公益社団法人 日本青年会議所
青年会議所新設に関する規程
第１章

総

則

所である場合は、拡大委員会を設置する事を要しない。

第３章
（推薦会議所の資格）
第７条

（１）本会への登録正会員数が、３０人以上存在する

定款第８２条第２号及び会員資格規則第７条の

こと

規定に基づき、公益社団法人日本青年会議所（以下

（２）本会への入会が承認されてから３年以上経過し

「本会」という）青年会議所新設に関する規程を定め

ていること

る。
２

（３）本会の会費及び負担金を最近３年間完納してい

本規程は、青年会議所の新設に関する手続を円滑に
進めることを目的とする。

３

本規程は、青年会議所の「新設」に関するものであ

ること
２

当該新設に関して解散する会員会議所のエリアが仮
称青年会議所のエリアに含まれる場合においては、前

り、会員会議所新規設立及び２つ以上の会員会議所が
解散し、新規設立する場合とする。
（推薦による設立）
第２条

新たな青年会議所の設立は、会員会議所の推薦

項第１号の規定はこれを適用しない。
（推薦会議所の義務）
第８条

（推薦会員会議所）
新たな青年会議所の設立を推薦する会員会議所

を推薦会員会議所（以下「推薦会議所」という）とい
う。
２

推薦会議所は、新設会議所の財政及び活動につ

き、これを援助するとともにその責任を負わなければ

に基づかなければならない。
第３条

推薦会議所は、次の各号の条件を備えるもので

なければならない。

（目的及び定義）
第１条

ならない。
２

前項の援助及び責任は、本規定第２６条による入会
が承認されてから２年間継続するものとする。

３

推薦会議所が当該新設に関係して解散する会員会議
所である場合は、前項の規定はこれを適用しない。

前項の推薦会議所は、当該新設に関係して解散する
会員会議所であることを妨げない。

第４章

（新設青年会議所）
第４条

設立の準備

推薦会議所の推薦に基づき第１０条による設立

の報告の後、第２７条による入会の認証を受けるまで
の団体を新たな会員会議所（以下「仮称青年会議所」
という）という。
２

推薦会議所

（拡大委員会の任務）
第９条

推薦会議所拡大委員会は、新設会議所を設立し

ようとする地域において、商工会議所等の関係諸団体

新設会議所は「仮称××青年会議所」と呼称する。

の協力を得ながら、青年会議所運動に理解をもち新設
会議所の中心となる者を指導して、準備委員会の結成

第２章

機関の設置

（担当委員会）
第５条

仮称青年会議所の設立に助言と協力を与えると

ともに、新設を促進するために、本会に青年会議所新

に協力する。
２

拡大委員会を設置しない場合は、準備委員会がこの
任にあたる。

（準備委員会結成の報告）
第１０条

は速やかにその旨を、担当委員会に報告しなければな

設に関する事項を担当する委員会（以下「担当委員
会」という）を設置する。
（拡大委員会及び設立準備委員会）
第６条

仮称青年会議所の設立を推薦するため、推薦会

議所にあっては拡大委員会を、仮称青年会議所にあっ
ては設立準備委員会（以下「準備委員会」という）を、
設置するものとする。
２

推薦会議所が当該新設に関係して解散する会員会議

準備委員会が結成されたときは、推薦会議所

らない。
２

前項の報告を受けた担当委員会は、仮称青年会議所
の設立の申請があった旨を、速やかに地区担当常任理
事、ブロック協議会会長及び本会の事務局へ報告する。

（設立の申請）
第１１条

推薦会議所は準備委員会と協力し、担当委員

会の助言を得て、ブロック協議会会長へ仮称青年会議
所を設立する旨の通知をする。

２

（３）事業計画及び収支予算

通知を受けたブロック協議会会長は推薦青年会議所

（４）本会への入会

および準備委員会と協力し、担当委員会の助言を得て、
担当する地区担当常任理事（地区会長）へ本会入会を

（拡大委員会委員の創立総会出席）

申請しなければならない。

第１７条

拡大委員会委員は、創立総会の進行につき助

（拡大委員会の助言と指導）

言と指導をするために、創立総会に出席しなければな

第１２条

らない。

推薦会議所拡大委員会は、担当委員会の助言

と協力を得て、準備委員会に対し、主として次の事項

２

前項の拡大委員会委員は、前項の総会にかかる全て
の議決権を有しない。

につき適切な助言と指導を行う。
（１）青年会議所活動に関する具体的な運営方法
（２）定款及び諸規程の立案並びに起草

第６章

（３）事業及び例会の設定並びに具体的な内容

入会の認証

（４）役員の構成
２

定款は、本会の会員会議所標準定款に準拠しつつ、
地域の実情に応じて立案されなければならない。

３

（入会認証の申請）
第１８条

本会へ入会しようとする仮称青年会議所は、

拡大委員会を設置しない場合においては、第１項の

入会認証を受けようとする理事会の開催予定日の２ヵ

規定は担当委員会と準備委員会との間で直接行われる。

月前までに、本会への入会申請書を担当委員会を通じ

（職務の分担）
第１３条

２

て、会頭へ提出しなければならない。

担当委員会は、設立準備委員会に助言を与え

２

入会申請書には次の書類を添付しなければならない。

るとともに、推薦会議所拡大委員会に意見を具申する

（１）入会申請書（表題部）

ことができる。

（２）創立趣意書

地区担当常任理事は、担当委員会の助言と協力を得

（３）創立宣言文
（４）創立総会議事録

する。

（５）地域概況書

３

て、申請された仮称青年会議所について、入会を審査
ブロック協議会会長は、第２項の地区担当常任理事

（６）設立経過報告書

の職務につき補助を行う。

（７）定款及び諸規程

（準備委員会の例会出席等）

（８）役員名簿並びに会員名簿

第１４条

（９）事業計画書及び収支予算書

推薦会議所は、拡大委員会の助言と指導が円

滑に推進できるように、拡大委員会と協力して、準備

（１０）組織図表

委員会の委員に対し推薦会議所の例会等の行事に出席

（１１）各種推薦書

するように求めなければならない。準備委員会の委員

（１２）推薦会議所の答申書※

は、推薦会議所から前項の出席要請を受けたときは、

（１３）ブロック会長の副申書

出席するようにつとめなくてはならない。

（１４）地区入会審査承認書
（１５）担当委員会調査報告書

第５章

創立総会

２

推薦会議所が当該新設に関係して解散する会員会議
所である場合は、前項の１２号は適用しない。

（地域の概況書）
（創立総会の開催）
第１５条

設立準備委員会は、推薦青年会議所の助言及

び指導に基づき、設立準備委員会の活動の進捗状況に
応じ、創立総会を開催する。
２

推薦青年会議所は前項の助言及び指導について、地
区担当常任理事、及びブロック協議会会長に対して意
見を求めることができる。

第１９条

地域の概況書には、人口、面積、主たる産業、

教育文化の状態、官公庁、金融機関、経済団体、歴史、
将来の構想等につき、できるだけ詳細に記載するもの
とする。
（設立経過報告書）
第２０条

設立経過報告書には、仮称青年会議所設立の

機運から創立総会へ至るまでの全てを経過報告（主要

（創立総会の審議事項）

諸会合及び参加会合等の参加状況）として記載するも

第１６条

のとする。

新設会議所の創立総会において、以下の各項

を議決しなければならない。

（会員名簿）

（１）定款

第２１条

（２）役員

会員名簿には、会員氏名、生年月日、住所及

びその電話番号、勤務先、役職名、勤務先所在地及び

２

その電話番号を記載するものとする。

議所が地区担当常任理事、担当ブロック協議会会長の

役員名簿も前項と同じ内容とする。

助言と協力を得て、多数の会員会議所の会員が参加で
きる日時を選定する。

（推薦会議所の答申書）
第２２条

推薦会議所の答申書には、指導事項及び推薦

理由を明示し記載するものとする。

（認証式の案内状）
第３２条

認証式を行う旨の案内状の発送先は、次のと

（ブロック協議会会長の副申書）

おりとする。ただし、第５号及び第６号の発送先につ

第２３条

いては適宣選別することができる。

ブロック協議会会長の副申書には、現地審査

状況、仮称青年会議所の概況及び推薦会議所の資格条

（１）地区内の会員会議所

件について記載しなければならない。

（２）本会の役員

（担当委員会による調査）

（３）他地区の会員会議所

第２４条

（４）本会の事務局

担当委員会は、入会申請書及び添付書類並び

に仮称青年会議所の実態を調査し、本会の定款及び諸

（５）関係地方自治体の首長及び議長

規程に基づき調査をする。

（６）主な社会・経済・文化団体及び報道機関

（担当委員会の意見具申）

（認証式の費用）

第２５条

第３３条

２

担当委員会は仮称青年会議所入会申請書の確

認証式を行うにあたっては、認証式に参加す

認をするとともに、仮称会議所会員数１０％以上の出

る会員会議所の会員から登録料を徴収することをさま

席をもって申請内容について面談する。

たげない。

担当委員会は、前条に基づいて調査報告書を作成し、

入会申請書に添付する。

認証式の費用は、原則として登録料の範囲内でまか
なわなければならない。

附

（理事会の審議）
第２６条

２

理事会は第２４条及び第２５条の担当委員会

の調査及び審査の結果報告に基づき、仮称青年会議所

則

この規程の変更規定は、平成２２年１０月１６日から
施行する。

の入会認証について審議をし、入会の許否を議決する。
（入会認証の通知）

昭和４１年 １月 １日 改正

第２７条

理事会において入会が承認されたときは、本

昭和４４年１０月 ２日 改正

会は推薦会議所及び入会の認証を受けた新設会議所

昭和４８年１０月１８日 改正

（以下「新設会員会議所」という）に対し速やかにそ

昭和５０年１０月 ８日 改正

の旨を通知しなければならない。

昭和５７年 ４月２４日 改正

（入会不認証の通知）

昭和６２年 ４月１８日 改正

第２８条

理事会において入会が承認されなかったとき

平成 ６年１２月 ３日 改正

は、本会は推薦会議所を経て理由を付した書面ととも

平成 ８年 ９月２１日 改正

に入会申請書及び添付書類を返却しなければならない。

平成１３年１２月 ８日 改正
平成１５年１０月２５日 改正

第７章

入会認証証伝達式

平成１６年 ７月２３日 改正
平成１６年１０月２３日 改正
平成１７年１２月 ３日 改正

（入会認証証の伝達）

平成２０年１０月 ２日 改定

第２９条

平成２２年１０月１６日 改正

新設会員会議所は、入会認証証（以下「認証

証」という）の伝達を受けるために認証証伝達式（以
下「認証式」という）を行わなければならない。
（認証証の様式）
第３０条

認証証の様式は、日本工業規格Ａ列３番の用

紙により、別紙様式第１のとおりとする。
（認証式の日時）
第３１条

認証式は、原則として、本規定第２６条の入

会が認証された日から６ヵ月以内に行わなければなら
ない。
２

認証式の日時の選定は、新設会員会議所及び推薦会

別紙様式第１

入会認証証
第○○○号
×××青年会議所殿
公益社団法人日本青年会
議所第○回理事会におい
て正会員として貴青年会
議所の入会を認証いたし
ます
二〇〇〇年○○月○○日
会頭 ○○○○○○

