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一般社団法人新潟青年会議所 
 

本間 聡 

   

基本情報 
 

Basic Information 

事業名 
 

Name 

ＡＩしてるニイガタ～イノベーションを起こすのはオレたちだ！ 
 

We love Niigata～We are the ones who innovate!～ 

目的  Purpose 

【対外対象者】 
・社会環境とイノベーションによる多様な変化を理解すること。 
・新たな戦略を構想することの重要性を認識してもらうこと。 
 
【対内対象者】 
・革新の担い手としての自覚と気概を持ってもらうこと。 
・新たな事業創造に向けた戦略を構想する力を養うこと。 

 【Outward targets】 
・To understand diverse changes due to social environment and 
innovation. 
・To recognize the importance of conceiving a new strategy. 
 
【Inward targets】 
・To have consciousness as a carrier of innovation and have a 
gripe. 
・Developing the ability to conceive strategies for new business 
creation. 

開始日※日付で記載  Start date 

２０１８年 ４月 ９日（月）  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 

２０１８年 ４月 ９日（月）  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 

【対外対象者】 
・一般参加者 
・新入会員候補者 
・新潟ＪＣシニアクラブメンバー 
・各地会員会議所メンバー 
 
【対内対象者】 
・一般社団法人新潟青年会議所メンバー 

 【Outward targets】 
・General participants 
・New member prospective member 
・Niigata JC senior club member 
・Other lom member 
 
【Inward targets】 
・ Niigata JC member 

SDGs の該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

８．働きがいも経済成長も  8.Decent Work and Economic Growth 

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 

②教育と経済力強化  Education and Economic Empowerment 

概要  Overview 

【事業の流れ】 
趣旨説明→オープニング映像→講師の基調講演→パネルディスカッシ
ョン→クロージングプレゼンテーション→総括、の流れで進行。 
 
【趣旨説明（２分）】 
社会における私たちを取り巻く現状を把握し、将来に向けてビジョン
を描き、戦略を考えることが重要であるという本例会の背景・目的に
ついて説明。 
 
【オープニング映像（５分）】 
狩猟・農耕・工業・情報の社会に続く、新たな「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．
０」の社会。日本政府が提唱するこの目指すべき未来社会によって、
私たちの暮らしや働き方が変わっていく様子を動画で説明。 
 
【基調講演（３６分）】 
株式会社新潟人口知能研究所 代表取締役の黒田達也氏より、これま
でのＡＩ産業の変遷、これからＡＩで変わる社会とビジネスについて
の講演。 
 
【パネルディスカッション（６９分）】 
コーディネーター：事業創造大学院大学 副学長 黒田 達也 氏 
         次世代戦略委員会 委員長  平原 邦慶 君 
パネリスト   ：長野県塩尻市役所職員    山田 崇  氏 
         エフエムラジオ新潟     上村 知世 氏 
         株式会社ソルメディエージ  丸山 健太 氏 
           
ご自身がイノベーションを実践していたり、働き方について変革を起
こしたりしている方々をパネリストに迎え、実例を交えながら今後私
たちに求められること・考えなくてはならないことなどをディスカッ
ション。 
 
【クロージングプレゼンテーション（３分）】 
・担当委員会メンバーより、今後、私たちが身に着けていくべきアン
トレプレナーシップの説明。 
・既存の枠組みに囚われない働き方の提案。ＡＩにはできない仕事の
価値が上がることの説明。 
 

 【Flow of the day】 
Explanation of purpose→Opening footage→Keynote speech→ 
Panel discussion→Closing presentation→Summary. 
 
【Explanation of purpose(2 minutes)】 
Explain the background and purpose of this meeting that it is 
important to grasp the current situation surrounding us in 
society, draw a vision for the future, think about strategy． 
 
【Opening footage(5 minutes)】 
A new "Society 5.0" society following the society of hunting, 
agriculture, industry and information. Video explains how our 
lives and ways of working change with this future society that 
the Japanese government advocates. 
 
【Keynote speech(36 minutes)】 
Mr. Tatsuya Kuroda, Representative Director of the Niigata 
Institute of Population and Intellectual Property Co., Ltd., 
presents the transition of the AI industry, the lecture on the 
society and business that will change in the future. 
 
【Panel discussion(69 minutes)】 
Participant 
・Coordinator1:Mr. Tatsuya Kuroda, Vice President, Business 
Creation Graduate University 
・Coordinator2:Next Generation Strategy Committee Chairman 
Hirahara Kuniyoshi as a JC member. 
・Panelists1:Mr. Takashi Yamada, official of Shiojiri City Office, 
Nagano Prefecture 
・Panelists2:Mr. Tomose Kamimura,FM radio Niigata 
・Panelists3: Mr. Kenta Maruyama Sol MEDIAGE Co., Ltd. 
 
Discuss the things that we need / think about in the future by 
welcoming those who are practicing innovation or making 
changes about working way to the panelists and practical 
examples 
 



   

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】 
今後、社会はイノベーションによる様々な環境変化を迎えることが想
定されます。参加者がこの変化に対応する力を養うことを目的としま
した。 
 
技術革新により低コストで高品質なモノやサービスが次々に生まれて
います。これらは人々の生活を豊かにし、労働人口の減少など多くの
課題解決の糸口にもなっています。 
 
半面、一定の職業やシステムの価値が損なわれ、私たちの働き方だけ
ではなく生き方にも影響を及ぼしてきています。 
 
私たち自身が生き残るためだけではなく、愛する地域を持続的に発展
させていくためには時代の変化に即した戦略を構想し、実現できるよ
う行動していく必要があります。 
 
このプログラムでは、将来訪れる環境の変化をポジティブに捉え、自
らが考える力を身に着けてもらえるよう企画致しました。 

 
【the purpose】 
From now on, society is expected to undergo various 
environmental changes due to innovation. Participants aimed to 
develop the ability to respond to this change. 
 
High-quality goods and services are being born one after 
another at low cost due to technological innovation. These 
enrich people's lives and become a clue to solving many 
problems such as a decrease in the working population. 
 
On the other hand, the value of certain occupations and systems 
has been compromised, affecting not only our way of working 
but also how we live. 
 
In order not only to survive ourselves but also to develop a 
loving area sustainably, we need to think and act according to 
changes in the times and act to realize it. 
 
In this program, we planned to grasp changes in the 
environment visited in the future positively and to have them 
acquire the ability to think. 

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】 
近い将来、私たちが対応しなくてはならない事象をテーマにしまし
た。これは地域社会には潜在的に必要とされていることであり、イン
パクトを与えられるテーマでありました。 
 
 
【Ｍｏｔｉｖａｔｅ】 
プログラムのメインターゲットを未来ある若者・学生としました。彼
らに対し影響力の強い方々をパネリストとして迎え、実例を交えた話
を聞くことで、一過性の取り組みにならないよう意識しました。 
 
【Ｉｎｖｅｓｔ】 
最小の投資で多くの成果が得られるよう工夫しました。ローカルな活
動を行う方々を招聘することで、謝礼金や交通費などを抑えました。 
 
また、広報活動に力を入れ、多くの学校・公共施設・企業を直接訪問
し、チラシの配布・ポスターの掲示・全体メールでの案内などを依頼
しました。他にもラジオ出演・ＳＮＳ配信による広範囲の告知を行っ
た結果、会場を満席にすることができました。 
 
【Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｅ】 
専門学校生と連携しキャラクター作成を行いました。彼らがプログラ
ムを理解し、直接関わってもらうことで、他の学生たちも当事者意識
を持ちながら参加してもらえると考えました。 
 
作成したキャラクターはこのプログラム以降も使用し、引き続き連携
を行います。 
 
【Ｃｏｎｎｅｃｔ】 
近隣ＬＯＭメンバーやシニアメンバー、新入会員候補者にも参加しま
した。ＪＣＩが取り組むべき「より良い変化を生み出す」ために成す
べきことを共に考える機会となりました。 

 
【Impact】 
In the near future, we chose events that we have to deal with. 
This is a potential need for the community and it was a theme 
that could be impacted. 
 
【Motive】 
We have made the program's main target the future young 
people and students. By welcoming those with strong influence 
to them as panelists, listening to stories that caught examples, I 
was conscious not to make a transient effort. 
 
【Invest】 
We devised to obtain a lot of results with the minimum 
investment. By inviting people who carry out local activities, we 
reduced our rewards and transportation expenses. 
 
In addition, we focused on public relations activities, we visited 
many schools, public facilities and companies directly and asked 
for distribution of leaflets, bulletin of posters, guidance by whole 
mail. As a result of extensive announcement by radio 
appearance · SNS distribution, we were able to make the venue 
full. 
 
【Collaborate】 
We created a character in cooperation with a vocational school 
student. Thinking that they understand the program and get 
involved directly, other students can participate while having 
consciousness of the parties. 
 
We will use the created character after this program and will 
continue to cooperate. 
 
【Connect】 
I also participated in neighboring LOM members, senior 
members, new membership candidates. It was an opportunity 
to think together about what JCI should do to create "a better 
change". 
 

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 

【総括（２分）】 
・平原委員長より、ＡＩと人間は二律背反ではなく、それぞれにしか
できないことを両立する重要性を説明。 
・私たちの内なるアントレプレナーシップによって、果敢に挑戦する
必要性の説明。 

【Closing presentation(3 minutes)】 
・From the committee members in charge, explanation of the 
entrepreneurship that we should wear. 
・Proposal of work style not confined to existing framework. 
Explanation that AI can not do the value of work. 
 
【Summary(2 minites)】 
・From Hirahara Chairman, AI and human beings are not trade-
offs, they explain the importance of balancing what they can 
only do. 
・Explain the necessity to challenge boldly through our inner 
entrepreneurship. 
 



【予算】 
３５０,０００円／３,１８１ドル（１ドル≒１１０円で換算） 
 
【支出】 
３４５,９３０円／３,１４４ドル（１ドル≒１１０円で換算） 
 
【工夫】 
最小の投資で多くの成果が得られるよう工夫しました。 
 
ローカルな活動を行う方々を招聘することで、謝礼金や交通費などを
抑えました。ローカルかつ認知度の高い方を起用することは、費用を
抑えつつ影響力を与えることに寄与しました。 
 
また、動員が重要であると考えました。費用を抑えた広報活動に力を
入れ、多くの学校・公共施設・企業を直接訪問し、チラシの配布・ポ
スターの掲示・全体メールでの案内などを依頼しました。 
 
さらにラジオ出演・ＳＮＳ配信による広範囲の告知を行った結果、会
場を満席にすることができました。 

 
【Budget】 
$3,181($1≒￥110) 
 
【Spending】 
$3,144($1≒￥110) 
 
【Device】 
We devised to obtain a lot of results with the minimum 
investment. 
 
By inviting people who carry out local activities, we reduced our 
rewards and transportation expenses. Applying local and highly 
recognized people has contributed to giving influence while 
keeping costs down. 
 
 

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 

私たちＪＣメンバーやメインターゲットである学生は、近い将来を担
う人材であると考え、ＪＣＩ Ｍｉｓｓｉｏｎとｖｉｓｉｏｎを意識
したプログラムを構築しました。 
 
【ＪＣＩ Ｍｉｓｓｉｏｎ】 
この先、必ず訪れる社会環境の変化に対応する力＝「より良い変化を
もたらす力」を養う本プログラムによって、地域のリーダーとして活
動する意欲や構想力を身に着ける機会となりました。 
 
【ＪＣＩ Ｖｉｓｉｏｎ】 
本プログラムでは参加動員計画を上回る人数に参加してもらいまし
た。私たちが社会環境の変化に対し、主体的かつポジティブに取り組
んでいる組織であることをより多くの人々に感じてもらうことができ
ました。 

 
We think that JC members and students who are main targets 
are human resources who will be responsible for the near future 
and have built a program that is conscious of JCI Mission and 
vision. 
 
【JCI Mission】 
In the future, this program to cultivate the ability to respond to 
changes in the social environment that always invariably = "to 
bring about better change" has become an opportunity to 
acquire motivation and concept power to act as a regional 
leader. 
 
【JCI Vision】 
In this program participants participated in a number exceeding 
participation mobilization plans. More people were able to feel 
that we are an organization that is actively and positively 
working on the change of the social environment. 
 

   

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？ 
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 

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

【持続可能なインパクト】 
これからも社会環境が変化していくことは誰もが何となくは感じてい
ます。しかしながら、今後成すべきことを１人で考えるには限界があ
ります。 
 
本プログラムでは、まず現状の共有をした上で、おぼろげな将来に対
し私たちは何ができるか・何をすべきかを認識しました。 
 
働き方・生き方を見直す中で取り組むべきヒントを散りばめた本プロ
グラムは、将来の可能性を広げる一端になるものと考えます。 

 
【Sustainable Impact】 
Everyone feels that social environment will change in future. 
However, there is a limit to thinking about what to do in the 
future alone. 
 
In this program, we first shared the current situation, we 
recognized what we can do and what we should do against a 
dull future 
 
I think that this program that studies the hints to be tackled in 
reviewing how to work and how to live will become part of 
expanding the possibilities of the future. 

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 



【自由な経済活動】 
働き方・生き方が変わっていくということは、新たな職業やサービス
が生まれる可能性も多く秘めています。 
 
今後、社会に必要とされるもの・不要になっていくものを想定し、自
ら戦略を構想・具現化することは、まさに経済社会の促進につながる
ものと考えます。 

 
【Free economic activity】 
Changing how you work and how you live has a lot of potential 
to create new occupations and services. 
 
In the future, assuming things that are necessary for society and 
becoming unnecessary, I believe that the idea and 
implementation of our own strategy will lead to the promotion of 
the economic society. 

   

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 

【参加者へのアンケート】 
本プログラムは参加者の今後の意識に訴えかけるものであったため、
事後アンケートによって影響を測りました。 
 
「新たな戦略を構想することの重要性が認識できたか」「革新の担い
手としての気概を持つことができたか」の設問に対し、９０％超の参
加者から「できた」「ややできた」という回答をいただきました。 
 
多くの方がプログラムをポジティブに捉え参加したことで、今後につ
ながる影響があったものと考えます。 

 
【Questionnaire for participants】 
Since this program appealed to the future consciousness of 
participants, we measured the influence by post-questionnaire 
survey. 
 
Over 90% of the participants answered "Were you able to 
recognize the importance of conceiving a new strategy?" Or 
"Were you able to have a spirit of innovation?" "I received the 
answer". 
 
I believe that many people had a positive impact on the future 
by participating in and participating in the program positively. 
 

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 

【当初決めていたゴール】 
参加者が革新の担い手として新たな事業創造に取り組んでもらうよう
になることをゴールとしていました。 
 
単発の直接的な影響ではなく、長期的な視野をもったプログラムであ
るため、一石を投じたことに評価を得たことに影響を感じます。 
 

 
【The goal that was originally decided】 
The goal was to make participants become involved in the 
creation of new business as a player of innovation. 
 
Because it is a program with a long-term perspective rather than 
a direct impact of a single shot, I feel that I got an evaluation on 
throwing one stone. 

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 

【実際の影響】 
上記と同様ですが、参加者が革新の担い手として新たな事業創造に取
り組んでもらうようになることをゴールとしていました。 
 
単発の直接的な影響ではなく、長期的な視野をもったプログラムであ
るため、一石を投じたことに評価を得たことに影響を感じます。 
 

 
【Actual impact】 
As the same as above, we aimed at becoming a participant to 
work on creating a new business as a player of innovation. 
 
Because it is a program with a long-term perspective rather than 
a direct impact of a single shot, I feel that I got an evaluation on 
throwing one stone. 

   

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 

【参加者へのアンケート】 
本プログラムでは地域経済＝地域社会と捉えておりますので、上記同
様です。 
 
本プログラムは参加者の今後の意識に訴えかけるものであったため、
事後アンケートによって影響を測りました。 
 
「新たな戦略を構想することの重要性が認識できたか」「革新の担い
手としての気概を持つことができたか」の設問に対し、９０％超の参
加者から「できた」「ややできた」という回答をいただきました。 
 
多くの方がプログラムをポジティブに捉え参加したことで、今後につ
ながる影響があったものと考えます。 

 
【Questionnaire for participants】 
As this program considers regional economy = community, it is 
the same as above. 
 
Since this program appealed to the future consciousness of 
participants, we measured the influence by post-questionnaire 
survey. 
 
Over 90% of the participants answered "Were you able to 
recognize the importance of conceiving a new strategy?" Or 
"Were you able to have a spirit of innovation?" "I received the 
answer". 
 
I believe that many people had a positive impact on the future 
by participating in and participating in the program positively. 
 

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 

【実際の影響】 
上記と同様ですが、参加者が革新の担い手として新たな事業創造に取
り組んでもらうようになることをゴールとしていました。 
 
単発の直接的な影響ではなく、長期的な視野をもったプログラムであ
るため、一石を投じたことに評価を得たことに影響を感じます。 
 

 
【Actual impact】 
As the same as above, we aimed at becoming a participant to 
work on creating a new business as a player of innovation. 
 
Because it is a program with a long-term perspective rather than 
a direct impact of a single shot, I feel that I got an evaluation on 
throwing one stone. 

   

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 



【一般参加者への動員活動】 
・ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ）の活用。 
・ポスター、チラシの配布。メインターゲットである学生に対しては

大学や専門学校を訪問し、掲示依頼と合わせて事業ＰＲ。 
・パネリスト上村知世氏がレギュラー出演しているラジオ番組内で告

知。 
・新潟商工会議所が会員企業に配信する「商い情報便」を活用し、市

内の企業へＰＲ。 

 
【Mobilization activities for general participants】 
・Utilizing SNS (Facebook, Instagram) 
・Distribution of posters and leaflets. For students who are the 
main target, visit universities and vocational schools, and in 
conjunction with posting requests, conduct business PR. 
・Panelist Tomose Kamimura announces in the radio program 
that regular appearance. 
・Utilizing "business information service" that the Niigata 
Chamber of Commerce and Industry delivers to member 
companies, PR to the enterprises in the city. 

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 

【参加実績】 
 上記の広報活動により、一般参加者は２９９名の動員予定に対し、
大幅に上回る３８０名に来場いただくことができました。 

 
【参加実績】 
Through the above public relations activities, general attendees 
were able to attend more than 380 people, far exceeding the 
schedule for the mobilization of 299 people 

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 

【後援団体】 
新潟県、新潟市、新潟商工会議所、新潟経済同友会、新潟日報社、朝
日新聞新潟総局、毎日新聞新潟支局、読売新聞新潟支局、産経新聞新
潟支局、日本経済新聞社新潟支局、ＢＳＮ新潟放送、新潟総合テレ
ビ、ＴｅＮＹテレビ新潟、ＵＸ新潟テレビ２１、ＮＣＶ株式会社ニュ
ーメディア、エフエムラジオ新潟、ＦＭ ＰＯＲＴ７９．０、ＦＭ 
ＫＥＮＴＯ（順不同） 

 【A sponsoring organization】 
Niigata Prefecture, Niigata City, Niigata Chamber of Commerce, 
Niigata economy Doyukai, Niigata Nippo-sya, Asahi newspaper 
Niigata General Administration, Mainichi newspaper Niigata 
branch office, Yomiuri newspaper Niigata branch office, Sankei 
newspaper Niigata branch office, The Niigata Branch of Japan 
economyi newspaper, BSN Niigata Broadcasting, Niigata 
Comprehensive TV, TeNY TV Niigata, UX Niigata Television 21, 
NCV Corporation New Media, FM Radio Niigata, FM PORT 79.0, 
FM KENTO 

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 

【パートナーの参加】 
プログラムの広報活動にＦＭ新潟よりご協力をいただきました。パネ
リストの上村知世氏が所属する企業ということもあり、ラジオ番組内
で十分な告知時間を使わせていただきました。 

 【Partner participation】 
We received cooperation from FM Niigata for promotion of the 
program. Panelist Mr. Tomoyo Uemura is a company that 
belongs to us, so I used enough advertisement time in the radio 
program. 
 

   

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 

【プログラムのテーマより】 
本プログラムは１日で完結しました。しかし取り上げたテーマについ
ては、今後の社会全体に向けたもので、それ自体に継続性がありま
す。むしろこれから私たちが率先して考え、取り組んでいかなくては
ならないものであります。 
 
この先、参加者 1 人ひとりが「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」の社会を創り
上げていく際、本事業で得た知識（ＡＩとの共存・人にしかできない
ことの価値・既存の枠組みに囚われない勤務制度や雇用体系など）を
活かしてもらうことを期待します。 

 
【From the theme of the program】 
This program was completed in 1 day. However, regarding the 
theme we picked up, it is aimed at the future society as a whole, 
and there is continuity in itself. Rather it is something we have 
to take the lead in thinking and work on. 
 
In the meantime, as each participant creates a society of 
"Society 5.0", the knowledge gained in this project (coexistence 
with AI, the value of things that only people can do, work 
system that is not confined to the existing framework And the 
employment system etc.) 

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 

【事後アンケートより】 
参加者から、会場設営や進行に工夫があるとより深く聞くことができ
たという声がありました。 
 
テーマ性や講師・パネリストに肯定的な意見があった半面、それらの
要素を活かす工夫がもっとできたのではないかと考えます。 

 
【From the after questionnaire】 
There were voices saying that participants could hear more 
deeply about the idea of setting up the venue and making 
progress. 
 
While there was a positive opinion on theme nature and 
lecturers and panelists, I think that we could have made more 
ingenuity to make use of those factors. 
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