令和３年度
日本商工会議所青年部
を知る

ガイドブック
ワクワクする未来を創る
YEG

日本商工会議所青年部 とは
商工会議所青年部（YEG）
は、次代の地域経済を担う青年経済人の相互研鑽の場として、
また、資質の向上と会員相互の交流を通じて、
自企業の発展と豊かな地域経済社会を築く
ことを目的に、令和3年4月現在、全国470カ所の商工会議所に設置され、
日本YEG加入
青年部は415カ所を数えます。
YEG活動の中心は、企業経営の勉強の場であり、交流を通じて企業の発展、青年経済人
の立場から企業や地域を取り巻く諸課題解決のための意見・建議活動の実施などです。
現在、
こうした活動を通じて、地域の活性化ならびに商工会議所の組織強化に寄与など、
YEGに対する期待は、
ますます大きくなっています。

2021年度スローガン

令和３年度会長 吉川正明
全国の連合会組織である日本ＹＥＧは、地元で活躍する
単会を支え、貢献していくことが一番の務めであると考え
ております。そのためにも、
「交流と研鑽の機会の提供」と
「有益な情報発信」、
「全国のメンバーの生の声を取りまと
めての提言活動」など、
日本ＹＥＧのスケールメリットを活
かした様々な活動を通じて皆様に貢献し、共に成長できる
組織を目指していきたいと考えております。
また、令和３年度は、
「ＦＯＲ ＡＬＬＹＥＧ 〜成長への貢献、
地域と共に、
ワクワクする未来を〜」というスローガンを
掲げさせていただきました。
単会の成長とは、会員自身の「スキルアップ」、会員企業
の「業績向上」、
そして会員が拠点を置く
「地域の発展」
であると考えます。
日本ＹＥＧが全国の連合会組織として、
この「単会の成長」
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にどれだけ貢献できるか、
どれだけ明るい未来を創り上
げられるか、
ということが我々に課せられた使命だと思っ
ております。
全国のＹＥＧメンバーが、
それぞれの地域で、
「ＹＥＧに入
会していて良かった」と思える活動をしてまいります。
今回発生した新型コロナウイルス問題は、多くの中小企
業が経営悪化に苦しむ異常な事態となってはおりますが、
一方で新時代に向けた改革のチャンスでもあります。
私たちＹＥＧがその改革の先導者として行動し、様々な
新しい活動、新しい常識を作り上げていくことが求めら
れます。
全国415単会、約32,000名のメンバーと共に、
「ワクワ
クする未来」を、共に創ってまいりましょう。
１年間、
どうぞよろしくお願いいたします。

交流と研鑽の機会の提供

有益な情報発信

政策提言活動

ビジネス交流会や経営に関する勉
強会、
オンライン講演会などを通じ
て、地域の枠を超えた多くの交流と
研鑽の機会を提供します。

各種事業のみならず、
ホームページ
やSNS、動画配信などを最大限駆
使し、全国のメンバーに直接有益な
情報を届けます。

全国のYEGメンバーの意見を集約
し、
日本YEGとして日本商工会議所
（親会）
に政策提言を行います。

令和３年度 運営方針
令和３年度のＹＥＧでは、
「全国の単会のためになる活動」
「日本ＹＥＧだからこそできる活動」にこだわり、
以下の運営方針のもと活動していきます。

1 広報・ブランディング活動

日本ＹＥＧの活動を単会のメンバーにあらゆる手段
を講じて伝え、全国のＹＥＧメンバーがメンバーであ
ることのメリットを直接的に感じることができるような
活動をしてまいります。
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経営者としての自己研鑽・スキルアップ

メンバーの自己研鑽・スキルアップに役立つような
各種研修事業を企画・開催し、
オンライン研修会や
動画配信なども積極的に取り入れます。
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提言活動・提言普及活動

4 ビジネス活動

5

交流・組織力強化
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新しいYEG活動の在り方の追求

青年経済人らしい提言を国に届けるべく、親会(日
商)と連携していきます。
また、全国のYEGメンバー
がそれぞれの地域で、地元のために提言活動が行
えるよう、様々な情報発信やノウハウの提供をして
いきます。

日本YEGと単会との交流はもちろん、単会同士の
交流促進を図ることで、各単会の組織力アップに
貢献いたします。

YEG活動の根幹はビジネスです。自企業の発展の
ため、各種事業(同業種交流・異業種交流・多国間
交流)を更に磨き上げ、
「ビジネスの成果」にこだわ
った活動をしていきます。

各種大会の運営

全国大会、全国会長研修会、
ブロック大会におけ
る企画・運営を主管YEGと協力し行っていきます。
また、大会の目的や式典の在り方等については常
に検証を重ね、
そこで得たノウハウ等を全国の単会
と共有していきます。

日本YEGとして、
コロナ禍における新しい会議体、
新しい事業、新しい交流の形など、新しいYEG活
動の在り方を模索・追求し、
それを全国へ展開して
いきます。
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各委員会紹介

総務委員会

令和3年度の運営方針を形にするため、
８つの
委員会で精力的に活動しております。
各委員会の事業を通じて、
ワクワクする未来を
創っていきます。
委員長
佐治覚栄

会員総会、役員会等の準備・設営
規約、規程、各種マニュアルの見直しや更新
災害時の対応窓口
青年経済４団体、他団体との交流窓口及び関係の構築
９月役員会(深谷・300回記念)の企画・設営
【委員長より一言】
代表理事、単会会長の皆さん、
今までにない日本YEGの会議を
担当常務理事 一緒に作っていきましょう。
大内淳子
よろしくお願いします。

広報★ブランディング委員会

委員長
宮本総子

委員長
中山紘行

◎ 海外とのビジネスチャンスの創出
◎ 海外視察事業、海外交流事業の企画、運営
◎ 海外における経済諸団体との交流
◎ 海外進出・海外活用におけるノウハウの提供
及び事業開催
担当副会長
神林拓馬

【委員長より一言】
海外ビジネスの良さを、
皆様にお届けして
まいります ！

ビジネス交流委員会

委員長
矢野智一

★ＨＰ,石垣などを通じた広報活動、対外的ブランディング
★ＳＮＳ等各種媒体を活用した情報発信
★全国会長会議の設営
★未加盟単会への加入促進
★１月役員会(久留米)における併設事業の企画・運営

◎異業種交流会、業種別交流会の開催、企画運営
◎会員のビジネス活動を向上させるための情報収集及び発信
◎ＹＥＧモールなど、過去に作ったサイトやシステムの検証
◎会員企業の視察事業の開催
◎会員間のビジネスマッチングの促進

【委員長より一言】
FOR ALL YEGのため、黒子の中の
担当副会長 スター★を目指します。共に挑んでくだ
大日方敢 さる方を心からお待ちしています♪

【委員長より一言】
ビジネスあってのYEG活動。
みなさん一緒にビジネスしま
しょう！

企画委員会

委員長
小野知一郎

◎各種大会や周年事業などの記念式典の運営サポート
◎令和５年度全国大会・全国会長研修会の現地視察
◎各種大会の手引書の見直し
◎ブロック大会における日商会頭挨拶の映像制作
◎全国大会、全国会長研修会、ブロック大会の主管地との調整
担当副会長
大日方敢

研修委員会

【委員長より一言】
ワクワクする未来を共に！

委員長
齋藤健吾

◎翔生塾の企画、運営
◎日本ＹＥＧ内部の各種研修の企画・運営
◎ビジネスプランコンテストの企画、運営
◎全国会長研修会における研修の企画、運営、主管地との調整
◎会員に対する各種研修事業の実施、提供(動画配信等)
担当常務理事
篠田佳宗
３

国際ビジネス委員会

【委員長より一言】
ワクワクする研修を
作ってまいります ！

担当副会長
福森康郎

みんなの政策提言委員会

委員長
古屋英将

◎政策提言に関する各単会からの情報収集
◎単会の声を取りまとめ、
日商への政策提言、意見具申
◎議会関係者および行政関係者との交流および直接意見
◎政策提言活動の啓蒙促進を目的とした「郷創塾」の開催
◎風会議の企画・運営、単会サポート
担当常務理事
中村守

【委員長より一言】
政策提言 for Everybody！！

組織力活性化委員会

委員長
吉川裕太

◎ＹＥＧ大賞の企画、運営
◎全国の単会事業の情報収集および取材
◎単会、道府県連、ブロック主催事業に対する後援等の窓口
◎単会同士の交流促進、全国大会における単会交流事業の開催
◎６月役員会(土浦)における併設事業の企画・運営
◎日本ＹＥＧと単会との交流促進および連絡窓口
【委員長より一言】
担当副会長 単会のワクワクお手伝いします。
西村昭宏 一緒に単会を盛り上げましょう！

日本YEG 出向者の活動
日本YEG出向者は、全国各地より輩出された300名弱のメン
バーで構成されており、全国の連合会組織の一員として、全国
のメンバーのために活動をしております。
その活動を通じて、出向者自身も全国レベルでの交流と研鑽の
機会を得られ、大きく成長することができます。

役員会

委員会活動

全国のＹＥＧメンバーのために何が
できるか、各委員会が本気になって
事業の企画、作り込みを行います。

全国から各都道府県の代表
理事が
集結し、
日本ＹＥＧの活動について
熱い議論を交わします。

全国の仲間たちとの交流

ＹＥＧの本質は交流と研鑽です。地元から
一歩外へ出ると、素晴らしい仲間がたくさん
いて、多くの刺激をうけることができます。

グルメ

出向先でご当地グルメを食
べつくす！
これも出向の魅力です(^^
)♪
体重管理には十分注意しま
しょう！

観光

行かない場所に
出向じゃなければなかなか
かくだから少し
行けるのが出向の魅力。せっ
観光していくのもアリ♪

４

出向は、素晴らしい学びと気づきが
とても多く、
自分自身を大きく成長さ
せてくれるステージです！

出向経験者に聞く 出向の魅力
和歌山YEG

内藤 ひさみ

日本中に家族のような仲間ができました

出向での一番の思い出を教えて下さい

全国メンバーへのメッセージ

平成２８年度の私が初出向のときに、東北ブロック
会長会議で、
自分の出向の経験をスピーチさせて
頂いた事です。
生まれて初めて、
たくさんの皆さん(しかも会長さん
達)の前で話すチャンスを頂きました。足も声も震え
て仕方なかったですが。。
皆さんに暖かく聞いてもらって感動しました。出向
先でないとできない大切な経験になりました。

私は、
日本ＹＥＧは、
雲の上の存在だと思っていま
した。お金と時間に余裕がある方が行くものだと。
でも、現実は違います。皆さん仕事がある中、時間

出向して良かったことは？

を作って、
人を育てて、
激しく努力する方ばかりでし
た。
そして、出向すると。。
そんな方々と、
深い絆でつ
ながることになります。
私は、
日本中に家族のような仲間ができました。

ぜひ、
この絆を、
経験を、
1人でも多くのメンバー
に体感して頂きたいです。

私は、
平成２８年・２９年・令和元年度と３回出向し
ていますが、
全てネットワーク委員会という、
日本
ＹＥＧの会長に随行して単会訪問をするという委員
会に所属しました。

まず、
日本ＹＥＧの会長や執行部の方々のお話しを
たくさん聞けた事が大きな経験になりました。
お商売で、
人生で、
大切な事を数多く教えて頂き、
体感させてもらいました。そして、日本中の単会メン
バーさん達との交流も、
大変勉強になりました。

松阪YEG

片上 聡一郎

松阪YEG

片上 聡一郎

メンバーとの交流は、
自分をさらなる成長へと導いてくれます

出向での一番の思い出を教えて下さい

全国メンバーへのメッセージ

平成２９年度政策提言委員会に出向の際、
初の
政策提言研修会
「郷創塾」
を開催させて頂いた

日本ＹＥＧへの出向は、
時間とお金の工面は確

ことです。政策提言への気運も高まっていたこと
もあり、
定員を大幅に超える人数で開催させて
頂いた喜びは今も忘れることはありません。
またこのような形で全国に新しい風をお送りす
る事が出来たことで、新しいＹＥＧの存在意義を
共有出来たのではないかと思っています。

出向して良かったことは？
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平成２７年度研修委員会、
平成２９年度政策提言
委員会と日本ＹＥＧには２度出向させて頂いてい
ますが、
平成２７年度には、
単会メンバーがビジ
ネスプランコンテスト大賞を獲得出来たこと、
ま
た昨年度より単会内でも政策提言委員会が設置
されるなど、
それぞれの事業について単会に持ち
帰る事が出来て良かったと思っています。
また全国大会や全国会長研修会、
ブロック大会な
ど様々な事業に参加させて頂く裏で、
皆さんを大
会へお招きするために汗を流す主幹地単会メン
自分たちもそ
バーさん達との交流は心熱くなり、
れに応えていきたいと思わせてもらいました。

かに必要です。

しかし、
そのチャレンジを越えて出向してくるメ
ンバーとの交流は、
自分ももっと出来ると奮い
立たせてくれるものであり、
さらなる成長へと
導いてくれる存在でもあります。

生涯の友と言える仲間との出会いは、
きっとこ
れからの皆さんの力になると信じています。
一歩踏み出すまでは、
勇気が要りますが、
出て
みればあっという間の1年です。
あなたもワクワクの世界へ踏み出してみません
か？

