市になることは
素晴らしいことではあると思うんですけれどもこの課題に特化していくことを少し不安を感じるのが
正直なところであります。なのでだからといってこれがいいのかという文言は僕の頭の中には
ないんですがもう少し慎重に踏みとどまってでも考えるべきなのかなとも思います。
さらにその基本計画の中には右下の方に書いてある事ですよね。主体的に率先して動く熱意溢れる
JAYCEEですとかこのまちを繋ぎ牽引する力溢れる組織ですとかこういったことも運動の表に出すことは
大事なフレーズだと思います。ですので何か一部にクローズアップしてそこを広げているような指針と
捉えてしまうものですから、今決議はとったんですけれども今ひとつ慎重に考えることができるんであれば
一考の余地はあるのかなというのが意見です。以上です。
清陀大真 貴重な意見ありがとうございます。
内藤雅敏 貴重な意見ありがとうございます。意見と言うことなんですけれども、ここにいらっしゃるメンバーも不安に
感じる事もあろうかということなんで意見ではありますがお答えさせていただきます。
まず、夢と希望に溢れる100万人都市静岡、望月昌仁さんがおっしゃるとおり人口問題に関して
触れてるというのは一目瞭然だと思います。おそらく今この世の中にはたくさんの問題があると思います。
人口問題だけでなく例えば医療の問題であったり福祉の問題であったり介護の問題であったり
あるいは青少年育成であったり様々な問題があると思います。今ここの最大の問題点であるというふうに
ちっちゃく赤枠の中に書いてあります。今現在、この静岡そして日本の抱える問題は人口問題では
なかろうかと言うところはこれは実は意思統一がなされている部分であります。少子高齢化とか
そういったことも人口問題に関連する部分ですけれども様々な在性的な問題ですとか雇用の問題ですとか
中小企業の経営の問題とか色々なものがあるんですけど、やはり人口問題というのが今の日本が抱える
一番の問題だと捉えているのでここを特化せずにはいられないと考えてこれにいたしました。
望月昌仁 ありがとうございます。おっしゃるとおりのところもあると思います。やっぱりこの日本もそうですし抱えてる
地域や抱えてる課題としてはその人口問題、もしかしたらこれが解決の方向に向かっていけば色々な事が
良くなっていくのかもしれないという思いもあるんですけれども、ただ僕らのJCの運動っていうものが
これから先10年これを掲げてやっていくとして例えば未来学園をやります、3年後も今ここで立てた
ビジョンが人口100万人都市を目指そうというようなことがある中で組み立ていことするとそういう所に
スパイスを入れていく、子供たちにこれからもっと人数を増やさなければいけないと伝える、
そういう事業展開になっていくと思います。そこが人口問題だけでいいのかと思うところです。
10年前に静岡青年会議書が掲げたこのビジョンというのが実はあって多分委員会の方たちは調べている
と思いますがその時のビジョンは｢心豊かな活力あふれるまちの創造」こういうフレーズで10年の指針を
立てて運動を先輩たちが展開をしてきました。こういう縛りの広いもんもんにならざるおえないかなと
僕は想像していたものですからこれを創って制定することによって色々な縛りを将来作ることと同じになる
訳ですよね。なので本当に今ここで決めてしまっていいのかなというのjは正直感じているところでは
あります。
内藤雅敏 ご意見ありがとうございました。例えばこれからの10年の静岡青年会議所というのは1つこれまでの
10年とは違うものがあります。それは10年間ひとつの方向に向かっていかなければならないという
始まりの年が来年になります。じゃあ時の理事長が色々な制約をを受けると言うことも確かに
単年度と言われている静岡青年会議所の中で言われる部分も当然あるかもしれません。

ただ、これを考える上で縛られるか縛られないかという議論は非常に綿密な計画を立ててから
縛っているか、縛っていないかという事がやっと解ってくると思います。
例えば未来学園、先程の人口問題に特化するというような話が仮に意識するとしたら今までは職業体験や
命を大切にするだとかその時々に青少年にとって必要なことをやってきた訳ですけど
その時の当該年度が考えることではあるんですが例えば今人口問題が顕在化しています。
これから青少年として静岡の街の現状をしっかりと意識して自分が大人になったら静岡をこういうふうに
変えていかなければならないんだとそういったような事業展開もできると思います。
ですから当該年度縛るか縛らないかは非常にレベル調整が難しい話ですけれどこの向こう10年というのは
ある程度の制約の中で、ただこの制約があったとしても理事長の考える所信というものは創れるだろうと
いうことで今に至ってる次第でございます。
海野雅夫 確認です。先ほど総会であったり審議に挙げるとういことがありましたがこれからこの「Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ」が
どういう形で議案にのって総会にいくなら総会にいくという経緯を教えていただきたいです。
フロアーメンバーや委員会メンバーに落とす事も僕らの役割であるとも思いますしそこで理事を通して
意見を挙げられるのか挙げられないのか取り入れてもらえるのかそういったところを確認させてください。
武中麻貴 今ここにある「Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ」は合計8回の会議を経て皆さんにご参集頂いて作り上げられてきたものです。
そしてこの先も正副、理事会といった正式なLOMの会議でより良く変化する可能性も残されています。
この「Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ」をつくってきたこの会議メンバーの一人でも多くの思いを最後の最後まで、10年先の
JC、そしてこのまちの未来へ是非繋げていきたいそして最後まで一語一句や一文字問分までも良い言葉に
していきたい。そんな形を考えておりますので是非審議に向けてのこの先の会議の内容をこの会議の
メンバー皆様に開示して説明していきたいと思っております。
一緒に作り上げてきたこの会議メンバーで、そして2014年度の仲間としてまだまだ皆様から随時
ご意見を頂く場をこちらからメーリング等を活用して行きたいと思います。
そしてこの「Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ」というものは決して1委員会の案ではなくすべての会議メンバーで共有していき
最後まで作り上げていく、そして精査していくという形を今後ともできる限りベストなビジョンを作り上げる
為にも皆様の引き続きのお付き合いの程をお願いしたいと思っております。以上になります。
海野雅夫 ありがとうございました。理解させていただきましたのでこれをもって委員会の方に落とさせていただきます。
ありがとうございます。
佐藤智昭 たびたびすいません。今武仲副理事長から説明があったということでこの後専務議案として審議されていくと
思いますが最終的にはこれ自体が会員全員の議案になっていくと思います。それに当たって今未来を
ある程度約束するものとして定款の目的とか、事業の６つのカテゴリーとか長期ビジョンですとか昨年度の
中期ビジョンそれから静岡市が作っている第三次総合計画ですねそういったものも我々の運動には
取り組んで行かなければいけないんですけれども今後の上程で総会の中に組まれていくそういった物の
相関図も含めてみんながこのビジョンに向けて頑張れるんだという道筋を付けていって頂けるような
段階を踏んでいただきたいです。２回しか呼ばれていませんが理事経験者としてここに呼ばれたから
言える意見としましては、理事会というのはひとつの議案を会員メンバーみんなのものにしていく
段階の手段だと思いますのでそういった中でよりわかりやすいもの正直ビジョンだけでなくてプランであったり

計画であったり色んな物が混在しておりますのでそういった物も整理してみんなが解りやす、総会にて
理解を得られやすい流れをつくって頂きたいです。
武中麻貴 貴重な意見ありがとうございます。
もちろんこちらの「Ｆｉｒｓｔ Ｖｉｓｉｏｎ」（案）に関しまして2013年度の静岡市への提言そして
フロンティアプランの長期ビジョン、そして静岡市の第三次総合計画それも織り交ぜてこちらの案には
反映されていますけど今の佐藤さんのご意見ですとなかなかこちらのことがメンバーの方に
ご理解いただけないような設えになっていたのかもしれません。ですので議案の参考資料なり
皆様へのご説明なりどう言ってこうことが反映されどういう事がこういったところにビジョンとして
表現されているのか。そしてそちらの今までの2013年度そして第三次総合計画とフロンティアプランの方を
どういう風な流れでこちらに反映されているのかということも明確にして資料として皆様に解りやすいように
この先整えていくようにさせていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。
花城孝尚 今、退出メンバーがいる中でこのまま会議を進めるのは会議書としてありえないのではないかと思います。
中断して全員が会議場に戻った時点で会議を始めたほうがいいと思いますがどうでしょうか。
武中麻貴 全会議メンバーで最後まで共有し意見を言い合うそして吸い上げてそしてつくっていくという場を理想の
場としていますのでここで一旦休憩します。

内藤雅敏 皆様長らく中断して大変申し訳ございませんでした。本日は終了の時刻となったんですけれども
先ほど武仲副理事長が申しました通り今この場でこれでいいのかという思いを心の中に持っている方も
いると思います。この後、正副、常任、理事会と正規のサイクルに入っていきますが10年間共にする
静岡青年会議所のビジョンとなりますので一言一言、一語一句まで最後まで煮詰めていきたいという
気持ちでおります。今回このような形になってしまいましたがこの後も皆さんから思うところがあれば
ご意見を頂戴してそれを正規のサイクルの中に載せていくという方法で本日は終了したいと思います。
鎌田幸太郎 皆さん本日はお集まりいただきましてありがとうございました。また色々な形で会がスムーズに

進行しなかったことをお詫び申し上げます。
そもそもこのビジョンこれは何で創るんだろうかと、私も2014年度理事長という職をする中でなんとか
未来に向かって繋いでいきたい思いでやってまいりましたが、この静岡青年会議所が2006年に
新設統合という形で今まで9年間歩んでまいりました。今ここに歴代理事長でいらっしゃるのは
幹事三浦新介君しかいないんですけれどもその年その年でこの街をなんとかしていこうとそれぞれがまだ
旧静岡、清水、駿河そういった立場から一つ一つをみんながコミニケーションをとってこの街をつくってきた
次第でございます。そして2015年度来年は10周年です。今までの10年間というのはこのJCが
どう進むべきかということを1年1年本当に噛みしめて相互性を模索しどうしたら静岡のまちが一つになって
このまちに真に必要とされる団体になれるかと考えてきたと思います。
その1年目から8年目までやってきたことを今年集約してそして10年目という節目の年に
この静岡青年会議所がどういった方向性で一つになってこの先10年間の進むべき方向性を決めるかと
考えています。その中で形は今回みたいな形でやっていければと思ったわけですけどせっかくここにいる
みんなのこれまでに頂いた意見であったりそういったものを今一度正副の方も持ち帰らせて頂きまして
今ある形に反映をさせてそしてこの先10年の指針となるべき方向性を示していきますので
どうぞ皆様今後ともご協力お願い致します。
本当に今日までありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
清陀大真 会議結果の報告をアナウンス。
寺田誠 会議結果の報告
皆さん、本日はありがとうございました。
正式な会議の審議サイクルにて最後までブラッシュアップさせて頂きます。
みなさまご協力よろしくお願いいたします。
８、次回開催日の確認
９、閉会宣言
大瀧敬久
一般社団法人 静岡青年会議所 ２０１４年度 第二回ビジョン策定会議を閉会します。

