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Global Leadership of Active Citizens
能動的市民の国際的リーダーシップ

はじめに
２０１８年は２０１４年～２０１８年戦略計画の５年目、そして最後の年となります。
２０１４年から私達はどのくらい達成してきたでしょうか。
私達はどの位置にいるのでしょうか。
ここからどこへ行けばいいのでしょうか。
２０１８年度の行動計画により、私達は最終地点へと足を踏み入れ、今までの成果を振り
返り、次なる戦略計画へと組織を推進させる時期となりました。つまり、持続可能なイン
パクトを生み出すために社会のあらゆる分野を結集させる組織になるという長期的な戦略
目標をさらに前進させるのです。
この４年間、私達は、計画を立て、話し合い、行動してきました。２０１４年に始動させ
た戦略計画を信じ、インパクト、意欲、投資、協力、つながりといった５つの主要戦略に
沿って活動してきました。２０１８年度も、これらの戦略を元に行動し、この４年間の成
果を強化する締めくくりの年にしていきます。
世界は、進化していっています。そして私達も組織として進化しなければなりません。Ｊ
ＣＩは１００年以上存在しています。それは、より良い変化を生み出す為に若者に力を与
えるというＪＣＩの中核となる目的が変わっていないからです。そして未来の世界はこれ
を必要としています。この１世紀以上をかけて、世界の状況は大きく変わってきました。
しかし、若者の積極的な参加が引き続き未来の成功には不可欠なのです。
２０１８年、私達は勢いを更に増していきます。若者に引き続き未来に対して責任を負わ
せ、今の世界状況にふさわしいスキルやツールで彼らに力を与える新しい方法やプラット
フォームを探り続けます。

私達は変化を生み出す為の行動を引き起こし、資源を集める

ために、社会のあらゆる分野に接触し続けていきます。
このようなわくわくさせる旅路において、ＪＣＩのメンバー、ＪＣＩのリーダーであるあ
なたはどんな役割を果たしますか？
あなたは組織に対して責任をもち、組織の理想や哲学を信じ、戦略計画とあらゆるレベル
の行動計画に沿って、実行することを約束しなければなりません。そして、変化はあなた
から生み出されるのですから、あなたは実行するのみです！

IMPACT
影響力

JCI will enable communities to achieve sustainable impact.
ＪＣＩは、地域社会が持続可能なインパクトを達成する事を可能にする。
Creating sustainable impact is important because it leads to a world where human security
is a reality for all global citizens.
持続可能なインパクトを生み出すことが重要なのは、それによって、人間の安全保障
（human security）がすべての地球市民にとって現実のものとなる世界がもたらされるから
である。
ACTION STEPS アクションステップ
•Utilize the JCI Impact Strategy to trigger community impact in countries where JCI is not
currently active.
ＪＣＩが現在活動していない国で、地域社会のインパクトを生み出すようＪＣＩインパク
ト戦略を使用する

•Enhance the capacity of JCI Officers and staff in efforts to grow and

develop the

organization.
組織を成長させ、拡大させる取り組みにおけるＪＣＩ役員とスタッフの能力を更に伸ばす。

•Increase the JCI Impact Index to 1.0, where all JCI Local Organizations will

conduct a

minimum of one JCI Active Citizen Framework project during the year.
ＬＯＭが一年を通して、最低でも１つのＪＣＩアクティブシチズンフレームワーク事業を
行うよう、ＪＣＩインパクト指標１．０を目標値として設定する

•Develop a JCI Active Citizen Framework course that is targeted to local, regional and
national stakeholder groups outside of the organization

that positions the framework as a

useful tool to government authorities, businesses and civic organizations in communities
as they work to advance their efforts to create sustainable impact.
ＪＣＩアクティブシチズンフレームワークのコースを地域、国のステークホルダーのグル

ープ向けに開発する。そして、それを、政府、企業、地域の市民団体が持続可能なインパ
クトを生み出す取り組みを推進する上での便利なツールとして使用してもらう

•Build on the momentum of the Peace is Possible campaign to push young people toward
action, encouraging them to take small, local, tangible actions that build toward a peaceful
society.
若者の行動を後押しする Peace is Possible campaign を確固なものにし、平和な社会に向
けて、小さくても、地元に根付いている、確実な行動をとることを促す

•Encourage all JCI members run projects that advance at least one of the
Sustainable Development, expanding JCI’s impact on

Global Goals for

ending extreme poverty, fighting

inequality and injustice and combatting climate change.
全ＪＣＩのメンバーが最低でも１つのＳＤＧｓの目標を推進する事業に取り組むよう促し、
極度の貧困の根絶、不公平・不平等、そして気候変動との戦いにおけるＪＣＩのインパク
トをさらに広げていく

•Increase collaborative efforts between the Area Development Councils,

elected JCI

Officers and JCI staff members.
エリア開発協議会、ＪＣＩ役員及びＪＣＩ職員間の連携強化を図る

Expected Outcome: By the end of 2018 JCI Local Organizations around the world use the
JCI Active Citizen Framework to achieve sustainable impact within their community. By the
end of 2018, JCI members will be recognized as the people in their community who do not
create problems, but rather develop solutions.
期待される結果：
２０１８年末までに、世界各地のＬＯＭは、各々の地域社会において持続可能なインパク
トを達成するために、ＪＣＩアクティブシチズンフレームワークを活用する。また、ＪＣ
Ｉメンバーは、地域社会において問題を起こすことなく、むしろ解決を導く存在として認
識される。

Motivate
意欲

JCI will create an environment in which people are motivated toward
positive change.
JCI は、よりよい変化を促進する環境を提供する。
Motivation is important because tackling the challenges of today requires empowered,
passionate global citizens ready to take action
動機付けが重要なのは、今日の課題解決には、行動を起こす準備のできた力ある
情熱的な地球市民を必要とするからだ。
ACTION STEPS アクションステップ
・Ensure the next generation of active citizens is engaged with JCI and all its activities by
providing them innovative platforms to create positive change.
より良い変化を生み出す革新的なプラットフォームを提供することにより、次世代の能動
的市民がＪＣＩとＪＣＩの全活動に加わるよう推奨する。
•Fully launch JCI Facilitator in order to increase the capabilities of trainers and ultimately
help JCI members develop skills and knowledge needed to lead and strengthen their Local
Organization.
トレーナーの能力をあげ、最終的には、ＬＯＭの運営やＬＯＭを強固なものにするための
必要なスキルや知識をＪＣＩのメンバーに提供するＪＣＩファシリテーター（コース）を
開始する
•Review the requirements to facilitate JCI Official Courses.
ＪＣＩ公式コースを促進するような必要事項を見直す
•Implement the Journey of an Active Citizen at the local level to allow members to engage
young active citizens in their communities.
地域社会の若き能動的市民を取り込むために『能動的市民の旅』を地域レベルで実施する

•Research and create web-based development tools that will be useful to JCI members.
ＪＣＩのメンバーにとって便利なウェブ上での開発ツールを研究し、作成する。
•Engage individual JCI members, Local Organizations and National

Organizations in the

development of the 2019–2023 JCI Strategic Plan.
２０１９－２０２３年ＪＣＩ戦略プラン作成に、ＪＣＩメンバー、ＬＯＭ，ＮＯＭの参加
を推奨する
•Encourage National and Local Organizations to activate strategic planning committees to
ensure alignment with the 2019-2023 JCI Strategic Plan.
各ＬＯＭ・ＮＯＭが、２０１９－２０２３年戦略計画に基づいた戦略計画策定委員会を始
動させるよう推進する
•Develop tools that guide and support JCI organizations in their efforts to

retain JCI

members and increase their longevity in the organization.
会員を維持し、そして組織が長く存続するための取り組みの支援のツールを作成する
•Share JCI’s story of impact by focusing on the local impact that members make around
the world in their own communities.
世界中で、会員自身の地域社会でのインパクトに焦点をあてたインパクトの話を共有する
•Invest in identifying relevant speakers for JCI Events that will serve as role models and
inspire young people.
若者のロールモデルとなるようなスピーカーをＪＣＩイベントに呼ぶ
•Review the program structure of JCI Events to ensure that they motivate young people to
create sustainable impact.
若者が持続可能なインパクトを生み出す契機になるＪＣＩイベントのプログラム内容を見
直す

Expected Outcome:
By the end of 2018, JCI members empower one another and themselves by sharing ideas,
best practices and resources. Inspired and empowered by each other, young people will be
motivated to address the biggest challenges of our time.
期待される結果：

２０１８年末までに、ＪＣＩのメンバーは、考えや、効果的な行動、資源をお互いに共有
することで力をつける。お互いに鼓舞され、力を与え合う事により、若者は、現在の大き
な課題に取り組むやる気を起こす

INVEST
投資
JCI will create a financial plan that invests in long-term goals.
JCI は、長期目標に力を注ぐ財政計画を立てる。
Investment is important because active citizens are responsible for sustaining progress to
advance our mutual goals.
投資が重要なのは、能動的市民には共通の目標達成に向かい前進し続ける義務があるから
である。
ACTION STEPS アクションステップ
• Continue to implement a fund development strategy, focusing on large donors,
corporations and planned giving.
引き続き、多額寄付者、企業、そしてプランドギビングを中心に、基金拡大戦略を実施す
る
• Invest in increasing global visibility through the development and implementation of a
public relations and media strategy.
広報、メディア戦略の開発、実施を通じて、世界的に注目されている存在に力を注ぐ
• Utilize the Global Youth Empowerment Fund as a way to generate resources to support
the grassroots action of young people creating sustainable impact in communities across
the world.
世界中で持続可能なインパクトを生み出している若者の支援費に充てる為にグローバル青
年拡大基金の寄付金を利用する。
• Tell the stories of impact that the JCI Foundation funds in order to increase donations.
寄付金額を増やすために、ＪＣＩ基金のもたらすインパクトの話をする。
・Review the overall budget structure related to JCI Events and propose innovative ways to
adapt to industry trends.
JCI のイベントに関する全体的な予算構成を見直し、産業界の情勢にあった革新的な方法を

提案する。
• Review organizational costs and identify opportunities to decrease costs.
組織の経費を見直し、経費削減につとめる

Expected Outcome:
By the end of 2018, JCI will invest strategically with the ultimate goal of creating positive
change around the world. JCI will be seen as a reliable investment for achieving such
impact.
期待される結果：
２０１８年末までにＪＣＩは、世界の各地域でより良い変化を生み出すという最終ゴール
にむけて、戦略的に投資し、それを達成できる確かな投資先として認知されるようにする

COLLABORATE
協力
JCI will bring together like-minded partners in order to expand mutual
impact.
JCI は、同じ目標に向かうパートナーを結集し、相互インパクトを拡大する。
Collaboration is important because it unites like-minded active citizens to expand

our

ability to create sustainable solutions.
協力が必要なのは、同じ目標に向かう能動的市民が結集し、持続可能な解決策を生み出す
可能性を向上させるからだ。
ACTION STEPS アクションステップ
・Encourage National Organizations to participate in national-level collaborations with at
least one of each of the following: government entity, business entity, civic organization.
ＮＯＭに、政府、企業、市民団体のうち、少なくとも１つと共に、国レベルでの協力に参
加することを推奨する。
• Join the Let’s Do It! Campaign for World Cleanup Day to cultivate a cleaner planet.
よりきれいな地球の構築に向けて行動する Let’s Do It! World Cleanup Day キャンペーンに
参加する。
• Educate JCI members on the relationship that JCI shares with the United Nations,
highlighting the benefits of this relationship, especially at the local level.
ＪＣＩと国連の関係性が、特に地域の利益となることについて、ＪＣＩのメンバーに周知
する
• Share the externally-focused JCI Active Citizen Framework course with JCI Partners,
with the possibility of conducting the course at partner-hosted events
他団体主催のイベントでＪＣＩアクティブシチズンフレームワークコース開催の可能性を
視野に入れ、外部向けのＪＣＩアクティブシチズンフレームコースをＪＣＩのパートナー
と共有する

Expected Outcome: By the end of 2018, JCI and like-minded stakeholders from all sectors

of society will collaborate to expand our impact and achieve mutual goals for sustainable
development.
期待される結果：
２０１８年末までには、同じ目標に向かう社会全てのステークホルダーとＪＣＩがインパ
クトを拡大させ、持続可能な成長という共通の目的達成のため、協力する

Connect
つながり
JCI will connect people, their communities and the
JCI は人々、地域社会、そして地球社会をつなぐ。

global society.

Connection is important because sharing ideas and actions will result in a global
movement that creates positive change.
つながりが重要なのは、お互いの考え、行動の共有を通し、より良い変化を生み出す
地球規模の動きが生まれるからである
ACTION STEPS アクションステップ
Develop a strategy to educate members about existing membership tools.
メンバーシップツールについて、メンバーを教育する戦略を開発する
• Develop interactive tools and update existing tools that support JCI

members in

achieving the JCI Mission.
ＪＣＩミッションの達成を支援するための現在のツールの更新、また対話型ツールの開発
をする
• Develop marketing resources with a regional focus, in order to better

market the

organization and engage young active citizens around the world.
世界中の能動的市民の若者を取り込むために、地域に重点をおいた市場資源を開発する
• Strengthen the connection between JCI World Headquarters and National Secretariats
and/or National Secretaries General.
ＪＣＩ本部とＮＯＭ事務局、又はＮＯＭ事務総長との関係を強化する。
• Implement a JCI Twinning Program that focuses on creating impact in a sustainable
relationship that is focused on the value that the brotherhood of

man transcends the

sovereignty of nations.
人類の同胞愛は国家の主権を超越するというバリューを元に持続可能な関係におけるイン
パクトを生み出すことに重点を置いたＪＣＩ姉妹締結プログラムを実施する
• Develop a strategy to relaunch the JCI Alumni program.

ＪＣＩ卒業生プログラムを再開させる戦略を開発する
• Use multi-lingual materials to connect with alumni and reintroduce them to
Movement, encouraging them to stay connected to the

the JCI

organization and support the

impact that active JCI members are making.
卒業生がＪＣＩとの繋がりを保ち、ＪＣＩ活動に引き続き参加してもらうために多国籍言
語の資料を使用し、現在のＪＣＩのメンバーが生み出すインパクトを支援してもらう

Expected Outcome:
By the end of 2018, JCI will streamline communication and connection

between JCI

members at the local, national and international levels. JCI members will be connected by
their shared desire to create sustainable impact in the face of the greatest challenges of
our time.
期待される結果：
２０１８年末までにＪＣＩは、地域、国、世界レベルでのコミュニケーションと繋がりを
効率的にする。また、ＪＣＩのメンバーは、大きな問題に直面している世界で、持続可能
なインパクトを生み出すという共通の願いによって繋がり続ける。

結論
２０１８年度末までには、私達は２０１４－２０１８年度ＪＣＩ戦略計画の実施を終了さ
せています。２０１８年になされた行動と併せ、ここ数年間での多大な進歩により、長期
的戦略目標に向けて更に前進していきます。
目標の達成に向けて努力する際には、実際、目標以上のものを成し遂げたり、目標に届か
ないという事も多々あります。私達は、成功を分かち合い、問題点から学んでいくのです。
物事を進めていくときには、ＪＣＩのような運動は、１年では変革は起こせないという事
を心に留めておくべきです。過去もそうであったように、今年も、未来に向けての土台を
築いていくのです。

