
2022年度
ユースチーム静岡総会資料

日時： 6月27日20：00～
場所：オンライン開催（Google Meet）

一般社団法人　日本ボーイスカウト静岡県連盟
ユースチーム静岡

2022年度　ユースチーム静岡総会次第
第一部　開会式
開式のことば
国旗儀礼
議長挨拶

第二部　議案審議
【第1号議案】　2021年度事業報告に関する件
・報告事項：2021年度運営委員による自己評価・反省
【第2号議案】　運営委員の選出に関する件
【第3号議案】　2022年度活動計画、及び予算に関する件
・報告事項：2022年度予算案に関する件

第三部　閉会式
国旗儀礼
閉式のことば
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※ユースチーム憲章の規定ではユースチーム静岡総会は県連総会と併せて開催することに

なっていますが、今年はコロナの影響によりユースチーム静岡総会は県連総会より遅れて

の開催になりました。

第１号議案　2021年度事業報告に関する件
1-1　ユース会議について
【第1回ユース会議】
日時：6月30日20:00~22:00
場所：Zoom
主な議題：ユースチーム静岡夏キャンプについて

【第2回ユース会議】
日時：7月21日20:00~22:00
場所：Zoom
主な議題：ユースチーム静岡夏キャンプについて

【第3回ユース会議】
日時：9月20日21:00~23:00
場所：Zoom
主な議題：RCJ X、100周年記念式典奉仕、次の企画について

【第4回ユース会議】
日時：10月27日22:00~24:00
場所：Zoom
主な議題：次の企画について、SNSの引継ぎについて

【第5回ユース会議】
日時：11月10日22:00~24:00
場所：Zoom
主な議題：100周年記念式典奉仕、対面のユース会議について、次の活動案

【第6回ユース会議】
日時：12月19日10:00~16:00
場所：静岡県青少年会館
主な議題：活動報告、ユースチーム憲章について、ユース名簿、今後の活動について

【第7回ユース会議】
日時：2月20日22:00~24:00
場所：Zoom
主な議題：ベンチャースカウトフォーラム奉仕について、対面交流会計画
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1-2　RCJ行事について
【RCJ総会】
日時：5月29日15:30~17:00
場所：Zoom
主な議題：令和3年度RCJ運営委員の選出

【中部ブロックイベント】
日時：8月28日20:00~22:00
場所：Zoom
主な内容：各県連活動紹介、交流プログラム

1-3中部ブロック会議について
【第1回中部ブロック会議】
日時：5月28日18:00~19:00
場所：Zoom
主な議題：自己紹介、役割決め、ブロック会議日決め

【第2回中部ブロック会議】
日時：6月11日22:00~23:00
場所：Zoom
主な議題：各県近況報告、全国大会の振り返り、第1回RCJ運営委員会の報告、1on1MTG

【第3回中部ブロック会議】
日時：7月16日22:00~23:00
場所：Zoom
主な議題：中部ブロックイベントについて、各県近況報告、RCJ運営委員会から連絡

【第4回中部ブロック会議】
日時：8月20日22:00~23:00
場所：Zoom
主な議題：RCJXについて、各県近況報告、ブロックイベントについて

【第5回中部ブロック会議】
日時：9月10日22:00~23:00
場所：Zoom
主な議題：RCJXについて、各県近況報告、来年度ブロックイベントについて

【第6回中部ブロック会議】
日時：10月8日22:00~23:00
場所：Zoom
主な議題：RCJXについて、各県近況報告、来年度ブロックイベントについて

【第7回中部ブロック会議】
日時：11月14日22:00~23:00
場所：Zoom
主な議題：各県近況報告、来年度ブロックイベントについて、RCJ運営委員会から連絡
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【第8回中部ブロック会議】
日時：12月9日22:00~23:00
場所：Zoom
主な議題：各県近況報告、来年度ブロックイベントについて、RCJXの活動報告

【第9回中部ブロック会議】
日時：1月20日22:00~23:00
場所：Zoom
主な議題：各県近況報告、来年度ブロックイベントについて、RCJ運営委員会から連絡

【第10回中部ブロック会議】
日時：2月11日22:00~23:00
場所：Zoom
主な議題：RCJガイドブック、各県近況報告、来年度ブロックイベントについて、意見交換会、RCJ
運営委員会から連絡

【第11回中部ブロック会議】
日時：3月18日22:00~23:00
場所：Zoom
主な議題：各県県代表選出状況の確認、各県近況報告、来年度ブロックイベントについて、RCJ
運営委員会から連絡

1-4　実行委員会編成プロジェクトについて
【U35交流会】
日時：7月14日
場所：静岡青少年会館チャータールーム
主な議題：ユース未加入県内RSの勧誘、ユースチームの活動紹介、交流

【VSフォーラム】
日時：9月8日
場所：静岡青少年会館チャータールーム
主な議題：VSフォーラムの円滑な進行のためのアドバイス、VSへのユースチームの認知

【静岡県連100周年記念式典奉仕】
日時：11月28日
場所：ホテルアソシア静岡
主な内容：司会、メッセージ音読、会場奉仕

1-5　その他
【月1オンライン交流会】
日時：毎月最終週木曜日　21：00～
場所：オンライン開催
主な内容：ユースチーム静岡メンバーや新規メンバーとの交流

【ユースチームタイムズ】
日時：毎月10日発行
場所：静岡県連盟HP
主な内容：ユースチーム静岡メンバーによる広報誌の制作と発行
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【対面交流会】
日時：3月19日
場所：静岡県青少年会館、安倍川公園
主な内容：運動会、ARC定例会参加報告

1-6　前任役員による自己評価・反省
自己評価・反省

議長

山田哲也
（浜松14団）

引き継いだ身であったのでまずは活動実績を作ることを第一に考えて
行動した。特に一昨年度はコロナ禍の影響もあり活動があまりできて
いなかったため挽回する必要があると強く考えてしまった。夏キャンプ
の計画は立てたが結局中止となってしまったので現在も行っている月
1交流会やユースチームタイムズなどの継続性のある活動をこの先は
中心的に行っていきたい。
また昨年度は他の運営メンバーに助けられる場面が多かった。今年度
はもう少し議長としての責任感を持ってユースチームの活動を活発に
していきたい。

副議長

小林理来
（三島14団）

副議長を前期より勤めさせていただきました、参加できる活動へはでき
るだけ参加することができました。仕事としては何もできず、他のメン
バーが進めた活動に参加するだけとなってしまいました。誠に申し訳な
いです。今年度は参加が厳しくなってしまうかもしれませんが、できる
だけ出れるようにしたいです。一年間ありがとうございました。

副議長

中嶋みと葉
(浜松12団)

組織の再興に努めた。現状ある資料や知識や人脈を最大限活かし、
新たに交流会や広報誌執筆等の活動を展開することで、ローバー活
動に積極的なスカウトを増やすことが出来たと思う。
今後はアクセルを踏みすぎず、一歩一歩着実に進んでいけるようにし
ていきたい。

副議長

宮地飛鳥
(富士10団)

議長を降り副議長に就任したが、会議含め全ての活動に参加出来な
かった。実際は1年間活動に参加をしサポート及び、確実な引き継ぎし
た上で退任をするべきではあるが、私生活の都合上今回で運営を降り
させていただきます。
運営は降りるがユースとして名前は残す予定なので、今後時間があえ
ば活動に参加し支援をしていけるようにしたい。

RCJ代表

山田夕理
(沼津19団)

RCJ静岡県代表として、毎月行われるRCJ中部ブロック会議に参加
し、各県の県代表と活動報告や情報共有をすることができた。また、そ
こで得た情報をユースチーム静岡のグループチャットに共有し、イベン
ト等の参加を促し、何名かの参加者を募ることができた。反省点として
は、代表になった当初から、自分自身が積極的に中部ブロックや全国
のイベントに参加していく事で、周りのスカウトの参加を促していけれ
ばよかったと思う。今後は、少しずつでも、周りのスカウトを巻き込んで
様々な活動をしていきたい。

会計

木村直音
(三島5団)

新しく出来た役職の2年目を継続で担当した。前年度の経験もあり、県
連助成金の管理・運用については問題無く出来た。しかし一昨年度か
ら続くコロナ禍により、平年通りの頻度で対面の活動はまだ出来てい
ない為、今後世情が回復していった時のための前例が残せていないこ
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とが悔やまれる。反省点としては、運営メンバーに助成金の運用方法
や予算・決算の各項目の意味などの説明が不十分で困惑させてしまっ
たタイミングがあった。
今年度から運営メンバーから離れてしまうが、経験者として役に立てる
時があれば協力していきたい。

第2号議案　運営委員の選出に関する件
ユースチーム静岡憲章第6条及び第７条に基づき、以下の通りお諮りいたします。

【候補者】
・議長　　　
山田　哲也　（やまだ　てつや）　　　　浜松地区浜松第14団　RS　　（留任）

・副議長
中嶋　みと葉　（なかじま　みとは）　　浜松地区浜松第12団　RS　　（留任）
山田　夕理　（やまだ　ゆり）　　　　　沼駿地区沼津第19団　RS　　（新任）

・マネージャー
中嶋　みと葉　（なかじま　みとは）　　浜松地区浜松第12団　RS　　（新任）

・RCJ代表
駒走　聡俊　（こまはしり　そうしゅん）伊豆地区三島第3団　  RS　　（新任）

・運営補佐　　
小林　理来　（こばやし　りく）　　　　伊豆地区三島第14団　RS　　（新任）
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・広報　
山田　夕理　（やまだ　ゆり）　　　　　沼駿地区沼津第19団　 RS　　（新任）

・会計
大場　圭一郎　（おおば　けいいちろう）静岡地区静岡第14団　 RS　　（新任）

第3号議案　2022年度活動計画、及び予算に関する件
3-1　今年度活動について
【ユース会議】
日時：未定
場所：静岡青少年会館もしくは　オンライン開催
主な議題：活動の立案・計画、ユースチーム運営について

【月1オンライン交流会】
日時：毎月最終週木曜日　21：00～
場所：オンライン開催
主な内容：ユースチーム静岡メンバーや新規メンバーとの交流

【ユースチームタイムズ】
日時：毎月10日発行
場所：静岡県連盟HP
主な内容：ユースチーム静岡メンバーによる広報誌の制作と発行

【エキスポ出展】
日時：5月28日~29日
場所：全国大会2022（アクリエ姫路）
主な活動：全国大会のエキスポに出展、ユースチーム静岡の広報

【ステッカー制作プロジェクト】
日時：4月～5月
場所：全国大会（物販）
主な活動：静岡をモチーフとしたステッカーを制作・販売
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【ジャンボリー会場整備】
日時：7月2日~3日
場所：三島市立箱根の里
主な内容：ジャンボリー会場整備の奉仕、仏取の会との交流

【富士登山】
日時：8月
場所：富士山
主な活動：富士山登頂を目指し登山を行う

【ネッカチーフ制作プロジェクト】
日時：4月～
場所：未定
主な活動：会員発案プロジェクト、ユースチーム静岡のネッカチーフを制作

【ハイキングプロジェクト】
日時：10月
場所：未定
主な活動：会員発案プロジェクト、スリランカのハイキングを参考に実施

【野外交流会】
日時：11月
場所：未定
主な活動：交流を深める、BBQ

【スキー・スノボ訓練】
日時：2月
場所：未定
主な活動：スキー・スノーボード訓練、他県連と合同で実施予定

3-2　持ち寄り企画の手続き方式について
・県内RS全体企画について
企画書提出（開催３か月前）→ユース委員会との計画書、募集要項の調整→
県連計画書提出、募集依頼（開催２か月前）→募集締め切り（開催２週間前）→
開催→報告書提出（開催後１か月以内）

・ユースチーム内のみの企画について
企画書提出（開催２か月前）→ユース委員会との調整→
計画書開示（開催１か月前）→募集締め切り（開催２週間前）→
開催→報告書提出（開催後１か月以内）

3-3　2022年度予算案に関する件

・収入の部（単位：円）

科目 2021年度予算 2021年度決算 2022年度予算 備考

県連補助金 70,000 70,000 70,000 県連よりユースチーム静岡助成金

活動参加費 25,000 0 50,000 交流会、イベント等（2021年度
@1000×10名×２回、2022年度＠
1000×10名×４回）
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物販利益 30,000

総合計 95,000 70,000 150,000

・支出の部（単位：円）

科目 2021年度予算 2021年度決算 2022年度予算 備考

会議交通費 44,000 27,620 0 ユースチーム会議チーム員旅費
（年間４回×@11,000）
2022年度は活動費に回すために
なし

活動費 30,000 19,040 135,000 活動参加費（徴収分）＋補助金

備品費 10,000 2,994 5,000
事務用品費 3,000 0 3,000
消耗品費 0 0 0
その他雑費 3,000 0 2,000
予備費 5,000 0 5,000

総合計 95,000 49,654 150,000

・2022年度予算活動費内訳

項目 金額 詳細

ステッカー製作費 13,000円 全国大会にて販売するステッカーの材料費

ネッカチーフ製作費 15,000円 ユースチーム静岡のネッカチーフ制作の材料費

富士登山実施補助 30,000円 一部参加費を補助

スキー訓練実施補助 30,000円 一部参加費を補助

交流会実施補助 7,000円 一部参加費を補助

その他プロジェクト補助 40,000円 会員が発案したユースチーム静岡としてのプロジェクトへ補助

合計 135,000円

【参考資料】

ユースチーム静岡　憲章
第1条　(名称)

この組織はユースチーム静岡と称する。

2.英文表記はThe Youth Team of Shizuokaとし、略語としてYTSと称する。
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第2条　(目的)

静岡県内のユース年代に、スカウト教育法を基本とした冒険的で魅力あるプロ

グラムの提供と活動の場を共に企画・運営し、次世代の静岡県連盟の礎を築く

ことを目的とする。

第3条　(構成)

この組織は、18歳以上35歳以下で、ローバースカウト又は指導者として静岡県

連盟に加盟員登録する者によって構成する(以下「構成員」という)。

2.但し、静岡県連盟に加盟員登録をする17歳以上のベンチャースカウトのうち当

該年度中に18歳を迎える者で、この組織の構成員として加入する事を希望した

者を構成員とする事ができる。

3.他の県連盟に加盟員登録をする者で本憲章3-1を満たすものの内、この組織の

構成員となる事を希望したものは構成員とすることができる。

第4条　(活動)

静岡県のユースに対して情報交換の場を提供し、各メンバーの活動を支援す

る。

2.静岡県のユースの意思を決定し、表明する。

3.その他目的達成に必要な活動を行う。

　　　　4.情報の共有として、ホームページやフェイスブックページ等を活用する。

第5条　(総会)

この組織は原則1年に1回静岡県連盟の総会に併せて総会を開催する。

2.ユースチーム静岡の構成員は総会に誰でも参加できる。

3.参加者は発言し、決議に加わる。

4.決議は参加者の過半数の賛成をもって可決する。

5.総会における決議事項は次の通りとする。

(1)前年度の活動報告、及び決算

(2)運営委員の選出

(3)当年度の活動計画、及び予算

(4)その他重要な事項

第6条　(運営委員会)

この組織は、運営を円滑に行うために運営委員会を設置する。

2.運営委員会には運営委員、アドバイザーの他、議長の指名する者が参加でき

る。

3.運営委員会は議長が必要に応じて開催する。

4.運営委員会の構成は次の通りとする。

(1)議長 (1名)

全体会、運営委員会をまとめ、ユースチーム静岡を代表する。

任期は1年とし、再任を妨げない。

(2)副議長 (若干名)

議長を補佐し、議長が不在のときはこれを代理する。

任期は1年とし、再任を妨げない。

(3)運営委員 (若干名)

運営委員会の中で必要とされた役務を分掌して担当する。

任期は1年とし、再任を妨げない。
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第7条　(運営委員の選出)

この組織は運営委員会の委員を総会において選出する。

2.運営委員会の中から本憲章6-4に定める構成を互選によって決める。

3.必要な場合はユース会議で適宜選出することを可能とする。

第8条　(アドバイザー)

この組織は、運営に関わる助言を求める者としてアドバイザーを選任する。

2.任期は1年とし、再任を妨げない。

第9条　(青年参画)

この組織は、青年の意思決定への参画を促進する。

第10条　(経費)

この組織の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第11条　(憲章改定)

憲章改定については、総会の決議で決定する。

(付則)

本憲章は平成25年４月１日をもって成立し、施行する。

（付則）

本憲章は2019年5月18日から施行する。
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