NUMBER

全国の YEG 組織数

数字で見る、静岡 YEG

413

静岡 YEG にまつわる様々なデータをご紹介いたします。

全国の YEG 会員数

33,000人

単会

現在の会員数は約 240 名で、全国では 14 位の規模を誇る単会となっております。

51-100人

運輸業、郵便業
教育、
卸売業、 学習支援業
小売業
金融業、
保険業

学術研究、
専門・技術サービス業

50代（50歳）

41-50人

20代（20-29歳）

31-40人
21-30人
11-20人

生活関連サービス業、
娯楽業

わたし達は経済人として、また国際人として、仲間と共に。

101人以上

医療、福祉
（他に分類されないもの）

静岡の健全な発展のために。

次代の静岡創造に向け、様々な活動をしています。

2020 年に 10 周年を迎え、静岡 YEG は益々飛躍していきます！

サービス業

次代の静岡を創る、「静岡 YEG 」

建設業

30代（30-39歳）
0-5人
40代（40-49歳）

6-10人

宿泊業、
飲食サービス業
情報通信業

不動産業、
物品賃貸業

製造業

職種別割合

従業員数別割合

年代別構成割合

建設業が全体の20％と大きく、全国的に同じような傾向

10人以下の企業が圧倒的に多く、中小企業のためにある

平均年齢は41歳。40代が多いですが、個人の成長と自企

です。製造業、卸・小売業なども含めると半分近くの割合

団体であることがわかります。一人ひとりの声は小さくて

業の発展が、地域の振興の中心として活動できる世代な

となり、そこにサービス業全般が加わる形となります。

も、団体を通して行政や親会である商工会議所の企業へ

のかもしれません。在籍10年以上のメンバーも多いです。

声を届けることができます。

※2018 年2 月時点

静岡 YEG は、商工会議所活動の一翼を担い、次代への先導者として創造性や感性を磨き、
豊かで住みよい地域づくりに貢献することを目的としています。
また、会員相互の親睦を深め、ビジネスに結びつける情報交換も活発に行っています。

INFORMATION
入会方法・ご案内
会員数

約 240 名（2019.4.1 現在）

入会金

5,000 円

年会費

36,000 円

YEG って何の略？
「Y EG」
（ 若き企 業 家 集団）とは（Yo u n g E n t re p re n e u r s
Group）の頭文字をとったもので、同時に商工会議所青年部の
持 つコンセプト（若さ、情 熱、広い 視 野）を持った経営者＝
Youth , Energy , Generalist を表しています。

※入会に際しては、親会である静岡商工会議所への入会が必要です。
※静岡 YEG は 50 歳で卒会となります。

静岡商工会議所青年部

入会のご案内
GUIDANCE
OF

CONTACT
お問い合わせ先
静岡商工会議所青年部
事務局

静岡事務所

清水事務所

〒420-0851 静岡市葵区黒金町 20-8

〒424-0821 静岡市清水区相生町 6-17

TEL 054-253-5113

TEL 054-353-3402

FAX 054-254-6713

FAX 054-352-0405

ADMISSION

静岡商工会議所青年部

YEG でつながる・ひろがるビジネスの輪。仲間と共に次代の静岡を創る。
自企業発展のため、そして地域社会の発展のため、
わたし達は共に歩み、日々研鑽を重ねています。
同じ志をもった仲間と共に豊かで住みよい次代の静岡を創る、若き企業家集団です。

つながるビジネス

BUSINESS

石油製品販売、運送、輸出、
太陽光発電事業、家事代行事業、
ハウスクリーニング

ビジネス

山﨑裕広 [2012 年入会 ]
店舗内のクリーニングを担当。

ビジネスパートナーとしての仲間は
「財産」です。
静岡の大学を卒業後、飲食店を起業しました。最初は分から

ひろがるビジネス

REGIONAL
CONTRIBUTION
地域貢献

この街の「仲間」と、この街のために。

ないことばかりで、ネットワークを広げるために静岡 YEG に
入会し、様々な職種の方との出会いがありました。雇用関係

静岡 YEG 活動の一環である静岡市に向けた「政策提言」の中で、

に必要な社会保険労務のこと、設備機器のこと、店舗内メン

清水の空家（遊休不動産など）問題を解決するための活用方法

テナンス、広告宣伝、事務作業など、安心して相談できる仲
間が増え、入会して本当によかったと思っています。仲間だ

飲食店経営

からこその助け合いがビジネスにつながり、私にとって大切

㈱祥瑞 代表取締役 金綺春

な財産となっています。

静岡市内で
中華料理店２店舗を展開。
[2012 年入会 ]

パソコン保守、
ソフトウェア指導
青木麻帆 [2017 年入会 ]
PC 操作指導などを担当。

を提言し、それに賛同してくれた静岡 YEG の仲間と共にこの
プロジェクトをスタートさせました。人口減少や事業所減少問
題が深刻な清水区で、どうしたら清水の街をもっと楽しく、お
もしろくできるのか。現在では新しいビジネスとして「清水家
守舎」を法人化し、活動しています。

木材古材販売
（有）森平製材所
代表取締役 森正芳
古材販売のほか、
㈱清水家守舎を立ち上げる。
[2008 年入会 ]

CASE
静岡商工会議所青年部
活動事例

特定社会保険労務士

WEB、
グラフィックデザイン

北澤哲也 [2011 年入会 ]
スタッフの労働条件や給与、
契約書のことなどを担当。

金指昌起 [2013 年入会 ]
各種販促ツールや
Web などのデザインを担当。

地域貢献・活性化

自己研鑽

■ 官民連携のビジネスモデルとして
最初は静岡 YEG の仲間や地域の方々と様々な話し合いの場を設け、各種イベントを企画
し取り組んできました。今では官民連携も実現してにぎわいを創出し、より豊かで住み
よい街づくりのためにさらにネットワークを拡げています。

仲間・パートナー作り

交流事業

各種セミナーや講演会

YEG 活動は “自企業の

様々な YEG 活動への

静岡県内のみならず、

な ど の 開 催 を は じ め、

発展” も大きな目的の

参加、同好会での活動、

全国の YEG メンバー

お祭りや清掃などの地

ひとつです。YEG メン

懇親会等での交流を通

との連携を深めるた

域行事の企画・設営な

バーを対象に開催され

じて、一生涯付き合え

め、ス ポ ー ツ を 通 じ

ど、多種多様な活動を

る各種セミナーへの参

る仲間が自然に出来

た 交 流 や、ビ ジ ネ ス

通じて、地域社会に広

加、セミナーそのもの

る、それも YEG の魅

に 関 わ る 研 修 会、勉

く貢献しています。

の設営・運営を通じて、

力の一つです。

強 会 な ど に 参 加 し、

自己研鑽をしています。

ネットワークを広げ
ることもできます。

