
最優秀 LOM 地域社会向上プログラム 
Best Local Community Empowerment Program 

 

   

① 目的・財務計画・実施  Objectives, Planning, Finance and Execution 
このプログラムの目的を記述してください  What were the objectives of this program? ※200 単語まで 

都市の現状を俯瞰的な視野でとらえ、日常の中で起きている何気ない事
象の本質を理解し、民間主導の成長を実現する正しい市民輿論を牽引す
る人びとを創り出していくことです。 

 The purpose of this program is to create active citizens who can 
1. Capture the current situation of Osaka city from a higher 
perspective. 
2. Understand the essence of casual events in daily life. 
3. Achieve development led by local citizens. 
4. Lead the right public opinion. 

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 Plan of Action を参照して、インパクト Impact（影響
力）・モチベート Motivate（意欲）・インベスト Invest（投資）・コ
ラボレート Collaborate（協働）・コネクト Connect（つながり）につ
いてそれぞれ記載してください 

 How does this program align to the JCI Plan of Action? ※200
単語まで 
 

LOM 名  申請担当者名 

大阪青年会議所  高橋 究 

   

基本情報  Basic Information 

事業名  Name 

OSAKA BREAK THROUGH CAFE  OSAKA BREAK THROUGH CAFE 

目的  Purpose 

都市の現状を俯瞰的な視野でとらえ、日常の中で起きている何気ない事
象の本質を理解し、民間主導の成長を実現する正しい市民輿論を牽引す
る人びとを創り出すこと。 

 The purpose of this program is to create active citizens who can 
1. Capture the current situation of Osaka city from a higher 
perspective. 
2. Understand the essence of casual events in daily life. 
3. Achieve development led by local citizens. 
4. Lead the right public opinion. 

開始日※日付で記載  Start date 

２０１８年１月１５日  JCI ウェブフォームは、カレンダーから選択方式なので記載不要 

終了日※日付で記載  End date 

２０１８年８月１日  JCI ウェブフォームは、カレンダーから選択方式なので記載不要 

事業対象者  Target 

大阪市に住み暮らす人びと 
 

 People living in Osaka city 

SDGsの該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

８ 働きがいも経済成長も  8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 
full of productive employment and decent work for all. 

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 

 Development stage 
“Health and Wellness”・“Education and Economic 
Empowerment”・“Peace, Prosperity, and Sustainability”から選択 

②教育と経済力強化  ２. “Education and Economic Empowerment” 

概要  Overview 

大阪には、長期にわたるデフレーションから完全脱却して、経済成長を
果たすための好機が到来しています。 
この好機を活かすために、大阪市内の全２４区において、都市のインフ
ラ整備や２０２５年の万国博覧会の誘致を題材として取り上げ、都市の
経済成長を実現するために必要な施策について、１０００名を超える市
民を集めて、意見交換を行いました。 
大阪市内の全２４区、１０００名を超える市民の方々の声を集約し、大
阪の経済成長ビジョンとして、大阪市長に提言しました。 

 A good opportunity to completely escape from long-term deflation 
and to achieve economic growth has come to Osaka. 
To take advantage of the opportunity, JCI Osaka did the 
followings in all the 24 wards of Osaka city: 
1. Picked up the theme of developing community infrastructure 
and attracting the 2025 World Exposition. 
2. Gathered more than 1000 citizens and exchanged opinions. 
3. Discussed the necessary measures to realize the economic 
growth of the community. 
4. Summarized the views of over 1,000 citizens in all 24 wards of 
Osaka city. 
5. Proposed the summarized plan to Mayor of Osaka as Osaka's 
economic growth vision. 



大阪市民に対して、弱体化を続けて来た大阪の経済を再び成長させる好
機が到来していることを知って頂くことで（Impact）、都市の経済を
自分たちの力でより成長させていきたいという意欲を持って頂きまし
た（Motivate）。 
また、大阪の経済成長を実現するためには、どのような施策が必要なの
か（Invest）、多数の市民が意見交換を行いました（Collaborate）。 
そして、１０００名を超える市民の声を集約して、大阪市長に経済成長
ビジョンを提言しました（Connect）。 

 Through this program, local citizens 
1. Learned that a good opportunity to grow Osaka's economy that 
had continued weakening came to Osaka. (Impact) 
2. Had motivation to grow the local economy with their own 
power. (Motivate) 
3. Discussed what kind of measures was needed to realize the 
economic growth of Osaka. (Invest) 
4. Exchanged views with each other. (Collaborate). 
5. Summarized the views of more than 1000 citizens and 
proposed the vision of economic growth to Mayor of Osaka. 
(Connect) 

予算計画通りにプロジェクトを実行できましたか？ 
予算上の工夫や、予算の内訳の概算を記述してください 

 Was the budget an effective guide for the financial 
management of the project? ※150 単語まで  

プログラムの実施会場の利用料を低廉なものとするため、全２４回のプ
ログラム実施会場を、全て、区役所付属の公営施設としました。 
予算の内訳については、会場費が約７万円、広報費が約７万円、記念品
費が約７０万円となりました。 

 To reduce the venue rental fees, JCI Osaka used public facilities 
belonging to the ward office when implementing all 24 programs. 
The breakdown of the budget was as follows: 
The venue fees were about 70,000 yen, the publicity expenses 
were about 70,000 yen, and the souvenir expenses were about 
700,000 yen. 

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 
ミッション：より良い変化をもたらす力を青年に与えるために、発展・
成長の機会を提供すること 
ヴィジョン：若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークにな
ること 

 How does this project advance the JCI Mission and Vision? 
※200 単語まで 
【参考】 
JCI Mission：To provide development opportunities that empower 
young people to create positive change 
JCI Vision：To be the leading global network of young active 
citizens 

大阪市に住み暮らす青年に対して、大阪市の経済を成長させるための施
策を自ら考え、行政に提言するという機会を提供することによって、各
人の発展、成長の機会を提供しました。 
 
大阪市に住み暮らす青年が大阪の経済を発展させるための施策につい
て、意見を出し合い、そして、お互いの意見を集約して、大阪市に経済
成長ビジョンを提言することによって、主導的なグローバル・ネットワ
ークになりました。 

 This program provided opportunities for young local citizens to 
1. Consider the measures to grow the local community. 
2. Propose the measures to the government. 
3. Develop themselves by doing the above. 
 
Young local citizen did the followings: 
1. Discussed how to develop the local economy. 
2. Summarized the views of each other. 
3. Proposed the vision of local economic growth to Osaka City. 
By doing so, they became the leading global network. 

   

② メンバーの参加  Membership Participation 
LOM メンバーの事業参加人数を記述してください。（数字で記載）  By number, how many members were involved in this 

program? ※2 単語まで 
７９８  798 members 

LOM メンバーの参加率を記述してください（％で記載）  By percentage, how many members of the Local 
Organization were involved in this program? ※１単語まで 

７９．８％  79.8% 

LOM メンバーの主な役割を記述してください  Describe the main roles of the participating members in this 
program※300 単語まで 

大阪市内全２４区での意見交換会の実施にあたり、事前にディスカッシ
ョンの題材を作成しました。 
また、プログラム実施日には、会場の設営を行うと共に、市民の意見交
換が活発に行われるよう司会の役割を果たしました。 

 JCI Osaka members created discussion topics in advance so that 
local citizens in all 24 wards of Osaka city could exchange views. 
On the day of the program, they set up the venue and played the 
role of a moderator so that local citizens could exchange views 
actively. 

   

③ 地域社会への影響  Community Impact 
このプログラムの地域社会的影響を、どのように測りましたか？  How did the Local Organization measure community impact 

for this program? ※200 単語まで 
プログラムに参加して頂いた１３０４名の大阪市民に対して、アンケー
トを実施しました。 
アンケートにおいて、このプログラムを通じて、大阪の経済の現状につ
いて意識が変わったか、大阪の経済を成長させるために自ら行動したい
と考えたか質問しました。 
この質問に対して、参加者の９０％が、大阪の経済を成長させるために、
自ら行動したいと回答しました。 

 JCI Osaka conducted a questionnaire to 1304 Osaka citizens who 
participated in the program. 
At the questionnaire, JCI Osaka asked the following questions to 
the participants: 
・Whether they became concerned about the current situation of 
the local economy. 
・Whether they wanted to act voluntarily in order to grow the local 
economy. 
90% of the participants said they wanted to act voluntarily in 
order to grow the local economy. 

このプロジェクトが与えた地域社会への影響を記述してください  Describe the actual community impact produced by this 
project. ※300 単語まで 



１３０４名もの来場者のうち、９０％程度が、このプロジェクトを通じ
て、大阪の経済の現状を知り、大阪の経済を成長させるために自ら行動
したいと考えたと回答しました。 
また、このプログラムの成果を集約して、大阪市長に対して、経済成長
ビジョンを提言しました。 

 Approximately 90% out of the 1304 participants responded that 
they wanted to learn about the current situation of the local 
economy and act voluntarily in order to grow it through this 
program. 
In addition, they summarized the results of this program and 
proposed the vision of economic growth to Mayor of Osaka. 

   

④ LOM への影響  Impact on Local Organization 
このプロジェクトの運営によって、LOM が得たことを記述してくださ
い  

 How did the Local Organization benefit from running this 
project? ※200 単語まで 

このプログラムの運営を通じて、LOM が大阪市内全２４区に住み暮ら
す多数の市民の方々と連携することができました。 
その結果、LOM の活動に対する共感を多数の市民に広げることができ
ました。 
LOM は、多数の市民から共感を得たことによって、今後、大阪をより
良くしていくために、都市に対して、より大きなインパクトを発揮でき
るようになりました。 

 Through running this program, JCI Osaka was able to cooperate 
with many citizens who live in all 24 wards of Osaka city. And 
many citizens agreed with JCI Osaka's activities and movement.  
As a result of this, JCI Osaka was able to make a bigger impact on 
the local community and citizens in order to make Osaka better in 
the future. 

このプログラムによって、どのように JCI ミッションを推進しました
か？  
ミッション：より良い変化をもたらす力を青年に与えるために、発展・
成長の機会を提供すること 

 How did the program advance the JCI Mission? ※200 単語ま
で 
【参考】JCI Mission：To provide development opportunities that 
empower young people to create positive change 

このプログラムを通じて、大阪市に住み暮らす青年に対して、大阪の経
済を成長させるための施策について考え、その施策を実現するために大
阪市長に提言することを通じて、発展、成長する機会を提供しました。 

 This program provided opportunities for young local citizens to 
1. Consider the measures to grow the local community. 
2. Propose the measures to the government with the aim of 
implementing them. 
3. Develop themselves by doing the above. 
 

このプロジェクトによって、どのように JCI ヴィジョンを推進しました
か？  
ヴィジョン：若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークにな
ること 

 How did the project advance the JCI Vision? ※200 単語まで 
【参考】JCI Vision：To be the leading global network of young 
active citizens 

このプログラムを通じて、大阪市に住み暮らす青年に対して、大阪市の
経済成長を実現することによって、他の地域の経済にも好影響を与える
施策について考える機会を提供しました。 
そして、大阪市に住み暮らす青年と他の地域の青年が連携して、グロー
バルネットワークを構築することができました。 

 This program provided opportunities for young local citizens to 
1. Achieve the local economic growth. 
2. Make a positive impact on other local economies by achieving 
economic growth in Osaka. 
3. Consider the measures to make the above impacts. 
As a result of this, young citizens of both Osaka and other 
communities worked together and they were able to build a global 
network. 

   

⑤ プログラムの長期的な影響  Long-term Impact of the program 
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 

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

大阪の経済を成長させるために、自ら率先して、考え、行動する市民が
増えました。 
その成果によって、今後、能動的な市民によって、大阪の経済が長期的
に発展していくことが期待できます。 

 This program increased the number of citizens who actively take 
the initiative to think and act with the aim of developing the local 
economy. 
This result is expected to lead to the long-term economic growth 
in Osaka by the active citizens. 

このプロジェクトの改善点・改善策を記述してください 
※マイナスな表現はしないでください。前向きな改善点を記載しましょ
う 

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



このプログラムについての情報発信が少なかったことが改善点です。 
メディアを通じて、このプログラムについて、より幅広い層に情報発信
を行うことができれば、さらに大きなインパクトを地域に与えることが
できると考えます。 

 We can increase the quantity of information sharing. 
If we share the information with a wider range of people through 
media, we will be able to give even more impact on the local 
community. 

 

「目的・財務計画・実施」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  

  

 

「メンバーの参加」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  



  

 

「地域社会への影響」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  

  

 

「LOM への影響」項目に添付する画像を下部に貼付してください 



  

  

 

「プログラムの長期的な影響」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  



  

 

 


