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青年会議所（ＪＣ）について

１９４９年、戦後の混沌とした時代背景の中、責任感と情熱を持った青年
有志達により日本で初めての青年会議所として、東京青年商工会議所が設
立されました。
以来、東京青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、
様々な活動・運動を行ってきました。また、東京青年会議所は、人種、国
籍、性別、職業および宗教の区別なく自由な個々の意思により入会したメ
ンバーで構成されています。

●日本青年会議所とは

その後、次々と各地に青年会議所が誕生。１９５１年には全国各地で活動
していた青年会議所が集まり、全国的運営の総合調整機関として日本青年
会議所（ＪＣＩ日本）が設けられました。当時は１０ＬＯＭ（地区青年会
議所）、５０６名でしたが現在は６８４ＬＯＭ、約３０，０００名（２０
２２年１月時点）で構成されています。以来、日本の青年会議所運動の枢
軸として各地の青年会議所と連携し活動を展開しています。

●東京青年会議所とは



全国大会について

公益社団法人日本青年会議所が主催する、当該年度の日本青年会議所が１年
の活動の集大成として発信する場です。
全国大会の開催地は毎年異なり、２０２３年開催の第７２回大会は１９９１
年に開催された第４０回全国大会以来３２年ぶりの東京での開催となります。

●全国大会とは

回 年 開催地

７２ ２０２３ 東京

７１ ２０２２ 大分

７０ ２０２１ 宇都宮

６９ ２０２０ 札幌

６８ ２０１９ 富山

６７ ２０１８ 宮崎

６６ ２０１７ 埼玉中央

６５ ２０１６ 広島

６４ ２０１５ 八戸

６３ ２０１４ 松山

６２ ２０１３ 奈良

４０ １９９１ 東京

＜直近の全国大会＞

広島大会の様子

おおいた大会のロゴとちぎ宇都宮大会の様子

名古屋大会の様子



第７２回全国大会東京大会について

開催期間

大会テーマ

主催

主管

２０２３年１０月６日（金）～８日（日）

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人東京青年会議所

後援 東京都（予定）

●大会概要



①幸福な都市へ

②東京だからこそできる、全国の地域との共存共栄

③持続可能な大会構築

第７２回全国大会東京大会 開催理念



２０２０年９月にユニセフより発表された「レポートカード」によると、日本における子

供の幸福度はＯＥＣＤ（３７ヵ国）中、身体的健康で１位、精神的幸福度３７位、総合２

０位という結果となり、健康で不幸という日本の現状が露わとなりました。

また、国連の「世界幸福度ランキング」においても、日本の幸福度は、先進国中最低レベ

ルとなっています。

量を追い求める時代が終焉に向かっている中、

質を追求した個々の幸福に目を向けた社会を創造して参ります。

幸福な都市へ

第７２回全国大会東京大会 開催理念



世界規模の感染症蔓延により、人々が新たな生活様式を迫られることで、開疎化へと進

んでいく事が予想されます。

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の活用によって、製品やサービスとともに、

業務そのものや組織を変革する政策を打ち出し、日本の首都東京から全国の地域との共

存共栄を目指します。

「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」

令和という新たな時代で、我々ができることは何か。

全国大会のあるべき姿は、全会員に気づきと学びをＬＯＭに持ち帰ってもらうことです。

その起点は、人。すべては人の想いが織りなす社会です。

焼け野原で青年が立ち上がったように。

東京だからこそできる、全国の地域との共存共栄

第７２回全国大会東京大会 開催理念



２０２０年初頭に新型コロナウイルス感染症が、日本だけでなく世界を巻き込むパ

ンデミックが起こりました。青年会議所を取り巻く環境も大きく変わり、パートナー

シップ連携やＬＯＭの人的・金銭的リソースを考慮せざるを得ない状況です。

近年は主管立候補のＬＯＭが少なくなってきている現状があり、主管ＬＯＭにかか

る人的負担や金銭的負担、主管地域の会場や運輸・宿泊のキャパシティの限界を考え

る必要があります。

会員の登録料に加えて、協力団体や行政、協賛企業からサポートを受け大会を構築

するとともに、地域の魅力発信や経済効果を生み出す記念事業をうことで、予算を抑

えながらも全国大会の機能を損なうことのない大会を構築し、大都市圏でない地域で

も開催できる大会を示し、持続可能な大会とします。

持続可能な大会構築

第７２回全国大会東京大会 開催理念



●主管益

●地域益

●参加者益

●社会益

●主催者益

JCI日本の益

・東京開催によって産・官・学の連携を深め、

強靭なパートナーシップを構築

・全国組織であることの再認識と恩送り

・次年度への伝達と継承

JCI東京の益（LOM・メンバー）

・認証番号001のJCI東京から日本を変える機会

・JCI東京のブランド構築

開催地域の益

・交通インフラがもらたす、

地域経済活性化ビジョンの可能性

・東京２３区の持続可能な社会の構築

各地から参加するJCメンバーの益

・我が国最大の巨大経済圏である東京開催による、

新たなビジネスチャンス

・全国で同じ理想を掲げるメンバーとの

パートナーシップの構築
社会全般にとっての益

・東京から全国に幸福中心社会を示すことで、

量から質の社会へ移行を早める

・東京から地方との共存共栄を示すことで、

一極集中の是正

もたらされる５つの益について



事業名 時間 場所 参加対象者 人数

ＷＥＢ配信
９／３０

２３区長会会長表敬訪問
（主管）

１３：００～１３：２０ 江東区役所
ＪＣＩ日本役員 ・関東地区担当常任理事

ブロック協議会会長・主管青年会議所理事長
１０名

東京都表敬訪問
（主管）

１４：００～１４：３０ 東京都 都庁
ＪＣＩ日本役員・関東地区担当常任理事

ブロック協議会会長・主管青年会議所理事長
１０名

会頭記者会見（副主管） １４：４０～１５：００ 東京都 都庁 ＪＣＩ日本役員 ・主管青年会議所理事長 ５名

１日目
１０／６
（金）

記念事業（主管） １１：００～１８：００
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

各地青年会議所会員・一般市民 約３，０００名

大会成功祈願（主管） ９：３０～１０：１０ 明治神宮
ＪＣＩ日本役員・ＪＣＩ日本事務局長・東京ブロック会長

全運議長・主管ＬＯＭ理事長・実行委員長
約５０名

記念事業開会式（主管） １１：３０～１２：３０
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

行政関係・各地青年会議所会員 約１，０００名

スタートアップセミナー １３：００～１４：００
東京ビッグサイト
（南２ホール）

次年度ブロック会長・次年度理事長
次年度役員・次年度議長委員長

約１，０００名

ＪＣＩ日本各委員会
（副主管）

１４：２０～１６：００
東京ビッグサイト
（会議棟・ＴＦＴ）

出向者 約１，４００名

オープニングセレモニー
兼レセプション（副主管）

１７：００～１９：００
東京ビッグサイト
（南１ホール）

ＪＣＩ日本役員・全運・主管・副主幹・出向者
各地青年会議所会員

約１,０００名

２日目
１０／７
（土）

記念事業（副主管） １１：００～１８：００
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

各地青年会議所会員・一般市民 約３，０００名

理事会（副主管） ９：００～１２：００
東京ビッグサイト

（レセプションホール）
理事会構成メンバー 約７００名

総会（副主管） １３：３０～１５：３０
東京ビッグサイト
（南２ホール）

ＪＣＩ日本役員・理事長 約１,４００名

メインフォーラム（主管） １６：３０～１８：００
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

各地青年会議所会員 約２，５００名

３日目
１０／８
（日）

記念事業（主管＋副主管） １１：００～１８：００
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

各地青年会議所会員・一般市民 約３，０００名

フォーラム（副主管） １１：３０～１２：３０
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

各地青年会議所会員 約１，０００名

歴代会議（主管） １４：００～１４：３０
東京ビッグサイト
（会議棟）

歴代会頭・専務 約５０名

大会式典（主管と副主管） １５：００～１６：５０ 日本武道館

内閣総理大臣・関係省庁・関係諸団体・賛助会員
ＪＣＩ日本歴代役員・ＪＣＩ日本役員・各地青年会議所理事長

ＪＣＩ関係役員・実行委員長・ＪＣＩ日本次年度役員
次年度主管青年会議所理事長・次年度実行委員長
各地青年会議所会員・２０２３年度ＪＣＩ日本役員

各地青年会議所会員

約１０，０００名

卒業式（主管と副主管）
１７：００～１８：００ 日本武道館 各地青年会議所会員 約１０，０００名

クロージング（閉会式）
（主管）

１８：３０～１９：１０ 日本武道館 ＪＣＩ日本役員・全運・主管・副主幹・各地青年会議所会員 約１０，０００名

大会スケジュール（案１） 東京ビッグサイト
日本武道館



事業名 時間 場所 参加対象者 人数

ＷＥＢ配信
９／３０

２３区長会会長表敬訪問
（主管）

１３：００～１３：２０ 江東区役所
ＪＣＩ日本役員 ・関東地区担当常任理事

ブロック協議会会長・主管青年会議所理事長
１０名

東京都表敬訪問
（主管）

１４：００～１４：３０ 東京都 都庁
ＪＣＩ日本役員・関東地区担当常任理事

ブロック協議会会長・主管青年会議所理事長
１０名

会頭記者会見（副主管） １４：４０～１５：００ 東京都 都庁 ＪＣＩ日本役員 ・主管青年会議所理事長 ５名

１日目
１０／６
（金）

記念事業（主管） １１：００～１８：００ 有明体操競技場 各地青年会議所会員・一般市民 約３，０００名

大会成功祈願（主管） ９：３０～１０：１０ 明治神宮
ＪＣＩ日本役員・ＪＣＩ日本事務局長・東京ブロック会長

全運議長・主管ＬＯＭ理事長・実行委員長
約５０名

記念事業開会式（主管） １１：３０～１２：３０ 有明体操競技場 行政関係・各地青年会議所会員 約１，０００名

スタートアップセミナー １３：００～１４：００
東京ビックサイト

（南２ホール）＋WEB
次年度ブロック会長・次年度理事長
次年度役員・次年度議長委員長

約１，０００名

ＪＣＩ日本各委員会
（副主管）

１４：２０～１６：００
東京ビックサイト
（会議棟・ＴＦＴ）

出向者 約１，４００名

オープニングセレモニー
兼レセプション（副主管）

１７：００～１９：００
東京ビックサイト
（国際会議場）

ＪＣＩ日本役員・全運・主管・副主幹・出向者・各地青年会議所
会員

約１,０００名

２日目
１０／７
（土）

記念事業（副主管） １１：００～１８：００ 有明体操競技場 各地青年会議所会員・一般市民 約３，０００名

理事会（副主管） ９：００～１２：００
東京ビッグサイト
（南１ホール）

理事会構成メンバー 約７００名

総会（副主管） １３：３０～１５：３０
東京ビッグサイト
（南２ホール）

ＪＣＩ日本役員・理事長 約１,４００名

メインフォーラム（主管） １６：３０～１８：００ 有明体操競技場 各地青年会議所会員 約２，５００名

３日目
１０／８
（日）

記念事業（主管＋副主管） １１：００～１８：００ 有明体操競技場 各地青年会議所会員・一般市民 約３，０００名

フォーラム（副主管） １１：３０～１２：３０ 有明体操競技場 各地青年会議所会員 約１，０００名

歴代会議（主管） １４：００～１４：３０
東京ビッグサイト
（会議棟）

歴代会頭・専務 約５０名

大会式典（主管と副主管） １５：００～１６：５０

東京ガーデンシアター
＋

東京ビッグサイト
（南１・２ホール）
（ライブ配信）

内閣総理大臣・関係省庁・関係諸団体・賛助会員
ＪＣＩ日本歴代役員・ＪＣＩ日本役員・各地青年会議所理事長

ＪＣＩ関係役員・実行委員長・ＪＣＩ日本次年度役員
次年度主管青年会議所理事長・次年度実行委員長
各地青年会議所会員・２０２３年度ＪＣＩ日本役員

各地青年会議所会員

約１０，０００名

卒業式（主管と副主管）
１７：００～１８：００

東京ビッグサイト
（南１・２ホール）

各地青年会議所会員 約１０，０００名

クロージング（閉会式）
（主管）

１８：３０～１９：１０
東京ビックサイト
（南１・２ホール）

ＪＣＩ日本役員・全運・主管・副主幹・各地青年会議所会員 約１０，０００名

大会スケジュール（案２） 東京ビッグサイト
有明体操競技場・東京ガーデンシアター



事業名 時間 場所 参加対象者 人数

ＷＥＢ配信
９／３０

２３区長会会長表敬訪問
（主管）

１３：００～１３：２０ 江東区役所
ＪＣＩ日本役員 ・関東地区担当常任理事

ブロック協議会会長・主管青年会議所理事長
１０名

東京都表敬訪問
（主管）

１４：００～１４：３０ 東京都 都庁
ＪＣＩ日本役員・関東地区担当常任理事

ブロック協議会会長・主管青年会議所理事長
１０名

会頭記者会見（副主管） １４：４０～１５：００ 東京都 都庁 ＪＣＩ日本役員 ・主管青年会議所理事長 ５名

１日目
１０／６
（金）

記念事業（主管） １１：００～１８：００
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

各地青年会議所会員・一般市民 約３，０００名

大会成功祈願（主管） ９：３０～１０：１０ 明治神宮
ＪＣＩ日本役員・ＪＣＩ日本事務局長・東京ブロック会長

全運議長・主管ＬＯＭ理事長・実行委員長
約５０名

記念事業開会式（主管） １１：３０～１２：３０
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

行政関係・各地青年会議所会員 約１，０００名

スタートアップセミナー １３：００～１４：００
東京ビッグサイト
（南２ホール）

次年度ブロック会長・次年度理事長
次年度役員・次年度議長委員長

約１，０００名

ＪＣＩ日本各委員会
（副主管）

１４：２０～１６：００
東京ビッグサイト
（会議棟・ＴＦＴ）

出向者 約１，４００名

オープニングセレモニー
兼レセプション（副主管）

１７：００～１９：００
東京ビッグサイト
（南１ホール）

ＪＣＩ日本役員・全運・主管・副主幹・出向者
各地青年会議所会員

約１,０００名

２日目
１０／７
（土）

記念事業（副主管） １１：００～１８：００
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

各地青年会議所会員・一般市民 約３，０００名

理事会（副主管） ９：００～１２：００
東京ビッグサイト

（レセプションホール）
理事会構成メンバー 約７００名

総会（副主管） １３：３０～１５：３０
東京ビッグサイト
（南２ホール）

ＪＣＩ日本役員・理事長 約１,４００名

メインフォーラム（主管） １６：３０～１８：００
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

各地青年会議所会員 約２，５００名

３日目
１０／８
（日）

記念事業（主管＋副主管） １１：００～１８：００
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

各地青年会議所会員・一般市民 約３，０００名

フォーラム（副主管） １１：３０～１２：３０
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

各地青年会議所会員 約１，０００名

歴代会議（主管） １４：００～１４：３０
東京ビッグサイト
（会議棟）

歴代会頭・専務 約５０名

大会式典（主管と副主管） １５：００～１６：５０
東京ビッグサイト
（南１・２ホール）

内閣総理大臣・関係省庁・関係諸団体・賛助会員
ＪＣＩ日本歴代役員・ＪＣＩ日本役員・各地青年会議所理事長

ＪＣＩ関係役員・実行委員長・ＪＣＩ日本次年度役員
次年度主管青年会議所理事長・次年度実行委員長
各地青年会議所会員・２０２３年度ＪＣＩ日本役員

各地青年会議所会員

約１０，０００名

卒業式（主管と副主管）
１７：００～１８：００

東京ビッグサイト
（南１・２ホール）

各地青年会議所会員 約１０，０００名

クロージング（閉会式）
（主管）

１８：３０～１９：１０
東京ビックサイト
（南１・２ホール）

ＪＣＩ日本役員・全運・主管・副主幹・各地青年会議所会員 約１０，０００名

大会スケジュール（案３） 東京ビッグサイト



事業名 時間 場所 WEB 生配信 動画編集 アーカイブ配信 MC

ＷＥＢ配信
９／３０

２３区長会会長表敬訪問
（主管）

１３：００～１３：２０ 江東区役所 無 あり あり 無

東京都表敬訪問
（主管）

１４：００～１４：３０ 東京都 都庁 無 あり あり 無

会頭記者会見（副主管） １４：４０～１５：００ 東京都 都庁 あり あり あり 無

１日目
１０／６
（金）

記念事業（主管） １１：００～１８：００
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

無 無 無 無

大会成功祈願（主管） ９：３０～１０：１０ 明治神宮 無 無 無 無

記念事業開会式（主管） １１：３０～１２：３０
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

あり 無 無 内部

スタートアップセミナー １３：００～１４：００
東京ビッグサイト
（南２ホール）

あり あり あり 無

ＪＣＩ日本各委員会
（副主管）

１４：２０～１６：００
東京ビッグサイト
（会議棟・ＴＦＴ）

無 無 無 無

オープニングセレモニー
兼レセプション（副主管）

１７：００～１９：００
東京ビッグサイト
（南１ホール）

あり 無 無 外部

２日目
１０／７
（土）

記念事業（副主管） １１：００～１８：００
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

無 無 無 無

理事会（副主管） ９：００～１２：００
東京ビッグサイト

（レセプションホール）
あり 無 無 無

総会（副主管） １３：３０～１５：３０
東京ビッグサイト
（南２ホール）

あり 無 無 無

メインフォーラム（主管） １６：３０～１８：００
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

あり 無 無 外部

３日目
１０／８
（日）

記念事業（主管＋副主管） １１：００～１８：００
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

無 無 無 無

フォーラム（副主管） １１：３０～１２：３０
東京ビッグサイト
（南３・４ホール）

あり 無 無 外部

歴代会議（主管） １４：００～１４：３０
東京ビッグサイト
（会議棟）

無 無 無 無

大会式典（主管と副主管） １５：００～１６：５０ 日本武道館 あり 無 無 外部

卒業式（主管と副主管）
１７：００～１８：００ 日本武道館 あり 無 無 内部

クロージング（閉会式）
（主管）

１８：３０～１９：１０ 日本武道館 あり 無 無 内部

各ファンクションのWEB配信・MC有無 （スケジュール案１ベース）



１日目 大会成功祈願

開催日 ２０２３年１０月６日（金）

開催時間 ０９：３０～１０：１０

開催場所

名称 明治神宮

所在地 東京都渋谷区代々木神園町１－１

会場資料

目的
大会期間中における全てのファンクションの成功を願うとともに、
参加する全ての人々が安全かつ学び多き大会となることを祈願いた
します。

事業概要 大会成功祈願

タイム
スケジュール

９：３０ 集合

９：４０ 社殿入場

９：４５ 開会

１０：０５ 閉会

１０：１０ 写真撮影

出席者対象

■公益社団法人日本青年会議所 役員

■公益社団法人日本青年会議所 事務局長

■公益社団法人日本青年会議所 関東地区東京ブロック協議会 会長

■公益社団法人日本青年会議所 全国大会運営会議 議長

■公益社団法人東京青年会議所 理事長

■第７３回全国大会東京大会 大会実行委員長

会場収容人数 ５０人

出席者予想数 ５０人

ファンクション詳細
WEB生配信 動画編集

アーカイブ配信 MC

構築・運営業務不要

過去大会の様子



開催日 ２０２３年１０月６（金）～８日（日）

開催時間 １１：００～１８：００

開催場所

名称 東京ビッグサイト 南３・４ホール

所在地 東京都江東区有明３丁目１１−１

会場資料

目的
全国大会開催を記念し、事業実績・構築方法を全国に紹介し、日本
全国を明るく豊かな社会へ変革する。

事業概要

２３特別区を有する東京都において、東京青年会議所の運動は行政
と連携した効果の高い運動となっています。ＪＣＩ東京の特色は、
これらの各地区委員会が、地方自治の権限を持つ２３特別区をカウ
ンターパートとして、強固な連携を持っていることと考えます。日
本全国で唯一の都区制度の利点を最大限に活用し、東京から新たな
課題解決型地域を確立していきます。「人口減少を克服」し「地域
経済を活性化」するための取り組みとして産・官・学におけるカウ
ンターパートとの強靭なパートナーシップを再構築し、幸せを感じ
ることができるコミュニティとして最先端のテクノロジーを駆使し
ながら２３通りの新社会システムを創出していきます。 時代や社会
情勢に応じた、具体的なあるべき姿を示す中長期ビジョンによる持
続可能な幸福中心社会の実現のために、政策運動の効果を高めるこ
とで２３の異なる地域社会から最先端のコミュニティを作り上げ、
全国の地域に発信できる1つの新社会システムの構築を行います。 Ｔ
ｏｋｙｏが日本にそして世界に誇れる魅力を再構築し、青年経済人
である私たちが地域を背負い発信します。

タイム
スケジュー

ル

１０：３０ 受付開始

１１：００ 開始

１３：００ 終了

１－３日目 記念事業

出席者対象

■各地会員会議所 会員

会場収容人数 ５，０００人

出席者予定数 ３，０００人

ファンクション詳細
WEB生配信 動画編集

アーカイブ配信 MC（内部）

開
会
式
の
み

会場レイアウト案

ス
テ
ー
ジ ２３地区

ブース

マルシェ

シアター
形式



１日目 スタートアップセミナー

開催日 ２０２３年１０月６日（金）

開催時間 １３：００～１４：００

開催場所

名称 東京ビッグサイト 南２ホール

所在地 東京都江東区有明３丁目１１−１

会場資料

目的
２０２４年度の日本青年会議所の活動が円滑にスタートすることと、
更なる意識の高揚へと繋がることを目的とします。

事業概要
本年度の反省と次年度以降へ活かせる引継ぎが円滑に行えるよう、
設営と運営に取り組みます。

タイム
スケジュール

１２：３０ 受付開始

１３：００ 開始

１４：００ 終了

出席者対象

■公益社団法人日本青年会議所 次年度役員

■公益社団法人日本青年会議所 次年度ブロック協議会会長

■公益社団法人日本青年会議所 次年度議長・委員長

■各地会員会議所 次年度理事長

会場収容人数 ２，０００人以上

出席者予定数 １，０００人

ファンクション詳細
WEB生配信 動画編集

アーカイブ配信 MC

会場レイアウト案

ステージ

スクール
形式



１日目 ＪＣＩ日本各会議委員会

開催日 ２０２３年１０月６日（金）

開催時間 １４：２０～１６：００

開催場所

名称 東京ビッグサイト 会議棟・ＴＦＴ

所在地
東京都江東区有明３丁目１１−１
東京都江東区有明３丁目４−１０

会場資料

目的 メンバー間の交流を含めた委員会の開催

事業概要 ＪＣＩ日本各会議委員会

タイム
スケジュール

１３：５０ 受付開始

１４：２０ 開始

１６：００ 終了

出席者対象

■ＪＣＩ日本出向者

会場収容人数 ー

出席者予定数 ー

東京ビッグサイト 会議棟

TFT（東京ファッションタウンビル）

ファンクション詳細
WEB生配信 動画編集

アーカイブ配信 MC

構築・運営業務不要



開催日 ２０２３年１０月６日（金）

開催時間 １７：００～１９：００

開催場所

名称 東京ビッグサイト 南１ホール

所在地 東京都江東区有明３丁目１１−１

会場資料

目的
全国各地からお越しいただいた出席者に、大会の全容を提示するこ
とで、参加・参画意識の高揚を図ります。

事業概要
東京の魅力を存分に感じていただき、大会開催の意義を伝えること
ができる大会にします。

タイム
スケジュール

１７：００ 開会

１７：０１ 開会アトラクション

１７：２０ 開会～開会宣言

１７：２３ 国歌斉唱

１７：２６ ＪＣソング斉唱

１７：２９ ＪＣＩ Ｃｒｅｅｄ唱和

１７：３１ ＪＣＩ Ｍｉｓｓｉｏｎ並びにＪＣＩ Ｖｉｓｉｏｎ唱和

１７：３３ ＪＣ宣言文朗読ならびに綱領唱和

１７：３６ 会頭挨拶

１７：４３ 主管青年会議所理事長挨拶

１７：５０ 東京都知事挨拶

１７：５７ 第７３回全国大会東京大会 概要説明（大会実行委員長）

１９：００ 閉会

１日目 オープニングセレモニー兼レセプション

出席者対象

■東京都知事

■公益社団法人日本青年会議所 役員

■公益社団法人日本青年会議所 関東地区協議会 役員

■公益社団法人日本青年会議所 関東地区東京ブロック協議会 役員

■公益社団法人日本青年会議所 全国大会運営会議メンバー

■各地会員会議所 会員

■公益社団法人東京青年会議所 理事長

■第７３回全国大会東京大会 大会実行委員長

■公益社団法人東京青年会議所 会員

■第７３回全国大会東京大会 副主管青年会議所 会員

■各メディア関係

会場収容人数 １，１００人

出席者予定数 １，０００人

ファンクション詳細
WEB生配信 動画編集

アーカイブ配信 MC（外部）

会場レイアウト案

ステージ

シアター
形式

過去大会（とちぎ宇都宮大会）の開会式



開催日 ２０２３年１０月７日（土）

開催時間 ９：００～１２：００

開催場所

名称 東京ビッグサイト レセプションホール

所在地 東京都江東区有明３丁目１１−１

会場資料

目的

今年度の運動の振り返りをはじめ、次年度へと繋がる理事会を開催し、
全国各地より参加した多くのメンバーがオブザーブすることで、日本
青年会議所の運動を広く周知し、更なる意義の高揚へと繋がることを
目的とします。

事業概要
今年度の運動の振り返りをはじめ、次年度へと繋がる理事会を開催し
ます。

タイム
スケジュール

８：３０ 受付開始

９：００ 開始

１２：００ 終了

２日目 理事会

出席者対象

■公益社団法人日本青年会議所 役員

■公益社団法人日本青年会議所

議長・委員長・各ブロック協議会 会長

■各地会員会議所 理事長

■各地会員会議所 会員

会場収容人数 ８００人

出席者予定数 ７００人

ファンクション詳細
WEB生配信 動画編集

アーカイブ配信 MC

ステージ

会場レイアウト案

スクール
形式

過去大会（広島大会）の理事会



開催日 ２０２３年１０月７日（土）

開催時間 １３：００～１５：００

開催場所

名称 東京ビッグサイト 南２ホール

所在地 東京都江東区有明３丁目１１−１

会場資料

目的
２０２３年度の事業報告の承認、次年度会頭をはじめ役員の選任等、
最高意思決定期間として様々な決議を行うことを目的とします。

事業概要
全国の青年会議所メンバーに向けて政策の方向性を確認し、政策に取
り組む協働意識を高める機会とするとともに本会の運動に対して会員
が発議をする機会を設け、本会からの重要報告事項を提供します。

タイム
スケジュール

１２：３０ 受付開始

１３：００ 開始

１５：００ 終了

２日目 総 会

出席者対象

■公益社団法人日本青年会議所 役員

■公益社団法人日本青年会議所

議長・委員長・各ブロック協議会 会長

■各地会員会議所 理事長

■各地会員会議所 会員

会場収容人数 ２，０００人以上

出席者予定数 １，４００人

ファンクション詳細
WEB生配信 動画編集

アーカイブ配信 MC

ステージ

会場レイアウト案

シアター
形式

過去大会の総会

奈良大会 宮崎大会



開催日 ２０２３年１０月７日（土）

開催時間 １６：３０～１８：００

開催場所

名称 東京ビッグサイト 南３・４ホール

所在地 東京都江東区有明３丁目１１－１

会場資料

目的
各地会員会議所メンバーをはじめ、一般市民対して日本青年会議所の
運動をより広く発信し、市民、メンバーの意識高揚へと繋げることを
目的とします。

事業概要
日本青年会議所による運動が幅広く発信できるよう、駐車場設備も
整った収容人数の多い会場にて開催します。

タイム
スケジュール

１６：００ 受付開始

１６：３０ 開始

１８：００ 終了

２日目 メインフォーラム

出席者対象

■一般市民

■各地会員会議所 会員

会場収容人数 １２，０００人

出席者予定数 １，０００人

目的
各地会員会議所メンバーをはじめ、一般市民対して日本青年会議所の
運動をより広く発信し、市民、メンバーの意識高揚へと繋げることを
目的とします。

事業概要
日本青年会議所による運動が幅広く発信できるよう、駐車場設備も
整った収容人数の多い会場にて開催します。

タイム
スケジュール

１６：００ 受付開始

１６：３０ 開始

１８：００ 終了

出席者対象

■一般市民

■各地会員会議所 会員

会場収容人数 ５，０００人

出席者予定数 ２，５００人

ファンクション詳細
WEB生配信 動画編集

アーカイブ配信 MC（外部）

会場レイアウト案

ス
テ
ー
ジ ２３地区

ブース

マルシェ

シアター
形式

過去大会のメインフォーラム

宮崎大会とちぎ宇都宮大会



開催日 ２０２３年１０月８日（日）

開催時間 １５：００～１６：５０

開催場所

名称 東京ビッグサイト 会議棟

所在地 東京都江東区有明３丁目１１−１

会場資料

目的 歴代会頭、歴代専務による会議を開催します。

事業概要
歴代会頭による会議を、式典・卒業式を開催する会場内の会議室に
てとり行います。会議後すぐに式典・卒業式にご参加いただけます。

タイム
スケジュール

１４：００ 開始

１４：３０ 終了

３日目 歴代会議

出席者対象

■公益社団法人日本青年会議所 歴代会頭

■公益社団法人日本青年会議所 歴代専務

会場収容人数 １００人

出席者予定数 ５０人

ファンクション詳細
WEB生配信 動画編集

アーカイブ配信 MC

構築・運営業務不要



開催日 ２０２３年１０月８日（日）

開催時間 １５：００～１６：５０

開催場所

名称 日本武道館

所在地 東京都千代田区北の丸公園２−３

会場資料

目的

２０２３年度の青年会議所運動を発信する場を得ることで、地域の
様々な分野より参加いただく方々の青年会議所に対する理解を深め
ていただき、今後もさらなるご支援を賜ることを目的とします。ま
た、２０２３年度の青年会議所の運動の軌跡を参加した全てのメン
バーで共有することで、青年会議所の運動に対する意識の高揚を図
るとともに、次年度会頭予定者や次年度全国大会開催地の紹介をし、
青年会議所の活動をスムーズに継承していくことを目的とします。

事業概要
全国から集結したＪＣメンバーの皆様に式典に参加いただき、２０
２３年度を振り返り、次年度への橋渡しとなる式典を開催します。

タイム
スケジュール

１５：００ 物故会員追悼

１５：０３ 式典オープニング

１５：０７ 開会宣言

１５：１１ 国歌斉唱

１５：１４ ＪＣソング斉唱

１５：１７ ＪＣＩ Ｃｒｅｅｄ唱和

１５：２０ ＪＣＩ Ｍｉｓｓｉｏｎ並びにＪＣＩ Ｖｉｓｉｏｎ唱和

１５：２３ ＪＣ宣言文朗読ならびに綱領唱和

１５：２６ 来賓紹介

１５：４５ 来賓挨拶 東京都知事

１５：５０ 公益社団法人日本青年会議所２０２３年度運動総括

１５：５５ 会頭メインスピーチ

１６：１５ プレジデンシャルリースの伝達

１６：２０ ２０２４年度会頭予定者スピーチ

１６：３０ 大会の鍵の伝達

１６：３８ ２０２４年度全国大会開催地の紹介

１６：４１ ２０２４年度主管青年会議所代表挨拶

１６：５０ 閉会

３日目 大会式典 式典の部

出席者対象

■来賓行政関係／来賓民間関係

■各地会員会議所 会員

会場収容人数 １０，０００人

出席者予定数 １０，０００人

ファンクション詳細
WEB生配信 動画編集

アーカイブ配信 MC（外部）

会場レイアウト案

過去大会の様子

プレジデンシャルリース
の伝達

大会の鍵の伝達

会頭メインスピーチ



目的
卒業生の功績をたたえるとともに、これまでのＪＣ運動の軌跡を振
り返り、現役メンバーが卒業生の想いを継承することを目的としま
す。

事業概要
大会初日からを振り返り、２０２３年度の青年会議所の運動の集大
成として、本大会の発信内容を参加者に伝えます。また、卒業生が
これまでのＪＣ運動を振り返り有終の美を飾れるよう設えをします。

タイム
スケジュール

１７：００ 全国大会東京大会の映像

１７：１０ ＪＡＹＣＥＥへのエール

１７：１５ 卒業生の軌跡映像

１７：２５ 卒業生 起立

１７：３８ 卒業生 代表答辞

１７：４８ 閉会宣言

１７：５０ エンディング

１８：００ 閉会

３日目 大会式典 卒業式の部

出席者対象

■各地会員会議所 会員

会場収容人数 １０，０００人

出席者予定数 １０，０００人

開催日 ２０２３年１０月８日（日）

開催時間 １７：００～１８：００

開催場所

名称 日本武道館

所在地 東京都千代田区北の丸公園２−３

会場資料

ファンクション詳細
WEB生配信 動画編集

アーカイブ配信 MC（内部）

過去大会の様子

会場レイアウト案



目的
全国大会を振り返り、これまで積み重ねてきた主催と主管の想いを
昇華させ、互いに称え合い、明るい豊かな社会の創造に向け、さら
なる発信の場とすることを目的とします。

事業概要
大会開催に深く関わったメンバーを終結させ、第７２回全国大会を
振り返るとともに、３日間の大会への参加、参画へ感謝し、退会成
功の喜びや感動を分かち合える場を設営します。

タイム
スケジュール

１８：３０ 開会

１８：３１ 主催者挨拶

１８：４０ 開催地理事長挨拶

１８：４９ 東京都知事挨拶

１８：５８ 全国大会回想映像

１９：０７ 大会閉会宣言

１９：１０ 閉会

３日目 クロージング

出席者対象

■各地会員会議所 会員

会場収容人数 １０，０００人

出席者予定数 １０，０００人

開催日 ２０２３年１０月８日（日）

開催時間 １８：３０～１９：１０

開催場所

名称 日本武道館

所在地 東京都千代田区北の丸公園２−３

会場資料

ファンクション詳細
WEB生配信 動画編集

アーカイブ配信 MC（内部）

会場レイアウト案

過去大会の様子



施設名 詳 細

明治神宮

東京都渋谷区代々木神園町１－１ ０３－３３７９－５５１１

アクセス：東京駅から電車で３０分、ＪＣ・メトロ原宿駅から徒歩１分

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｍｅｉｊｉｊｉｎｇｕ．ｏｒ．ｊｐ／

ＨＱからの所要時間：６０分

ファンクション：大会成功祈願

明治神宮

東京駅

東京ビッグサイト

電車
６０分

電車
３０分

電車
３０分

施設名 住 細

東京ビッグサイト

東京都江東区有明３－１１－１ ０３－３２１６－５１００

アクセス：東京駅から車で２０分、東京ビックサイト駅から徒歩３分

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｂｉｇｓｉｇｈｔ．ｊｐ／

ＨＱからの所要時間：０分

ファンクション：各委員会・オープニングセレモニー・理事会・総会
歴代会議・メインフォーラム・記念事業

地図上の資料（会場位置図）

施設名 住 細

日本武道館

東京都千代田区北の丸公園２−３ ０３－５５３０－１１１１

アクセス：東京駅から電車で２０分、メトロ九段下駅から徒歩５分

Ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．Ｎｉｐｐｏｎｂｕｄｏｋａｎ．Or．jp／

ＨＱからの所要時間：５０分

ファンクション：大会式典・卒業式・クロージング

日本武道館

電車
２０分

電車
５０分



施設名 住 所

東京
ガーデンシアター

東京都江東区有明２－１－６

アクセス：ＨＱから電車で２０分 有明テニスの森駅から徒歩５分

Ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｈｏｐｐｉｎｇ－ｓｕｍｉｔｏｍｏ－ｒｄ．ｃｏ
ｍ／ｔｏｋｙｏ＿ｇａｒｄｅｎ＿ｔｈｅａｔｅｒ／

ＨＱからの所要時間：１０分

ファンクション：大会式典

地図上の資料（会場位置図）

施設名 住 細

東京ビッグサイト

東京都江東区有明３－１１－１ ０３－５５３０－１１１１

アクセス：東京駅から車で２０分、東京ビックサイト駅から徒歩３分

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｂｉｇｓｉｇｈｔ．ｊｐ／

ＨＱからの所要時間：０分

ファンクション：各委員会・オープニングセレモニー・理事会・総会
歴代会議・メインフォーラム・記念事業

東京ビッグサイト

ゆりかもめ

東京ガーデンシアター

有明体操競技場

東京ビッグサイト駅

有明駅

有明テニスの森駅



開催日 ２０２３年１０月６日(金)、７日(土)、８日(日)

会 場 有明体操競技場 ｏｒ 東京ビッグサイト

目 的 東京を中心に全国と連携した運動の展開を波及させる

企 画 ①魅力発信イベント

②２３地区ブース

③メインステージ企画（基調講演、パネルディスカッション、サブ企画等）

【東京ビッグサイト】

＜開催理念＞

我々の住み暮らす社会は、経済的・物質的な豊かさだ
けではなく、これまで以上に人との関わりや人生の楽
しみ・幸せに重きを置いた、文化的・精神的な豊かさ
を追求する社会に進化していく必要があります。

【有明体操競技場】

記念事業について

事業概要（予定）



①魅力発信イベント

・全国から集まるJCメンバーが２３区に目を向け、足を運ぶ仕掛け

・東京の魅力の発信

・東京と地方の連携モデルの発信

・有明体操競技場（ｏｒ東京ビッグサイト）の屋外スペースや大会期間中を通した仕掛けとして実施

例）ポータルサイトやアプリの運用、マルシェ、全国連携プロジェクト発信

②２３地区ブース
・ＪＣＩ東京の２３地区委員会が展開している地区運動の発信ブース

・各地区委員会と行政との関わりや連携についても発信する

・有明体操競技場（ｏｒ東京ビッグサイト）内にブース設置

③メインステージ企画
・有明体操競技場（ｏｒ東京ビッグサイト）内にメインステージを設置

・基調講演

テーマ：東京を中心とした地方への展開連携で生まれる相乗効果
講 師：東京での功績や成果を地方創生・共存共栄に繋げる実績を持っている企業や行政、団体、著名人等

・パネルディスカッション

テーマ：ＪＣＩ東京が行う６つの政策とJCと企業や行政との連携
地方へどのように波及させていけるか

講 師：基調講演の講師、各政策理事、企業目線、東京の行政目線、地方の行政目線、次回の全国
大会開催地の知事等

・サブ企画

・開会冒頭に東京の魅力や地方への発信をテーマにしたエンタメ色の濃いステージ企画を行う
・東京出身の芸能人、インフルエンサー、メディア等とのコラボ企画（他企画との連動も検討）

記念事業について

企画内容（案）



＜新価値創造グループ＞

経済政策室 3月例会

中央区委員会 事業「正しく学ぶ”子宮頸がんとHPV

ワ クチン”」

杉並区委員会 事業「合理的配慮の心得」

北区委員会 幸福生産都市『北区』

板橋区委員会 事業「いたば し★テラス印刷照ら

す」

事業「いたばし☆テラスカジークジー魔族が僕らの家

族になった」

組織改革特別会議 11月例会

福祉政策室 7月例会

文京区委員会 ノーマライゼーション・パーティー

品川区委員会 事業「地域と繋がる～挨拶しあえる街

しながわ～」

目黒区委員会 事業「東京グローバルフェスティバ

ル」

世田谷区委員会 事業「心を紡ぐせたがやの輪」

＜高度人材育成グループ＞

教育政策室 6月例会

千代田委員会 事業「～メディア情報リテラシー

～ＤＸ時代の見方・考え方と主体的な学び～」

台東区委員会 事業「世界一受けたいオンライン

授業」

江東区委員会 課題創造型人材の創出にむけて

荒川区委員会 事業「アラカワデジタルカレッ

ジ」

総合戦略特別会議

政治行政政策室 8月例会

新宿区委員会 事業「U s  C r e a t e  

S h i n j u k u」

中野区委員会 事業「ＦＵＮ ＴＯ ＡＯＨＡＲＵ

ＡＧＡＩＮ～夢を形にできるまちに～」

豊島区委員会 事業「結婚しくじり先生から学

ぶ！～パートナーともっと幸せに生きるための秘

策とは？～」

足立区委員会 事業「～未来を照らすプロジェク

ト`ｍｉｒａｔｅｌａ‘～」

＜国際包括グループ＞

JCI東京2020特別委員会 9月例会

国際政策室 5月例会

墨田委員会 事業「変化に強い人づくりと地域

連携」

練馬区委員会 事業「練馬ジュニアアートプロ

ジェクト」

江戸川区委員会 模擬請願授業を開催

葛飾地区 行政、関係団体、市民との連携

共生政策室 4月例会

港区委員会 異なる 価値観を持つメンバー同

士の交流

大田区委員会 事業「いいね！未来のおおた」

渋谷区委員会 事業「中高生向け起業体験型人

材育成プログラム ＭＡＮＡＢＵＹＡ」

＜組織デザイングループ＞
組織力向上室 会員拡大 特別委員会 2月例会 10月例会
わんぱく相撲委員会 わんぱく相撲全国大会
会員拡充委員会 能動的なメンバーの醸成

＜組織デザイングループ＞
ブランディング戦略室 1月例会 12月例会
ブランディング委員会 時代に合ったブラン
ディング
例会運営委員会 例会でブランド確立
渉外連携室 事業「ＥＡＴ ＩＮ ＭＹ ＴＯ
ＷＮ」
国内渉外委員会 緊急事態宣言下での渉外活動
国際連携委員会 オンラインを駆使した国交事
業

記念事業について＜事業紹介＞

２０２１年度実施事業



持続可能な
幸福中心社会

【福祉】
定常化を前提とした

持続可能な
福祉社会をつくる

【経済】
新付加価値創造型
経済を推進する

【政治】
主権者であるという
自覚を発現する社会を

実現する

【国際】
各国の課題が

共通であることを理解し
協働的解決をリードする

【共生】
定常化を前提とした

持続可能な
共生型社会をつくる

【教育】
課題創造型人財を

創出する

記念事業について

公益財団法人東京青年会議所 中長期ビジョン概要



参考資料



大会
スローガン

EARTH OUR 
HOME

予算
規模

321,563千円

大会
テーマ

地球市民の時代 HQ 京王プラザホテル

参加人数 33,421名 会場 東京ドーム

全国大会について

●１９９１年 第４０回 全国会員大会 東京大会について



・ 記念式典(東京ドーム)

・ エクスカーション(ディズニーランド)

・ 新都心フェスタ(新都庁舎都民広場)

多くのファンクションが実施された。

【第４０回全国大会会員大会 主要日程】

全国大会について

●１９９１年 第４０回 全国会員大会 東京大会について



第４０回全国大会は、創立以来４０年に
わたって我々ＪＣメンバーが培った様々
な事業活動を継承しさらに大きく発展さ
せ、その輪を国内はもとより世界に発信
する場。
いつの時代においても先駆者として役割
を担うＪＣ、今「地球市民の時代」を提
唱し、東京宣言として、改めて自分の目
的を見直し互いに認め合い子たちの未来
のために行動することを誓う。
（東京青年会議所新聞１９９１年１０月５日発行引用）

「記念フォーラム」

場 所 東京ドームプリズムホール

総合司会 小池ユリ子氏（現東京都知事）

講 演 者 クリスチャン・ラッセン氏

ポール・アンドルー氏

リチャード・ブランソン氏

全国大会について

●１９９１年 第４０回 全国会員大会 東京大会について



※悪天候のため、ファンクションの中止や会場変更をした。

各地全国大会紹介



各地全国大会紹介

開会式＠埼玉スタジアム２００２

大懇親会＠さいたまスーパーアリーナ



各地全国大会紹介

式典＠旧広島市民球場跡

開会式＠広島護国神社前広場



https://www.youtube.com/watch?v=O40T7gq5ub0

宮崎大会 大会の軌跡映像

●参考動画

全国大会について

https://www.youtube.com/watch?v=wWCAjryl-
rk&list=PLmhmmGQ4KxvUZ77jRcZ1dxMPDNAm1WG7d&
index=7

とちぎ宇都宮大会 メインフォーラムの映像

https://www.youtube.com/watch?v=D8PoaYXkHCI&list=
PLmhmmGQ4KxvUZ77jRcZ1dxMPDNAm1WG7d&index=6

とちぎ宇都宮大会 オープニングセレモニーの映像



東京は、江戸幕府の所在地として近世日本の首都となり、政治的、経済的、文化的に

全国の中心を担う地域となりました。

「世界の都市総合力ランキング（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｗｅｒ Ｃｉｔｙ Iｎｄｅｘ, ＧＰ

ＣＩ）」では４年連続で３位となるなど、都市としての機能も充実しています。

さらに、 人口１３００万人以上、内、在留外国人数５０万人以上と、ともに日本１位。

「多様性溢れる文化都市東京」として、全国にポジティブな影響をもたらします。

全国大会 主管立候補趣旨



全国大会開催期間中の経済効果（概算）

ホテル利用数 ８，８００部屋

ホテル利用金額 ７，０００万円

武道館周辺ホテル：
ヴィラフォンテーヌ・アパホテル・京王プレッソイン・ホテルモントレ・
相鉄フレッサイン・東京ドームホテル

有明エリア周辺ホテル：
ヴィラフォンテーヌ・ダイワロイネットホテル・相鉄グランドフレッサ



全国大会開催期間中の経済効果（概算）

飲食店利用数 ３０，６００軒

飲食店利用金額 １３億２５００万円

（昼食・夕食・二次会・三次会）

夕食・二次会・三次会：繁華街（銀座・新橋・歌舞伎町 etc）

昼食 ：観光地（上野・浅草・お台場・秋葉原・池袋 etc）



全国大会開催期間中の経済効果（概算）

タクシー利用数 ２１，０００台

東京駅

品川駅

羽田空港

東京ビッグサイト 日本武道館

１，５００
円

４，０００
円

７，５００
円

５，０００
円

３，０００
円

３，５００
円

タクシー利用金額 ７，３００万円＋公共交通機関


