
 
 

Basic Information / 基本情報 ページ２ 
 
Duration / 開催期間 
説明：～年～月 から ～年～月まで 
２０１３年１月１日から１２月３１日まで 
 
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 
１６６人 
 
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。文字数制限（半角

英数 100 文字まで）があります。 
例：〇〇市ボランティア団体等 
札幌市（まちづくりパートナー） 
北海道、札幌商工会議所（特別顧問） 
 
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 
４２，０５２，９３７円 
 
Profit / Loss 利益／損失 
説明：基金を集めること以外は、NONE にしてください 
NONE 
 
In Which UN MDG best fit (if Apply)?  
説明：UN MDGS の該当項目（もしあれば） 
GOAL 3: 
PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN 
GOAL 6: 



COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES 
GOAL 8: 
DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT 
 
 
Who is benefited? 誰の為に？ 
説明：活動エリアに住み暮らす人々  
札幌市民１９３万人 

 
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 
意識の変革を促し、前向きな変化を創りだすため 
①JCI 札幌は、企業が、時代の変化に対応すべくイノベｰションを追求できるようにす

る。 
確固たる理念と信念をもってビジョンを描き、地域に必要とされる企業に変化させる。 
 
② JCI 札 幌 は 、 あ ら ゆ る 生 活 ス タ イ ル に 適 合 し た 都 市 環 境 を 開 発 す る 。                  

JCI 札幌は、安全に生活できる環境と、他の町の人が住みたいと思える札幌を創る。 
 
③JCI 札幌は、子ども達が健やかに育つ、地域社会の健全な発展のための運動をする。 
 
④JCI 札幌は、札幌のまちに住む日本人としてのアイデンティティを保つ。多文化を受

け入れ、新しい価値を創造する能力を養う。そして次世代までも視野に入れた社会貢

献の意識をもった人材を育てる。 
 
⑤JCI 札幌は、地域の資源を引き出す機会を札幌市民に提供する。 
 
⑥JCI 札幌は、JCI 札幌が年間計画で行っている、積極的な市民となるために必要なモ

チベーションアップを扱う内容のセミナーやトレーニングプログラムを実施し、より

多くのメンバーを集める。 
 
 
Overview 概要 
説明：小学生でも事業内容・運動が理解できるように, 
簡単な単語のみで事業の大まかな説明をして下さい。 



① JCI 札幌は企業で働く人材の活用法、労働環境の改善の機会を提供した。     

JCI 札幌はパネルディスカッションを開催し、男女共に働くことが出来る経営方法につ

いて議論した。 
 
②JCI 札幌は、学生たちに未来の札幌について研究させる機会を３回提供した。              

JCI 札幌は、学生の研究成果を市民に発表することで市民を積極的に変革させた。                    

JCI 札幌は、優れた研究成果を発表した学生に視察研修を実施した。 
 
③日本で最も著名な作家の一人である、志茂田景樹氏による基調講演や子供のために、

絵本を朗読した。その絵本は人間関係を深めた。その絵本を、図書館や養護施設へ寄

贈した。 
 
④ＪＣＩ札幌は、タイにおいて、札幌の学生１２名に対し以下のグローバル人材育成

プログラムを実施した。 
 ・ＪＡＩＣＡタイオフィス現地職員のセミナー受講 
 ・現地学生やタイ政府関係者との交流で相互理解させた 
ＪＣＩ札幌はプログラム参加学生にレポートを作成させ、札幌市民に発表を行った。 
 
⑤JCI 札幌は、札幌市の中心部にありながら利用客が減少している札幌丘珠空港を研究

した。JCI 札幌は、この例会に一般市民１４７名を含む全参加者２４８名を参加させた。 
JCI 札幌は、札幌丘珠空港の将来の価値について考えた。 
 
⑥JCI 札幌は、JCI に参加したい青年を、ビジネスセミナーや色々なスキルアッププロ

グラムに参加させた。このような、JCI 札幌の活動に参加させることによって、多くの

新しいメンバーを集めた。 
 
 
 
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 



①JCI 札幌は、参加者に男女共に働くこと出来る経営を行なう機会を提供した。これに

より参加者は経営について積極的な変革を行なった。 
 
②JCI 札幌は、６７名の学生たちに、積極的な変革を行なった。 
１１名の学生たちが、JCI 札幌とともに例会を運営することによってリーダーシップを

学び成長の機会を得た。 
 
③JCI 札幌は、子どもを持つ市民に、POSITIVE CHANGE する機会を与えた。 
JCI 札幌は、アンケート結果より、参加した市民の 97％がポジティブチェンジした。

87％が更なるポジティブチェンジを望んだことを認識した。JCI 札幌の、プロジェク

トが、北海道新聞と札幌の経済紙に掲載された。JCI 札幌のビジョンの実現を助けた。 
 
④ＪＣＩ札幌は、グローバル人材育成プログラムで、全ての参加者に国際感覚と他の

文化を理解する力を育成した。 
ＪＣＩ札幌は、アンケート結果で、プログラム参加学生の発表を聞いた札幌市民の８

８％が国際交流を必要と感じ、８４％がグローバル人材に成長したいと感じたことを

認識した。 
 
⑤JCI 札幌は、市民が地域の資源を、有効に活用する運動をおこした。 
市民が札幌丘珠空港の機能を高め、より多くの札幌市民が札幌丘珠空港を使いやすく

する運動をおこした。 
 
⑥JCI 札幌は、２０１３年、１２月末までに、５２名の新しいメンバーを入会させた。 
 
 
 
Actions Taken 行動 
説明：大まかに、事業の調査、立案、会議の流れ、実施活動、事業後の活動について 
書いて下さい。日付も入れて下さい。箇条書きでも構いません。 



1/9 LOCAL CHAPTER NEW YEAR PARTＹ開催 
1/29 通常総会 
2/19 MONTHLY MEETING （会員拡大・交流） 
3/6  MONTHLY MEETING (グローバル人材育成、８月特別事業への PREMEETING) 
4/23  MONTHLY MEETING (未来の企業創造,９月特別事業への PREMEETING) 
5/25  MONTHLY MEETING (地域の絆創造) 
6/11 MONTHLY MEETING（創立記念） 
8/18 MONTHLY MEETING（グローバル人材育成） 
9/3   MONTHLY MEETING (未来の企業創造) 
10/16  MONTHLY MEETING (未来の都市環境創造) 
10/28 MONTHLY MEETING（新入会員歓迎） 
11/26 MONTHLY MEETING（ＪＣＩ札幌内の褒章） 
12/4 MONTHLY MEETING（卒業式） 
 
 
 
Recommendations 考察や推奨 
説明：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？ 
①JCI 札幌は、ＣＭ放映をインターネットにて放映し多くの参加者を集めた。よって多

くの市民が積極的な変革の機会を提供した。JCI 札幌は、より多くの女性が企業で活躍

できるよう、積極的な変革をした。 
 
JCI 札幌は２０歳から２９歳の参加者を多く集めることが出来なかった。JCI 札幌は、

育児休業制度とワークシェアリングを札幌市民に理解させることが出来なかった。 
 
②JCI 札幌は、学生たちに、地域開発に興味を持つきっかけを与えた。 
JCI 札幌は、学生たちに主体的にまちの問題や原因を探らせることができた。 
JCI 札幌は、札幌にある企業の協力を得ることによって、より効果のある視察研修を行

った。 
 
JCI 札幌は今後もより多くの学生に未来の都市環境を創る機会を提供すべきだ。 
JCI 札幌は今後、学生たちの創った未来の都市環境プランを実現するために行政に働き

かけるべきだ。 
 



 
 
③JCI 札幌は、市民に絵本を作らせた。その結果 JCI 札幌は、札幌市民と強い信頼関

係を構築した。 
JCI 札幌は、市内の養護施設と幼稚園で絵本を読み、札幌の子供たちがポジティブチェ

ンジした。 
 
ＪＣＩ札幌は、より多くの絵本を読む場所を探すべきだった。 
ＪＣＩ札幌は、絵本の中の文章を短くし、絵を増やすべきだった。 
 
④ＪＣＩ札幌は、参加学生に対し、事前説明の段階からグローバル人材となる基礎力

を与えた。そして、ＪＣＩ札幌は、参加学生がプログラムを経験することにより、参

加学生が、よりグローバル人材へと成長した。 
ＪＣＩ札幌は、参加学生に札幌市民に対してプログラムの成果をプレゼンテーション

させた。 
ＪＣＩ札幌は、アンケート結果から、プレゼンテーションを聞いた札幌市民が、グロ

ーバル人材に成長することが重要であることを、認識した。 
 
ＪＣＩ札幌は、プログラム参加学生全員に、現地の人々とのコミュニケーションに必

要な語学力を与えることができなかった。 
 
⑤JCI 札幌は、市民へのヒアリングの結果、札幌丘珠空港への LCC 就航を望んでいる

ことが分かった。JCI 札幌は、市民へのヒアリングの結果、騒音対策の為に航空機の性

能をあげることを望んでいることが分かった。 
 
JCI 札幌は、この例会によって札幌丘珠空港が札幌の経済効果をもたらす事を理解した

参加者は３８％にすぎなかった。JCI 札幌は今後、札幌丘珠空港を多くの市民が利用す

るよう運動を高めなければならない。 
 
⑥JCI 札幌は、JCI の活動をより多くの青年に体験させ、積極的な変革を創造し開拓す

るために能動的な活動が行う機会を創造したい新しいメンバーを多く集めた。 
 
ＪＣＩ札幌は、より新しいメンバーを募るために、ホームページやソーシャルワーク

システムを効果的に使うことができなかった。 
 
ページ３ 



Most Outstanding Local Organization 個別項目 

 
Strategic Plan  
戦略計画 
Briefly describe the main points of the Local Organization Plan of Action.  

LOM の行動計画の要点を簡単に説明してください。（使用英単語 300 語） 
① 企業と都市の未来像を描き誰もが安心して暮らせるまちの創造を目指した運動を

実践する。 
② 地域のつながりと魅力を高め、活力あるまちの創造を目指した運動を実践する。 
③ 札幌に住む日本人としてのアイデンティティを構築し、国際都市の創造を目指した

人材を育成する。 
 
How has the organization advanced the JCI Mission? 

どのように、JCI ミッションを進めましたか？（使用英単語 150 語） 
我々は、市民に多くの POSITIVECHANGE の機会を提供し、 
アクティブシチズンを作ることを目指し、以下の機会を提供した。 
① ＪＣＩ札幌メンバーがポジティブチェンジする機会。 
② 市民がグローバル人材になるべく成長する機会。 
③ 市民が地域に潜在する資源の魅力を再認識する機会。 

 
How has the organization advanced the JCI Vision? 
どのように、JCI ヴィジョンを進めましたか？（使用英単語 150 語） 
若き能動的市民のトップ・グローバル・ネットワークになるという理想の実現を目指

し、以下の事業を行った。 
① 我々は JＣＩ札幌が若き能動的市民のトップ・グローバル・ネットーワークに

なるために、ＪＣＩと関わる機会の創出やトレーニングを実施した。 
② 我々は札幌市民がグローバルなリーダーシップを発揮できる人材になるため、

セミナーを実施し、国際交流の機会を提供した。 
 

 
How has the Local Organization contributed to the JCI Plan of Action? 

どのように、LOM は、JCI 行動計画に貢献しましたか？（使用英単語 200 語） 



１．我々は JＣＩ札幌メンバーがポジティブチェンジするために、ＪＣＩと関わる機会

やトレーニングの場を提供した。 
これは我々が若き能動的市民のトップ・グローバル・ネットワークを率いていくこと

につながる。 
 
２．我々は札幌市民が若き能動的市民になるために、リーダーシップトレーニングプ

ログラムや地域防災を学ぶためのフォーラムを開催した。これにより市民が主導権を

持ち、地域開発することになった。 
 
３．我々は札幌市民が若き能動的市民になるために、国際活動を行う機会や小中学生

がＭＤＧＳについて学ぶ場を提供した。これは市民が世界的な課題の解決を実行してい

くことにつながる。 
 
 
 
画像データ四つ必要 
 
 
 
 
 
ページ４ 
Individual Development Programs and Results 

会員資質開発プログラムとその結果 

 
What project or projects has the Local Organization run to develop individuals? 

LOM は、個人を開発のために、どんなプロジェクトを運営しましたか？（使用英単語 200 語） 
デル株式会社 ＳＥＮＩＯＲ ＭＡＮＡＧＥＲによるＩＴセミナー 
ＪＣＩ札幌メンバー９０名 
入会候補者２７名 
 
・ＪＣＩ札幌メンバーの交流会 
ＪＣＩ札幌メンバー６１名 
 
ＪＣＩジャパンが考案したビジネスプログラムを実施 
ＪＣＩ札幌メンバー５２名 



仮入会者２４名 
 
日本を代表する経営者、土屋公三氏による北海道経済活性化とリーダーシップのセミ

ナーを開催 
ＪＣＩ札幌メンバー５８名 
仮入会者２１名 
 
ＪＣＩ札幌歴代理事長による若き能動的市民となるためのセミナーを開催 
次のＪＣＩ札幌のリーダーとなるメンバー１９名 
仮入会者３９名 
 
 
How did the organization impact individuals? 

どのように、組織は個人に影響を与えましたか？（使用英単語１５0 語） 
ＪＣＩ札幌はＪＣＩ札幌メンバーへ積極的な市民となるために必要なモチベーション

アップの機会を提供した。 
JCI 札幌は、JCI の活動をより多くの青年に体験させ、積極的な変革を創造し開拓する

ために能動的な活動が行う機会を創造したい新しいメンバーを多く集めた。 

 
画像データ四つ必要 
 
ページ５ 
 
Community Development Programs and Results  
地域社会開発プログラムとその結果 
 
What project or projects has the Local Organization run to develop the community? 

LOM は、コミュニティを開発するために、どんなプロジェクトを運営しましたか？（使用英単語 200
語） 
①日本で最も著名な作家の一人である、志茂田景樹氏による基調講演や子供のために絵本を

朗読した。その絵本は人間関係を深めた。その絵本を、図書館や養護施設へ寄贈した。  

 
②JCI 札幌は、札幌市の中心部にありながら利用客が減少している札幌丘珠空港を研究

した。JCI 札幌は、この例会に一般市民１４７名を含む全参加者２４８名を参加させた。 



 
 
How did the organization impact the community? 

どのように、LOM はコミュニティに影響を与えましたか？（使用英単語１５0 語） 
①JCI 札幌は、子どもを持つ市民に、POSITIVE CHANGE する機会を与えた。 
JCI 札幌は、アンケート結果より、参加した市民の 97％がポジティブチェンジした。87％
が更なるポジティブチェンジを望んだことを認識した。 
 
②JCI 札幌は、市民へのヒアリングの結果、札幌丘珠空港への LCC 就航を望んでいること

が分かった。JCI 札幌は、市民へのヒアリングの結果、騒音対策の為に航空機の性能をあげ

ることを望んでいることが分かった。 

 
画像データ四つ必要 
 
 
ページ６ 
International Development Programs and Results 

国際開発プログラムとその結果 

 
What international project or projects has the Local Organization run? 

LOM は、どんな国際的なプロジェクトを運営しましたか？（使用英単語 200 語） 
ＪＣＩ札幌は、タイにおいて、札幌の学生１２名に対し以下のグローバル人材育成プログ

ラムを実施した。 

・ＪＡＩＣＡタイオフィス現地職員のセミナー受講 

・現地学生との交流で相互理解させた 

・水上マーケット視察 

・タイ政府関係者と交流 

ＪＣＩ札幌は、タイでの事業について、参加学生にレポートを作成させ、札幌市民の前で

発表を行った。 

ＪＣＩ札幌は、セミナーで、ＵＮ ＭＤＧｓについての、JCIJAPAN セミナーを開催した。 
 
What impact did the international development project have? 

国際的な開発プロジェクトには、どんな影響がありましたか？（使用英単語１５0 語） 



・ＪＣＩ札幌はグローバル人材育成プログラムを行い、札幌の学生が１２名参加した。 

・参加学生は、グローバル人材育成プログラム参加全員が国際感覚や異文化との相互理解

を深めることができた。 

・ＪＣＩ札幌は、札幌市民の１２１名が参加するセミナーを開催した。 

学生の発表に対して、聴講した札幌市民の８８％が国際交流が必要と感じ、８４％がグロ

ーバル人材に成長したいと感じました。 
画像データ四つ必要 
 
 
ページ７ 
 Economic Development Programs and Results 
経済開発プログラムとその結果 

 
What project or projects has the Local Organization run to develop the economy? 

LOM は、経済を開発するために、どんなプロジェクトを運営しましたか？（使用英単語 200 語） 
 

・JCI 札幌は市民に対して、女性のアイデアを生かし、男女共に働くことが出来る経営の必

要性を理解してもらうことで経済を開発するセミナーを開催した。 

 

・JCI 札幌は、地域の資源を引き出し、磨きあげて発信することで経済を開発するためのセ

ミナーを開催した。 
 
How did the organization impact the economy? 
どのように、LOM は経済に影響を与えましたか？（使用英単語 150 語） 
 

・JCI 札幌は、市民１２２名が参加したフォーラムを行った。このことは市民が男女共に働

くことが出来る経営方法の必要性を理解し、身に付け経済に影響を与えた。 

 

・JCI 札幌は、市民１４７名が参加したフォーラムを行った。このことは市民が地域の資源

を引き出し、磨きあげて発信することを身に付け経済に影響を与えた。 

 

 
 
画像データ四つ必要 
 
 


