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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
2013,8,10

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
19 MEMBERS

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
・長野市
・オリンピック施設社長
・長野市教育委員会

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
30,000 US 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
長野市に住む 38 万人および子どもたちのために

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
市民の世界平和に対する前向きなよりよい変化をもたらす機会を提供する。
より多くの ACTIVE CITIZENS を創りだす事が目的。

Overview

概要

説明：必ず結果と合致しているはず
ＪＣＩ長野は、創立６０年を節目とし、これまでＪＣＩ長野に関わりのある方々が
一堂に会する為、記念式典を開催した。
これまでの JCI 長野の活動を総括した。
これからの世界平和に向けた VISON を、市民、組織、に発信する機会を設けた。

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
JCI 長野の VISION は、地域に対しインパクトを与え、多くの ACTIVE CITIZENS を創出
することができた。
理由は以下の通りである。
・ＪＣＩ長野が世界平和の実現に向けた各事業を市民・行政・姉妹友好 JC と共有する
ことができたからである。
・ＪＣＩ長野が宣言した VISION にインパクトを受けた自治会が、ユースオリンピック
誘致に向けた署名運動を開始した。

Actions Taken 行動
説明：
２０１２年１２月 ３日 開催日時及び開催場所決定
第５回理事予定者会議にて討議
２０１３年 １月～３月 ＬＯＭ内意見徴収、プログラム内容検討
２月 第一回 プログラム実施
４月 上旬 ゲスト者選定
４月 ４月例会 国際交流～違いを楽しむ交流をしよう！～
５月 内容詳細決定、ゲスト確定
５月 ５月例会 地域連携「コミュニティを発展させよう！」
５月 第２回 プログラム実施
６月 第３回 プログラム実施
６月 上旬 第６回定例理事会審議
６月 ６月例会 地域交流「長野のファンを増やそう！」

６月 下旬 広報実施
７月

ゲスト打合せ
長野青年会議所全体会議

８月上旬 ４～６月例会で行った調査結果と JCI 長野が培ってきた伝統をまとめ、
JCI 長野 VISION を構築
８月 ９日 会場設営及び前日リハーサル
８月１０日 当日
１０月 事業報告書 提出
１０月～１２月今回創出した ACTIVECITIZEN の動向に注視し、2014 年度 JCI 長野に
しっかりと引継ぐことで、2014 年度の事業計画・実施に反映する。

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？
JCI 長野が、これまで行ってきた運動と、JCI の理念を、JCI 長野 VISION 発信したこ
とは、市民に対し大きなインパクトを与えた。
アンケート結果や、問い合わせで寄せられた多くの声、メディアからの反響を見るに、
著名運動が起こるなど、確実に市民に伝わったことがわかった。
これからも、JCI 長野は市民が運動に参画できるような事業を開催し、老若男女が共に
世界平和に貢献できるようにすることが、JCI 長野の使命である。

Best Local empowerment program
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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
ＪＣＩ長野は、地域で活躍する人材、すでに ACTIVECITIZEN になっている人に着目。
既 ACTIVECITIZEN を地域と共有し、さらなる ACTIVE CITIZENS を創出することを目的に
する。

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
「ＪＣＩ長野は多くの市民を POSITIVE CHANGE させる」
このことがコミュニテイを改善させ、ACTIVE CITIZENS が率先して地域を良くする事が
JCI の活動計画と合致する。
地域で活躍する既 ACTIVECITIZEN を地域と共有することで、さらなる ACTIVE CITIZENS
を創出を目指した。

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
【この事業をより効果的に発信する為に広報活動を工夫した】
・事業の告知を地元メディアに対して積極的に行った。
・地元新聞社、テレビ局にて事業告知を行った。
【予算内訳 予算総額：11，940US DOLLAR】
・会場・演出費 4,000

US DOLLAR

・広報費 2,000US DOLLAR
・講師費 4,000DOLLAR
・雑費

1,940US DOLLAR

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
（JCI VISON の推進）
長野市には、スポーツ・芸術・環境問題・ボランティア・障害者スポーツ等、様々な
活動に取り組んでいる市民及び団体が数多くいる。我々は、彼らに、焦点を当てるべ
く、広報活動と、活動資金提供のためのスポンサー集め、表彰するための式典を開催
した。
（JCI MISSION の推進）
JCI 長野は、POSITIVECHANGE をもたらす彼らの力を地域に提供するために交流会を
開催しサポートを行っている。
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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
45Ｍ ＥＭＢＥＲＳ

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？％で記載してください
92%

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
事前
全体の取りまとめ 1 名
（事業の総指揮を取った）
事前準備・打ち合わせなど 10 名
（地域で活躍する各分野の人材発掘のため、各団体や個人で活躍している人材の調査
と選考委員メンバー依頼等）
ファイナリストの選定 13 名
（５０人（団体含む）集まった人材をファイナリスト１０人までにするために選考委
員会メンバーと審査を行った）

参加者からの問い合わせ・受付など 5 名
（参加者からの詳細な問い合わせに対応し、参加希望者の受付を行った）
広報活動 2 名
（ファイナリスト選定後から当日まで、SNS を使用して事業概要とファイナリスト紹
介を毎日更新した）
会場及び備品の手配 10 名
（会場の手配、他のメンバーと連携し、必要な備品の手配、搬入を主に行った）
全体の補助 2 名
（他のメンバーの補助として、臨機応変に行動をした）
当日
全体の取りまとめ 1 名
（事業の総指揮を取った）
全体の司会進行 2 名
（事業がスムースに行われるように進行した）
ファイナリストの補助 3 名
（ファイナリストのサポート役として、備品の準備、撤収の補助などを主に担当した）
パソコン操作など作業全般 3 名
（パソコン、プロジェクター、音響等の操作、管理を主に担当した）
全体の補助 2 名
（全体を通して、手薄になる部署の補助として臨機応変に行動した）
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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？
本事業でスポットを当てた参加者に関する問い合わせがあった。
①地元新聞３社による特集ページ掲載
②地元放送局によって一人参加者のドキュメンタリー放送
③地元テレビ局による事業のニュース放送
④フェイスブックページ来訪者数
記事の閲覧者数
投稿へのいいね！の数
話題にしてくれた人の数

２，４１６名
２３，８８２名
２２，２３４
１，４４１名

ファイナリスト紹介の閲覧数 ３９６～１，４１９名

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

地域が既 ACTIVECITIZEN に注目をはじめた。
・企業とコラボレーションする人材が出た。
・各イベントに呼ばれる人材が出た。
・地元テレビ番組にドキュメンタリーされる人材が出た。
・多くの人材が JCI 長野の他事業と協働する機会が増えた。
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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？
【地域における LOM の認知度・知名度向上】
・市民は、地域で活躍している人材に対し、関心が薄かったが、本事業を通して関心
と理解が深まった。
・JCI 長野は、プログラムと通して、JC の活動を理解し、協力してくれる市民を得た。
・行政・教育委員会との協力関係が強化された。
・既 ACTIVECITIZEN たちと関係を構築できることにより、JC の認知度を上げた。
・JCI 長野と共に地域の課題解決に取り組むパートナーを得た。

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？
・長野で活動する人にスポットを当てる事業を開催した。
・その事業で、各カテゴリーごとに自身の活動のプレゼンを行った。
・選考委員会によって、表彰と今後の活動資金を送った。
・JCI 長野はこのサポートを行った。

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？
・長野市で活動する人材の掘り起しを行った。
・フェイスブックやマスコミを通して事業の PR を行った。
・フェイスブックやマスコミを通して既 ACTIVECITIZEN の情報発信が行った。また、
これは今後も継続していく。
・既 ACTIVECITIZEN 同士の活動に刺激を受けたり、支援したいと考えたり、一緒に運
動を起こしたいと感じる人が出る機会となった。
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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？
これまでスポットの当たることのなかった地域で活躍する人材が、マスコミ・イベン
ト・企業等から出演依頼が来た。
彼らは、今後さらに注目を浴びる機会が増える。
このことで彼らの活動に POSITIVECHANGE が起きることを期待する。

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？
① ACTIVE な人材・団体の募集エリアを小規模としていたが、今後はエリア拡大し、さ
らなる ACTIVE な人材・団体にスポットを当てる必要がある。
②ここで構築できた関係を活かすことが重要。
今後の JCI 長野の事業や活動に厚みを持たせ、
波及可能性をどこまで高めて、POSITIVECHANGE を拡大できるかが今後の課題となる。
次年度は、早めの行動開始はもちろん、今回参加した既 ACTIVECITIZEN たちの協働事
業の結果や、円滑な関係性を維持した結果を確かめたい。

