２ページ
Basic Information / 基本情報
Duration / 開催期間
説明：～年～月 から ～年～月まで
2013年5月13日〜 2013月10月5日

Staff / スタッフ
説明：青年会議所メンバーの参加人数
例：何人 ○○member

１４ＭＥＭＢＥＲＳ

Sponsors / 支援者
説明：青年会議所以外のメンバーがいる場合のみ記載してください
例：〇〇市ボランティア団体等
ＮＰＯ法人クラブパレット、
金沢星稜大学、
民間企業 3 社、地元新聞社 1 社

Budget 予算
説明：ドルで表示してください。
例：１万円なら one hundored dollar
6900 US dollar（2013 年度のみの金額）

Profit / Loss

利益／損失

説明：基金を集めること以外は、０にしてください
NONE

Which UN MDG best fit (if Apply)?
説明：

UN MDGs の該当項目（もしあれば）

NONE

Who is benefited?

誰の為に？

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人

金沢市民約46万人。

Objective

目的

説明：
（例 1）子ども対象の事業をベースにして、参加者とメンバーの
意識を変革を促し、前向きな変化を創りだすため
JCI金沢が、市民にポジティブチェンジを促します。
彼らが社会貢献意識を高めることで、地域社会が持続発展していくことを目的とします
。
JCI金沢は、子ども達が健やかに成長できる環境を創る機会を市民に提供。
市民が、社会貢献意識を高め、持続発展した社会を創る事を目的とする。
この目的を達成するために、市民が下記のポジティブチェンジする必要がある。
①市民が、自らの行動が社会貢献になる事に気づく。
②市民が、能動的に行動する人に変わる。
ＪＣＩ金沢は、以下の方法で市民にポジティブチェンジするための機会を提供する。
我々は、子ども達の遊び場を芝生化する事業を開催した。
①ＪＣＩ金沢は、事業参加者を増やしアクティブシチズンを増やす。
②ＪＣＩ金沢は、ＣＳＲ活動に取り組む企業を増やす。

Overview

概要

説明：必ず結果と合致しているはず

JCI 金沢は、このプログラムの実施で JCI ミッションとビジョンを推進した。
①JCI 金沢は、子ども達の遊び場の問題点を調査研究した。
②JCI 金沢は、
「遊び場の芝生化事業」を決定。
③JCI 金沢は、行政、企業、NPO や大学生に説明を行った。
④JCI 金沢は、保育園、幼稚園、町会へ事業の案内を行った。
⑤JCI 金沢は、事業箇所を決め、市民に説明した。
⑥事業には、様々な年代の市民が参加した。
⑦事業には、企業、NPO、大学生も参加した。
⑧市民は、育成期間中積極的にメンテナンスを行った。
⑨市民は、子ども達と芝生の上で一緒に遊ぶイベントを企画し行った。
⑩JCI 金沢は、事業参加者を増やしアクティブシチズンを増やすことに成功した。
⑪JCI 金沢は、CSR 活動に取り組む企業を増やすことに成功した。

Result 結果
説明：複数の短い文章になるように注意してください
目的がどのくらい達成できたか書いてください
上記の結果の想定外の結果を書いてください
上記の結果の確認方法を書いてください
検証結果を簡潔に書いてください
①市民は、社会貢献する能動的な市民に変わった。

②協力企業に PositiveChange を起こさせた。
JCI 金沢との協働事業ではなく、独自の CSR 活動として事業を行った。
③JCI 金沢の事業が、地元新聞、地元テレビに積極的かつ好意的に取り上げられた。
結果として、運動を地域に効果的に発信でき、知名度認知度が向上した。
④協力 NPO に PositiveChange を起こした。
彼らから、JCI 金沢の事業に今後も継続的に協力したいとの申し出があった。
⑤協力団体に PositiveChange を起こした。
彼らから、プログラムを継承・実行したいとの申し出があった。
運動に独立性と持続発展性ができた。

Actions Taken 行動
説明：

2012年10月～

NPO団体との協議（役割分担や事業継承について）（12 回協議）

2012 年 11 月 2 日～2013 年 6 月 20 日
2012 年 12 月～2013 年 4 月

町会との打合せ（9 回実施）

過去芝生化箇所へのヒアリング（16 回実施）

2013 年 1 月 28 日～4 月 12 日

地域保育園 A 打合せ（3 回実施）

2013 年 1 月 29 日～6 月 27 日

地域保育園 B 打合せ（10 回実施）

2013 年 2 月～5 月

金沢市との協議（公園の現状と地域コミュニティについて）（11 回協

議）
2013 年 3 月 1 日～
4月1日

広報

地域大学との協議（役割分担やイベント企画について）
（6 回協議）

Facebook ページ 2013 年度版にリニューアル

5 月 13 日～5 月 30 日

広報

事業案内チラシ配布

市内幼稚園（112 箇所）、保育園（45

箇所）の全園児 32,000 人対象
6 月 20 日

事業継承検討会議（いしかわクラブゾーン）

事業実施
2011 年
3 月～4 月

教職員・保護者説明会

5 月～6 月

苗植え実施

3 箇所

5 回開催

488 名参加

271 名参加
芝生化面積 2,690㎡

2012 年
4 月～6 月
6月

教職員・保護者説明会
苗植え実施

5 箇所

4 回開催

400 名参加

7 月 19 日

地域幼稚園 A

10 月 5 日

地域保育園 C・地域幼稚園 B

イベント開催

121 名参加
芝生化面積 1,493㎡

286 名参加
イベント開催

200 名参

2013 年
4 月 20 日 地域保育園 A

教職員・保護者説明会、芝の苗作り

6月5日

町会 町民説明会

6月8日

地域保育園 A

6 月 13 日 地域幼稚園 C

43 名参加

52 名参加

苗植え開催（92 名参加、芝生化面積 400㎡）
苗植え開催（エリア拡大のため）
（15 名参加、芝生化面積

300㎡）
6 月 22 日

町会

苗植え開催（44 名参加、芝生化面積 300㎡）

6 月 30 日

地域保育園 B

苗植え開催（240 名参加、芝生化面積 3,700㎡）

9月7日

地域保育園 A

イベント開催

Recommendations

考察や推奨

目的のうちどの部分が達成されたのか？
達成できなかった部分は、何か？
それは、なぜか？その改善策は？

62 名参加

JCI 金沢は、この事業を通して、
①事業参加者を増やしアクティブシチズンを増やすことに成功した。
②CSR 活動に取り組む企業を増やすことに成功した。
以上の成果を得ることが出来た。
成果を得た要因として、
①芝の苗を植えるという誰でも簡単に出来る手法を用いたこと。
②老若男女が一堂に会して行えたこと。
③子どもの育つ環境の改善という、わかりやすい内容であったこと。
④事業前、事業後の環境の変化を容易にイメージできたこと。
⑤３年間継続しているため、ノウハウが蓄積された。
が挙げられる。

部門 Long term Local Community program
3 ページ

Objectives Planning Finance and Execution
目的・計画・財務・実施

What were the long term objectives of this program
このプログラムの目的は？基本情報に詳述して下さい
JCI 金沢が、市民にポジティブチェンジを促します。
彼らが社会貢献意識を高めることで、地域社会が持続発展していくことを目的としま
す。

How does this program align to the JCI Plan of Action?
この事業は、どのようにＪＣＩの活動計画と合っていますか？

JCIの活動計画の結びにある「前向きなより良き変化をもたらす力を人々に提供する
為、地域手一緒に運動し、成長・発展の機会を提供することが、国家的・国際的なレ
ベルのこの組織である。」に、当事業の目的である
①JCI金沢が、市民にポジティブチェンジする機会を提供する。
②JCI金沢は、事業参加者を増やし、アクティブシチズンを増やす。
が合致する。

Was the budget an effective guide for the financial management of the project?
予算は事業の財務管理のための効果的なガイドになりましたか？
予算外の支出はなかった。
予算 US$6900 の内訳は、
会場設営費 US$1000
企画・演出費 US$1260
広報費 US$4080
予算削減の工夫
JCI 金沢は、公益信託金沢教育基金に対し、長期的地域社会開発プログラムの説明を行い、
我々の事業・運動に理解と協力を得ることが出来た。
基金より、芝の苗等の提供を得ることが出来た。

How does this project advance the JCI Mission and Vision?
どうやってこの事業は、ＪＣＩのミッションと、ヴィジョンを推進しましたか？
ビジョンとミッションに分けて明確に詳述してください
【 Ｊ ＣＩ ミ ッ ショ ンの推進】
Dare to Act
本事業は、市民と企業にポジティブチェンジする機会を与えた。
・ＪＣＩ金沢は、金沢市内保育園（１１２箇所）、幼稚園（４５箇所）、町会（６０箇所）
に事業説明行った。そして、企業、行政、ＮＰＯ、大学生に事業説明を行った。
・子ども達の遊び場を芝生化を通じて地域に対して行動することが、社会貢献・CSR になる
ことを彼らは理解した。
・彼らは、事業に参加し、ポジティブチェンジした。彼らは Dare to Act することの重要性を
体験した。

【ＪＣＩビジョンの推進】
・ＪＣＩ金沢は、
A

市民・ＮＰＯ・企業との架け橋になった。

B

企業や市民と連携し事業を行った。

C

課題を市民・ＮＰＯ・企業と共有し、ネットワークを作った。

我々は地域のリーダーとして、率先した行動によって地域社会にネットワーク構築し、運動を
広げた。

ページ４
By number,how many members were involved in this program?
事業のスタッフは、何人？数字で記載してください
14MEMBERS

By percentage how many members of the Local Organization were involved in
this program?
LOM メンバーの参加率は、何パーセントですか？％で記載してください
51%

Describe the main roles of the participating members in this program
このプログラムで参加しているメンバーの主要な役割を簡潔に記述してください
・ PR チーム（委員長、副委員長、幹事 計 3 名）
金沢市町会連合会理事会、金沢市保育部会理事会へ出席し、芝生化事業の説明を行った。
事業告知のチラシを作成した。
・事業継承チーム（担当副理事長、室長、委員長 計 3 名）
申し出があった協力団体と、事業継承について協議を行った。
・企業 CSR 活動推進チーム（担当副理事長、室長、委員長、副委員長

計 4 名）

企業に訪問し、事業説明を行い、CSR 活動を推進した。
・実施箇所選定チーム（委員長、副委員長、幹事、委員 計 14 名）
応募のあった幼稚園、保育園、町会へ訪問し、事業説明と現地調査を行い、委員会にて協議を行った。
・芝生化プログラム作成チーム（委員長、副委員長、幹事、委員 計 14 名）
市民が、事業に参加したことにより、社会貢献意識を高めアクティブシチズンにポジティブチェンジで
きるよう、内容の検討と実施を行った。
・芝生化プログラム検証チーム（委員長、副委員長、幹事、委員 計 14 名）
事業終了後に、アンケートの集計と、実施箇所へヒアリングを行い、事業の検証を行った。

ページ５
Community Impact 地域社会への影響

How did the Local Organization measure community inpact for this program
どのように、ＬＯＭは、このプログラムのために地域社会への影響を測りましたか？

１、 JCI金沢は、社会貢献意識の高まった市民の増加を事業参加数の各年度の推移で
評価した。
2011年488名→2012年505名→2013年610名
２、JCI金沢は、協力企業のＣＳＲ活動の重要性の高まりを参加数の各年度の推移
で評価した。
1年目1社→2年目2社→3年目3社
３、JCI金沢は、能動的に行動を起こす団体が誕生した数で評価した。
２団体誕生した。
４、JCI金沢は、報道機関に取り上げられた件数から、地域社会へ本事業がどれだ
け周知されたかを評価した。
北國新聞（310,000部発行）に 4 回掲載、地元民放テレビ局 1 社（平均 700,000 世
帯受信）に 1 回放送

Describe the actual community impact produced by this project
このプロジェクトによって発生される実際の地域社会への影響を記述してください
Ｊ ＣＩ 金沢は、アクティ ブシチズンを増やした。
・３年間にわたり、事業に参加した市民１６０３名が、ポジティブチェンジし、アクティブシ
チズンになった。
・３年間にわたり、事業に協力した企業６社が、ＣＳＲ活動の重要性を理解し、アクティブシ
チズンになった。

ＪＣＩ金沢は、地域に運動を広げた。
・我々は、過去の報道を見た２つの保育園、1 つの町会から、本事業に取り組みたいと依頼を
受けた。
・我々は彼らを訪問し打合せを行い、事業を行った。

・協力団体は、ＪＣＩ金沢に彼らだけで事業を行いたいと申し出を行った。協力団体は、ＪＣ
Ｉ金沢と協議を重ねた。
・協力団体は、来年以降単独で事業を行う計画を立てた。

ＪＣＩ金沢は、持続発展する地域社会をつくることができた。

ページ６
Imact on Local Organization ＬＯＭへの影響

How did the Local Organization benefit from running this project?
どのようにＬＯＭは、この事業を運営することから利益を得たか？
１、地域の認知度向上
本事業は、テレビや新聞、協力企業のＨＰなど様々な形で発信されました。ＪＣＩ金沢は、
社会貢献意識の高い団体として地域の認知が向上しました。
２、ＬＯＭメンバーの資質向上
本事業は、ＬＯＭメンバーの社会貢献意識を高め資質を向上させました。
ＬＯＭメンバーは青年経済人として、営利目的の企業経営ではなく社会に貢献できる企業の
あり方を学びました。
今後地域のリーダーとして、多くのポジティブチェンジを与えていきます。
３、外部からの協力による資金の向上
ＪＣＩ金沢は、公益信託金沢教育基金に対し、長期的地域社会開発プログラムの説明を行い、
我々の事業・運動に理解と協力を得ることが出来た。
４、外部組織からの評価向上
ＪＣＩ金沢は、行政からも高い評価を受けました。特に、石川県より事業協力の問い合わせを
いただいたことが、ＪＣＩ金沢の価値を高めたと考えます。

How did the program advance the JCI Mission?
どのようにＪＣＩミッションを推進したのか？

本事業は、市民と企業にポジティ ブチェ ンジする機会を与えた。
・JCI 金沢は、市民と企業に過去の事例を通して、子ども達の遊び場を芝生化する
ことが、社会貢献・CSR になることを説明した。
・彼らは、子ども達の遊び場の芝生化を通じて地域に対して行動することが、社会
貢献・CSR になることを理解した。
・彼らは、事業に参加し、ポジティブチェンジした。彼らは Dare to Act すること
の重要性を体験した。
・彼らは、自主的に活動を行い、新たな市民をポジティブチェンジさせ、地域社会
が持続発展していくことを目指した。
ページ７
Long-term Impact of the Program プログラムの長期的な影響

What is the expected long-term impact of this project?
このプロジェクトの期待される長期的な影響は、なんですか？

本事業は、多く の市民に社会貢献意識を高め、能動的に行動を起こす機会を与えました。
今後市民は、アクティブシチズンとなり持続発展可能な社会実現に向けて行動を起こ
します。
また、企業には CSR 活動の重要性を知る機会を与えました。
今後企業は、営利のためだけでなく社会に貢献できる企業へと変化していきます。
市民ネットワークは、地域貢献のモデルケースとなり、多くのポジティブチェンジを
与えていきます。

What changes Would you make to improve the results of this project?
このプロジェクトの結果を改善するために、どんな改善策がありますか？

本事業は、 3年間で1,603名の市民、6社の協力企業が参加した。
今後更なる、能動的な市民の参加、CSR活動に取り組む企業を増やす必要がありま
す。
【改善策】
１、JCI金沢は、本事業の目的の周知を図るためにもを事業を継続し、広報していく
ことが必要です。
２、JCI 金沢は、本事業の実施箇所を増やし、より多くの市民にポジティブチェンジ
の機会を与える必要があります。
３、JCI 金沢は、企業に対して CSR 活動の重要性認知のために、本事業を説明する
必要があります。
４、JCI 金沢は、行政、企業、市民のパイプ役として、市民ネットワークを構築して
いく必要があります。

５、JCI 金沢は、市民が誰でも容易に取り組めるよう事業マニュアルを作成する必要
があります。

