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Basic Information / 基本情報 

 

Duration / 開催期間 

説明：～年～月 から ～年～月まで 

２０１６年５月２９日 

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 

１９８ＭＥＭＢＥＲ 

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 

例：〇〇市ボランティア団体等 

関係緒団体 

・長野市秘書課国際室 

・長野県国際課国際化推進係 

・長野在住外国人主婦の会 

・長野県青年国際交流機構 

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 

４，９５３,０００円 

Profit / Loss 利益／損失 

説明：基金を集めること以外は、０にしてください 

０ 

 Which UN MDG best fit (if Apply)? UN MDGsの該当項目（もしあれば） 

説明： 



ＮＯＮＥ 

Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 

長野市に住み暮らす市民３８万人及び市内在住の外国人 

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 

ＪＣＩ長野は以下を目的とする 

１．市民の国際交流（異文化交流）に対する意識の変革を促し、彼らの意識を

ポジティブチェンジさせること 

２．国際交流における市民活動をより発展させるために、国際交流関係諸団体

と連携し、国際的なネットワークを持つ先導的な機関として支援すること 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

ＪＣＩ長野は市内在住の外国人、一般市民の日本人を対象とした『２０１６Ｎ

ＡＧＡＮＯ国際フェスタ』を開催した。これをきっかけに国際交流に対して市

民が積極的なコミュニケーションを図る機会が増えると共に、国際交流関係諸

団体が交流する機会を創出し、多文化が共生する国際都市長野を目指す一歩に

繋がることを目的とする。 

・国際交流について考えるフォーラム 

外国人や日本人の参加者に対し、言葉や文化・風習の違いを乗り越え国際交流

を身近に感じてもらえる場として、実体験を通したパネルディスカッションを

行い多文化共生の相互理解に導くフォーラムを開催 

・異文化交流促進プログラム 

言葉の障壁のある者同士が互いの文化を知る上で、様々なアトラクションを駆

使したパーティー形式の交流を行い、積極的なコミュニケーションを図りやす

い環境をつくり多文化が共生する国際交流に繋げるプログラムを開催 



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 

ＪＣＩ長野は以下の目的を達成した。 

・ＮＡＧＡＮＯ国際フェスタに参加員数 

参加者全体：在住外国人及び市民は４６７名（その内 在住外国人は２１１名、

市民は２２７名） 

本事業に在住外国人が多数参加したことで、ＪＣＩ長野の運動を日本人以外に

も広く発信することができた。また、日本人だけでなく在住外国人も異文化交

流に対する意識をポジティブチェンジすることができた。 

 

・事業を通して積極的な異文化交流の促しの検証 

アンケートの結果から、一般市民の日本人や在住外国人から積極的な異文化交

流ができたかに対して、９３％が積極的に交流できたという結果となり、ある

一定の成果を得ることができた。また９９％の方から本事業の国際交流活動を

愉しめたことが読み取れる結果となり、参加者全体で継続して開催して欲しい

という意見を頂戴した。 

 

・国際交流関係諸団体との連携 

市民の国際交流への意識向上を促すべく本事業を開催するにあたって、国際交

流関係諸団体と連携し意見交換会を重ね協働で事業を開催しました。このよう

な連携を通し、国際都市長野の実現に向け国際交流関係諸団体とともに異文化

交流の大切さや未来に向けた国際交流活動を一般市民に発信することができ

た。 

Actions Taken 行動 

説明： 



・２０１５年１２月 

第１回 行政及び他団体との意見交換会の実施 

・２０１６年１月  

第２回 行政及び他団体との意見交換会の実施 

・２０１６年月１月～４月 

パネルディスカッションに参加する外国人の選定 

・２０１６年１月 

在住外国人へ向けてのアンケートを実施、研究 

・２０１６年４月～５月  

ポスター、チケットの配布（ＴＶ、ＳＮＳ） 

・２０１６年５月 

 直前リハーサル 

・２０１６年５月２９日 

２０１６ＮＡＧＡＮＯ国際フェスタの開催 

・２０１６年７月事業報告 

Recommendations 考察や推奨 

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？ 



１．ＪＣＩ長野が国際交流事業を企画・運営したことで、国際的なネットワー

クを持つ先導的な機関として自覚するとともに、国際交流活動を行う他団

体に対し支援することができた。 

２．日本人や在住外国人の一般市民に対して、積極的に交流できる機会を創出

したことで、異文化交流に対する意識をポジティブチェンジすることがで

きた。 

３．多くの国際交流関係諸団体が本事業に協働・参画したことで、一般市民や

在住外国人に対して、広く異文化交流の機会を創出することができた。ま

た国際交流関係諸団体が主体性を持って国際交流活動を推進することへの

意識を変革できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門 Long term Local Community program 
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Objectives Planning Finance and Execution      

目的・計画・財務・実施 

 

What were the long term objectives of this program （長期的な目的は？） 

このプログラムの目的は？基本情報に詳述して下さい ※２００語まで 

１． 本事業を通し市民の異文化交流に対する意識の変革を促し、国際的なネッ

トワークを持つ先導的な機関として、国際都市長野の実現に向け国際交流活

動の推進を支援する。 

 

２．本事業を通しＪＣＩ長野は国際交流関係諸団体の先導的存在として、異文

化交流の機会を創出したことで、他団体が未来に向けた国際交流活動に対し

て活性化させること。 

 

How does this program align to the JCI Plan of Action? 

この事業は、どのようにＪＣＩの活動計画と合っていますか？  

※２００語まで 

ＪＣＩ長野はソリューションプロバイダーとして、国籍の違う市民の間にネ

ットワークを構築し、彼らの意識をポジティブチェンジする機会を提供し

た。  

 

Was the budget an effective guide for the financial management of the 

project? 

予算は事業の財務管理のための効果的なガイドになりましたか？  

※１５０語まで 

【予算上の工夫】 

参加員数計画に対して、一般来場者数（日本人・外国人）が増えたが、ＪＣメ

ンバーの来場者数が減ったため収入が減少したが、予算内での執行が実現でき

た。 

【収入】 

登録料収入：１，９１２，０００円 

事業繰入金：２，９３９，３１８円 

収入計   ： ４,８５１,３１８円 



 

【支出】 

会場費   ：  ２２２,４０８円 

企画演出費 ： ３,９５４,３１０円 

資料作成費 ：   ４０，０００円 

広報費   ：  ５８６，６００円 

保険料   ：   ３０，０００円 

交際費   ：   １８，０００円 

支出計   ：４，８５１，３１８円 

 

 

 

 

How does this project advance the JCI Mission and Vision? 

どうやってこの事業は、ＪＣＩのミッションと、ヴィジョンを推進しましたか？ 

ビジョンとミッションに分けて明確に詳述してください  

※２００語まで 

ＪＣＩミッション： 

ＪＣＩ長野は国籍の違う市民が積極的に交流する機会を創出する事で、市民の

意識をポジティブチェンジさせ、ＪＣＩミッションを推進させた。   

 

ＪＣＩヴィジョン： 

ＪＣＩ長野は異文化交流事業を企画運営する事で、主導的に、国籍の違う市民

の間にネットワークを構築する機会を創出し、文化の異なるａｃｔｉｖｅ ｃｉ

ｔｉｚｅｎｓを連携させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※写真４枚 
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Membership Participation メンバーの参加 

 

By number,how  many members were involved in this program? 

事業のスタッフは、何人？数字で記載してください ※２語まで 

１６名 

 

By percentage how many members of the Local Organization were involved in 

this program? 

LOMメンバーの参加率は、何パーセントですか？％で記載してください 

※１語 

会員１９８名中１５６名の参加：参加率７９％ 

 

Describe the main roles of the participating members in this program 

このプログラムで参加しているメンバーの主要な役割を簡潔に記述してくださ

い ※３００語まで 

委員長（１名）：本事業全体の総括責任者。関係諸団体や出演者との打合せ 

副委員長（３名）：広報活動、事業計画の作成、予算の管理 

委員（１２名）：当日の進行、運営 

 

 

 

 

※写真４枚 

 

ページ５Community Impact 地域社会への影響 

 

How did the Local Organization measure community inpact for this program 

どのように、ＬＯＭは、このプログラムのために地域社会への影響を測りまし



たか？ ※２００語まで 

ＪＣＩ長野は以下により地域社会への影響を測った。 

１．ＪＣＩ長野は参加した市民４６７名に対象にしたアンケートを実施し、検

証をすることで影響を測った。 

２．国際交流関係諸団体と連携し事業を協働で実施することで、今後の国際交

流活動の活性化を図るため影響を測った。 

 

 

 

 

Describe the actual community impact produced by this project 

このプロジェクトによって発生される実際の地域社会への影響を記述してくだ

さい ※３００語まで 

ＪＣＩ長野は本事業を通じて以下の影響を地域に与えたと考えられる。 

 

１．参加した市民を対象としたアンケートにより、９３％が積極的にコミュニ

ケーションをとることができたとの回答から地域にａｃｔｉｖｅ ｃｉｔｉ

ｚｅｎｓを創出することが期待できる。 

 

２．国際交流関係諸団体が本事業に参画することで、国際都市長野の実現を目

指す機運を高められ、今後国際交流活動への推進を活性化させることが期待

できる。 

 

※写真４枚 
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Imact on Local Organization ＬＯＭへの影響 

 

How did the Local Organization benefit from running this project? 

どのようにＬＯＭは、この事業を運営することから利益を得たか？  

※２００語まで 



 

１．本事業に総勢１０カ国の外国人が来場したことで日本人だけではなく、広

くＪＣＩ長野の運動を発信することができた。 

２．ＪＣＩ長野は異文化交流の重要性を再認識することができたと同時に、国

際的なネットワークを持つ先導的な機関として国際交流活動への支援を推

進することができた。 

 

 

 

 

 

How did the program advance the JCI Mission? 

どのようにＪＣＩミッションを推進したのか？ ※２００語まで 

ＪＣＩ長野は、異文化交流の機会を創出することで国籍の違う市民が積極的に

交流し、能動的に意識をポジティブチェンジさせることができた。 

 

 

※写真４枚 
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Long-term Impact of the Program プログラムの長期的な影響 

 

 

 

 

What is the expected long-term impact of this project? 

このプロジェクトの期待される長期的な影響は、なんですか？  

※２００語まで 



本事業を開催し、異文化交流の機会を創出することで国籍の違う市民に対して

意識を変革させるとともに、行動的市民活動を推進することに繋がり、国際都

市長野へと発展させることが期待される。 

 

What changes Would you make to improve the results of this project? 

このプロジェクトの結果を改善するために、どんな改善策がありますか？ 

※３００語まで 

１．当会議所としては３回目の開催となった国際交流事業に対して、本事業へ

の参加者や関係者が国際都市長野の実現に向け国際交流事業をより多くの

市民に浸透していけるよう、今後も運動を継続していきたい。 

２．国際交流関係諸団体と連携したことで、他団体が積極的に国際交流事業を

展開できるよう、ネットワークの構築や運動を推進できる環境を整えていく

ことが必要である。 

※写真４枚 


