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あなたがあなたのまちをどうしたいのか

全てはそこから始まる

新型コロナウイルス感染症の蔓延により、私たちの日常は激変しました。
世界的に人や物の動きが制約されたため、世界経済の危機が発生し、
私たちの行動のあり方や働き方なども大きく変容しました。
一方、今回のコロナ危機は、社会活動に新たな変化をもたらし新たな成長を生み出した側面もあります。

コロナの発生前後で社会は大きく変わりました。
前提としていた社会の変化に対応するため 2019 年に策定され、
2020 年よりスタートした 「Strategic Plan」も変わっていかなければなりません。
また、2020 年に JC 宣言も改訂され、
現代の「明るい豊かな社会」が「多様性」「持続可能性」と定義されました。
そこで私たちは、コロナ禍における社会の変化を踏まえて「Strategic Plan」を見直し、
今の時代に沿った「Strategic Map」にアップデートいたしました。

さらに、2022 年度 JCI 日本として取り組んでいるビジョン策定運動の集大成として
国家ビジョンの策定も行い、「Strategic Plan Updated in 2022」が完成しました。

歴史的な転換点を迎えている今、日本に求められていることは、
ポストコロナ時代における 持続可能な社会の創造に向け、
皆が同じ方向を目指せる羅針盤をつくることです。
そのために最も重要なことは、羅針盤である国家ビジョンの実現に向け、

パートナーと手を取り “ 実行 ” する力です。

JC の組織ビジョンと、この国を想う国家ビジョン。
この両輪を軸として、世の中をより良くする運動を起こしていきましょう。
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今も社会から取り残されている人がいます。
私たちに何ができるでしょうか。
私たちに、国を変える、ましてや世界を変えるなんてことが、できるのでしょうか。
そんなことできないのではと思う人がほとんどの中、できると信じる人がいます。それが私たち Jaycee です。
JCI 日本は、1951 年の創立以来、ずっと信じてきたのです。
JCI 日本にしかできないこと、LOM のためにできることがまだまだあります。
あなたにしかできないことも、たくさんあります。
地域に根ざし、国を想い、世界を変えましょう。

我が国には、それぞれのまちに課題が存在しますが、その根本的なものを抽出していくと、
日本が世界でも前例のない「課題先進国」と呼ばれる所以が分かります。
なぜなら少子化、高齢化、人口動態等は多くのまちの共通の課題として抱えており、

世界を見渡せば先進国も同じ課題を既に抱えているか、今後抱えることになると予測されているからです。
すなわち、あなたが運動を起こし、あなたのまちをより良くすることは、
一部の地域だけでなく、世界の課題を解決することにも間違いなく繋がるということです。
社会の課題は決して単独では存在せず、それぞれがループのようにつながり複雑に絡み合っています。
そのループを改善するための最も重要な鍵は、「教育」と「経済」です。
私たち JC は、この２つを主軸として運動を展開することで、複雑に絡み合った社会課題を改善し、
社会をより良くすることができると確信しています。
まちを、日本を、そして世界をより良くするための運動を、あなたのまちから起こしていきましょう。
そうすることで、「課題解決先進国」として好事例を数多く生み出し、
JCI クリードに刻まれるように、「人類に奉仕」をすることができます。

私たち、JC なら、必ずできます。

組織ビジョン

国家ビジョン
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ビジョンは、目的地にたどり着くための「羅針盤」のようなものです。

国家のビジョンは「国家」が目指す先。

組織のビジョンは「JC」が目指す先。

あなたは、JCメンバーであると同時に経済人でもあります。

常に国家と組織の目指すビジョンを見据えながら、JCと社業を通じ、

社会をより良くする運動と事業を展開することで、

地域しいては国がより良くなります。

あなたが生み出す、その運動と事業が、共感を生み、

多くの方々を巻き込むことで、ビジョンの実現に向かっていくのです。

「あなたがあなたのまちをどうしたいのか」

それこそが国の未来をつくっていくのです。

国家ビジョンと組織ビジョンの関連性
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ビジョン策定に
向けて

ビジョンを描こう
まちの皆が共に目指せる共有ビジョンを

ステークホルダーのリストアップを行う

どんなまちにしたいのか、声を集める
「増やしたいもの、減らしたいもの、残ってほしいもの」

集めた声を整理する
５から７つの要素に分類する。ex. 経済、教育、環境、国際

ステークホルダーの再考と役割分担を決める
一緒に運動を行う人やアドバイスをもらう人、

発信をともに行う人など役割を明確にする

ループ図の作成
地域がどのようにつながっているのか俯瞰し、認識する

最適課題の整理
ループ図から導き出されたまちの最適課題の整理をする

ビジョンを文章化する
最適課題を解決した先のビジョンを文章化する

表現方法を工夫する
まちの多くの方々から共感を得るような伝え方を考える

ex. ビジョンのイラスト化、ポスター化、発信方法

ロードマップの作成
定期的に検証とメンバー計画を立てる

1

2

3

4
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6
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Strategic Map

目次
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地域の社会課題解決のための運動推進

世界に通用する地域コンテンツを確立

子どもを産み育てやすい地域をつくる

テクノロジーを活用したまちづくりに
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地域の独自性を活かした
持続可能な経済の仕組みづくり

人口減の社会でも暮らせる
生産性が向上した経済の仕組みづくり

誰もが活躍でき、働ける環境づくり

命を守り、経済の発展させる
インフラ政策の提案

資源が循環する仕組みづくり

地域が有する環境資源を活かした
地域コミュニティの形成

環境に配慮したビジネスの拡大

地域主体の環境に関する運動推進

地域をより良くする
リーダーを育成する事業

まちを愛する次の世代人材を育成

 傑出した若者を称える事業

スポーツを通した青少年育成

運動を最大化し
共感するパートナーを広げる

ブランディング

抜本的な組織改革

会員拡大に関する事業

2030年を見据えた
日本の社会課題解決のための運動推進

在りたい未来を実現するための
法律や政令改正への運動推進

希望する出生数を実現できる
基盤の確立

我が国の安全保障問題の改善

持続可能な経済成長を促す運動

インバウンドの消費拡大による
経済成長を目指す

我が国のあるべき財政に
関する議論の展開

民間企業による投資活動を活性化

カーボンニュートラル実現に
向けた運動推進

企業の環境問題解決への取組みを推進

環境問題に関する教育と周知

防災・減災につながる環境保全活動

多様性を
受け入れることができる人材を育む

伝統・文化の見識を深め、
愛国心が溢れた人材を育成

金融リテラシーの向上

情報リテラシーの向上

企業・団体・有識者・各省庁・政治家
との連携

資質を磨く教育体制づくり

多様な人材の活躍を推進

世代を超えた連携

国際的な機会を構築
2030年を見据えた
国際社会の課題解決のための運動推進

社会課題解決の事例を世界に伝播

官民の有効ネットワークを
広める運動推進

国家間のつながりを強化する運動推進

持続可能な経済成長のための運動推進

海外からの需要を呼び込む運動推進

JCIのネットワークを活用した
経済交流を促進

海外進出を望む企業へのフォローアップ

危機的な状況にある

地球環境問題解決のための運動推進

地域資源を活かした環境施策を
世界に発信する

JCIのネットワークを活用した
環境問題解決事業を実施

世界的視座を培う環境教育事業を実施

国際的なコミュニティを
形成できる運動推進

グローバルリーダーを育成

ローカルとローカルが繋がり
課題解決に向けた運動推進

日本のアイデンティティを
培う事業を実施

各国との国際交流の機会を提供

国際会議への参画を促進

国際社会における社会的立場の理解

社会

Strategic Map

地域

国家

国際

経済 環境 人材 組織

2020-2024 JCI JAPAN Strategic Plan
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※プリントアウト用
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縦軸 × 横軸

戦略計画とは、ＪＣＩ日本がこれからどのように社会をより良くするのか
を示す羅針盤のような役割を果たすためのものである。ＪＣＩ日本は連絡

総合調整機関として LOM を支援するとともに、あらゆるパートナー
と協働し、この計画を実行する。
５年間の計画にあたり、その年を縛ることや可能性を失うものであっ
てはならない。本計画はＪＣＩ日本らしく果敢に挑戦していくための計画

であり、その道標となって、その方向性を指し示していくものが戦略
マップである。

なお、この戦略計画策定にあたり、「ＪＣＩストラテジックプラン
２０１９－２０２３」「ＪＣＩアクティブ・シチズン・フレームワーク」

「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」を参考文献とした。

縦軸
地域・国家・国際

綱領の精神に則り、それぞれのフィールドで分割

横軸
社会・経済・環境・人材・組織

これからの５年間に取り組んでいくべき課題として分割

2020-2024 JCI JAPAN Strategic Plan  ｜ 



JC3信条

運動指針
（長期）

JC 綱領

戦略計画
（中期）

1950年5月1日
JC3信条

JC懇談会にて
決定

1970年代
運動指針

1960年1月
採択

JC綱領

1990年代
運動指針

2010年代
運動指針

2023年
JCI日本

ストラテジック
プラン・見直し

国家ビジョン策定

2020年
ＪＣＩ日本

5か年戦略計画

1980年代
運動指針

2000年代
運動指針

不変

可変

不変

可変

JC 宣言文
1988年 採択

新JC宣言
第37回全国大会

高知大会

2001年 採択
新JC宣言

第50回全国大会
大阪大会

2020年 採択
新JC宣言

第165回総会

1970年 
採択

JC宣言
可変

8

JCI Creed　JC3信条
JC宣言 綱領について

JCI Creed 1947年 
採択

JCIクリード

1953年 
採択

日本JCとして

1951年
「faith in God
（神への信仰）」

が付け加わる
不変

長
期
的
指
針
の
宣
言
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脅威
東京一極集中によって地域間格差は広がり、超高齢化の進展により、地域で息詰まる若者が東京に進出し、一極
集中は更に進むことが考えられる。また、社会保障制度そのものに対する不安や、近隣諸国との安全保障に関す
る不安も増している。
機会
不安が増す一方で、解決に向けて動き出す層が台頭している。SDGs の認知度も上がりつつあることから、地域
課題を自分ごととして捉えるという意識は浸透しつつある。
JC に求められる行動
全国にネットワークのある JC が、それぞれの地域で課題解決に取り組むことは即ち国の課題を解決していると
も言える。JC であれば、先進的な知識とアイディアをベースに SDGs などの考えも取り⼊れながら、運動展開
ができる。

脅威
少子化に伴う若年人口の減少は経済に大きな影響を与え、日本は先進国の中で経済成長率が際立って低い国と
なっている。日本政府は、財政均衡を目指すことから公共投資を削減したことで、インフラへの投資ができない
状況に陥っている。経済的な観点からはもちろんのこと、防災という視点で見たときにもインフラに投資がなさ
れていない。
機会
人口減少、高齢化という課題が浮き彫りになる一方で、AI や 5G といった先進技術による情報通信⾰命が始ま
ろうとしており、これらの先進技術によって人口減少や高齢化といった課題を解決することができれば、日本は
再び世界を舞台に活躍することができる。急成長を遂げるアジア諸国との連携や、国際的な機会で高いプレゼン

スを発揮することが契機となりうる。

 JC に求められる行動
国家戦略も地域に根付き機能することを考えると、中央で獲得した情報をいち早く地域に展開し、地域から運
動を起こすことが重要である。第 5 次産業⾰命（Society5.0）など、先進的な考えや技術に関する知識を獲
得することでイニシアチブを取る。

脅威
人口増と経済発展により、世界的な資源の枯渇と水やエネルギーの不足が懸念されている。気候変動は災害のリ
スクを高め、人の住める場所を減らしている。経済活動により、陸や海の生物多様性が脅かされている。
機会
地域資源を活かして自律的な地域発展を促す「環境未来都市」構想を発展させる地方創生の要として、SDGs が
推進されている。また、持続可能な調達・操業・投資の実行による組織や地域の差別化、自然資本の活用、環境
への負担低減や復元に関するサービスや商品が生まれてきている。
JC に求められる行動
持続可能な社会を築くためには「環境」がすべての⼟台にあり、環境に関する人々の意識を高め、消費行動を変
える。経済活動が環境に良い影響を与える好循環を作り出すために、温室効果ガスの排出や、自然災害に対する
弱者のレジリエンスを確保する。

現状分析

社
会

経
済

環
境
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脅威
グローバル人材や技術者の不足がエレクトニクス分野でのシェア低下や研究開発力の低下、そして国際競争力の
低下を招いている。内需の冷え込みや財源の問題によって、人材への投資に資源が回らない状況が続く。この状
況を打破すべき責任世代の主権者は現状維持への意識が強く、人材への投資に関する責任を放棄している。
機会
SDGs というグローバルゴールは、世界的な視点を日本にもたらした。その結果、人材においても持続可能な社
会を築くための投資が求められるようになっている。また、地域においても同様で、若い世代から未来を創るリー
ダーの登場が求められている。
JC に求められる行動
それぞれの地域に根ざし、伝統や文化、習慣を大切にしながらも、世界的に通用する技術や知識、時代に必要と
される能力や精神性を兼ね備えたリーダーを生み出す必要がある。また、ダイバーシティ（多様性）を高め、人々
のアイデンティティを確立することで私たちが率先して主権者意識を醸成し、地域にインパクトを与える。

脅威
価値や好み、働き方、ライフスタイルが多様化する社会において、ＪＣの存在価値を改めて定義しなくてはなら
ない。今後は⼊会対象者そのものが減少していくことから、状況は更に厳しくなる一方であるが、これからは国
家と同じように人数が減少したとしても組織の価値を維持する必要がある。
機会
SNS の普及や AI の発展により、多様な人材が活躍できるダイバーシティ（多様性）という考えの受け皿とし
て、ＪＣほどふさわしい組織はないと考える。時代に合わせて組織の価値や習慣をアップデートしていくこと
で、これからも One and Only な組織として存在し続けることができる。
JC に求められる行動
運動を広げ人の意識と行動に変化をもたらすことで共感を得て、賛同者が組織に加⼊するという理想的なモデル
を目指す。そのために、ＪＣＩストラテジックプランの３つの戦略「Empower（権限の付与）Innovate（革

新）Open（オープン）」を活用する。そして、社会ニーズの変化に合わせて組織を変⾰し、あらゆるパートナー
と協働し、社会への発信持続的な財源を確保することで LOM をリードする。

人
材

組
織

現状分析
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地域
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地域 社会 持続可能な地域の実現

持続可能な地域を実現するため、人・モノ・お金の流れが好循環となる
仕組みをつくるための運動を推進する。

世界に通用する日本のコンテンツを発掘して発信する運動を推進する。

地域における少子化問題、特殊出生率、晩婚化など
子供が産み育てやすい社会を実現するための運動を推進する。

テクノロジーと共生する社会の創造のために、地域コミュニティを巻き込んだ
デジタルリテラシーの普及、活用の推進、
社会課題の解決方法を模索する運動を推進する。

1

1-1

1-2

1-3
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地域 経済 自立した経済の創出

地域資源を活かし、持続可能な経済を確立するための運動を推進する。

企業における働き方改⾰等の生産性向上に向けた運動を推進する。

多様性溢れる企業やコミュニティ拡大に向けた運動を行う。

地域の経済成長につなげるため、インフラ整備促進の運動を行う。

1

1-1

1-2

1-3
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地域 環境 環境に配慮したまちづくり

リサイクルで世界をリードする地域を生み出すために、
再生資源を活かす運動を行う。

故郷が誇る環境を活かしながら、
地域がつながるコミュニティを形成する運動の推進を行う。

ビジネスリスクを考慮した、
環境面への影響を軽減するためのビジネス拡大に向けた運動の推進を行う。

環境問題への当事者意識醸成のために、
地域主体で環境について考える運動の推進を行う。

1

1-1

1-2

1-3
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地域 人材 地域特性を活かした人材開発

地域の課題と人々のニーズを捉えたイノベーションを起こし、
地域をより良くするリーダーを育成する事業を行う。

若きリーダーを掘り起こし、
その地域で次の世代を担う人材を育成する事業を行う。

地域で積極果敢に活動・挑戦している傑出した人間力溢れる若者を
より輝かせるため、若者が評価される事業を行う。

青少年の健全育成のため、スポーツを通した事業を行う。

1

1-1

1-2

1-3
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地域 組織 地域に必要とされる組織の構築

地域に必要とされる組織であり続けるために、抜本的な組織改⾰を行う。

若者を受け⼊れ、持続可能な組織であるために、会員拡大に関する事業を行う。

1

1-1

1-2

1-3

組織の発展のため、ＪＣのブランディングを行い魅力ある組織を作る。

時代を捉えた運動が最大化されるために、
あらゆる分野とのパートナーシップを構築する。
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国家 社会 強靭な自主自立国家の創造

日本の社会課題を明確化し、解決に必要な運動の推進を行う。

国⼟と国民の命や生活の安全を守るため、多面的な安全保障の議論を展開する。

希望出生数を実現することができる、国への社会基盤を確立する。

在りたい未来を実現するための法律や政令改正に向けた運動を推進する。

1

1-1

1-2

1-3
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国家 経済 経世済民を目指す持続的な経済成長

日本の持続可能な経済成長のために、経済活動を推進する運動を推進する。

需要を高めるために、インバウンドを主軸とした消費拡大の事業を行う。

一律的な社会資本の整備から選択と集中による
日本経済発展のための財源に関する議論を展開する。

政府のインフラ投資実現を目指すため、民間企業投資を活性化させる事業を行う。

1

1-1

1-2

1-3
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国家 環境 脱炭素化を軸とした持続可能な日本の創造

日本の環境に対する最重要課題を明確化し解決するための運動を推進する。

環境問題の解決のため、企業がサプライチェーン全体で
カーボンニュートラルの社会実現に向けた運動の促進を行う。

環境問題への当事者意識を醸成するために、
環境教育の確立と環境問題を広く周知する。

環境リスクの回避や環境負荷低減のために、
国内ネットワークを活用した防災・減災に繋がる運動の促進。

1

1-1

1-2

1-3
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国家 人材 国柄を継承し時代を創る日本人の育成

多様性を受け⼊れることができる人材を育む。

世界に誇る日本の精神性を継承し、
伝統・文化の見識を深め、国民が国を愛する事業を行う。

国民一人ひとりが幸せを実現する社会を目指すため、
必要な金融意識・知識等金融経済教育の事業を行う。

国民が正しい情報を得るための情報リテラシーを向上する運動を行う。

1

1-1

1-2

1-3
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国家 組織 ＪＣネットワークを活用する組織体制の構築

運動の成果を最大化するために、
企業・団体・有識者・各省庁・政治家との密な連携を図る。

メンバーの資質を磨くことのできる教育プラットフォームを構築する。

社会課題を解決する先導的な組織となるため、行動ある人材の育成事業を行う。

未来を見据え、世代を超えた連携を図り運動を推進する。

1

1-1

1-2

1-3



23

国際



2020-2024 JCI JAPAN Strategic Plan  ｜ 24

民間外交による国際課題の解決

国際社会の課題を解決することができる運動の推進を行う。

社会課題を解決したまちの事例を
JCI のネットワークを活用して世界に発信する事業を行う。

各国との関係向上のために、JCI のネットワークを活用して、
官民の友好ネットワークを広める運動の推進を行う。

自国だけを優先する主義を是正するために、国際協調の輪を広げる運動の推進を行う。

国際 社会

1

1-1

1-2

1-3
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各国との協働による国内経済の発展

持続可能な経済成長のための経済活動を推進する運動の推進を行う。

海外からの需要を呼び込むため、日本の魅力を世界に発信する運動を行う。

各国との経済連携を促進するために、
JCI のネットワークを活用した民間外交事業を行う。

海外へのビジネスを展開を望む企業に対し、
有効な企業や団体と協働し支援する事業を行う。

国際 経済

1

1-1

1-2

1-3
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環境問題解決を基軸とした国際連携の確立

気候変動の影響による環境の課題を明確化し
解決に導くための運動の推進を行う。

地域の資源を活かした環境施策を発信する環境課題解決の事業を行う。

世界の環境課題を解決するために、
カーボンニュートラルの実現に向けて各国と協働して環境事業を行う。

世界的視座で環境問題を意識するため、環境教育と環境施策を学ぶ事業を行う。

国際 環境

1

1-1

1-2

1-3
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国際教育によるグローバルリーダーの輩出

民間外交を推進するために、各国の友好団体との交流を促進する。

世界における課題解決に率先して取り組み、
自分自身と日本を発信できるグローバルリーダー育成の運動の推進を行う。

ローカルとローカルがつながり、課題解決に向けた対話の促進を行う。

世界に誇れる国際人となるために、
多様な視点を取り⼊れた日本のアイデンティティを確立する運動の推進行う。

国際 人材

1

1-1

1-2

1-3
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ネットワークを活用した国際力の強化

メンバーへ成長と発展の機会を提供するために、国際的な事業を行う。

JCI 日本の国際的な組織力を強化するために、各国との国際交流の場をつくる。

文化や価値観の違いを理解できる組織となるために、国際事業に参画する。

国際的立場を学ぶ機会を提供する。

国際 組織

1

1-1

1-2

1-3
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5 年後の世界と私たち。
想像してみてください。
大都市もいいけど地元が好きな若者が増え、
仕事もちゃんとあって、生活もできている。
元気な高齢者をまちで見かけることが多く、
彼らをサポートするためにテクノロジーが活躍している。
人口減少や労働力の不足は価値の転換で前向きに
捉えられ、ここでもテクノロジーが上手に使われている。
経済が良くなればその悪影響を受けていた環境は、
経済成長とともに改善されるようになるだけじゃなく、
環境を守るためのビジネスもたくさん生まれている。
日本を世界的な視野で見ることができて、
多様性についても理解がある。
社会課題についても敏感なだけでなくて、
積極的に解決していこうと行動を起こす若者がいる。
JC という存在が、
こんな社会の⼟台作りのために、
全国各地で活躍している。
決して大きくは目立たない、
でも、そこには必ず居なくてはいけない存在になっている。
すべては私たちの行動次第。
ただ言うだけじゃなく、まずは自らが率先して行動することで
市民や国民を巻き込み、政治を動かし、社会を動かそう。
日本 JC が地域に根ざし、国を想い、世界を変える姿がそこにある。
私たちなら、必ずできる。

5 年後の世界

2020-2024 JCI JAPAN Strategic Plan  ｜ 
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戦略計画について

JCI JAPAN Strategic Plan

会頭所信

Action Plan
（グループ構成／職務分掌）

定量的検証 

Action
（1月〜9月）

事業報告（〜10月）

2020年−2024年

2020-2024 JCI JAPAN Strategic Plan  ｜ 
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LOM での
使い方について

全国の地域で活躍する JC の皆さんにも、
戦略マップを使って地域でインパクトを起こすことができます。

5 年後の LOM のあるべき姿を設定する。

そのあるべき姿を要約し Vision Statement を作成する。

戦略マップを作成するにあたり、縦軸と横軸を設定する。

横軸の脅威、機会、JC に求められる行動を定める。

縦軸と横軸が交わる具体的な戦略を設定する。

具体的な戦略を要約し、Strategic Map に落とし込む。

アドバイザリーボードを選定し意見を頂く。

修正を重ね、Strategic Plan を完成する。

1

2

3

4

5

6

7

8
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LOM での Strategic Map 作成にお使いください

今後 5 年で LOM が取り組むこと（ex. 社会、経済、環境、人材、組織など）

※項目は必要なだけ設定できる

※項目は必要なだけ設定できる

1 の項目で設定した横軸に合わせて、アドバイザーを選定します。
ex. 社会と経済で 1 人という考え方もできます。

横軸： 横軸： 横軸：

アドバイザー： アドバイザー： アドバイザー：

1

2

3

4

縦軸の項目を決める

綱領やJCIクリードからキーワードを抽出（ex. 地域、国家、国際など）

横軸の項目を決める

縦軸と横軸を Strategic Map に反映させる

Strategic Map のフォーマットはこちら
プリントアウト用（A3）

アドバイザリーボードの選定

目次

Strategic Map

2020-2024 JCI JAPAN Strategic Plan

2020-2024 JCI JAPAN Strategic Plan  ｜ 
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国家ビジョンはまちのビジョン、課題が集約され各まちの
ビジョンが達成された先に待つビジョンです。そして、そ
のビジョンは時代に沿って変わっていく必要もあります。

ビジョンに向けまちが進み更にビジョンがアップデートす
ると国家ビジョンもアップデートしていきます。
国家ビジョンに向け JCI 日本として運動を行い、更に定期

的なまち（LOM）のビジョンを集約し、今の課題である 
Strategic Map の検証そして修正が必要となります。この
サイクルを JCI 日本として行っていくことが、「共感」を
生み皆が目指す実働したビジョン（羅針盤）と常に位置づ
けられます。

JCI 日本

国家ビジョンについて

国家ビジョン

Action & 検証

Strategic Map の検証修正

まち (LOM) の
ビジョン集約
GianPocket
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まち（LOM）のビジョンの先には、国家ビジョンが常に

あります。
まちのビジョンが正しいビジョンなのか「共感」を生ん
でいるのか、それを定期的に検証する為にも Strategic 
Map の検証・修正が重要となってきます。課題がそのま
ちに合っているのか、しっかりと目指すビジョンに向かっ
ているのかを向き合う事が、まちの皆が「共感」し続ける
ビジョンになる条件です。
まちの集合体が国家です。まちのビジョンが常にアップ
デートする事が国家ビジョンが輝き続ける礎となります。

LOM

国家ビジョン

Action & 検証

Strategic Map の検証修正

まち (LOM) の
ビジョン集約
GianPocket

まち (LOM) の
ビジョン策定

Strategic Map の
検証修正

国家ビジョンについて

LOM でのアップデート

３５2020-2024 JCI JAPAN Strategic Plan  ｜ 



まちの声収集

ビジョン策定や改定（アップデート）の工程は LOM も
JCI 日本も変わりません。「国家はまちの集合体」なので
まちのビジョンが常に「共感」を生むものにアップデート
していなければ国家ビジョンも「共感」は生まれません。
国家をつくるのはまち（LOM）が主役なのです。

ビジョンアップデートについて

ステークホルダーと課題へ対する意見調査

LOM の
ビジョンアップデートループ

JCI 日本の
ビジョンアップデートループ

Strategic Map の検証・修正

Strategic Map の検証・修正

Strategic Map の進捗確認

Strategic Map の進捗確認

まちのビジョン策定・改訂Action 検証

Action 検証

Gian Pocket への集約

まちのビジョン Gian Pocket を集約

国家ビジョン策定・改訂

ステークホルダーと課題へ対する意見調査
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目次

2030年を見据えた
地域の社会課題解決のための運動推進

世界に通用する地域コンテンツを確立

子どもを産み育てやすい地域をつくる

テクノロジーを活用したまちづくりに
よる課題解決

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

1

1-1

1-2

1-3

地域の独自性を活かした
持続可能な経済の仕組みづくり

人口減の社会でも暮らせる
生産性が向上した経済の仕組みづくり

誰もが活躍でき、働ける環境づくり

命を守り、経済の発展させる
インフラ政策の提案

資源が循環する仕組みづくり

地域が有する環境資源を活かした
地域コミュニティの形成

環境に配慮したビジネスの拡大

地域主体の環境に関する運動推進

地域をより良くする
リーダーを育成する事業

まちを愛する次の世代人材を育成

 傑出した若者を称える事業

スポーツを通した青少年育成

運動を最大化し
共感するパートナーを広げる

ブランディング

抜本的な組織改革

会員拡大に関する事業

2030年を見据えた
日本の社会課題解決のための運動推進

在りたい未来を実現するための
法律や政令改正への運動推進

希望する出生数を実現できる
基盤の確立

我が国の安全保障問題の改善

持続可能な経済成長を促す運動

インバウンドの消費拡大による
経済成長を目指す

我が国のあるべき財政に
関する議論の展開

民間企業による投資活動を活性化

カーボンニュートラル実現に
向けた運動推進

企業の環境問題解決への取組みを推進

環境問題に関する教育と周知

防災・減災につながる環境保全活動

多様性を
受け入れることができる人材を育む

伝統・文化の見識を深め、
愛国心が溢れた人材を育成

金融リテラシーの向上

情報リテラシーの向上

企業・団体・有識者・各省庁・政治家
との連携

資質を磨く教育体制づくり

多様な人材の活躍を推進

世代を超えた連携

国際的な機会を構築
2030年を見据えた
国際社会の課題解決のための運動推進

社会課題解決の事例を世界に伝播

官民の有効ネットワークを
広める運動推進

国家間のつながりを強化する運動推進

持続可能な経済成長のための運動推進

海外からの需要を呼び込む運動推進

JCIのネットワークを活用した
経済交流を促進

海外進出を望む企業へのフォローアップ

危機的な状況にある

地球環境問題解決のための運動推進

地域資源を活かした環境施策を
世界に発信する

JCIのネットワークを活用した
環境問題解決事業を実施

世界的視座を培う環境教育事業を実施

国際的なコミュニティを
形成できる運動推進

グローバルリーダーを育成

ローカルとローカルが繋がり
課題解決に向けた運動推進

日本のアイデンティティを
培う事業を実施

各国との国際交流の機会を提供

国際会議への参画を促進

国際社会における社会的立場の理解

社会

Strategic Map

地域

国家

国際

経済 環境 人材 組織
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座　長 岡部　栄一 君 JCI 立川 

副座長 勝木　征史 君 JCI 札幌 

副座長 石川　和孝 君 JCI 東京 

副座長 中島　　⼟ 君 JCI 大分 

委　員 田島　亜子 君 JCI 小牧 
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委　員 北村麻里衣 君 JCI 東京

委　員 加藤　大将 君 JCI 半田

委　員 佐々木隆浩 君 JCI 埼玉中央

委　員 佐藤　友哉 君 JCI 新発田

委　員 山野　修平 君 JCI 京都

委　員 江口　尚登 君 JCI 佐賀

委　員 安田　量寛 君 JCI 天草本渡

委　員 曽根香奈子 君 JCI 半田

実務者 鶴山　雄一 君 JCI 金沢

記録者 倉橋　芳英 君 JCI 大分

多摩大学大学院 名誉教授 田坂　広志 氏

公共政策調査機構 理事長 池田健三郎 氏

株式会社トランスエージェント会長 
ピーター D. ピーダーセン 氏
（Peter David Pedersen）

JCI日本 2020−2024 戦略計画策定会議構成メンバー アドバイザリーボード

最後に

この 2020-2024 JCI JAPAN Strategic Plan が、日本 JC の成果の蓄積になること、
その成果が LOM にとって地域で行う事業の後押しになること、
LOM が周年等を迎える中で、中長期戦略を考える上での参考になること、
5 年後の未来が今よりもより良くなっていることを心より願います。
そして、日本ＪＣはｔｈｉｎｋタンクではない。Do タンクでなければならない。
Change before you have to
変⾰に迫られる前に　自らが変わろう　未来のために。

２０１９年１２月１４日

JCI日本2020-2024 戦略計画策定会議　座長　岡部 栄一
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公益社団法人 日本青年会議所
２０２２年度社会グループビジョナリーシティ会議

議長　　　　花田　将司　　（ＪＣＩ高岡）

副議長　　　山本　善大　　（ＪＣＩ高山）

副議長　　　河本　拓也　　（ＪＣＩ富山）
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総括幹事　　山本　茂樹　　（ＪＣＩ高岡）

運営幹事　　伊地知　弘幸　（ＪＣＩ鹿児島）

会計幹事　　道前　颯太　　（ＪＣＩ射水）

総括補佐　　竹中　正真　　（ＪＣＩ高岡）

小幹事　　　田地　広大　　（ＪＣＩ射水）

小幹事　　　伊庭　聡　　　（ＪＣＩ宝塚）

小幹事　　　尾上　玄　　　（ＪＣＩ高山）

小幹事　　　管野　聡　　　（ＪＣＩ江刺）

小幹事　　　伊沢　透　　　（ＪＣＩ諏訪園）

小幹事　　　小杉　知弘　　（ＪＣＩ富山）

小幹事　　　中島　圭太　　（ＪＣＩ相模原）

小幹事　　　吉元　政人　　（ＪＣＩ相模原）

小幹事　　　根本　亜矢子　（ＪＣＩつくば）

小幹事　　　村中　亮太　　（ＪＣＩ熊本）

小幹事　　　原田　厚一郎　（ＪＣＩ熊本）

委員　　　　井尾　泰隆　　（ＪＣＩ大垣）

委員　　　　土井　麻衣子　（ＪＣＩ可児）

委員　　　　春山　大樹 　（ＪＣＩ大垣）

委員　　　　吉川　喬 　（ＪＣＩ各務原）

委員　　　　関谷　冴基 　（ＪＣＩ豊川）

委員　　　　新木　一志 　（ＪＣＩ藤枝）

委員　　　　多田　幸泰 　（ＪＣＩ関）

委員　　　　森屋　真一郎　（ＪＣＩ都留）
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委員　　　　松尾　祥希 　（ＪＣＩつくば）

委員　　　　野村　衛  　（ＪＣＩ常総）

委員　　　　野口　修平 　（ＪＣＩ古河）

委員　　　　林　太郎 　（ＪＣＩおおらか）

委員　　　　野村　剛士 　（ＪＣＩおおらか）

委員　　　　有澤　勇太 　（ＪＣＩ東京）

委員　　　　中山　裕介 　（ＪＣＩつくば）

委員　　　　秋田　浩之 　（ＪＣＩつくば）

委員　　　　大関　虎之介　（ＪＣＩつくば）

委員　　　　割ヶ谷　大 　（ＪＣＩ高萩）

委員　　　　福田　仁之 　（ＪＣＩ竜ケ崎）

委員　　　　竹内　隼人 　（ＪＣＩ東村山）

委員　　　　菅原　啓太 　（ＪＣＩとだわらび）

委員　　　　岩佐　晃弘 　（ＪＣＩ徳島）

委員　　　　緒方　健太郎　（ＪＣＩ熊本）

委員　　　　渡邉　可菜 　（ＪＣＩ玉名）

委員　　　　上村　浩文 　（ＪＣＩ熊本）

委員　　　　東家　共宏 　（ＪＣＩ熊本）
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４１

公益社団法人日本青年会議所
2022年度 社会グループ ビジョナリーシティ会議

　議長　花田　将司

おわりに

国はまちの集合体である。

まず、日本各地の地域から、地域ごとに共感を生む「まちのビジョン」を策定するとこ
ろから始まりました。私たち JC メンバーだけで考え、JC が主語になるビジョンではな
く、JC 以外の多くのステークホルダーを巻き込み、地域の独自性を大切にした「増え

て欲しいもの」「減って欲しいもの」「残したいもの」という要素を考え、皆で目指すビ
ジョンを構築しました。
そしてビジョンを実現するために、システム思考を活用しながら適切な課題を抽出し、
構造的に変化させる部分にメスを⼊れる「運動」を起こすためのベースをつくりました。

国家ビジョンの策定では、日本各地の JC メンバーからビジョンをはじめとした情報を
吸い上げ、さらに収集した情報から浮かび上がるステークホルダーとも意見交換をし、
今回の国家ビジョンが出来上がりました。有識者に課題を解決するアクションプランを
一緒に考えて頂いたり、多くのステークホルダーからどんな国家にしたいかという声を
もらう中で、「日本はこれからだ」という熱い気持ちが芽生えました。日本は、まだまだ
大きく成長する力があります。そして、日本の成長には「教育」と「経済」、この二つが
大きな「鍵」になる事は間違いありません。

この国家ビジョンが常に時代の先を見据え、時代と共に変化をし、より良い社会をつく
るために輝き続ける礎になることを祈っております。
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