
最優秀 LOM 経済開発プログラム 
Best Local Economic Development Program 

 

   

① 目的・財務計画・実施  Objectives, Planning, Finance and Execution 
このプログラムの目的を記述してください。  What were the objectives of this program? ※200 単語まで 

＜目的＞ 
起業家 及び 新企画立案者 の育成 
＜財務計画＞ 
一般社団法人大阪青年会議所 より 予算約３００万円 
大阪イノベーションハブ 様 より 会場貸し出し 
さくらインターネット株式会社 様 より 会場貸し出し 
＜実施＞ 
プログラム１ 
４月２８日 これからの企業について・SDG 
 
プログラム２ 
５月１９日 ファイナンス（効果的な事業資金の獲得）・事業計画作成 
 
プログラム３ 
６月１６日 ＳＤＧｓ・技術革新 
 
プログラム４ 
７月２９日 人間力と持続的発展 
 
プログラム５ 
９月０２日 フォーラム発表グループワーク 
 
プログラム６ 

 The objective of this program was to foster entrepreneurs and 
those who plan new programs. 
 
The financial plan is as follows: 
About 3 million yen budget from JCI Osaka. 
Venue rental from the Osaka Innovation Hub and SAKURA 
Internet Inc. 
 
The following programs were implemented: 
Program #1 about future companies and SDGs on April 28th. 
 
Program #2 about how to effectively acquire business funds and 
prepare business plans on May 19th. 
 
Program #3 about SDGs and technological innovation on June 
16th. 
 
Program #4 about human power and sustainable development on 
July 29th. 
 
Program #5, forum presentation group work on September 2nd. 
 
Program #6, presentation on September 9th. 

LOM 名  申請担当者名 

一般社団法人 大阪青年会議所  才門 功作 

   

基本情報  Basic Information 

事業名  Name 

大阪変革塾～GlobalAcademyOsaka2018～  Global Academy Osaka 2018 

目的  Purpose 

街に起業家を増やし、大阪の経済を発展させる  The purpose of this program is to increase the number of 
entrepreneurs in the community and develop Osaka’s economy. 

開始日※日付で記載  Start date 

4 月 28 日  JCI ウェブフォームは、カレンダーから選択方式なので記載不要 

終了日※日付で記載  End date 

9 月 9 日  JCI ウェブフォームは、カレンダーから選択方式なので記載不要 

事業対象者  Target 

20 歳から 40 歳の大阪市民  20 to 40 years old Osaka citizens 

SDGs の該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

１１  11 

発展段階 
Active Citizen Framework「展開」の項目での３項目の発展段階から
選択 ①健康な身体と精神 ②教育と経済力強化 ③平和・繁栄・持続
可能性 

 Development stage 
“Health and Wellness”・“Education and Economic 
Empowerment”・“Peace, Prosperity, and Sustainability”から選択 

３  3. “Peace, Prosperity, and Sustainability” 

概要  Overview 

＜背景＞ 
昨今、日本国内の主要な都市で、ベンチャーキャピタルの推進が行われ
ている。 
その中でも、大阪は古くからベンチャー精神の盛んな都市であるが、東
京一極集中の中で都市としての経済成長に陰りがみられる。 
そこで、行政のベンチャーキャピタル支援施設である大阪イノベーショ
ンハブとともに、大阪にベンチャーの風を起こそうと昨年から始まった
事業が GlobalAcademyOsaka 通称 GAO である。 
また、経済に限らず、大阪を良くする人を育てる事業として、一昨年実
施された大阪変革塾を取り入れ、 
「大阪変革塾～GlobalAcademyOsaka２０１８～」として、本年度事
業を開催した。 

 <Background> 
Recently, in major cities in Japan, venture capital has been 
promoted. 
Among them, Osaka is a city full of venture spirits from long ago. 
However, due to the concentration of economy in Tokyo, the 
economy in Osaka is becoming behind. 
So, along with the Osaka Innovation Hub, a government venture 
capital support facility, JCI Osaka has begun to hold the Global 
Academy Osaka program (GAO) since last year to bring about a 
whirlwind of venture business in Osaka. 
In addition, as a program to nurture those who improve not only 
economy but also whole Osaka, we adopted the cram school that 
was held two years ago, and implemented "Osaka Transformation 
Cram School ~ Global Academy Osaka 2018 ~". 



９月０９日 発表 

このプログラムが、どのように JCI 行動計画に準じているかを記述して
ください JCI Plan of Action を参照して、インパクト Impact（影響
力）・モチベート Motivate（意欲）・インベスト Invest（投資）・コ
ラボレート Collaborate（協働）・コネクト Connect（つながり）につ
いてそれぞれ記載してください 

 How does this program align to the JCI Plan of Action? ※200
単語まで 

≪IMPACT≫ 
本事業を継続することによって得られる起業家や新企画立案者の増加
は大阪市に経済成長を促す。 
同時に、彼らに SDGs を教育することで、大阪に生まれる次の企業・事
業が SDGｓに根差したものになっていき、都市全体に SDGｓが浸透す
る。 
≪MOTIVATE≫ 
本事業を行うことにより、協力団体を含めた参加者全体への起業意識の
拡散が行えた。 
当事業で登壇した講師がその後、ハッカソン会場としてさくらインター
ネット様を利用されたり、事業参加者からすでに起業が起きていたりな
ど、事業の対象がベンチャーなだけに浸透力がつよい。 
≪INVEST≫ 
大阪イノベーションハブ、さくらインターネット株式会社 両協力団体
様からも昨年 本年と着実に結果を残していることに対し、好意的に受
け取っていただいている。 
また、本事業参加者が協力団体様を今後も利用できる環境を整えていた
だいており、一過性の事業とならない仕組みになっている。 
≪COLLABORATE≫ 
日本青年会議所 経済成長戦略会議様の 大阪ブレイクスルーEXPO
内でのフォーラム事業後、片山さつき議員座談会に参加させていただい
た。 
≪Connect≫ 
事業参加者について、大阪イノベーションハブ様を今後も利用できるよ
うになっている。 

 <IMPACT> 
The increase in entrepreneurs and new planners gained by this 
continuous program will encourage economic growth in Osaka 
City. 
At the same time, by educating SDGs to them, the businesses 
newly born in Osaka becomes rooted in SDGs, and SDGs spread 
throughout the community. 
<MOTIVATE> 
By implementing this program, we were able to spread the 
entrepreneurship to all participants including cooperating 
organizations. 
After the program, 
・The lecturers who participated in this program used SAKURA 
Internet Inc. as a hackathon site. 
・Some of the participants started up their business. 
It shows that this program motivated participants strongly. 
<INVEST> 
Since this program has been steadily retaining results since last 
year, both of the cooperating organizations, Osaka Innovation 
Hub and SAKURA Internet Inc. regard it favorably. 
In addition, both the cooperating organizations created an 
environment where participants can use the organizations even 
after the program.  
It shows that the effect of this program is not temporary but 
sustainable. 
<COLLABORATE> 
After the forum in the Osaka breakthrough EXPO sponsored by JCI 
Japan, JCI Osaka participated in the discussion session with 
Satsuki Katayama councilor. 
<CONNECT> 
Participants can use Osaka Innovation Hub even after the 
program. 

予算計画通りにプロジェクトを実行できましたか？ 
予算上の工夫や、予算の内訳の概算を記述してください 

 Was the budget an effective guide for the financial 
management of the project? ※150 単語まで 

本事業は予算計画通りに遂行できた。 
また、協力団体様に会場を提供いただくことで、予算の大部分を軽減で
きた。 

 JCI Osaka was able to implement the program according to the 
planned budget. 
In addition, as cooperating organizations offered the venue, we 
were able to reduce most of the budget. 

このプロジェクトはどのように JCI ミッション・ヴィジョンを推進しま
したか？ 
ミッションとヴィジョンに分けて記載 
ミッション：より良い変化をもたらす力を青年に与えるために、発展・
成長の機会を提供すること 
ヴィジョン：若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークにな
ること 

 How does this project advance the JCI Mission and Vision? 
※200 単語まで 
【参考】 
JCI Mission：To provide development opportunities that empower 
young people to create positive change 
JCI Vision：To be the leading global network of young active 
citizens 

ミッション： 
塾形式による起業家育成を行うことで、参加者に psitive change をう
ながした。 
 
ビジョン： 
Yang citizens である参加者が塾を通して yang active citizen となり、
また世界的に活躍する講師とのコネクションを持ってもらうができた。 

 Mission: 
This program promoted positive change of participants by 
cultivating entrepreneurs in a cram school form. 
 
Vision: 
Participants became young active citizen through the cram school. 
They also had a connection with lecturers who are active globally. 

   

② 自由経済社会の促進  Promotion of Free Enterprise 
このプログラムによってどのように JCI Values を示し、自由に経済活
動が行われる社会の促進に寄与しましたか？ 

 How did this program seek to exhibit JCI Values, especially 
"free enterprise"? ※200 単語まで 



JCI Values＝クリード 
我々はかく信じる： 
「信仰は人生に意義と目的を与え 

人類の同胞愛は国家の主権を超越し 
正しい経済の発展は 
自由経済社会を通じて最もよく達成され 
政治は人によって左右されず法によって 
運営されるべきものであり 
人間の個性はこの世の至宝であり 
人類への奉仕が人生最善の仕事である」 

要約：自信を与え、地域を結び付け、機会の平等を普及させ、公正な社
会を確立し、文化的な多様性を受け入れ、持続可能なインパクトを創り
出す 

【参考】 
The Creed of Junior Chamber International  
We Believe: 
That faith in God gives meaning and purpose to human life; 
That the brotherhood of man transcends the sovereignty of 
nations; 
That economic justice can best be won by free men through free 
enterprise; 
That government should be of laws rather than of men; 
That earth's great treasure lies in human personality; and 
That service to humanity is the best work of life 
 

・募集対象を絞らず、20 歳から 40 歳までの市民とすることで、多様性
を維持しつつ地域への貢献を図り 
また彼らのチームをシャッフルすることで、それぞれに平等に機会を与
えた。 
・SDGｓを主眼に据えることっで、参加者に率先して持続可能な事業を
考えてもらった。 
・GlobalAcademyOsaka 自体 2 年目ということで、事業としても継続
的に社会にインパクトを与える。 

 ·This program targeted citizens from 20 to 40 years old, and 
contributed to the community while maintaining diversity. 
We also gave each participant an equal opportunity by shuffling 
the teams. 
· Focusing on SDGs, participants took the initiative to think about 
sustainable programs. 
· Since Global Academy Osaka was held for the second year, it will 
be able to impact on the community continuously. 

このプログラムによって自由に経済活動が行われる社会はどのように
促進されましたか？  

 How was free enterprise promoted during the project? ※200
単語まで 

33 名の起業家が生まれた。  33 entrepreneurs were born. 

   

③ 地域経済への影響  Community Impact 
このプログラムの地域経済への影響を、どのように測りましたか？   How was the impact on the local economy measured? ※200

単語まで 
社内で事業を立ち上げる、あるいは起業する件数  The number of cases to launch a new business within companies 

and the number of start-up companies. 

このプログラムによって与えた地域経済への影響を記述してください。 
どんなゴールが当初決められましたか？  

 What was the intended impact on the local economy? What 
goals were originally set? ※200 単語まで 

参加者の立ち上げる企画への出資額において昨年度を上回る  Investment amount to the programs launched by participants 
exceeds last fiscal year. 

このプロジェクトの経済への実際の影響を記述してください。  What was the actual economic impact produced by this 
project? ※300 単語まで 

資本金 1000 万円の企業が 1 社立ち上げ途中である。  One company with capital of 10 million yen is in the process of 
being started up. 

   

④ 地域社会と参加者への影響  Impact on Community and Participants 
このプログラムの地域社会と参加者への影響を、どのように測りました
か？ 

 How was community and participant impact measured for 
this project? ※200 単語まで 



社内で事業を立ち上げる、あるいは起業する件数  The number of cases to launch a new business within companies 
and the number of start-up companies. 

このプロジェクトの地域社会と参加者への実際の影響を記述してくだ
さい。 

 Describe the actual impact on the local community and the 
participants. ※300 単語まで 

資本金 1000 万円の企業が 1 社立ち上げ途中である。  One company with capital of 10 million yen is in the process of 
being started up. 

   

⑤ パートナーシップ及び広報活動  Partnerships and Public Relations 
このプログラムの広報戦略を記述してください。  What was the promotional strategy for this program? ※500

単語まで 
チラシ および Facebook  Flyers and Facebook. 

広報活動の成果を記述してください。数字で表せられる場合、数字も含
めて記述してください。 

 How successful was the promotion? Please indicate figures 
where applicable. ※250 単語まで 

塾生 33 名  33 cram school students. 

このプログラムに参加したパートナーをリストアップしてください 
（ない場合には、「N/A」と記入） 

 List the partners that participated in this program. (write 
N/A if none) ※100 単語まで 

大阪イノベーションハブ 
さくらインターネット株式会社 

 Osaka Innovation Hub 
SAKURA Internet Inc. 

パートナーはどのようにプログラムに参加しましたか？  How did partners participate in the program? ※250 単語まで 

会場の貸し出し 及び プログラム総評  Offering venues and program reviews. 

   

⑥ プログラムの長期的な影響  Long-term Impact of the program 
このプロジェクトによって得られると予測される長期的な影響を記述
してください。 

 What is the expected long-term impact of this project? ※
200 単語まで 



大阪市の企業増加 
ベンチャーキャピタリストの増加 

 Increase in enterprises in Osaka. 
Increase in venture capitalists. 

このプロジェクトの改善点・改善策を記述してください。 
※マイナスな表現はしないでください。前向きな改善点を記載しましょ
う 

 What changes would you make to improve the results of this 
project? ※300 単語まで 

・募集時期が日本では学校や企業の始業時期と重なるので、ずらせばよ
り人が集まる。 
・海外への実地研修を取り入れるとより世界的な事業となる 

 · The recruitment period overlaps with the start of schools and 
companies in Japan. If we shift the recruitment period, we will be 
able to gather more people. 
· If we adopt on-site training in overseas, this program will be a 
more global one. 
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