
褒賞事業要項 

 

※日本青年会議所 

ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０１７・会員拡大褒賞 

申請開始      ５月  1 日 

申請締切      ７月３１日 

式  典      ９月２９日 

 

 

※ＡＳＰＡＣ（ウランバートル） 

 ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ 

ＡＳＰＡＣ勉強会  ３月１８日 

申請開始      ３月２７日 

申請締切      ５月 ８日 

ＡＳＰＡＣ開催   ６月 ７日 

 

 

※世界会議（アムステルダム） 

  ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ 

世界会議勉強会   ８月 ５日 

申請開始      ８月 ７日 

申請締切      ９月２５日 

世界会議開催   １１月 ６日 

 

 

  



※公益社団法人 日本青年会議所 

ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０１７ 

会員拡大褒賞 

 

日程  

ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０１７ 

時期 内容 

５月 １日 申請開始 

７月３１日 申請締め切り 

９月２９日 ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０１７開催 

会員拡大褒賞 

時期 内容 

５月 １日 申請開始（手法部門のみ） 

７月３１日 申請締め切り（手法部門のみ） 

手法部門以外の拡大褒賞については、委員会で調査した会員数を随時更新します 

９月２９日 拡大褒賞開催 

カテゴリー 

特別賞 

最優秀賞（優秀賞から選考） 

会頭特別賞（全申請から選考） 

地区優秀賞（各部門優秀・次点から選考） 

ブロック優秀賞（各部門優秀・次点から選考） 

ＪＣ版地域総合戦略優秀賞（新設）４７ブロック協議会から選考 

最優秀理事長賞（新設）６９６ＬＯＭから選考 

優秀賞 

１． 青少年・人材育成部門（統合） 

２．地域環境活性化部門 

３．地域経済活性化部門（統合） 

４．ＬＯＭ成長部門 

５．国際部門（統合） 

６．ＯＭＯＩＹＡＲＩ部門 

● 対象事業期間 

 ：２０１６年５月１日〜２０１７年７月３１日 

 

● 対象事業 



対象となる事業は以下の２つのいずれかに該当する事業とします。 

① 申請する事業又はプロジェクトは対象期間中に完了したものを前提とします。なお、継

続的事業又はプロジェクトは対象期間中に活動の主要部分が行なわれているものを前

提とします。 

② 対象期間以外で、２０１６年度地区協議会・ブロック協議会の褒賞に受賞した事業も対

象とします。 

※但し、昨年までのＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮで受賞した事業を除きます。 

※但し、会員拡大部門は自動エントリー方式とし事務局の集計を元に判断します。 

 

● 申請方法 

- 申請主体 ： ＬＯＭ（事業毎に申請） 

- 申請内容 ： ＷＥＢ申請 

- 申請期間 ： ２０１７年５月１日〜２０１７年７月３１日 

 

● カテゴリー 

１． 青少年・人材育成部門 

- 家庭・地域・学校・社会を含む教育全般に関して展開されている事業 

- 健全な青少年育成を目的に展開されている事業 

- 地域・学校では学べない体験学習や実習により、創造性教育を展開されている事業 

- 未来を担う子ども達に生きる喜びや希望を与える事を目的に展開されている事業 

- 教育・スポーツ等を通じて青少年の心身の健全な育成や豊かな人間性の育成に寄与する

事を目的に展開されている事業 

- 人間力育成を目的に展開されている事業 

- 会員研修・指導力開発等を展開されている事業 

 

 

２． 地域環境活性化部門 

- 各地の文化や生活習慣などを、地域の魅力として継承し磨いていくことを目的に展開さ

れている事業 

- 高齢者や障害者との交流や、福祉関連者・福祉施設との連携を通して、市民福祉の実現

に向けて展開されている事業やそれを支援する事業 

- 環境運動や災害対策支援を市民と共に協働して展開されている事業 

 

３． 地域経済活性化部門 

- 地域経済の抱える諸問題の解決や地域経済の発展に向けて展開されている事業 

- ＬＯＭの啓発事業や、市町村合併等の行政に対して緩解されている事業 



- 広く市民と行政のパイプ役を果たし、行政の諸問題に対して展開されている事業 

- 地域企業の社会的責任（ＣＳＲ）を促進させる事業 

 

４． ＬＯＭ成長部門 

- ＬＯＭとそのメンバーの資質向上に寄与する事業 

 

５． 国際部門 

- 国連持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を推進し、展開されている事業 

- 国際社会への協力・支援活動を目的に展開されている事業 

- 多様な日本を発信し、民間外交の推進を目的に展開されている事業 

- 諸外国と日本との相互理解の促進を目的に展開されている事業 

 

６． ＯＭＯＩＹＡＲＩ部門 

- 地域の人々や、まちの未来の継続的な幸せに貢献する事業 

- 家庭・地域・学校・社会を含む教育全般に関して展開されている事業 

 

 

会員拡大褒賞 

グランプリ「真の日本一拡大 LOM賞」 

対  象： 全てのＬＯＭ 

概  要： 会員拡大率への意識向上を図ることを目的に、純粋な会員拡大数と拡大手法両方が、

最も優れたＬＯＭをグランプリとして表彰致します。また、他ＬＯＭのモデルとなることで、

会員数純増に向けた全国的な意識の向上を図ります。 

受  賞： 全ＬＯＭの中から、純粋な会員拡大数と拡大手法両方が最も優れたＬＯＭをグランプリと

します。 

１．会員拡大【純増率】部門 

①優秀拡大ＬＯＭ賞 

対  象： 全てのＬＯＭ 

概  要： 会員拡大率への意識向上を図ることを目的に、純粋な会員拡大数と拡大手法として最も

優れた上位１０ＬＯＭを優秀拡大ＬＯＭとして表彰致します。また、他ＬＯＭのモデルとなる

ことで、会員数純増に向けた全国的な意識の向上を図ります。 

受  賞： 全ＬＯＭの中から、純粋な会員拡大数と拡大手法両方が最も優れた、上位１０ＬＯＭを優

秀拡大ＬＯＭ賞とします。 

審査基準 ２０１７年度７月末会員数÷２０１６年度８月期首会員数＝純増率 

純増率が非常に高く、拡大手法に最も優れたＬＯＭを、４７ブロック協議会会長の投票で

選考します。 



得票数が上位１０ＬＯＭを優秀拡大ＬＯＭ賞と致します。 

なお、得票数が同数の場合は純増率の高いＬＯＭとします。また、得票数、純増率が同

数同率の場合は、会員拡大人数が多いＬＯＭとします。 

２．会員拡大【パワー】部門 

②２０代拡大達成ＬＯＭ賞 

対  象： 全てのＬＯＭ 

概  要： 青年会議所運動をより昇華させていくためには、若い２０代の層の活躍は必要不可欠で

す。２０代から青年会議所活動をすることは、将来の青年会議所運動を継承していく人材

の育成に繋がり、青年会議所運動を連綿と継続し、昇華させていくために実施します。 

受  賞： 全てのＬＯＭの中から２０代純増率最上位のＬＯＭに表彰状を授与します。 

審査基準 ２０１７年度７月期末２０代会員数÷２０１６年度８月期首２０代会員数＝純増率 

同率の場合は、２０代会員の拡大人数の多いＬＯＭとなります。２０代純増率が同率でさ

らに２０代会員の拡大人数も同数の場合、会員拡大率の高いＬＯＭとなります。２０代純

増率が同率、また２０代会員の拡大人数も同数、そしてさらに会員拡大率も同率の場合、

会員数の多いＬＯＭとなります。 

３．会員拡大【手法】部門 

③最優秀拡大支援ブロック賞 

対  象： 全てのブロック 

概  要： 各地青年会議所が一番近い存在であるブロック協議会、ブロック協議会の会長を先頭に

ブロック全体、全国で会員拡大運動に対する機運を高めるために実施します。 

受  賞： 各ブロックが本年度行っている拡大支援に対して効果的であった手法をエントリーしても

らいます。それらに対して、日本青年会議所役員の投票により最優秀拡大支援ブロック

賞を選定し、表彰状を授与します。 

④最優秀拡大手法賞 

対  象： 直近の３年間トータルでの純増ＬＯＭ 

概  要： 青年会議所活動の強化に直結すると考えられる長期的な会員拡大を称えるため、会員

数純増を３年間トータルで見た際に達成しているＬＯＭの手法を称え、拡大に対する有効

な手法を広く知ってもらうために実施します。 

受  賞： 直近の３年間トータルで会員数を純増しているＬＯＭに対して、これまで拡大に対して効

果的であった手法をエントリーしてもらいます。それらに対して、日本青年会議所役員の

投票により最優秀拡大手法賞を選定し、表彰状を授与します。 

 

お問い合わせ： 人間力褒賞委員会 

副 委 員 長 河野  誉嗣 

携 帯：０９０－７７６３－９４８３ 

E - m a i l：takatsugukawano816@gmail.com 

mailto:takatsugukawano816@gmail.com


 

  



※ＡＳＰＡＣエリア会議（ウランバートル） 

  ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ 

※世界会議（アムステルダム） 

  ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ 

 

日程 

ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ（ＡＳＰＡＣ） 

時期 内容 

２月２０日 ＬＯＭ発送にて案内 

２月２３日 案内の開始 

３月１８日 ＪＣ会館に於いてＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ（ＡＳＰＡＣ）の勉強会開催 

３月２７日 ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ（ＡＳＰＡＣ）申請開始 

５月 ８日 ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ（ＡＳＰＡＣ）申請締め切り 

６月 ７日 ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ（ＡＳＰＡＣ）開催 

ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ（世界会議） 

時期 内容 

６月１０日 申請案内の開始 

８月 ５日 ＪＣ会館に於いてＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ（世界会議）の勉強会開催 

８月 ７日 ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ（世界会議）申請開始 

９月２５日 ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ（世界会議）申請締め切り 

１１月 ６日 ＪＣＩ ＡＷＡＲＤＳ（世界会議）開催 

カテゴリー 

最優秀 LOM地域社会向上プログラム 

地域社会の改善と JCI ミッションの拡大を目的として LOMが運営する事業 

 

最優秀 LOM長期型地域社会開発プログラム 

地域社会の改善と JCI ミッションの拡大を目的とし、LOMが 1年以上の期間にわたり運営する事業 

 

最優秀 LOM経済開発プログラム 

地域社会における経済開発推進を目的とする、LOMが運営する事業 

 

最優秀 LOM個人能力開発プログラム 

JCI ミッションをさらに推進するべく、若者に技能習得の機会を与えるために LOMが運営する事業 

 

最優秀 LOM拡大開発プログラム 



地域社会のより多くの若者に成長の機会を与えるために、LOMおよび JCI会員が運営する JCIの

成長を目的とした事業 

 

最優秀ＬＯＭ持続可能な開発目標プロジェクト 

国連持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)の推進に向けた、ＬＯＭが運営する事業 

 

最優秀 LOM企業的社会責任（CSR）プログラム 

国連グローバル・コンパクトのミッションをさらに推進し、企業の社会責任（CSR）の価値の普及を推

進するために LOMが運営する事業 

 

最優秀組織間協働プロジェクト 

LOMが JCIの他機関の会員と協働することにより相乗効果を生み、その影響力を強める事業 

 

最優秀ＬＯＭ 平和プロジェクト 

永続的な世界平和を推進するために LOMが運営する事業 

 

最優秀 NOMフラッグシッププログラム 

国家フラッグシッププログラムは、JCIミッションおよびビジョンに貢献し、NOMに属する JCI会員およ

び LOMが関与するもの 

 

最優秀 NOM拡大開発プログラム 

JCIの NOMは、国内の組織の拡大成長と、JCI運動の継続的な開発普及に重点的に取り組む 

 

最優秀新設会員会議所 

対象期間内に設立され、JCI ミッションの実践において非常に優れた活動を行った LOM 

 

最優秀会員会議所 

JCI ミッションの実践において非常に優れた活動を行う LOM 

 

最優秀新入会員 

対象期間内に加入し、JCI ミッションの実践において非常に優れた活動を行った JCI会員 

 

最優秀会員 

JCI ミッションの実践において非常に優れた活動を行う JCI会員 

 

最優秀理事長 



対象期間中に在任し、LOMおよび地域において非常に優れたリーダーとしての役割を果たしたLOM

理事長 

 

最優秀ＮＯＭ会頭 

ＮＯＭおよび地域において非常に優れたリーダーとしての役割を果たした当該年度のＮＯＭ会頭 

注１：このカテゴリーは、ＪＣＩ世界会議においてのみ表彰されるものであり、ＪＣＩ会頭により任命を受

けたＮＯＭ会頭により評価されます。この審査は最低でも１／４のＮＯＭ会頭が参加し、各エリアから

平等に輩出されます。 

 

特別アワード・カテゴリー 

最優秀 LOM事業 

最優秀 LOM事業賞は、全てのマルチ・エントリー・アワード・カテゴリーの中で最高得点を得た事業

に授与されます。なお、このアワードは、エリア会議と世界会議の両方で授与されます。 

 

ファースト・タイマー賞 

エリア会議または世界会議におけるファースト・タイマーズ・プログラムの全参加者に、ファースト・タ

イマー賞抽選の参加資格があります。アワード表彰式にて受賞者が発表され、トロフィーが授与され

ます。さらに特典として、次年度の該当エリア会議または世界会議登録料が免除されます。 

 

ホアキン・Ｖ・ゴンザレス賞 

ホアキン・Ｖ・ゴンザレス賞は、当該年度中に逝去された現役 JCI会員の優れた業績を讃えるための

賞です。この追悼表彰を受けるには、NOM会頭からの正式申請が必要です。この賞は JCI世界会

議において、故人の所属 LOM理事長、LOM理事長が欠席の場合は NOM会頭に授与されます。 

 


