
Basic Information / 基本情報 
 
Duration / 開催期間 
説明：～年～月 から ～年～月まで 
2012/10/1~2013/12/31 
 
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 
124members 
 
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。文字数制限（半角

英数 100 文字まで）があります。 
例：〇〇市ボランティア団体等 
NONE 

 
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 
Eighty hundred dollar 
 
Profit / Loss 利益／損失 
説明：基金を集めること以外は、NONE にしてください 
NONE 
 
In 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 
1. JCI - promote JCI Active Citizenship Framework  



2. JCI NOM/LOM - Recruitment & Growth 

 
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 

 
 
Overview 概要 
説明：小学生でも事業内容・運動が理解できるように, 
簡単な単語のみで事業の大まかな説明をして下さい。 

＜目的１＞ 女性会員の積極的な JC 運動への参加を促進すること 
JCI JAPAN に所属する女性会員が積極的に JC 運動に参加することで，女性へ JC 活

動を通じたポジティブチェンジの機会を提供し、女性のアクティブシチズンを増やす。 
 
＜目的２＞ 女性会員の拡大をはかること 
JCI JAPAN に所属する女性会員が積極的に JC 運動に参加し，入会希望者に対するロ

ールモデルとなることで，JCI JAPAN に所属する女性会員数を拡大する。 
 
上記目的達成により，JCI JAPAN が男女双方の視点にたった、社会のポジティブチ

ェンジのための運動を行なうことができるようにすることができるようになる。 
 
＜背景＞ 
・ 日本では、他の先進国に比べて女性の社会進出が遅れている。 

特に女性管理職の割合が９％と，イギリス・ドイツの３０〜４６％と比べ少ない。 
・ JCI JAPAN においても状況は同一である。JCI JAPAN は２０１２年，３万３２１

２名の会員が帰属し、女性会員は１９８８名と僅か５．９％にとどまっている。 
・ ２０１２年，JCI JAPAN の役員１０３名中、女性会員は全くいなかった。 
・ JC 活動が真に社会変革運動となるためには女性の視点が必要であり，JCI JAPAN に

おいて女性会員拡大と女性会員の積極的な JC 運動への参加の双方が不可欠である。 
・ 女性会員拡大には、まず女性会員が積極的な JC 運動への参加をすることで“ロール・

モデル”となる必要がある。 
・ “ロール・モデル”に接した女性入会希望者は，ヴィジョンを示され，入会後の JC 活

動においても積極的に活動することができる。 
・ また，女性会員が積極的に役職者をつとめるなど JC 運動を通じて自己変革し，アクテ

ィブシチズンとなることが持続可能な社会を創造することに繋がる。 



１．JCI JAPAN は，女性会員に対し，ロール・モデルとなる女性会員を示し，女性

会員が親しく交流する機会を創出した。 
・ JCI JAPAN は，京都会議にて全国の女性会員の希望者を集め、キアラ・ミラニ２

０１３年度 JCI 会頭を招き、懇談会を開催した。 
−参加者は，自由な形式で，キアラ・ミラニ２０１３年度 JCI 会頭及び参加者相互

に交流を深めた。 
・ ASPAC 光州大会にてアジア太平洋圏の女性会員の希望者を集め、キアラ・ミラニ

２０１３年度 JCI 会頭の講演および懇談会を開催した。 
−キアラ・ミラニ２０１３年度 JCI 会頭は，スローガンでもある DARE TO ACT の精

神に基づく JC 活動の意義を講演において訴えた。 
−参加者は，懇親会において，キアラ・ミラニ２０１３年度 JCI 会頭及び参加者相

互に自由な形式で交流を深めた。 
・ JCI JAPAN は，月刊の機関誌において，JC 運動に積極的な女性会員を毎月紹介

し，女性会員のロール・モデルとして紹介した。 
 
２．JCI JAPAN は，女性会員同士が情報交換や切磋琢磨してより JC 運動に参加する

ことが容易になるスキームを創出した。 
・ JCI JAPAN は，女性会員だけの内部交流組織を設立し、会員数の少ない女性が集

まり情報交換や切磋琢磨できる機会を創出した。 
 
３．JCI JAPAN は，LOCAL ORGANIZATION が女性会員拡大を容易にするための援助

活動を行なった。 
・ JCI JAPAN は，全国７３か所で拡大セミナーを開催し、男性が多い LOCAL 

ORGANIZATION に対して，女性会員拡大の必要性と拡大の手法についてのレクチャ

ーを行った。 
・ JCI JAPAN は，女性会員拡大の必要性と拡大の手法（TIPS, FAQ）をまとめた冊

子を作成し、日本全国の６９８ LOCAL ORGANIZATION に配布した。 LOCAL 

ORGANIZATION は冊子を女性拡大のためのツールとして利用した。 
 
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 



＜結果１＞ 新入会員も含め，女性会員の積極的な JC 運動への参加が促進された。 

・ JCI JAPAN では、２０１４年の役員１０７名中、３名が女性会員となった。 

・ JCI JAPAN に所属するLOCAL ORGANIZATIONからJCI JAPANへ出向し，JCI JAPAN

の JC 運動に参加する女性会員が増加した。 

・ JCI JAPAN に所属する LOCAL ORGANIZATION において，女性会員が積極的に JC 活

動に参加した。 

例１ ２０１３年に入会した女性会員が東日本大震災の復興支援活動に積極的に

参加した。 
例２ JCI 夕張において，会員拡大に携わった女性会員が２０１４年理事長となっ

た。 

例３ JCI 名古屋において，次の通り LOCAL ORGANIZATION の役職者数，JCI JAPAN

への出向者の増加があった。 
２０１３ LOCAL ORGANIZATION 役職者５名 JCI JAPAN への出向者 １１名 

２０１４ LOCAL ORGANIZATION 役職者８名 JCI JAPAN への出向者 １４名 

 

＜目的２＞ 女性会員の拡大がはかられた。 

・ JCI JAPAN では、女性会員が、２０１３年１月１日時点の１９８８名から２０１３

年１２月１日時点で２４２１名に増えた（４３３名の増加。増加率２１．８％）。 

・ これまで全く女性会員がいなかった複数の LOCAL ORGANIZATION において，女性会

員が２〜５名入会した。 

例：JCI 夕張 ０名→２名（LOCAL ORGANIZATION の総数１５名） 
  JCI かしま ０名→５名（LOCAL ORGANIZATION の総数７０名） 
  JCI 常総 ０名→３名 （LOCAL ORGANIZATION の総数１０５名） 

 
 
Actions Taken 行動 
説明：大まかに、事業の調査、立案、会議の流れ、実施活動、事業後の活動について 
書いて下さい。日付も入れて下さい。箇条書きでも構いません。 



・２０１２年１０月１日から１０月３１日まで 事業の調査 
・２０１２年１１月１日から１１月３１日まで 全国１０地区での事業説明会の開催 
・２０１２年１１月２９日 事業計画の確定 
・２０１３年１月２０日 京都会議にて女子会員限定の交流会の開催 
・２０１３年５月６日  女性会員だけの内部交流組織設立総会開催 
・２０１３年５月１５日 全国６９８LOCAL ORGANIZATION へ女性会員拡大の必要

性と拡大の手法（TIPS, FAQ）をまとめた冊子の配布 
・２０１３年６月１５日 ASPAC 光州大会にて女子会員限定の交流会の開催 
・２０１３年１月から 1１月末まで LOCAL ORGANIZATION に対する拡大セミナーの実

施 
・２０１３年１月から１２月末まで 全国各地での女子会員限定の交流会の開催 
 
Recommendations 考察や推奨 
説明：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？ 
・ JCIJAPAN の運動は、女性会員の積極的な JC 運動への参加を促進することと女性

会員の拡大をはかることには成功した。 
・ また，女子会員限定の交流会を設立することで，女性会員の JC 運動へのモチベー

ションを高め，サポートする継続的なスキームを創造することに成功した。 
・ 女性会員の割合は増加したが、世界的にみればまだまだ低い割合にとどまってい

る。そのため、今後は、女性課題を重要な課題と認識し、育児休暇制度や産休精度

など、女性が JC 運動に関わりやすい環境を整備していく必要がある。 

 

Best National Growth & Development Program 

 個別項目 

 
Strategic Plan   
戦略計画 
 



What were the objectives of this program  
何がこのプログラムの目的？（使用英単語 200 語） 
＜目的１＞ 女性会員の積極的な JC 運動への参加を促進すること 
JCI JAPAN に所属する女性会員が積極的に JC 運動に参加することで，女性へ JC 活

動を通じたポジティブチェンジの機会を提供し、女性のアクティブシチズンを増やす。 
 
＜目的２＞ 女性会員の拡大をはかること 
JCI JAPAN に所属する女性会員が積極的に JC 運動に参加し，入会希望者に対するロ

ール・モデルとなることで，JCI JAPAN に所属する女性会員数を拡大する。 
 
上記目的達成により，JCI JAPAN が男女双方の視点にたった、社会のポジティブチ

ェンジのための運動を行なうことができるようにすることができるようになる。 
 
How does this program advance the plan of action of the National Organization? 
どのように、このプログラムは、NOM の活動計画を推進しますか？（使用英単語 200
語） 
JCI JAPAN において、女性会員の割合は３万３２１２名中、１９８８名と僅か５．

９％にとどまっている。また，２０１２年度は、JCI JAPAN の役員１０３名中、女

性会員は一人もいなかった。 
JCI JAPAN において，女性会員の拡大，女性会員が役員として JCI JAPAN の重要

な役割を果たすことで，女性会員に自己変革の機会を提供し、女性のアクティブシチ

ズンを増加させることが要請されている。 
本プログラムは，JCI JAPAN の女性会員に女性としての JC 活動についてビジョン

を与え，LOCAL ORGANIZATION の女性会員拡大を援助することで，JCI JAPAN の活

動計画を推進する。 
 
How does this project advance the JCI Mission and Vision?  
どのように、このプロジェクトは、JCI ミッションとヴィジョンを推進しますか？（使

用英単語 200 語） 
本プロジェクトは，下記３点で JCI Mission と Vision に合致している。 

１．自己変革をし，アクティブシチズンとなった女性会員をロール・モデルとして，他の女性会

員がJC運動に積極的に関わることを通じて自己変革をし、女性のアクティブシチズンを増加

させる。 
 
２．自己変革をした女性会員がロール・モデルになることでさらなる女性会員の拡大がは

かられ，新入女性会員がロール・モデルの女性会員にならって JC 運動に積極的に関わる



ことを通じて自己変革をし、女性のアクティブシチズンの増加の連鎖が生じる。 
 
３．女性会員が男性会員と対等に関わることにより JCI JAPAN が，男女双方の視点に

たった、社会のポジティブチェンジのための運動を行なうことができるようになる。 

 
画像データ四つ必要 
Involvement of National Board of Directors and Members   
NOM 理事とメンバーの参加 
 
By number, how many members were involved? 
数で答えて下さい。参加メンバー数は？（使用英単語 2 語） 
１２４MENBERS 
 
By percentage, how many members were involved in this program? 
％で答えて下さい。メンバーの事業参加割合は？（使用英単語 1 語） 
６０％ 
 
・How many National Board members were involved in the project? 
NOM 理事の参加数は（使用英単語 1 語） 
２MEMBERS 

画像データ四つ必要 
 
 
 
Methods of Implementation  
実施方法 
 
What methods and/or activities were used to grow and develop the National 
Organization? 
どのような方法や活動が成長と開発の為に用いられましたか？（使用英単語 300 語） 



１．JCI JAPAN は，女性会員に対し，ロール・モデルとなる女性会員を懇談会，機

関誌を通じ示し，女性会員が親しく交流する機会を創出した。 
２．JCI JAPAN は，女性会員同士が情報交換や切磋琢磨してより JC 運動に参加する

ことが容易になるスキームを創出した 
上記１．２の手法により，会員数の少ない女性が集まり情報交換や切磋琢磨できる機

会を創出し，女性会員は JC 運動におけるビジョンとミッションを有することができる

様になった。 
 
３．JCI JAPAN は， LOCAL ORGANIZATION が女性会員拡大を容易にするための援助

活動を行なった。 
・ JCI JAPAN は，全国７３か所で拡大セミナーを開催し、男性が多い LOCAL 

ORGANIZATION に対して，女性会員拡大の必要性と拡大の手法についてのレクチャ

ーを行った。 
・ JCI JAPAN は，女性会員拡大の必要性と拡大の手法（TIPS, FAQ）をまとめた冊

子を作成し、日本全国の６９８ LOCAL ORGANIZATION に配布した。 LOCAL 

ORGANIZATION は冊子を女性拡大のためのツールとして利用した。 
 
 
Which method/activity was the most effective in recruiting new members? Why? 
どの方法や活動が、新メンバーを入れることに最も効果的でしたか？ なぜ？（使用英

単語 150 語） 
・全国７３か所で開催した拡大セミナーが効果的であったと考える。 
 
・理由は、拡大セミナーにより、女性拡大の必要性、女性拡大における注意点、女性

拡大に役立つ制度を理解してもらうと共に、女性拡大に悩む LOCAL ORGANIZATION
同士での情報交換をすることができ、女性拡大の実践に繋げることができたからであ

る。 
 
 
Which method/activity was the most effective in developing current members? 
Why? どの方法や活動が、現在のメンバーを成長させることに最も効果的でしたか？ 

なぜ？（使用英単語 150 語） 



・京都会議及び ASPAC での女子会においてキアラ２０１３年度 JCI 会頭からお話を

いただくと共に、交流の時間を持ったことであると考える。 
・理由は、JCI の先頭に立って活躍するキアラ会頭は，女性会員のロール・モデルであ

り，キアラ会頭の講演、およびキアラ会頭との懇談により，女性会員が、共感や自信、

挑戦心や世界との繋がりを持つことができた。 

 
画像データ四つ必要 
 
 
 
 
Results Achieved   
成し遂げられた結果 
 
By number, how many new members were recruited by this program? 
数字でお答えください。この事業によって何名の新しいメンバーを獲得できましたか？

（使用英単語 2 語） 
４３３MEMBERS 

 
 
Which objectives did the program achieve? 
プログラムは、どの目的を達成しましたか？（使用英単語 200 語） 
新入会員も含め，女性会員の積極的な JC 運動への参加が促進された。 

・ JCI JAPAN では、２０１４年の役員１０７名中、３名が女性会員となった。 

・ JCI JAPAN に所属するLOCAL ORGANIZATIONからJCI JAPANへ出向し，JCI JAPAN

の JC 運動に参加する女性会員が増加した。 

・ JCI JAPAN に所属する LOCAL ORGANIZATION において，女性会員が役職者になる

など，積極的に JC 活動に参加した。 

 
女性会員の拡大に成功した。 



・ ２０１３年１月１日から２０１３年１２月１日までの間で、女性会員が１９８８名

から２４２１名に増え、４３３名増やすことができた（増加率２１．８％）。 

 
What was the most important outcome of this program? 
このプログラムで最も重要な結果は、何でしたか？（使用英単語 150 語） 
女性会員を増やすことで、女性に自己変革の機会を提供したことである。 
女性が JCI JAPAN に入会することで、その女性がさまざまな社会貢献運動に携わるよ

うになった。 
２０１３年に JC に入会し、東日本大震災の復興支援活動に参加するようになった会

員、LOCAL ORGANIZATION での役職を引き受けて積極的に活動している会員など

が生まれた。 
また，役職者 
 
画像データ四つ必要 
 
 
 
Long-term Impact of the Program  
プログラムによる長期的影響 
 
 
 
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の影響は、何ですか？（使用英単語 200 語） 
JCI JAPAN が女性にフォーカスした拡大を行うことで、女性会員が増加する。 
女性会員が増加することで、女性が JC 運動を通じて自己変革し、女性のアクティブシ

チズンが増加する。 
女性のアクティブシチズンが増加することで、日本において社会において活躍する女

性が増加すると共に、JCI JAPAN の運動にも多くの女性の意見が反映され、より社

会の実態を捉えた運動となっていく。 
 



What changes would you make to improve the results of this project? 
あなたは、このプロジェクトの結果を改善するために、どんな変更を計画しています

か？（使用英単語 300 語） 
・ 女性会員による JC 運動の対外的な PR をより積極的に行なう。 
・ 日本青年会議所において、女性が活動しやすい環境を整える必要があると考える。

そのために、育児休暇制度や産休制度の導入といった環境整備のための運動を展開

するべきと考える。 
・ アファーマティブ・アクションとして，女性会員役員数の数値目標を設定すること

も検討される。 

画像データ四つ必要 
 


