● カ行

ART(株)

(株)ガーランド

(株)Aillz

(株)角七窯業

(株)RS

片岡総業(株)

(株) I ‒ PLAN

マルコさっぽろ食販(株)

NEXT CREATIVE(株)

(株)MISK

(株)NEXT LEVEL

(株)ミチウエ

(株)ネットジャパン

(株)ミックス

(株)ノアの箱舟

(株)セントラルフォーム

(株)ノースメディアネット

(株)創伸建設
(株)SOUZOU

CRIB

アンビシャス総合法律事務所

丸北三建工業(株)

(株)成和不動産

黒川・吉田法律事務所

Andplus

松尾司法書士事務所

日本維新の会 中川たかひろ
札幌市（北区)市政対策事務所

(株)星和

(株)CreateF

(有)荒木生花店

MAST

(株)ニットー

スマホスピタル札幌 合同会社 ＴＲＡＳＨ

(株)クオンインターシステム

(株)ALIVE

(株)増田産業

ニッコー保障(株)

スポットウォーキングさっぽろ

(株)近畿日本ツーリスト北海道

阿部竜司法律事務所

(株)ナンシンデザイン

(株)Space Art

(株)協伸システム

アドアーキテクト

(有)マーケットエンジニア

(株)SPICE CUBE

教願寺

ASTAGE(株)

● マ行

合同会社ナレッジブレイン

(株)ステラツリー

(株)GIFTS

(株)アクア

(株)成瀬商会

(株)食工房
慎和興業

(株)木の城たいせつ

(株)アクアクララプロダクト

(株)翔プランニング
(株)白樺山荘

(株)カチュラル

秋元法律事務所

＜正会員数189名 ※2019年3月1日現在＞

● ハ行

(株)桑和

(有)バードシステム

(株)京王プラザホテル札幌

ソニー生命保険 札幌支社

(株)イーストコーポレーション

(株)恒星

(株)ソニックジャパン 札幌支店

(株)伊勢屋南川

(株)コウナン

(株)岩崎FARM

琴似あかつき法律事務所

岩田地崎建設(株)

寿産業(株)

(株)インモビリアール

小林工業

合同会社イースト

(株)WINST

● タ行

齋藤健太郎法律事務所

(株)梅内工業

佐藤博嗣税理士事務所

AIU損害保険(株)

札幌第一興産(株)

エージェント合同会社

札幌警備(株)

(株)エージェント
(株)エスクリエイト
(株)エスフェイズアップ

(有)オートモーティブ北洋

(株)フェリクシード
(株)フォーユー

知事公館前法律事務所

(株)双葉工建

TYファクチャー

(株)プリンスホテル 札幌プリンスホテル
プルデンシャル生命保険(株)
(株)プログレス

(株)りんゆう観光
(有)ろまん亭

● ワ行
(有)ワークショップ東和
(株)ワタナベ
(株)ONE STOP
(有)ワンハンドレッド

北陽ビジネスフォーム(株)
北海道エネルギー(株)
北海道議会議員

芝雄亮法律事務所

(株)中原電気商会

北海道コカ・コーラボトリング(株)

(株)オカダ

ジブラルタ生命保険(株)

行政書士 中村旭事務所

北海道ブレイス(株)

(株)小田組

下川原法律事務所

(株)ナカヤマ住宅設備

北海道国洋(株)

(株)オフィスマネジメント

JUST A WAY

成田・武野法律事務所

幌村建設(株)

Public office

(株)リプロ

ホームリーワン(株)

長友国際法律事務所

(株)大宮ホーロー北海道製作所

(有)リブアクティブ

HOKKAIDO ひやまる

● ナ行

(株)思縁

(株)オートプラウディア

ラムしゃぶジンギスカンおはな

(株)ベルトラスト

(株)Towange

(株)JTB北海道

BOOOK

(株)タビックスジャパン札幌支店

東京海上日動あんしん生命保険(株)

(株)G5

エムイーシー丸和(株)

フィールド・クラブ(株)

宗教法人 天理教統北分教会

(株)シーマ

(株)F.A.O

(株)ファインドリームス

(株)デンショク

(株)サンコーポレーション

FS GROUP合同会社

ファイナンシャルアライアンス(株)札幌支店

Diva

(株)サンキット・エ−イ−

(株)FPパートナー

● ラ行

(株)TMT

三王建設興産(株)

(株)N.Kオートシステム

(株)吉山塗料店

(株)LITE工業

弁護士法人 谷口晃太朗法律事務所

札幌第一法律事務所

(株)EZOC Supplying

山鼻綜合法律事務所

P&UD Company

タナカメディカルグループ(株)リョーワ

札幌創成法律事務所

slc法律事務所

● ヤ行
(株)山﨑火薬銃砲店

宗教法人 弘照院 ばらと霊園

大洋事務機(株)

札幌総合法律事務所

(有)S ‒ home

(株)モロオ

(株)タイセイ

(株)大丸松坂屋百貨店

札幌シティ法律事務所

(有)森建

(株)原田

太平洋ホーム(株)

札幌軽量急送(株)

(株)都屋

泰伸データウェアハウス(株)

Dining Bar Lara

氏家チャイルドサポート(株)

パブスナック Pure Girls
はまなす法律事務所

合同会社 泰善

● サ行

(株)ウェストインダストリーズ

BARBAROSSA

南３条総合法律事務所

関 係 公 職 （順不同）

●札幌市営企業調査審議会

●札幌商工会議所

●北海道教育振興会

●札幌市社会福祉審議会

●札幌ドーム活用推進協議会

●「北海道教育の日」道民運動推進協議会

●札幌市健康づくり推進協議会

●札幌姉妹都市協会

●(一社)北海道観光を考えるみんなの会

●札幌市エイズ対策推進協議会

●株式会社コンサドーレ

●(一社)ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り組織委員会

●札幌市福祉のまちづくり推進会議

●(公社)北海道障がい者スポーツ協会

●さっぽろオータムフェスト実行委員会

●札幌市防災会議地震対策部会

●(公社)北海道国際交流・教育総合センター

●さっぽろ雪まつり実行委員会

●札幌市民憲章推進会議

●(公社)北方領土復帰期成同盟

●読売ビジネスフォーラム

●総務省北海道管区行政評価局

●北海道生産性本部

一般社団法人札幌青年会議所
お問い合わせはお電話またはメールにて

札幌JC
TEL . 011‒222‒14 39

〒 0 6 0 ‒0 0 0 1 札 幌 市 中 央 区 北1条西2 丁目2-1 北海道経済センター 9 F

info@sapporo-jc.or.jp

FAX .011 ‒222 ‒5801

w w w. s ap p oro -jc .or.jp

HP

facebook

MEMBER SHIP

● ア行

会員企業名

INFO R MAT ION

Member's Business Directory

W hat is JCI

Project

青年会議所とは

主な事業

青年会議所（JC）は、「明るい豊かな社会の実現」を目的に
「自己の修練・社会への奉仕・世界との友情」という理念で活動しています。

組織

特徴

Organization

現在、全国694の地域にあり、約30,000名の会員が在籍しております。
世 界では1 1 3 カ所 の 国と地 域にあり、約 1 5 0 , 0 0 0 人 の 会 員 が 在 籍して
おります。より良い社会づくりをめざし、社会的課題に積極的に取り組
んでいます。
（※2019年2月調べ）

Fe a t u r e s

わんぱく相 撲 札 幌 場 所

青年会議所は男女問わず、20歳から40歳までの青年で構成され、40歳に
なった会員は卒業をします。
また、任期は1年で役員・役職や委員会も毎年変
更になります。このように単年度制により、
さまざまな役職や委員会を体験する
ことができ、豊富な実践経験を積み、
自己修練の成果を個々の活動にフィード
バックできます。

SDGs

札幌川見

さっぽろ社会起業家
零ＯＮＥ塾

2020年度 第69回
全国大会 北海道札幌大会

札幌青年会議所はSDGsを推進しています。

持続可能な開発目標（SDG s）とは、2001年に策定された
ミレニアム開発目標（ MDG s ）の後継として、2015年9月の
国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際

Va l u e

目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・

メリット

169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り

地 域を愛する青 年 経 済 人 に

人 脈 作り

●社会への様々な奉仕活動を通じて、今まで
とは違った方向から地域を見つめ、気づき
を得ることができます。

●単年度制の委員会であり１年を通して個々
と深い絆を築くことができます。

残さない（leave no one behind）ことを誓っています。

●官民と事業を共に構築する機会もあり、
より多くの人脈を得ることもできます。

●自ら活動して学んだ経験を活かし、地域を
活性化するリーダーへと成長することがで
きます。

●年数を重ねていくに連れ、苦楽を共にした
かけがえのない友人を得ることもできます。

SDGsは発展途上国のみならず，先進国自身が取り組む
ユニバーサル（普遍的）なものであり，日本としても積極
的に取り組んでおり、一般社団法人札幌青年会議所は、
札幌で最もＳＤＧｓに取り組む団体を目指します。

Q&A
代 表 的な青 年 会 議 所 出身 者
地域のリーダーを育成する青年会議所には、
多くの卒業生が各地で活躍しています。
●コフィー・アナン
（第7代国連連合事務総長）
●ビル・クリントン
（第42代アメリカ合衆国大統領）
●ビル・ゲイツ
（マイクロソフト社創設者）
●中曽根康弘（第71・72・73代内閣総理大臣）
●小渕恵三（第84代内閣総理大臣）
●森喜朗（第85・86代内閣総理大臣）
●小泉純一郎（第87・88・89代内閣総理大臣）
●麻生太郎（第92代内閣総理大臣）
●鳩山由紀夫（第93代内閣総理大臣）
●菅直人（第94代内閣総理大臣）

Q

札幌青年会議所の歩み

1951年戦後の傷がいえない
地域の復興を願い、明日の札
幌のために自分たちの手で

構成する団体です。

四月
「グローバルリーダー育
成」例会にてダライ・ラマ法王
14世講演を行なう。

出来ることを行おうと高い志を持った27名の青年
たちが集い、全国で18番目の青年会議所として誕
生いたしました。

1968年

第17回全国会員大会を主管。

1973年

2014年〜2017年
SAPP

※２０１８年度よりサッポロスマイル
アワード実行委員会を立ち上げ、
外部移管する。

2017年

モンゴルのダルハンＪＣと姉妹ＪＣ締結。

2017年〜
札 幌 市と『まちづくりパートナー協 定 』

1974年

産官相互の連携と協力にて、市民と一体となり、

1976年

札幌市の一層の発展と飛躍を目指しています。

2000年
2012年

第55回JCI世界会議札幌大会開催。
第25回国際アカデミーin札幌開催。

青年会議所では具体的にどんな活動を行っていますか？

A 2014年から2017年まで、札幌で様々な分野にて活動している「ひと」を発掘、表彰

する舞台『SAPP RO AWARD』を開催（※）、2015年にはダライ・ラマ法王14世を
お呼びしての講演、2017年からは豊平川を活用した新たな風物詩『札幌川見』を
開催しています。また、2020年には全国のＪＣメンバーが一堂に会す『公益社団
法人日本青年会議所2020年度第69回全国大会北海道札幌大会」を主管します。この
ように地域社会の発展に向けて大きく運動しています。
（※：2018年度よりサッポロスマイルアワード実行委員会を立ち上げ、外部移管する）

Eligibility

入会の資格及び条件

●原則として２年以上在籍できる方に限ります。
●札幌市内及びその周辺に居住又は勤務され、青年会議所活動に参画できる方。

2019年
2010年、
円山動物園へのゾウ
誘致運動を行い、2019年に
念願のゾウ舎がオープン。

●定められた例会及び委員会に出席され、所属企業の推薦を受けられる方。
●仮入会者を対象とした事業に出席できる方。
●入会金及び年会費を期日までに納入できる方。

上記画像は第66回全国大会埼玉中央大会
大会式典の様子

Admission Steps
1

2

3

入会の流れ
4

5

ＪＣ活 動 開 始

●札幌商工会議所会頭

Jリーグ誘致署名運動により、
コンサドーレ札幌設立に繋がる。

2017年〜
国土交通省、
（ 公財）札幌市
公 園 緑 化 協 会との共 催で、
札幌川見を開催。

Q

新 入 会員歓 迎 例 会

●札幌市長

1994年

存率で青年会議所と社業を両立しています。（※：2005年 国税庁調べ）

仮入会者研修

●北海道知事

※２０１８年より札幌市創業支援事業の認定を受ける

アートパーク構想を提唱し、芸
術の森の設立へと繋がる。

A 青年会議所メンバーは創業10 年以上の会社が 41%を占め、10 年以上存続する全国の企業6.3%（※）を大幅に超える生

面接選考会

札幌青年会議所 特別顧問

さっぽろ社会起業家
零ＯＮＥ塾を開塾。

青年会議所と社業の両立は出来ますか？

入 会申込 書の提出

それぞれが有する資源を有効
に活用し、市民、企業、行政が
手を携えて、幅広い分野におけ
るまちづくりに取り組んでいくこ
とを柱とした協定を2011年に
締結しました。

韓国の東大邱JCと姉妹JC締結。

Q

RO AWARD開催。

国鉄札幌高架推進の提言か
ら高架化に繋がる。

青年会議所にはどんな人たちが何人位いるのですか？

A 札幌青年会議所は一般企業にお勤めの方から経営者の方まで、様々な業種の会員が揃っており、近年は約200名で

2015年

1951年

よくある質問

