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Basic Information / 基本情報 

 

Duration / 開催期間 

説明：～年～月 から ～年～月まで 

２０１５年１０月３１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 

８５人 

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 

株式会社スノーピーク、朝日酒造株式会社、グローカルマーケティング株式会

社、株式会社バウハウス、新潟県、新潟市、新潟日報社、朝日新聞新潟総局、

毎日新聞新潟支局、日本経済新聞社新潟支局、ＮＳＴ、ＵＸ新潟テレビ２１、

エフエムラジオ新潟、ＦＭ ＰＯＲＴ ７９．０、ＦＭ ＫＥＮＴＯ 朱鷺メ

ッセ 

 

パネリストとして今井進太郎氏、肥田野正明氏、平沢聡氏、山井太氏。 

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 

２９万円（２９００ドル） 

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 

０ 

In Which UN MDG best fit (if Apply)? UN MDGs の該当項目（もしあれ

ば） 

説明： 

なし 



Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 

新潟市近隣地域に住み暮らす人々 

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 

自らが社会起業家であることを自覚し資質を向上していくことで、地域社会の

課題解決のための行動へつなげるため。 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

持続可能な事業を通して社会貢献を行っているパネリストをお招きし、参加

者に社会起業家を体験してもらいました。一般参加者は主に２０代から４０代

の責任世代の方を考え、この体験をふまえ持続可能な事業を通じて社会貢献の

行動につなげてもらうため、本事業を企画しました。 

 

本事業は２部構成としました。 

第１部では、現在新潟にて社会起業家（社会貢献とビジネスを両立させる）

として活動している４名をパネリストとしてお招きし、各人に対して社会貢

献の意識、目標について質問し回答してもらいました。 

第２部では、各パネリストが用意した質問に参加者から答えてもらう対話形

式により、参加者に社会起業家の意識をもってもらい、地域社会の課題解決

の行動の一助としてもらいました。 

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 

一般参加者を含め１４３名の動員がありました。 

参加者のアンケートでは、この事業に参加して良かったという回答は１０

０％となり、参加者全員に満足いただけました。 

また、第１部のパネルディスカッションは、９４％の方からパネリストの活

動にご理解いただくことができました。 

第２部の対話形式では、社会起業家という言葉がまだ浸透しきっていなかっ



たこともあり、全員の理解は得られませんでした。しかし、多くの方から自

らが社会起業家であるという意識をもつことの必要性、地域社会の課題解決

の必要性について認識をもっていただけたと思います。 

Actions Taken 行動 

説明： 

２０１５年５月  担当委員会で事業をイメージ、骨子作成 

２０１５年６月〜 議案書作成、支援者と連携 

２０１５年８月〜 事業告知、宣伝 

２０１５年１０月３１日 事業開催 

２０１５年１２月 報告議案書作成 

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？ 

目的として設定した内容は達成できました。 

この事業の他、社会起業家をテーマとした例会、公開委員会を行いましたが、

本事業のみ参加した方もおり、社会起業家という言葉を全員が知っていたわ

けではなかったため、全員から完全に事業を理解してもらうことが難しかっ

たと考えます。そのような参加者にどう社会起業家というものを理解しても

らうかが課題となりました。 
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Objectives Planning Finance and Execution      

目的・計画・財務・実施 

 

What were the 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 ※２００語まで 



新潟に住み暮らす一人ひとりが、自らの働き方、生き方が世の中に希望を生み、

自分自身にも希望を抱ける社会起業家であることを自覚し資質を向上していく

ことで、地域社会の課題解決のための行動へつなげることを目的としました。

また、高い志を持って、社会貢献に取り組んでいる青年会議所メンバーは、社

会変革の担い手として市民を先導し、地域に活力を与え、地域社会の課題解決

のための行動へつなげることを目的としました。 

 

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？ 

活動計画のどの部分に合致しているのか？合致している部分の詳述してくださ

い。＊JCI Action plan のシートを参照 ※２００語まで 

本事業の目的が達成されることによって、以下の効果が得られる。 

・地域経済に貢献すること 

・持続可能なインパクトを築くこと 

・同じ目標に向けて意識を共有すること 

以上３点がＪＣＩの活動計画に一致する。 

 

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？ 

予算上の工夫と、予算の内訳の概算を記述してください ※１５０語まで 

パネリストは１名を除き、青年会議所のシニアもしくは他ＬＯＭのメンバー

であった。その１名も、講師料は辞退された。また、交通費についても自家

用車で来られる方がいたため、その点は工夫をした。 

会場設営費、講師関係費、広報費、雑費が費用として発生した。 

 

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 



※２００語まで 

ビジョンについては、青年会議所として、地域貢献とビジネスを両立させる

社会起業家とのつながりを構築することで、ネットワーク作りに貢献しまし

た。 

ミッションについては、一般市民及びメンバーにとって、社会変革のため、

地域社会の課題解決の一助となる機会を提供しました。 

※写真４枚 
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Membership Participation メンバーの参加 

 

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 ※２語まで 

１２名 

 

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？ ※１語 

８０％ 

 

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 ※３００語まで 

司会、コーディネーター、進行役とパネリストの進行補助、受付、会場案内。 

※写真４枚 
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Community Impact 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？ ※２００語まで 

一般参加者への書面でのアンケート、メンバーに対するメールアンケート 

 

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 ※３００語まで 

参加した一般市民が、自らが社会起業家であることを自覚し、資質を向上して

いくことで、地域社会の課題解決のための行動へつなげることが目的であり、

行動の一助となります。 
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Impact 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？ 

※２００語まで 

経済的利益はありません。 

 

 

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？ ※２００語まで 



青年会議所として、地域貢献とビジネスを両立させる社会起業家とのつなが

りを構築することで、ネットワーク作りに貢献しました。 

 

 

How did the project advance the JCI Vision? 

どのようにしてＪＣＩヴィジョンを推進したのか？ ※２００語まで 

一般市民及びメンバーにとって、社会変革のため、地域社会の課題解決の一

助となる機会を提供しました。 

※写真４枚 
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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？  

※２００語まで 

すでに社会起業家であるパネリスト同士を結びつけたことで、その事業者間

での連携が生まれます。また、メンバーとパネリストが結びつくことでメン

バーも自らが社会起業家であることを自覚し、地域社会の課題解決のための

行動の一助を踏み出すことになります。結果的に、地域社会の課題は減少も

しくはなくなることになります。 

 

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？ 

※３００語まで 



社会起業家について知ってもらう機会をより設けることが必要だと考えま

す。 

※写真４枚 


