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基本情報
事業名
The Osaka Young Presidents ~New TOYP~
目的
先端技術を駆使し、大阪から世界に持続発展可能な革新的な課題解決を生み出す起
業家を育成すること。

Basic Information
Name
The Osaka Young Presidents ~New TOYP~
Purpose
The purpose is to train entrepreneurs in Osaka who can create innovative
solutions that enable sustainable development worldwide.

開始日※日付で記載
２０１７年４月２９日
終了日※日付で記載
２０１７年９月７日
事業対象者
起業を目指す青年

Start date
April 29th, 2017
End date
September 7th, 2017
Target
Young people who want to run a start-up business.

SDGs の該当項目※該当項目を１つのみ選択
Goal9 ＩＮＤＵＳＴＲＹ、ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＩＮＦＲＡＳＴＲＵ
ＣＴＵＲＥ
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
③
概要
多彩な個性を融合して先端技術を駆使したビジネスモデルを構築し、
地域全体、アジアへと発信する起業家を育成するプログラムを 4 か月間に渡り実
施。
①学生と社会人の混合で起業家育成プログラムを開講。
②国際社会で先駆けて課題解決に取り組む講師陣からのご講演。
③先端技術を活用した企業を視察と技術体験。
④海外起業家たちによる講演と合同ディスカッション。
⑤市民に向けた公開プレゼンテーションによるビジネスモデルの発表。
実際に国際社会で課題解決に取り組む先駆者たちからの講演により、受講生には国
際社会で起こる問題について無関心ではいられない事実を認識していただき、

Sd goal
Goal9 ＩＮＤＵＳＴＲＹ, ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＩＮＦＲＡＳＴＲＵ
ＣＴＵＲＥ
Development stage
“Health and Wellness” or “Education and Economic Empowerment” or
“Peace, Prosperity, and Sustainability”
“Peace, Prosperity, and Sustainability”
Overview
JCI Osaka held a four-month program to train entrepreneurs who can:
・Mix a wide variety of personalities.
・Create a business model with the use of advanced technology.
・Send the business model to the whole area and Asia.
In the program,
① JCI Osaka held a program for both students and businessmen to train
entrepreneurs.
② Pioneers who work on resolving global issues in the international society
delivered a lecture.
③ Participants visited enterprises that utilize advanced technology, and

先端技術の利用により、人手に頼らずより効果的な成果を生み出す知識を習得して
いただきました。
また海外で既に起業している青年たちとお互いが持つ個性を引き出し合い、情熱を
融合させて新しい価値を生み出せる可能性を見出して頂きました。
そして世代や国境を越えた個性や価値観の融合から生まれた革新的なビジネスモ
デルを多くの市民の前でプレゼンテーションしていただくことで、地域からアジ
ア、世界の課題解決に一歩踏み出す行動力を持った人財を育成することができまし
た。

experienced the technology.
④ Overseas entrepreneurs gave a lecture and had a joint discussion.
⑤ Participants made a public presentation for local citizens and presented
their business model. In their presentation they proposed new businesses
such as a virtual office, translation by AI, and etc.
Through lectures from pioneers actually working on resolving global issues in
the international community, students did the followings:
1. Recognized that they should become concerned about the global issues in
the international community.
2. Learned how to produce more effective results with the use of advanced
technology and without depending on other people.
In addition, the students did the followings with the young people who have
already started their business overseas:
1. Brought out each other's individualities and passions.
2. Found out the possibilities to create a new value.
The students blended various individualities and values beyond generations
and borders, and then created the innovative business model. JCI Osaka let
them present the business model in front of many citizens. As a result of
this, JCI Osaka successfully nurtured young people who can step forward to
resolve the global issues in the community, Asia and the world.

① 目的・財務計画・実施
このプログラムの目的を記述してください。
現在、世界中で起こる様々な問題を解決し、恒久的世界平和の実現に近づくために
は国境を越えて地球規模の観点から考えた持続的な取り組みが必要とされていま
す。そして取り組みをより効果的、効率的に進めるには目覚ましい進歩を遂げる先
端技術の活用が望まれます。また、持続的に世界平和への実現の取り組みを発展さ
せていくには、世界に共感される手法、つまりビジネスモデルとして確立して誰も
が進んで取り組むしくみが必要であります。
そのため、地域からアジア、世界に向けて AI や IoT、ビッグデータといった先端
技術を活用した世界中で共感される新しいビジネスモデルを生み出し、持続的に課
題解決を目指す人材を世界中に拡げていくことを目的にグローバルリーダーシッ
プあふれる起業家育成を目的とします。

Objectives, Planning, Finance and Execution
What were the objectives of this program? ※200 単語まで
In order to resolve problems occurring all over the world and to achieve
permanent world peace, sustainable efforts are needed from a global
perspective beyond national borders. In order to make efforts more effective
and efficient, it is desirable to utilize cutting-edge technologies that make
remarkable progress. Moreover, in order to develop sustainable efforts
towards world peace, it is necessary to establish a business model and a
mechanism that can be proactively worked on by everyone.
This program's objectives are:
1. To utilize advanced technologies such as AI, IoT, and big data in the
community, Asia and the world.
2. To create a new business model that people around the world can work on.
3. To increase the number of people who can resolve various issues
sustainably.
4. To foster entrepreneurs full of global leadership.
How does this program align to the JCI Plan of Action? ※200 単語まで

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 Action plan のシートを参照

COLLABORATE 及び Connect の行動計画に準じています。
まず COLLABORATE において、本プログラムの遂行にあたり、市関連団体、企業
と連動してプログラムを組み立て、事業の根幹にも関わっていただきました。それ
により JCI 大阪の主旨にも賛同を得ることができ、大阪の未来のために若者たちに
変革に挑戦する情熱とそれをささえる知識・経験の習得、サポート体制の重要性に
ついて共感を得ることができました。今後より多くの entrepreneur の育成が必要
であることは行政・企業・民間において共通の意識を持つ機会となりました。
そして Connect においてはプログラムに参加いただいた青年たち同士にもアイデ
アの発案、ブラッシュアップのディスカッションを通じて利益追求のみのビジネス
ではなく、より社会性・公益性のあるビジネスモデルの構築に意欲的になっていた
だきました。更に海外で既に先端技術を利用した持続的発展をもたらすビジネスを
展開している青年起業家たちと多様な価値観や意見を共有することで、大阪のみな
らず社会全体で必要とされるビジネスモデルを考える大きな機会となりました。

予算計画通りにプロジェクトを実行できましたか？
予算合計￥5,823,900決算合計￥5,274,940- (うち登録料￥1,853,900)
当初の予算内にて最大の効果を生み出すことができたと思われます。
また受講生には受講料１名につき５０，０００をお支払いいただき、事業予算に充
当致しました。無償で行うのではなく、受講生一人一人が使命を責任感を持って本
プログラムに参加頂けたと考えます。

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
ＪＣＩ Mission の推進
大阪の青年たちに国際的な視野を身につけ、更により良い社会の実現に必要な知識
や経験を得る機会を提供致しました。
ＪＣＩ Vision の推進
起業を目指す青年たちに本プログラムをきっかけに世界を良い方向に導くビジネ
スを考え、実際に行動に移してもらうことで、主導的なリーダーとなっていただく
ことが出来ました。
写真・図表

※別途最終ページに１ページ４枚ずつ大きなサイズの画像を添付

This program aligns to COLLABORATE and CONNECT.
<COLLABORATE>
JCI Osaka organized and implemented this program in collaboration with
local organizations and companies. They also got involved in the essential
part of the program. As a result of this, they agreed with the objectives of JCI
Osaka. They recognized the importance of letting young people have passion
to change the world and acquire knowledge and experience. To that end, it is
necessary to establish a support system. The government, local companies
and private sectors agreed that they should train more entrepreneurs in the
future.
<CONNECT>
In the program, participants shared their ideas and had brush-up
discussions. Through the experiences, they became willing to build a
business model pursuing not only profit but also social and public benefits.
Invited overseas entrepreneurs have already started their business that
brings sustainable development with the use of cutting-edge technology.
Participants shared various values and opinions with the young
entrepreneurs. Through the experiences, they started to think about the
business model that is necessary not only in Osaka but also in the whole
society.
Was the budget an effective guide for the financial management of the
project? ※150 単語まで
The total budget was 5,823,900 yen.
The settlement figure was 5,274,940 yen, including registration fees,
1,853,900 yen.
The maximum effect was produced within the budget.
Participants paid 50, 000 yen per person as a registration fee, which was
allocated to the budget. By paying the fee, participants could take part in the
program with a mission and responsibility.
How does this project advance the JCI Mission and Vision? ※200 単語
まで
The advance of JCI Mission.
JCI Osaka provided the opportunity for young people in Osaka to acquire an
international perspective, knowledge and experiences necessary for
achieving a better community.
The advance of JCI Vision.
This program was held for young people who want to start their own
business. JCI Osaka let the young people create a business model leading the
world in a better direction. And they actually put it into action. As a result of
this, they became a leader.

② 自由経済社会の促進
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？
公益社団法人日本青年会議所と政策を共有したプログラムの推進です。
ビジネスモデル構築における中間目標として、公益社団法人日本青年会議所、シン
ギュラリティ研究委員会が主催する「超生産性向上大賞」に受講生グループに新ビ
ジネスモデル部門として応募していただき、特別賞「創業支援金 300 万円」を受
賞するグループが誕生しました。これにより起業に向けた実際のサポートと起業に
向けたより大きなインパクトを受講生に与えることに寄与できました。

Promotion of Free Enterprise
How did this program seek to exhibit JCI Values, especially "free
enterprise"? ※200 単語まで
JCI Osaka shared its policy with JCI Japan and promoted the program.
The Singularity Research committee of JCI Japan organized the "Super
Productivity Improvement Grand Prize". As a midterm goal in building a
business model, participant groups applied for this award. One of the
groups awarded a special award and received 3 million yen as founding
support money. It enabled the group to receive the actual support for starting
the business. At the same time it made a greater impact on other
participants.

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？
上記受賞の模様は経済紙「フォーブス」にも掲載され、また大阪市における公開プ
レゼンテーションについては起業向け季刊誌「月間事業構想」にも掲載されること
となり、本プログラムより学生と社会人から実際に年内の起業に向けて踏み出した
人財が 3 名生まれました。また、起業に至らずも、現在の社業の新しい事業展開や
今後の活動に活かそうという意欲を持った方々が生まれました。

How was free enterprise promoted during the project? ※200 単語まで
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The above award was posted in a business magazine "Forbes". Participants'
presentation to the public was also posted in the magazine "Monthly Project
Design" for entrepreneurs. Three students in this program took the initiative
to actually start their own business within the year. In addition, other
students also became willing to develop a new business or make use of this
program for their future activities.

③ 地域経済への影響
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？
カウンターパートの支援と機関紙による広報効果、プログラムへの参加人数

Community Impact
How was the impact on the local economy measured? ※200 単語まで
Support for counterparts, promotion effect by newsletters and the number of
participants in the program.

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？
ゴールとして実際に起業する人財の輩出と起業家育成支援の重要性を行政・市民と
共有することと考えました。
協力団体である公益財団法人都市型産業振興センター様には、本プログラムの実施
について場所やプログラムの協力を頂きましたが、市でも未来に向けた取り組みと
して新しいビジネスモデルを構築し起業する若者が必要であるという点を共感い
ただき、事業後も大阪市の若手起業家の育成に対してのプログラムの共同開催や協
力をしていきたいとの旨を頂きました。その上で公益財団法人都市型産業振興セン
ター大阪イノベーションハブのホームページに一般社団法人大阪青年会議所ホー
ムページのリンクをトップページに貼って頂きました。
また本プログラムの受講生においては実際に起業を目指す学生や社会人が複数現
れ、それに対して受講生同士での協力が生まれるなど、同じ志を持ち行動に移す人
財を育成できたと確信しております。
またカウンターパートとして、学生時代に起業し、マザーズ一部上場を果たした市
内に本社を置く「さくらインターネット株式会社」代表取締役社長、田中邦裕様に
も本プログラムの趣旨に共感いただき、講演のみならず、グループワーク開催場所
の提供やプレゼンテーションの審査をいただき、プログラム終了後もご協力を継続
頂ける旨を頂きました。

What was the intended impact on the local economy? What goals were
originally set? ※200 単語まで
The goal is to produce people who actually start up a business and to share
the importance of fostering and supporting entrepreneurs with the
government and citizens.
Osaka Urban Industry Promotion Center cooperated with this program such
as choosing the venue, organizing the program etc. Osaka City also agreed
that young people are necessary who can establish a new business model and
start up a business. Even after the program, Osaka City is willing to cooperate
with the program with the aim of fostering young entrepreneurs in Osaka. In
addition, Osaka City attached the homepage link of JCI Osaka on the top of
the homepage of Osaka Urban Industry Promotion Center.
After the program, many students actually aim to start up a business and
they cooperate with each other. In this way, JCI Osaka was able to cultivate
people who can take action with ambition.
Kunihiro Tanaka, President of SAKURA Internet Inc., cooperated with this
program as a counterpart. He started up a business when he was at school.
His company is headquartered in Osaka city and listed on the Mothers
market. In the program, he gave a lecture, provided a place for holding group
work, and reviewed the presentation. He agreed to cooperate continuously
even after the program is over.
Through listening to the innovative business model created by students and
young entrepreneurs, Osaka citizens had high expectations for young people
and realized the importance of young people's role in the future community.
What was the actual economic impact produced by this project? ※300
単語まで

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。

大阪、アジアの青年たちが本プログラムでの学び、経験、インパクトから継続的に
社会に良い影響をもたらすビジネスの展開に挑戦しています。

写真・図表

Through learning and experiencing a lot of things in this program, young
people in Osaka and Asia are trying to develop a business that generates a
positive impact on the community continuously.

※別途最終ページに１ページ４枚ずつ大きなサイズの画像を添付

④ 地域社会と参加者への影響
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？
どれだけ多くの方に本プログラムの受講生によるプレゼンテーションに興味を持
って聞いて頂けたかを測定しました。

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。
プレゼンテーションを開催したイベントでは延べ１４，０００名の市民に参加して
いただきました。プレゼンテーションにおいても３００名の市民に参加していただ
き、発表した青年たちからインパクトを受けていました。

Impact on Community and Participants
How was community and participant impact measured for this project?
※200 単語まで
The impact was measured by how many people were interested in
presentations by the students.
Through listening to their presentations, local citizens did the followings:
・Recognized the possibilities of advanced technologies such as AI, IoT and
VR.
・Had an understanding and interest in a new business model using the above
technologies.
・Recognized the arrival of era when advanced technology replaces human
labor.
・Recognized the importance of establishing a new business.
・Deepened their understanding of education and support for young people.
Describe the actual impact on the local community and the
participants. ※300 単語まで
A total of 14,000 citizens participated in the event. 300 citizens participated in
the presentation. Young people who gave the presentation impacted the
citizens.

写真・図表
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⑤ パートナーシップ及び広報活動
このプログラムの広報戦略を記述してください。
大阪青年会議所のＨＰ、また本プログラム専用アカウントによる Facebook での広
報、フォーブス誌や月刊事業構想といった経済紙に事業の模様が掲載されました。

Partnerships and Public Relations
What was the promotional strategy for this program? ※500 単語まで
JCI Osaka posted this program on its homepage.
JCI Osaka created the account exclusive for this program on Facebook.
This program was posted in business magazines such as “Forbes” and
"Monthly Project Design".

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。
フォーブス Japan 発行部数８０，０００部
月刊事業構想 発行部数２５，０００部
経済機関紙において１０万以上の購読者に向けて事業の発信ができました。
また
Facebook では記事に対するリーチ２１，５９３件、記事全件のいいね数４，５５
３件にのぼり、SNS においても多くの方にアプローチできました。

How successful was the promotion? Please indicate figures where
applicable. ※250 単語まで
Forbes Japan issued 80,000 copies and Monthly Project Design issued 25,000
copies. As a result of this, JCI Osaka could advertise this program to more
than 100,000 business magazine subscribers.

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）
公益財団法人都市型産業振興センター
公益財団法人太平洋人材交流センター
さくらインターネット株式会社
株式会社コマツ
パナソニック株式会社
JCI 台北
JCI バンコク
BNI 北西支部
多摩大学大学院
大阪大学知能ロボット学研究室

List the partners that participated in this program. (write N/A if none)
※100 単語まで
Osaka Urban Industry Promotion Center
Pacific Resource Exchange Center
SAKURA Internet Inc.
Komatsu Ltd.
Panasonic Corporation
JCI Taipei
JCI Bangkok
BNI Northwest branch
Tama Graduate School of Business
Intelligent Robotics Laboratory at Osaka University

The articles regarding this program on Facebook were accessed 21,593 times
and the number of “Like.” was 4,553. It shows that JCI Osaka were able to
approach many people on SNS.

事業構想大学院大学

The Graduate School of Project Design

パートナーはどのようにプログラムに参加しましたか？
講師講演、受講生の募集、研究の視察、広報活動、プレゼンテーションの審査員、
起業アドバイス

How did partners participate in the program? ※250 単語まで
They gave a lecture, recruited students, visited laboratories, did public
relations activities, reviewed the presentation, and gave their advice on
start-up business.

写真・図表
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⑥ プログラムの長期的な影響
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。
大阪から日本全国、世界に向けて社会をより良くするための公益性の高いビジネス
を展開する若者が次々に生まれていくことが予測されます。

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

このプロジェクトの改善点・改善策を記述してください。

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

It is expected that more and more young people develop a business that
generates public benefits with the aim of creating a better community not
only in Osaka but also in the whole Japan and world.

国際社会における様々な課題に挑む能動的な人材を多く輩出するには、一部の受講
生に対してプログラムを提供するだけでは難しいといえます。プログラムにより意
識の変革した人財が、日本のみならず世界各国でも同様のプログラムを展開できる
よう支援する体制を構築し、世界各地から輩出された新たな人財が共創すること
で、世界平和を力強く推進することができますので、JCI 大阪として継続的な事業
実施によるプログラム自体の価値を高め、プログラム終了後も受講生がコミュニテ
ィを形成出来るように推進することを推奨します。
写真・図表
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Participant students made positive change in this program. And It is essential
to establish a support system so that hey can hold the similar programs not
only in Japan but also in countries around the world. As a result of this, active
people are produced from around the world and they can promote world
peace strongly. JCI Osaka needs to raise the value of the program by
continuously implementing the program. It is recommended that the
students create the community even after the program ends.

写真・図表

【目的・計画・財務・実施】

写真・図表

【自由企業の普及促進・振興・奨励・助成】

写真・図表

【地域経済への影響】

写真・図表

【地域社会と参加者への影響】

写真・図表

【パートナーシップ及び広報活動】

写真・図表【プログラムの長期的な影響】

