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共創グループ

世の中に最も必要とされる
組織への進化
理念共感拡大会議

「何をやるか」よりも「なぜやるか」
理念への共感拡大でアクティブ会員を増やす！
メンバーがなぜ、何のために、誰のために運動に参画するのか
を明確にするためのコーディネーターとして、「理念共感プロ
モーター」を育成し、理念浸透プロモーターによるアクション
は全国で約 200 件に及びました。また、誰もが気軽に発言で
き る 心 理 的 安 全 性 が 担 保 さ れ た 対 話 の 機 会、「JAYCEE
STUDIES」にて、自らのビジョンを認識し、組織の理念と照らし合わせ、理想の JAYCEE 像を
組織の中に反映できる「しくみ」をつくりました。
会員発掘会議

「人を集める組織」から「人が自然と集まる組織へ」
理念共感型拡大で仲間を増やす！
年初から発表の「これだけは実施してほしい 3 つのアク
ション」や、拡大挑戦・会員発掘アカデミーＬＯＭ協定締
結等、数々の会員拡大アクションにより、理念共感型拡大
の「しくみ」を全国の LOM に広めました。会員拡大に持
続的に取り組める LOM を増やすべく、運動や活動の質の
向上が会員拡大に直結する事例とともに、人を集める組織
ではなく、人が自然と集まる組織の姿を提示致しました。
組織改革委員会

多様な人財が活躍する組織へ！ 育 LOM 宣言、全国に拡大中！
全国からキー LOM を 10LOM 選定し、実際に密に連携し、様々な角度から組織改革を共に進め
てました。理事長とメンバーが、
本音で語れる 1on1 ミー
ティングを実践することで、メンバーの意識変化等の成
果が着実に現れてきています。また、結婚や出産、子育
て等、多様なライフステージにある、すべてのメンバー
が本来の力を発揮しながら運動を力強く推進できる組織
へと進化するため、全国の約 150 の LOM より「育 LOM
宣言」への参画を頂きました。
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LOM 支援委員会

LOM が持続可能に発展できる支援体制を確立！
全国のメンバー数 20 名以下の LOM の状況把握とともに、事業
構築・人財育成支援等、それぞれ LOM の現状に寄り添った支援
を行い、各協議会の会長を交えた「LOM 支援会議」を発足し、
協議会と連携した支援体制を確立しました。また、LOM の活動
にリモートで参画し、いちメンバーとして LOM を内側から支え
ました。さらに、JC 運動空白地マップを作成し、全国を回り、
新 た な 地 域 で JC 運 動 を 生 み 出 す た め の セ ミ ナ ー を 実 施 し、
LOM の持続的な運動と発展を支えました。
アワード委員会

運動が生まれやすく自走しやすい組織を目指し、「しくみ」とツールを創出！
全国の LOM の価値ある成果を発表する機会として「JCI AWARDS」を開
催致しました。また、JCI ASPAC 堺高石大会では 37 事業をエントリーし、
3 事業が受賞ノミネートされました。また、
「外部アワード」にも積極的に
参画し、3 法人と 14LOM の事業の応募をサポートし、日本 DX 大賞中小
規模法人部門で JCI 佐久が第 2 位に入賞しました。今後も ONE IMPACT
SEMINAR や Gian pocket NEO の普及に努め、全国のメンバーが運動を
生み出しやすい環境を構築して参ります。
※メンバーログイン情報が必要です
運動プラットフォーム構築委員会

JC 運動を最大化するためのプラットフォームを創出！
LOM の規模や環境の違いから発展と成長の機会に差が生まれる中で、
LOM の条件に関せず、メンバーの学びを均質化する必要があるとの観点
から、JCI 日本の各会議委員会の運動や推奨教育ツールを共有する特設
ホームページを構築しました。また、第 5 回日本アカデミーをはじめと
した学びの機会によって、リーダーに必要な資質について提示し、明日
の LOM と地域の未来を担う人財を育成致しました。今後も、メンバー
同士が共に学び、教えあい、
「愛」をもって運動を最大化できるよう、リー
ダーとなる人財が幸せを生み出し続ける「装置」を再現性と持続可能性
を伴って次代に引き継げる「しくみ」の拡充を行って参ります。
JC 教育委員会

JC には運動を生み出す究極の教育ツール「JC プログラム」がある！
JC プログラムの推進とトレーナーの育成を行い、
新プログラム「Purpose」を構築しました。メンバー
の一人ひとりがJC 教育を通じて自律
した思考を養い、社会をより良くす
る運動を担う人財として活躍できるよう、
JC プログラムの周知、
トレーナーの育成、
諸大会での機会の提供を行いました。平均在籍年数が短いメンバーでも JC におい
て経験値を高められるよう、JC教育を体感できる機会の創出を進めて参ります。
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経済グループ

青年経済人が主役となり
経済をアップデートする
新たな資本主義創造会議

「新たな資本主義」の実現！
すべてのステークホルダーが幸福を享受できる社会を描く！
新しい資本主義の実現を目指し、全てのステークホルダーが幸せ
を享受できる「しくみ」
を創造する運動を展開しました。中小企業
経営者層が集まるJC の強みを活かし、民間の「声」を数値デー
タとして政府に届けるべく、年初より開講の八方よし経営塾で得
た政策面の仮説等を計5 回の車座対話にて政府にご提示しました。
また、サマーコンファレンス 2022 で開催した「新しい資本主義
実現フォーラム 〜中小企業が変われば日本が変わる！〜」では、中島会頭から岸田 文雄 内閣総理
大臣へと、新しい資本主義の実現に向けて全国の JC メンバーが何に取り組んでいて、
どのように感
じているのかを調査した「現場の声」をエビデンスとしてご提示致しました。引き続き、
「成長と分
配の好循環」を実現し、日本経済をアップデートするための政策の立案を強く推し進めて参ります。

「しくみの数だけ、幸せがある。」サマーコンファレンス特別委員会
「しくみの数だけ、幸せがある。」のテーマのもと、サマーコン
ファレンス 2022 を実施致しました。全国より持続可能な運動
の先進事例とともに地域の課題解決手法を集結させ、現地来場
者 6449 名、WEB 参加者 5735 名にまちをより良く変え続け
るための「しくみ」を提示しました。新たな試
みとして協議会、LOM プログラムを実施すると
ともに、サマコン Week では 9 プログラムを配信し、セミナー・フォーラムでは
24 プログラムを実施し、過去最大級の学びの機会を創出致しました。

脱炭素を制するものは次代を制す！グリーンエコノミー委員会
世界中でカーボンニュートラルに向けた潮流が巻き起こる中で、国内企業の脱炭素経営宣言や温室
効果ガス排出削減に向けた取り組みの支援を行いました。また、
全国の LOM や中小企業に対して国産木材利用を促すとともに、
食品ロス削減を呼びかけ、二酸化炭素排出削減と吸収量拡大の両
面での取り組みを実施致しました。一般社団法人日本カーボン
ニュートラル協会と協働し、カーボンニュートラルアドバイザー
育成研修を開催し、脱炭素社会への取り組みを加速させる「しく
み」を構築致しました。
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質的価値社会委員会

大量生産大量消費の時代からオンリーワンの質的価値を追求する時代へ！
京都会議でのグループワークを中心とした質的価値実践ワークショップを皮
切りに、企業支援プラットフォームによる情報発信や、地域に眠る資源を発
掘し、
新たな価値を創出する価値デザインコンテストを実施致しました。また、
サマーコンファレンス 2022 では価値デザインコンテストの最終審査を実施
し、全国のメンバーに向けて新たなビジネスを生むロールモデルとなるビジ
ネスプランのプレゼンテーションを公開し、地域課題の解決につながるビジネスの事
例を提示致しました。
ウェルビーイング経営委員会

まちと企業へのウェルビーイング実装が持続可能な豊かさにつながる！
ウェルビーイングを日本全国の企業が実現するための運動につなげる
という観点から、全国の企業を対象に 1 社 1 社がウェルビーイング経
営を導入するための活動を行い、同時に各地域で企業メリットにつな
がるように自治体連携を両立するための事業を実施致しました。また、
企業のウェルビーイング傾向を把握するために、企業内調査や大塚製
薬株式会社様の協力のもと健康経営への登録推進を行い、ウェルビー
ユニコーンビジネス委員会

イングの概念を経営手法に反映する取り組みを実施致しました。

社会により良い影響を与えるための
「しくみ」を「経済」という切り口で創造！
家畜動物に対するストレスを低減し、健康的な環境を実現
するアニマルウェルフェア ( 動物福祉 ) の推進のために、
アニマルウェルフェア食品の普及サイト「ラシクラブ」を
リリース致しました。また、新潮流ビジネス経営者インタ
ビューを 15 本公開し、JC メンバーが社会変革への意識
を高め、自ら新トレンドを生み出すためのヒントを提示し
ました。さらに、企業と JC メンバーをつなぐマッチング事業「WIN8」を開催し、新たな市場を生
み出すための運動を展開致しました。年間を通じて、青年経済人が、スタートアップベンチャーを立
ち上げ、新たな市場を切り拓き、地域に好循環をつくるヒントを提示致しました。
スポーツの力委員会

スポーツの力で社会を元気に！企業に活力を！地域の活性化を！
スポーツの力をビジネスの成長や地域の持続可能性に直結させ、継続的にス
テークホルダーを巻き込んだ運動を生み出すべく様々な事業を展開致しまし
た。第 8 回 JC カップＵ-11 少年少女全国サッカー大会をコナミデジタルエ
ンタテインメント社の「eFootball™」による e- スポーツサッカー全国大会
との同時開催にて、福島県協賛のもと 9 月に実施致しました。
また、アスリートのセカンドキャリア支援や現役アスリートの雇用を創出するべく
マッチングサービスを開始し、JOC や民間企業とのパートナシップを結びました。
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社会グループ

多様性を取り入れた
ビジョナリーシティの実現
ビジョナリーシティ会議

必要なビジョンはみんなが共感できる「まちのビジョン」！
まちの総合政策に青年の視座を反映した中期ビジョンを全国で生み出
すために各地でビジョンづくりの現状を調査し、ビジョンをつくりた
いと願う地域のリーダーたちと共に「実働するビジョン」を創出しま
した。枝廣 淳子 氏を講師に ONE FOR JAPAN カリキュラムを全 5
回実施致し、多くの LOM に対して、掲げて終わるのではなく、実働
する共有ビジョンを策定する「しくみ」をご提示しました。多様なス
テークホルダーを巻き込んでシステム思考によってビジョンを創造することの重要性を全国に広め
た結果、続々とまちの「あるべき姿」を投影したまちの中期ビジョンが生まれています。
全国大会運営会議

全国のあらるゆるパートナーと共に子育て環境のさらなる増進へ！
2022 年度のすべての運動を通じて「幸せを生み出
し続ける装置」がそれぞれのまちで自走し、次代の
JAYCEE が明るい豊かな社会の実現に向け愛をもっ
て進み続けるための契機として第71回全国大会を開
催致しました。社会をより良くしたいという無償の
愛が次代に承継され、それぞれのま
ちや国の発展のストーリーの中に全
国大会を位置づけられるように、全国のメンバーに学びの機会を提供致しました。
ベビーファースト委員会

全国のあらるゆパートナーと共に子育て環境のさらなる増進へ！
2 年目を迎えたベビーファースト運動を全国で「しくみ」として根
付かせるべく、全国知事会と共同で 47 都道府県にて「ベビーファー
スト宣言」を行い、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン様をはじめ、
全国の企業・行政とパートナーシップを構築しました。また、各種
選挙における公開党論会の支援を行い、さらに、従来の公開党論会
に代わる事業として、「子育ての困りごとを政治に届けようプロジェ
クト」を実施し、地方議員、行政職員と市民が意見を交わし、
子育て世代の声を政治に届けました。
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国民の幸せを守る委員会

「あなた」の声で社会を変える！

〜一人一人の声が届く社会の姿〜

学校教育における運動部活動を地域移行する議論が全
国で広まり、環境整備面の課題が山積している実情が
ある中で、本制度の構築に、国民の「声」を反映する
ことが重要との観点から、「みんなで決めよう、こくみ
ん総選挙」と題して、模擬投票を全国で展開しており、
一人ひとりの声を集め制度に反映する運動は広まりを
見せ、着実に数字が積みあがっております。今後、集
積したエビデンスを以って、子供たちのために本制度
がより良い形になるよう、制度構築に活かす取り組みを進めて参ります。
インクルージョン推進委員会

お茶出しからジェンダー平等へ！献血で LOVE IN ACTION ！
身近に存在するジェンダーギャップに気付いてもらうために、
アンコンシャスバイアスにフォーカスし、
「お茶出し習慣」に
ついて性別に関せず行える業務と捉え、啓発動画を作成して発
信しました。また、コロナ禍による輸血用血
液不足を解消するべく、若者が自主的に献血
を行える社会を目指し、JC メンバーを中心に全国で献血運動を実施し、日本赤十字
社名誉副総裁である文仁親王妃紀子様にもご参画を賜りました。
まちのレジリエンス確立委員会

インフラ、防災、そして宇宙！〜新たなＪC 運動の形を模索する〜
バブル期から半世紀を迎える今、既存インフラについて地域振興、
防災の観点から検証を行い、改革につながる要望を行政に届けまし
た。また、地域の未来を担う JC が発災時にできること、やるべき
ことは何か、平時から諸団体とのネットワーク構築を通じて災害に
対する防災意識の醸成を行い、実際に災害が発生した地域の復興活
動に参画しました。さらに、宇宙ビジネスについて従来の技術と新
たなアイディアを活用し、地域振興やビジネスに結び付ける運動を
展開致しました。
TOYP 委員会

地域で活躍する傑出した若者を発掘！〜 TOYP で地域に好循環を生み出す〜
京都会議でのセミナーを皮切りに TOYP の認知度向上活動を行
い、1 〜 3 月の期間にエントリー募集を行い、地域で活躍する若
者の発掘を行いました。4 回の選考会を経て総エントリー数
363 名の中から 10 名を選定し、TOYP 大賞受
賞者を選出しました。7 月の授賞式では受賞者
交流会を開催し、10 名のファイナリストへの授
賞を行うとともに、受賞者が在住の自治体へ表
08
敬訪問を行い、受賞者の活躍の機会を拡大する取り組みを行いました。

国際グループ

アフターコロナをリードする
新たな国際ネットワークの構築
グローバルネットワーク創造会議

自由と民主主義の連帯 〜「しくみ」でつくる新たな国際の機会〜
「自由と民主主義の連帯」の観点から恒久的世界平
和を考える機会を JC メンバーに提供しました。
また、新たに構築したメンバーとメンバー、地域
と地域を相互につなぎ、新たなネットワークを生
むアプリ「JCI GO」が全国に普及し、多くの交流
が生まれています。さらに、姉妹 JC 創出事業に
より新たな姉妹 LOM が各地で誕生しており、検
討段階事例も含めて、一層、国際的な友情と信頼の輪を広めて参ります。
アジアアライアンス構築委員会

海外ミッション再始動！

世界をつなぐ強固な信頼と友情！
コロナ禍でストップしていた海外渡航ミッションを再開し、
中島会頭を筆頭に世界各地を訪問しました。5 月には自由民
主党青年局 小倉 將信 局長をはじめとする青年局の公式訪問
に帯同し、台湾を訪れ、蔡 英文 総統をはじめ、政府関係者の
皆様と交流、意見交換を行い、
「友好交流とビジネスを通じて
青年の絆を更に深める。
」というメッセージをお伝え致しまし
た。6 月にはベルギーを訪れ、下川 眞樹太 在ベルギー王国兼

北大西洋条約機構 (NATO) 特命全権大使、また、正木 靖 EU 特命全権大使を訪問し、日本と EU
が戦略的パートナーシップを高めることの重要性等について対談を行いました。また、各国の国家
青年会議所会頭との対談を通じて、混乱にある世界情勢の中で、青年が何をなすべきなのか、どの
様に行動してゆくのか意見交換を行いました。7 月のアメリカ訪問では、ニューヨーク日本国総領
事館 森 美樹夫 総領事・大使と対談を行い、現地のコロナ対応や現地企業の日本市場への期待感等
について意見を交わしました。その後セントルイスを訪れ、JCI アルヘネス・アングロ 会頭と対
談し、JCI の歩みの中で JCI 日本が果たしてきた役割や、今後グローバルリーダーが果たすべき
責務について話し合いが行われました。8 月にはタイ、モンゴルに渡航し、政府関係者らとの交流
を通じて、民間外交を推し進めました。タイでは同国のビジネスの
現況を調査し、ビジネスマッチングを行いました。モンゴルでは
JCI モンゴル 30 周年式典に参加し、互いに絆をより深めました。
自由と民主主義の連帯、世界平和の実現という普遍的な目標の達成
に向けて、今後も世界中の若きリーダーと共に国際社会をより良く
するための運動を展開して参ります。
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コンベンション支援委員会

4 年ぶりの国内開催！ JCI ASPAC 堺高石大会！「一期一会」の機会を創出！
JCI ASPAC 堺高石大会の運営を支援し、全国のメンバーに国際の機会を提供しました。例年を大
きく上回る登録人数 7,761 名を記録し、昨今の民主主義の根幹を揺るがす事態が頻発する世界情勢
においても、アジア太平洋地域から平和を訴求するメッセージを広めました。
日ロパートナーシップ委員会

ウクライナ支援プロジェクト
「Next Generations×Love Dream&Happiness」
全国 10 地区の学校を対象にウクライナ避難民の方からの現地の状況
に関する出前授業を行い、学生が国際社会の中で何をなすべきかを考
える機会を提供致しました。避難民の方へ講演料をお支払いすること
により生活支援を行い、侵攻の背景について当事者からの情報を以っ
て社会に伝え、民主主義を訴求する団体としてウクライナ問題を提起
致しました。
持続可能な国際協力委員会

明日のグローバルリーダーを発掘！ 〜 JCI JAPAN 国連大使育成事業〜
JCI JAPAN グローバルユース国連大使育成事業として 22 名の
高校生とインドネシアを訪問し、青少年が国際的リーダーシップを
発揮するためのプログラムを実施致しました。最先端のエコスクー
ルの見学や、現地学生との交流を通じて、大使が学
びを日本に持ち帰り、同世代の青少年に共有する運
動を今後も進めて参ります。
JCI 関係委員会

JCI ASPAC 堺高石大会ジャパンナイト「HOPE FOR NOW 」
JCI ASPAC 堺高石大会にてジャパンナイトを開催し、世界的ギタリ
ストの MIYAVI 氏と中島会頭による「WeBelieve」をテーマにした
対談を実施しました。国内メンバー向けには、国際の舞台で活躍する
人財を志向して頂く機会とし、また、海外メンバーに対しては、堺高
石や日本の魅力を発信し、自由と平和を訴求するメッセージを世界に
広めました。
国際アカデミー委員会

「Pay it Forward」 第 35 回国際アカデミー in 小田原・箱根
国際社会で活躍する若きリーダーの育成と彼らのネット
ワーク構築を目指して、海外 69 名、国内 95 名のデリゲ
イツが参集し、3 年ぶりの現地開催にて第 35 回国際アカ
デミーを小田原・箱根にて実施致しました。充実のセミナー
やモジュールを始め、世界の課題解決を目
指すリーダーの育成プログラムを実施し、
多くのグローバルネットワーカーが誕生し
ました。
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総務グループ

ブランド管理と盤石な
組織運営によるＪＣ運動の最大化
JC ブランドマネジメント会議

運動と社会とのより良い関係を構築し、「共感」を生み出す！
「まちを、ひいては国をより良くする団体」という、既に確
立されている JC のブランドを守ることを最上位の目的に置
き、広報審査会議の運営、そして、対外発信全般の管理を行
いました。情報の受け手側との双方のコミュニケーションを
成立させ「共感」を集めることに注力した年間の SNS 配信は、
全媒体合わせて 2000 件を数える見通しです。また、JC 運
動全体の価値を高め、良き運動をつくる手法を広めるべく、クリエイティブの視点から、「運動の
つくり方」をテーマに 2 回のセミナーを開催し、「質」と「社会との接着点」に着目した運動構築
のヒントを全国のメンバーに提示致しました。
財務運営会議

未来の JC 運動の最大化の礎となる青年会議所会館の建替基本計画の策定！
青年会議所会館建設から約 40 年を経て設備の老朽化が進む中
で、耐震対策や修繕費用を踏まえ、未来の JAYCEE が運動を
生み出しやすい会館の建設を推進するべく、「JC 会館建替準備
会議」の運営主体として基本計画の策定を行いました。「ビジョ
ン、戦略の共有並びに浸透の場」
「各 LOM の運動や活動に資す
る場」
「各 LOM の連絡調整に資する場」「各 LOM の象徴 ( ラン
ドマーク ) となる場」「JCI 日本の活動や運動に資する場」「出会いの場」を新ビジョンに設定し、
今後も継続的に議論を重ねて参ります。
規則審査会議

ルールも仕組みも見直し、誰もが活躍できる JC の未来を創造！
コンプライアンス審査会議の基盤となるコンプライアンスマニュ
アルをより分かりやすく、馴染みやすい取扱説明書へと改めまし
た。また、様式のブラッシュアップや審査会議の免除要件を創設
することで、コンプライアンスの精度を高め、審査を受ける側の
負担を軽減し、運動の最大化に貢献しました。さらに、誰もが活
躍する規定の新設、定款の変更、社会情勢の変化や JC を取り巻
く環境に対し、誰もが活躍できる組織へと変革に向かうためのルールの策定を行いました。

11

Japan

2022 JCI JAPAN IMPACT REPORT

組織愛向上委員会

地域課題解決のヒントを網羅！
組織の存在価値を向上させる WeBelieve の作成・発刊
多くの地域課題解決への取り組みを全国のメンバーに紹介し、各地で持続可能
な 運 動 を 生 み 出 す た め に、機 関 紙「WeBelieve」を 発 刊 致 し ま し た。
WeBelieve で提示の事例が地域課題解決の一助となり、
「しくみ」として伝わ
ることで、各地で再現性のある社会をより良くする運動につながりました。「JC
運動の意義と課題解決のヒントは WeBelieve の中にある」という価値観を広め、
情報発信ツールに留まらず、JC の存在価値を大きく向上させる機関紙として好
評を頂きました。
渉外委員会

発展と成長の機会を全国に広める！

〜 47 ブロック会頭公式訪問〜

2022 年度の会頭公式訪問は「ビジョンを中心とした運動の構築」、
「リクルート」
、「アカデミー」、「リレーション」の 4 つの目的を実
現するべく実施致しました。中島会頭の講演を参加者に聞いて頂
くに留まらず、メンバーとの交流を通じて、次代の JCI 日本の未
来を担う人財の発掘を行い、また、「青年会議所とは」
、「運動の本
質とは」といった運動の根幹を中島会頭のストーリーとして全国
のメンバーにお伝えすることで、発展と成長の機会を提供するという、JC の普遍的な役割につい
て全国の志を同じくする青年に広く知って頂きました。
総務委員会

強固な組織基盤を構築し運動を最大化！
年初の京都会議では、「その不安を、希望に変える。」のテーマのもと、コロナ禍による社会の閉
塞感や、市民の皆様や JC メンバーが抱える不安、地域の
課題を一つでも多く希望に変え、愛が満ち溢れるまちと社
会の持続的な発展に向けた新たな仕組みを生み出す機会と
して 2022 年度の運動方針をご提示しました。また書会議
の設営、運営をはじめ、すべての運動が円滑に、そして社
会をより良く変える「しくみ」として広まるよう、年間を
通じて組織の基盤をした支えする役割を担いました。
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