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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 

２０１６年８月１９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 

２２５名 

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 

新潟県、新潟市、新潟日報社、読売新聞新潟支局、朝日新聞新潟総局、毎日

新聞新潟支局、産経新聞新潟支局、ＢＳＮ新潟放送、ＴＮＹテレビ新潟、Ｎ

ＳＴ、ＵＸ新潟テレビ２１、ＦＭラジオ新潟、新潟県民エフエムＰＯＲＴ、

ＦＭ ＫＥＮＴＯ、新潟商工会議所、新潟商工会連合会、新潟経済同友会、

新潟市異業種交流会協同組合、新潟ニュービジネス協議会 

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 

４４ hundred dollar 

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： 

 

Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 



活動エリアに在住する経営者、経営幹部 

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 

地域の課題を再認識し、自らが地域経営を推進する人材であることを自覚 

してもらう。それを踏まえて、地域の課題を抽出し、自らそれに対しコミッ

トする意識を向上させること。 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

事前に１０名の地域経営者にインタビューをした。その上で、地域経営を実

践し、且つ各業界で大活躍されている経営者４名をパネリストとして地域経

営についてスピーチをしてもらう。これから地域と企業がどのように関わ

り、地域と企業が活性化するべきについてパワーセッションをおこなう。ま

た、地域経営についての冊子の作成・配布も行った。 

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２４２名を含めた５４０名の動員があった。 

一般参加者の９４％の方から新潟の企業の発展、地域の活性化のためには、

地域経営意識を持ち、行動することが大切だということが理解できたと回答

があった。 

一般参加者の９３％から本フォーラムを通じて地域が持つ特性や潜在する

可能性を有効的に活用することが重要であることを理解できたと回答があ

った。 

参加したメンバーの９９％から地域経営を理解できたと回答があった。 

参加したメンバーの９９％から新潟の企業の発展、地域の活性化のためには

新潟青年会議所メンバーが地域経営意識を持ち、行動することが大切だと思

うという回答があった。 

一般参加者からは、角度を変えた観点、違った角度からの物の見方等、大変

勉強になったという感想をもらった。 

これら検証はアンケート回収の結果から抽出した。 



Actions Taken 行動 

説明： 

２０１６年 １月～３月 担当委員会で事業をイメージ、骨子作成 

２０１６年 ４月～５月 議案書作成 

２０１６年 ６月～８月 事業告知、宣伝 

２０１６年 ８月１９日 事業開催 

２０１６年 ９月 事業報告書作成 

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た。 

例会開始時刻が早かったので、メンバーの遅刻者が多くいたので、事前のリ

マインドの仕方など改善点はあった。 

質疑応答の時間が足りなかったので、時間配分を多くする等の改善点があっ

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 



一般参加者には地域の課題を再度認識し、自らが地域経営を推進する人材で

あることを自覚し、課題解決のために行動する意識を醸成してもらう。 

メンバーには、地域活性化の担い手として市民を先導し、地域の課題解決の

たまに行動する意識を高めてもらう。 

 

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。 

・地域経済の発展に貢献すること。 

 

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 

３人の講師料金(一人はシニアのため無償)、懇親会費、会場費、講師一人の

宿泊費が発生した。 

 

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 



地域経営の定義を理解し、自らが地域経営人材であることを自覚させる機会

を創出しました。 

４名の講師だけではなく、１０名の地域経営者にお会いし、青年会議所との

繋がりをつくり、関係を築きました。 

※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 

１６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 

７８％ 

 

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 

フォーラムが円滑に進むための設え、運営、進行および補助。 

※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 

参加者へのアンケートを、主な調査方法とした。 

 

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 

このフォーラムに参加して頂いた、経営者もしくは経営幹部が地域経営を意

識し行動に移すことにより、新潟の発展につながる。 
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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 

金銭としての利益は無し。 

 

 

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 

地域経営の定義を理解し、自らが地域経営人材であることを自覚させる機会

を創出した。 

 

 

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 

４名の講師だけではなく、１０名の地域経営者にお会いし、青年会議所との

繋がりをつくり、関係を築いた。 

※写真４ 
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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 

このフォーラムに参加して頂いた、経営者や経営幹部の方が地域の課題を再

度認識し、自らが地域経営を推進する人材であることを自覚し、課題解決の

ために行動に移して頂けたら、それはそれぞれの企業の健全経営に繋がり、

地域が発展していく仕組みとなることが期待できる。 

 

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 

傾聴して頂いた参加者によって多少伝わり方が違うので、さらに何らかの形

でメッセージを送る必要が改善策としてある。 

※写真４枚 


