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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 

２０１５年２月５日～２０１５年１１月２５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 

９９member 

 

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 

北海道 

札幌市 

協賛企業 １７社 

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 

8,500,000 円＝＄85,000 

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 

 

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

説明： 

 

Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 

札幌市民１９５万人 

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 



意識を変革を促し、前向きな変化を創りだすため 

ＪＣＩ札幌は，  

 

第１に，【札幌に潜在している夢と行動力をもった人の活動に焦点を当て，その魅力を

広く発信して市民に伝える】 

第２に、【市民が自ら夢や目標に向かって能動的に行動する機会を生み出す】 

第３に，【自らの夢や行動力を持った市民の輪を広げる】 

 

ことにより、夢に向かって行動する、能動的な挑戦者を創出する 

 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

札幌は約１４０年前に屯田兵という挑戦者によって開拓された。いつの時代も夢を持っ

て行動する人の活力が原動力となり街の発展に結びついている。しかし、社会が成熟し

た現在、自らの夢を持って挑戦する若者が減少している。そこで，札幌の若者が，より

大きな夢を持ち、挑戦できるきっかけと環境を提供することが，（人の）活力と希望が

満ち溢れる社会の実現につながると考え，札幌の地で夢を体現している挑戦者を賞賛表

彰する場として【サッポロスマイルアワード】を開催した。 

１【札幌に潜在している夢と行動力をもった人の活動に焦点を当て，その魅力を広く

発信して市民に伝える】 

⑴ ＪＣＩ札幌は，２０１４年，「サッポロスマイルアワード」と題し、札幌の地で

夢や目標に向かって行動する人材の発掘と表彰をスタートした 

⑵ 市民への「サッポロスマイルアワード」の影響力が高まることで、札幌を人の

活力と希望に満ち溢れたまちに変えるための優れた手法と考え、ＪＣＩ札幌は

「サッポロスマイルアワード」継続事業として計画した。 

⑶ ＪＣＩ札幌は，２０１５年，「サッポロスマイルアワード」を継続し，「衣」「食」

「住」「芸術」「社会・文化」の５部門において、札幌の地で，独自の魅力をも

って活動している人材を発掘し、夢を体現している挑戦者を４１１名の札幌市

民と共に賞賛表彰した。 

⑷ ＪＣＩ札幌は札幌市民に対し、事前にラジオやテレビのＣＭ、Ｆａｃｅｂｏｏ

ｋや街頭でのチラシ配りを通じて、 「サッポロスマイルアワード」を広く告

知した。 

２【市民に夢や目標に向かって能動的に行動する機会を生み出す】 

 

⑸ ＪＣＩ札幌は、メンバーから各部門１０名以上の候補者を募った。そうするこ

とで、メンバーに対し、日々挑戦し、周囲に影響を与えている人に意識を向け



る機会をもうけた。メンバー自身にも自らの夢や目標を見直す意識の変革を行

った。 

⑹ ２０１５年、ＪＣＩ札幌は７７名の夢を体現している挑戦者を発掘した。 

⑺ ＪＣＩ札幌は，有識者と共に審査委員会を立ち上げ、候補者の活動を評価し、

各部門の受賞者を厳正に選定した。 

ＪＣＩ札幌は、各部門の受賞者の中から、来場した市民とメンバー、審査委員

の投票により、以下の基準で最も優れた活動をしている受賞者を選出し、大賞

を授与した。 

・将来性・・・将来に向けた目標の実現可能性 

・創造性・・・活動の創意工夫 

・共感力・・・周囲への共感の強さ 

・貢献力・・・地域社会発展の貢献度 

・愛郷心・・・札幌のまちを愛し、まちの為に情熱を持って活動している程度 

⑻ ＪＣＩ札幌は，「サッポロスマイルアワード」において受賞者の活動を、光と音

楽，受賞者の活動を映像にして放映することで，参加した市民に高揚感と期待

感を演出した。札幌市民に、夢や行動力を持つことの大切さを再認識する機会

を創出した。 

⑼ ＪＣＩ札幌は受賞式後に受賞者とメンバーでアフターパーティーを行った。「ア

フターパーティー」を通じて、受賞者同志の交流や札幌の経済人であるＪＣＩ

札幌メンバーと受賞者の交流を図り、能動的な市民のネットワークを構築した。 

 

３【自らの夢や行動力を持った市民の輪を広げる】 

ＪＣＩ札幌は、民間企業や行政の協力を得て、授賞者のドキュメンタリー映像を制作し

た。テレビ放映を通じて受賞者の魅力ある活動を広く発信し、多くの市民に夢や行動力

を持つことの大切さを伝えた。 

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 

１【札幌に潜在している夢と行動力をもった人の活動に焦点を当て，夢を持って行動

することの素晴らしさを広く発信して市民に伝える】 

⑴ ＪＣＩ札幌は２０１４年から「サッポロスマイルアワード」と題し、札幌に潜

在していた夢と行動力にあふれた挑戦者たちを発掘した。 

⑵ ４１１名の市民が２０１５年の「サッポロスマイルアワード」に参加し，多く



の市民が夢を持って行動することの素晴らしさに共感した。 

⑶ ２０１５年、「サッポロスマイルアワード」の受賞候補者数７７名で昨年の５３

名から大きく増え、「サッポロスマイルアワード」のネームバリューとブランド

が確実に高まっている。 

２【市民に夢や目標に向かって能動的に行動する機会を生み出す】 

⑷ ＪＣＩ札幌は、札幌市民が自らの投票で大賞を決める過程で、受賞者の夢に共

感することと、自身の夢や目標に向かって行動するきっかけを札幌市民へ提供

した。なぜならアンケートの結果８４％の市民が「夢を実現させるために行動

しようと思った」と返答している。 

⑸ 「サッポロスマイルアワード」、では表彰のほかに、日本代表の元プロサッカー

選手や、現在夢を追い求めている札幌出身のメジャーミュージシャンのパフォ

ーマンスを通じ、夢を持つことの素晴らしさを市民へ伝えることが出来た。 

⑹ ＪＣＩ札幌は、メンバーから各部門１０名以上の候補者を推薦することで、メ

ンバー自身にも自らの夢や目標を見直す意識の変革を行う事が出来た。なぜな

ら、アンケートの結果で６５％のメンバーが「自分もサッポロスマイルアワー

ドで表彰されたい」と返答している。 

⑺ 授賞式後に表彰者とＪＣＩ札幌メンバーでアフターパーティーを行い、メンバ

ーが、夢や行動力を持った挑戦者たちとの交流を図った結果、能動的な挑戦者

のネットワーク構築が出来た。 

３【自らの夢や行動力を持った市民の輪を広げる】 

⑻ ＪＣＩ札幌は、民間企業や行政の協力を得て、授賞者のドキュメンタリーをテ

レビ放映した。テレビを通じて受賞者の魅力ある活動を広く発信し、多くの市

民に夢や行動力を持つことの大切さを伝えられた。 

⑼ 「サッポロスマイルアワード」を２年継続事業とすることで、２年間で約１４

００名の札幌市民が授賞式に参加した。結果「夢に向かって行動しよう」と意

識改革された市民が、年々確実に増えている。 

⑽ 前年の受賞者が「サッポロスマイルアワード」のオープニングパフォーマンス

や、大賞の表彰を前年の大賞受賞者が行うことで、受賞者同志の交流の輪が広

がった。 

 

Actions Taken 行動 

説明： 

ＰＬＡＮ１ 企画 

・２月 ５日～   企画立案 

 

ＰＬＡＮ２ 実行 



・７月 ６日 

第一回審査委員会の実施 

・７月２７日 

第二回審査委員会の実施 

・８月 ４日 

・ＪＣＩ札幌メンバー向け告知メールマガジン配信 

・８月 ６日～３１日 

 Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告 

・告知ポスター１００枚配布、告知チラシ２３５０枚配布 

（札幌市、サッカー協会、高校、大学、ＪＣＩ札幌メンバー等） 

・８月１３日～２３日 

 ＳＴＶ２４時間テレビＣＭ 

・８月２２日～２３日 

 ピヴォ前 ６５０枚のチラシ配り  

・８月２６日 

 ＦＭラジオ出演 事業開催告知 

・８月３０日 

 ＳＴＶラジオ出演 事業開催告知 

・８月 ５日～９月 １日 

第１回リハーサル～第５回リハーサル 

・９月 ２日 

サッポロスマイルアワード授賞式開催 

 

ＰＬＡＮ３ 開催後周知 

 受賞予定者への密着取材及びドキュメンタリー映像制作 

・９月２３日 

 テレビ放映 

 

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？ 

ＪＣＩ札幌は、市民を巻きこんでの授賞式や、行政と民間企業との連携を通じて下記の

内容を達成した。 

１ 考察 

① 【札幌に潜在している夢と行動力をもった人の活動に焦点を当て，その魅力を広く



発信して市民に伝える】 

⑴ ＪＣＩ札幌は「サッポロスマイルアワード」を２年連続で開催し、札幌市民１

４００名以上、ＪＣＩ札幌メンバー２５０名（２０１４年１３３名、２０１５

年１２５名）以上に対し、受賞者の夢や行動の素晴らしさを伝えることが出来

た。なぜなら回収したアンケート結果全て参加者が「夢を実現させるための行

動が大切である」と返答している。 

ＪＣＩ札幌は札幌で夢と行動力を持った確かな人材の発掘と受賞者の選定をする

ことが出来た。 

 なぜなら 

① ５名の受賞枠に対し７７名と多数の候補者を発掘することが出来た。 

② 産官学のバランスの良い審査委員の選定と、明確な選考基準を定め受賞者の選

定を行うことが出来た。 

③ 回収したアンケートの結果、「受賞者の事を以前から知っていた」市民は５０％

に対し、９７％の市民が「受賞者の夢やビジョンに共感した」と返答している。 

⑵ サッポロスマイルアワードの受賞者の魅力を、授賞式に参加していないたくさ

んの市民に伝えることが出来た。なぜなら事後の受賞者の声として次のように

寄せられている。「大賞をとったおかげで、行政や諸団体から取り上げてもらっ

た。新たな出店の話が来た」「当日会場で見た。テレビで見たというお客様のコ

メントが多く、テレビにも取り上げられ、連日満席が続いている」 

サッポロスマイルアワードで受賞することにより、受賞者の活動が独自で様々

なメディアに取り上げられた。サッポロスマイルアワードの開催により、受賞

者の夢や行動が社会に対して広く伝播した。 

② 【札幌市民に夢や目標に向かって能動的に行動する機会を生み出す】 

⑴ ＪＣＩ札幌は「サッポロスマイルアワード」様々な工夫のもとに開催した 

・音や光、映像での感動的な演出 

・魅力的な候補者の選出と素晴らしい活動の紹介 

・日本を代表するゲストの夢を語るトークライブ 

・札幌市長からの意識改革のお話 

それにより来場した札幌市民が夢に向かって積極的に行動する意識改革を行う

ことが出来た。なぜなら回収したアンケートから、８４％の市民と全てのメンバ

ーが「夢を実現させるために行動しようと思った」と返答している。 

③ 【自らの夢や行動力を持った市民の輪を広げる】 

⑴  ＪＣＩ札幌は、民間企業や行政の協力を得て、授賞者のドキュメンタリー

をテレビ放映した。テレビを通じて受賞者の魅力ある活動を広く発信し、

多くの市民に夢や行動力を持つことの大切さを伝えられた。なぜなら番組

の視聴率が０・８％で１５，４４３人（札幌１００万世帯、１９３万４９



６名に対し）の札幌市民に伝えることが出来た。 

２ 推奨 

「将来、自分がサッポロスマイルアワードで表彰されたいと思ったか」との設問に対

し、「表彰されたいと思った」と回答した市民は半数程度だった。 

事業を通して、市民に夢をもって行動することの大切さを理解してもらえたが、サッポ

ロスマイルアワードへの積極的参加という意識は、半分の市民にとどまった。次年度の開

催に備え、候補者を札幌市民からも公募するなどの工夫をすると共に、サッポロスマイル

アワードの価値を高め、多くの市民が自ら表彰されたいと思える事業とする必要がある。 
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Objectives, Planning, Finance and Execution 

目的、計画、財務、実施 

 

What were the objectives of this program?  

このプログラムの目的は？ ※２００語まで 

 

ＪＣＩ札幌は， 

 

第１に，【札幌に潜在している夢と行動力をもった人の活動に焦点を当て，その魅力を

広く発信して市民に伝える】 

第２に、【市民が自ら夢や目標に向かって能動的に行動する機会を生み出す】 

第３に，【自らの夢や行動力を持った市民の輪を広げる】 

 

ことにより、夢に向かって行動する、能動的な挑戦者を創出する 

 

 



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 

 

① 影響力・・・夢に向かって行動する、能動的な挑戦者を創出するための優れた

プログラムとして、ＪＣＩ札幌は「サッポロスマイルアワード」を２０１４年

から継続開催することで、市民に対し年々大きなインパクトを生む。 

② 意欲・・・札幌の若者が，より大きな夢     を持ち、挑戦できるきっかけ

と環境を提供する 

③ 投資・・・継続事業の予算確保をすると同時に、予算をスリム化し、継続可 

能な事業とした。 

④ 協力・・・受賞者同志の交流や札幌の経済人であるＪＣＩ札幌メンバーと受賞     

者の交流を通じて、能動的な市民のネットワークを構築した。 

また、テレビ放映を通じて受賞者の魅力ある活動を広く発信し、 

多くの市民に夢や行動力を持つことの大切さを伝えた。 

その結果、人の活力と希望が満ち溢れる社会に近づいた。 

⑤ つながり・・「サッポロスマイルアワード」を通じ、ＪＣＩ札幌は地元の挑戦者

を発掘、表彰するプログラムを創出した。また、挑戦者の能動的な活動を市民

に伝播することで、ＪＣＩ札幌は市民に意識改革の機会を提供した。「ＪＣＩ札

幌メンバー」と「能動的な挑戦者」、そして「市民」のネットワークを構築した。 

 

 

 

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

project?  

予算は事業の財務管理の為の効果的なガイドになりましたか？※１５０語まで 

この事業をより効果的に発信するために以下に関して工夫した。 

・会場費の安いコンベンションホールへ変更した 

  ２０１５年    ４０７，０００円 ⇒＄４，０７０ 

  ２０１４年 １，０４０，０００円 ⇒＄１０，４００ 

 

・前年受賞者にオープニングパフォーマンスやプレゼンターを務めてもらうことで 

 講師謝礼費を削減した。 

  ２０１５年  ８名 ２，１６０，０００円 ⇒＄２１，６００ 

  ２０１４年  ８名 ３，１９０，０００円 ⇒＄３１，９００ 

 

・事業告知を地元メディアへ積極的に行い、無料広告で告知を行った。また、メイン告



知を新聞から、有名チャリティー番組に切り替え、広告費を削減した。 

  ２０１５年    ６４８，５００円 ⇒＄６，４８５ 

  ２０１４年 ２，８１６，５００円 ⇒＄２８，１６５ 

   

予算執行総額 

  ２０１５年  ７，９４７，０００円 ⇒＄７９，４７０ 

  ２０１４年 １１，１９０，０００円 ⇒＄１１１，９００ 

 

 

 

 

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？ 

※２００語まで 

・ＪＣＩ札幌は、夢を体現している挑戦者を、市民と共に賞賛・表彰し、参加した市民

が能動的に行動するための機会を提供した。 

・ＪＣＩ札幌は、市民が能動的な挑戦者と交流することで、人の活力や希望に満ち溢れ

た札幌となる為のネットワークを構築した。 

※写真４枚 
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Membership Participation 会員の参加 

 

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

事業のスタッフは何人？ ※２語まで 

９９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？ ※１語まで 

６２％ 

 



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 

・受賞候補者ノミネート（ＪＣＩ札幌メンバー２０４人） 

・選考委員会（ ７人） 

・行政、民間企業コミット（ １９人） 

・会場設営（ ５７人） 

・会場運営（ １６人） 

・事業ＰＲ（ ２０４人） 

※写真４枚 

 

ページ５ 

Skills Developed 習得された技術・能力 

 

What skills were developed in this program?  

どんな技術・能力が、このプログラムで習得されましたか？ ※１５０語まで 

・目標設定・・・自身の夢に向かって、明確に目標を決めること 

・行動力・・・自身の目標に向かって具体的に行動をすること 

・意識改革・・・行動力の源である「情熱」を高めること 

 

How were these skills developed? Describe the methods and activities used 

これらの技術・能力はどのように習得されましたか？用いられた手法と活動を

記述してください ※３００語まで・２０１５年から変更 

 

 

目標設定・・・市民が身近な挑戦者の夢に共感することで、自身の夢の明確化や再認識

する機会を得た。 

        

行動力 ・・・市民が目標に向かって具体的に行動することの大切さを気付いてもらう

ために、札幌での自身の夢を体現している挑戦者の、能動的な活動や努力

を詳細に取材し、市民に伝播した。 

 

意識改革・・・「サッポロスマイルアワード」を音や光・映像を使い感動的に演出し、

市民の感受性を高めた。同時に、日本代表の元プロサッカー選手や、札

幌出身のメジャーミュージシャンのより「大きな夢」「熱い情熱」に触

れる機会を提供した。 

コメントの追加 [o1]: 英語にできるんだよね？ 



 

 

 

ページ６ 

Impact on Participants 参加者への影響 

 

What was the intended impact on the participants?  

参加者への意図された影響は、何でしたか？ ※１５０語まで 

・受賞者が来場したたくさんの市民に賞賛されることで、更なるモチベーションの向上

を図る。 

・受賞者の素晴らしい活動を紹介することで、受賞者の活動フィールドを広げる。 

・受賞者の挑戦を知ってもらい、市民にその夢やビジョンに共感すること。 

・参加した市民やＪＣＩ札幌メンバーが、夢や行動力を持つことの大切さを再認識する

こと。 

・参加した市民やＪＣＩ札幌メンバーが、将来自分もサッポロアワードで表彰されるた

めに、挑戦する気持ちを持つこと。 

 

Describe the actual impact on the participants.  

参加者への実際の影響を記述してください。 ※３００語まで 

・受賞者は授賞式やドキュメントテレビ放送を通じて、自身の活動をたくさんの市民に 

伝播し、賞賛を受けた。 

・受賞者は自身の努力の正当性を確認することが出来た。 

・来場した市民やＪＣＩ札幌メンバーが、夢を実現するために、行動することの大切さ

を理解した。 

・受賞者の挑戦を知らなかった参加者が多数いたが、今回初めて受賞者のことを知り、

その夢やビジョンに共感した。 

・参加したほとんどの市民やＪＣＩ札幌メンバーが、自身の夢を実現するために行動す

る気持ちを持った。 

・多数のＪＣＩ札幌メンバーが、自身も、将来サッポロアワードで表彰されるために、

挑戦する気持ちになった。 

・参加したほとんどの市民が、札幌の魅力に人が加わることで、札幌がより輝くと考え

るようになり、札幌に期待感を持った。 

・今後、同様の事業をした際に、友人を誘うと考える市民が多かった。 



ページ７ 

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の影響は、何ですか？ ※２００語まで 

・受賞者は多くの市民の前で表彰されることで、更なるやりがいを感じ、活動をより大

きくすることが出来る。 

・受賞者は自身の活動がたくさんの市民に紹介され、共感されることで、新たな活動の

チャンスが得られる。 

・継続開催されることで、年々、受賞者同志のネットワークが拡大する。 

・サッポロスマイルアワードを通して、自らがより大きな夢や目標をもって積極的に行動

する能動的市民を生み出す。 

・能動的市民が増えることで、札幌全体が夢や希望に満ちた人でいっぱいになる。 

・そして、夢や目標の実現に向け積極的に行動する能動的市民のネットワークが拡がる 

・ひとの活力が、夢や希望に満ちた札幌のまちを生み出すことが期待できる。 

・札幌という街が発展し、より多くの夢や希望を持った人が集まる。そして、さらに、

札幌が魅力ある街となる。 

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 

もっとエントリーを増やし、来場者を増やすことで、より多くの札幌の若者が夢や目標

に挑戦する機会を作ることができる。 

そのためには、継続的に事業を続けて、市民全体に周知を図ることが必要である。 

事前の告知について、効果的に行う必要がある。 

札幌市民の意識を高めるため、札幌出身の著名人からの呼びかけをする。 

受賞されることの利益を作り出し、より多くの候補者のエントリーを募る。 

受賞者の受賞後の活動も広く札幌市民に伝える。 

※画像４つ必要 

 

コメントの追加 [o2]: 英訳注意 

コメントの追加 [o3]: 英訳注意 


