万里一空

FUKUYAMA
心 をひとつ に
未 来 のために

２０１１年度
1

社団法人福山青年会議所

未来ビジョン策定にあたり

行政改革の大号令のもと公務員数の削減が実施され、経
済は慢性的な不況とさえいえる状況下で税収は伸び悩み、
また、財政の健全化も遅々として進まない状況は、１０年
後も続いていることでしょう。戦後、行政主導のもとに進

（社）福山青年会議所

理事長

宇根

智久

められた国づくり、地域づくりが復活することは考えにく
く、今以上に市民の力が必要とされる時代が訪れるはずで
す。
「行政にしかできないこと」
「
、民間でもできること」
「
、行
政と民間の協力で実現できること」
、
「多くの市民が地域の

２０００年（社）日本青年会議所 第４９回全国会員大会

発展に貢献したいと考えている」
、そのことを理解して青

福山大会開催の翌年、先輩方の英知の結集である「Ｊａｙ

年会議所が取り組むべき運動を展開していかなくてはなり

Ｃｅｅの本懐」が策定されました。今でも多くのメンバー

ません。私たち青年会議所は、社会情勢の変化を否定する

が事業計画書を作成する時、あるいは迷った時に何度も読

のではなく、上手に向き合いながら全ての人が幸せに生活

み返し、自らの、そして組織として進むべき方向を見出し

できる社会を創造しなくてはなりません。

ています。時が流れるのは早いもので、あれから１０年の

私たちの故郷である福山が、まちの将来のことを真剣に
考える美しい市民で溢れ、輝くまちとなることを、また、

歳月が過ぎ去りました。

福山青年会議所の会員が誰からも尊敬され、地域において
「２０１１年１月１日、私たちはどんな１年を想像して

輝く団体であることを願っています。いつの時代も「一歩

いただろうか。中東・北アフリカにおける民主化運動、東

踏み出す勇気」を与えることのできる福山青年会議所で在

日本大震災、度重なる豪雨災害、世界規模の経済危機の発

り続けましょう。

生を予想していた人がいただろうか。一年先、
いや僅か数ヶ

結びに、１年先、半年先ですら予想することが困難な時

月先のことでさえ予測困難な時代に、１０年先の世界、日

代だからこそ、私たちが２０１１年に作成した未来ビジョ

本、そして地域を想像しながらビジョンを描くことができ

ンを適宜、見直していただきたいのです。このビジョンが

るのだろうか。
」

年々改定され、５年後あるいは１０年後に制定されるであ

２０１１年、未来ビジョン策定に携わった全ての人が考

ろう新しい未来ビジョンに繋がることを期待しています。

え、悩んだことです。確かに、小さな部分についてまで考
えようとすると不可能なことかもしれませんが、大局的な
目で物事を見れば、未来ビジョンを描くことは可能である
と考えます。１９６０年の創立以来、５０年間のその時々
に制定されたビジョンが、今も青年会議所運動の在り方を
考える時の参考となっています。５年先を見据えて策定さ
れたビジョンが、その５年を超えて輝いていることを考え
た時、２０１１年の段階で１０年先の世の中を想像し、描
いた未来ビジョンを冊子として残すこととしました。

「福山市の５０年先 、
１００年先の姿を正確に予想す
ることはできないが、我々の故郷は変わることなくこ
の地にあり、我々が決して忘れてはならない『福山青
年会議所創立趣意書』も変わることなく、会員の進む
べき道を示し続けることであろう。そして、それぞれ
の時代を過ごす会員も、これまでと変わることなく、
地域の発展に尽力する。まさに 『万 里 一 空 』、私には
輝き続ける福山青年会議所の姿がはっきりと見える。
」
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第１章

はじめに

第２章

背

景

（社）福山青年会議所では、過去５０年にわたって時代

私たちは、様々なサービスや技術に囲まれ便利な生活を

に即したビジョンや構想が提言され、これに基づいた運動

送っています。先人たちが英知を絞り、生活を向上させよ

が展開されてきました。ビジョンや構想は、単年度制での

うと努力してきた結果です。

組織運営を基本とする青年会議所にとって、組織としての

しかし、現在の社会を見ると、国・地方行政、企業や個

「不連続の連続」を継続する上で、そしてまちづくりやひ

人、自分以外の誰かが提供するサービスを受けることに慣

とづくりを進める上で、それぞれの方向性を示すために大

れてしまった人が増えてきました。それが当たり前の事と
感じ、知らずしらずのうちに他者へ依存するようになり、

変重要な役割を担います。
日本青年会議所が創立されＪＣＩに加盟したのが１９５
１年、２０１１年で６０周年にあたります。その加盟の翌

「ひと」への共感と、自分たちが作っているはずの「社会」
への関心を失っているのではないでしょうか。

年１９５２年はサンフランシスコ講和条約が発効された年

私たちが目指すべき社会とは、一人ひとりが主権者であ

であり、６０年の歳月を経て日本は戦後から見事に復興を

り社会を構成する存在であるということをしっかりと認識

遂げ、現在に至っています。しかし、昨今の日本は、高度

し、世の中は一人で成り立っているのではなく、多くの人

経済成長の終焉とともに、既存の価値体系や常識が崩れ、

で成り立っていることを理解している社会です。また、相

社会全体が目指すべき目標を失い、どこに向かへばいいの

手の気持ちを考え行動しようとする「思いやり」などに見

かを模索している、まさに混沌とした状態が長く続いてい

られる日本人の誇るべき心を持った人で溢れる社会です。
私たちは、個人の意識改革に取り組み、他者への依存を

ます。
その状況下において、２０１１年３月１１日、東日本大

少なくし、様々なことに関心を持てる社会を創造しなくて

震災が起こりました。日本の社会が長年抱えてきた課題は

はなりません。個々一人ひとりが社会を構成する存在であ

残されたまま、大震災からの復興という新たな課題が重く

るという認識を持ち、自ら参画し協力して国や地域を創る

のしかかったのです。この国難の時だからこそ、日本人と

「連携と協働」の社会となれば、他者に対する思いやりや

しての誇りと明日への希望を持って、東日本大震災からの

互いを尊重しながら認め合う心が育まれ、人と人との繋が

復興をバネに新たな飛躍を目指す時なのです。

りを生み出すことができるのではないでしょうか。
主権者としての自覚を持った「自立」した人による、互

先の見えぬ不安な世の中だからこそ、私たち青年会議所
がしっかりと未来を見据え、市民の先頭に立って行動する

いが存在を認め合い、助け合い、共にたくましく生き抜く
「共助」の精神を大切にしていく社会を創造しましょう。

ことが重要なのです。２０歳から４０歳までの様々な企業
に所属する青年が変革の能動者として立ち上がり、これか
ら先の１０年に向けて、更なる英知と勇気と情熱を持って
「光輝き続けるＪＣ運動」を展開できるよう、私たちはこ
の未来ビジョンを提唱します。

個人の意識改
革に取り組み、
他者への依存
を少なくし、
関心を持って
もらう

主権者としての認識
（社会を構成する存在）

＋
他者に対しての
「思いやり」の心

主権者：政治に参加できる者
6

自立

7

共助

私たちの
目指すべき
社会の創造

第３章

基本理念

きる総合的な力を養う、つまり、人間力の開発に求められ
るのではないでしょうか。
私たちが取り組む「まちづくり」は、全ての市民を視野

青年会議所は、奉仕・修練・友情の三信条のもと、
「明

に入れた「ひとづくり」
、すなわち、全ての市民を対象と

るい豊かな社会の実現」を理念とし、地域社会に存在する

した「人間力開発」運動であるべきです。これからは、社

課題と向き合い、積極的に取り組んでいる団体です。
「明

会開発と指導力開発に加えて、
「人間力開発」
（Ｈｕｍａｎ

るい豊かな社会の実現」という理念は、これからも変わる

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）にも力をいれて取り組みましょ

ことがない普遍の理念であります。

う。

その理念を達成させるために、国際青年会議所（ＪＣＩ）
が掲げる恒久的プログラムでは、世界のメンバーが取り組

これからＪＣが行う開発

むべきＪＣ運動は４つの機会（ビジネスの機会・個人の機
会・地域社会の機会・国際の機会）の領域において展開さ
れるべきであると提唱されています。また、
ＪＣＩ Ｍｉ
ｓｓｏｎでは『青年に成長の機会を提供し、能動的な変革
を起こす』と示されています。

人間力開発 HD
(Human Development)
これからは
人間力開発にも

力をいれて
取り組もう

ＪＣＩプログラム 機会を創り出すことを目的とする
ビジネスの機会
・経営技術学習
・業種別部会
・地域の繁栄
・新たなビジネスの開発
etc…
・海外姉妹ＪＣ
・国際会議
・異文化交流
・国際アカデミー
・民間外交 etc…

国 際 の 機 会

個人の機会
・個人能力開発
・新たな経験
・リーダーシップの開発
・事業企画･運営 etc...

Positive Change
（前向きな変化）

・地域指導者育成
・グループワーク
・地域社会への関わり
etc・・・

指導力開発 LD
( Leadership
Development)

社会開発 CD
開発の二本柱

人間力：一人の人間として力強く生きていくための総合的な力

地域社会（開発）の機会

青年会議所の運動は、
周りの人に機会を提供すること（社
会開発・ＣＤ）と、そのような開発の機会を提供できる人、
すなわち強いリーダーシップが発揮できる人材を育成する
こと（指導力開発・ＬＤ）であります。このＣＤ・ＬＤを
力強く推進するのは、組織を構成する一人ひとりの人間な
のです。社会変革を実現していこうとする私たち青年会議
所は、変革を実現していく人間の力に着目をするべきであ
り、私たちの運動の機軸は、積極果敢に開発運動を実践で
8

( Community
Development)

9

第４章

過去のビジョンの検証

「ＪａｙＣｅｅの本懐」では、
『福山ＪＣの運動の基本姿勢
およびＪａｙｃｅｅの心構え』として、
①「人とのふれあいで自己を磨こう」

福山青年会議所の２０００年代の運動指針として、２０
０１年に「ＪａｙＣｅｅの本懐」が策定されました。５年
先を見据えて策定されたビジョンが、１０年の歳月が流れ
てもなお輝いていることに、驚きとともに感動を覚えます。
一方で、社会構造も変化しており、私たちが取り組まなけ

②「政策に強い福山ＪＣ・Ｊａｙｃｅｅをめざし、
郷土のために市民の先頭に立とう」
③「永続的な活動と実現を心がけよう」
④「開かれたＪＣを目指しファンをつくろう」

ればならない課題も多様化してきました。その課題と向き

の４項目を提言しています。その項目についての具体的

合い、解決へと繋げるために、先輩方の英知を活用し、今

行動提案の中から今後も取り上げるべき項目について、

後の取り組みに活かしましょう。

１０年間の進捗状況と今後の展望について検証します。

過去ビジョンの検証
具体的な行動提案

内

容

成

果

今 後 の 展 望

グリーンリーダーズ
（ＧＬＳ）事業の
柔軟性を広げよう

ＧＬＳの活動内容の継続性や発展性と、事業名称の継
続的使用とを分けて考える必要があると述べ、ＧＬＳ
事業の柔軟性を提案されました。

この１０年間で事業内容は更に充実し
ており、学校評価にも取り組んでいま
す。

ＧＬＳの活動を大切にしながら、これからの日本
を背負って立つ次世代のリーダー育成に特化した
事業展開の可能性を検討する必要があります。

Ｊａｙｃｅｅとして、
まつりに深く関わろう

部会から委員会へ実行組織の移行や１月～５月までの
主たる事業を『ばら祭』とし、事業数の見直しや事業
時期の再検討を提案されました。

実行組織の移行はできていますが、Ｌ
ＯＭ事業数の見直しは行われていませ
ん。

実行組織の移行はなされ、現在の事業数も各委員
会で運営できていますが、新たなる展開を目指す
時ではないでしょうか。

草の根運動の展開から
市民の心を掴もう

ＪＣのような利害を求めない団体や個人が、政治に本
気で関与する必要があり、究極的にはＪＣから政治に
関わる人の輩出を提案されました。

政治等に関する討論会や福山サミット
は実施されてきましたが、政治に関わ
るところまでは到達していません。

今後は、ＬＯＭ内においても政治に関わる事項に
ついて見識を深めるとともに、もっと市民を巻き
込んで福山のまちについて考えることが重要では
ないでしょうか。

市民の意見を行政に提案していくことや福山市内各団
体とともに地域の未来を担って行くためにも「ふくや
ま青年フォーラム」への参画を働きかけて行くべきだ
と提案されました。

各団体との連携は行われてきましたが、
「ふくやま青年フォーラム」への参画
の働きかけはされていません。

多くの市民が福山のまちの未来について議論し参
画できる場が必要です。また、新しい事業を展開
するためにも、他団体の協力・連携が不可欠です。

ＪＣ主催事業による
地域文化の育成を
目指そう

福山の代表的な伝統産業“琴”を守る必要を説いて、
地域の文化・伝統を正しく学び、福山を愛し続けたい
と思う人の育成の必要性を提案されました。

”琴”だけではなく、福山の文化・伝
統を伝える事業は実施されてきました。

福山のまちの文化・伝統を学ぶことは、福山のま
ちへの誇りと愛着を育むことに繋がるので、地域
の文化・伝統を発信することは重要です。

行った事業に対する
検証の必要性

事業検証について、身近な人の事業に対する限られた
評価で不十分な検証で終わっており、行った事業に対
して幅広い調査分析が大切だと提案されました。

出向を通してのノウハウを持ち帰り、
着実に進歩していますが、まだ道半ば
の状況です。

行った事業に対して、様々な角度での調査分析を
行い、情報を共有し今後の事業に繋がる取り組み
を強化する必要があります。

よりお互いを高める
ポハンＪＣとの交流事業
を実践しよう

姉妹ＪＣに関する活動について、そろそろ私達は、相
互訪問から更にステップアップした事業を目指してい
くべきだと提案されました。

姉妹ＪＣとの相互交流はできています
が、ステップアップには至っていませ
ん。

双方のまちに共通する課題の解決に取り組むと
いった事業の実施の可能性について検討する必要
があります。

Ｊａｙｃｅｅ研鑚塾で、
自己資質を磨こう

企画力・説得力・交渉力等の研修プログラムを組み込
んだＪａｙｃｅｅ研鑚塾を開校し、人間のパワー、
センスを磨くことを提案をされました。

研鑽塾は開校していませんが、研修事
業は毎年実施されています。

これから求められるリーダー、あるいは変革の能
動者としてのリーダーシップやマネージメント能
力を学んでいくことは重要なことです。沢山の団
体がセミナーを開催していますが、「ＪＣだから
できる」セミナーの開催が必要です。

徹底した議論の場の
創設により、
Ｊａｙｃｅｅの
活性を図ろう

上下の関係なく議論を闘わせることで、意識変化の土
壌を築き、メンバーの意見が飛び交う“エキサイティ
ングフォーラム”の創設を提案されました。

意識変化の土壌は形成されているもの
の、委員会の垣根を越えた議論の場が
ないのが現状です。

青年としての特長を活かし、新たなことに挑戦し
続ける団体であるためにも前向きな意見が飛び交
う組織になる必要があります。

～政治関与への可能性～

ファシリテーター
（促 進 者 ）としての
青年の責任を自覚しよう
～ふくやま青年フォーラムの可能性～

10
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第５章

これからの日本・福山の方向性

２．
“ 公 ( おおやけ ) の個 ”「第３章 基本理念」でも
述べましたが、青年会議所は、
ＣＤ・ＬＤをする団体だと言

おおやけ

～繋がり・公の個・飛躍～

われてきました。これからはＣＤ・ＬＤと併せて人間力開

私たちは「明るい豊かな社会の実現」に取り組む団体で

いて活動することが重要であると考えます。私たちの理念

す。本未来ビジョンの第２章では現在の社会情勢と目指す

である「明るい豊かな社会の実現」を目指し、社会変革を

べき未来について、第３章では青年会議所の理念について

実現していこうとする私たち青年会議所は、変革を実行し

述べました。２００１年に策定された「ＪａｙＣｅｅの本

ていく人間の力に着目するべきです。自らの力で積極果敢

懐」では、福山青年会議所および会員の本意とあるべき姿

に社会変革運動を実践できる総合的な力を有する、そのよ

について言及しています。上記を踏まえ、これから１０年

うな人間力の開発に取り組むべきだと考えます。人間力の

の福山青年会議所はどのような取り組みを推進するべきで

開発運動を、青年会議所メンバーのみを対象とするのでは

しょうか。キーワードになる３つの言葉を提唱します。そ

なく、市民にも広げていきましょう。この取り組みによっ

れは、
“ 繋がり ”
、
“ 公の個 ”
、
“ 飛躍 ”です。

て、今まで“ 私 ( わたくし ) の個 ”が優先されてきた社会

発（Ｈｕｍａｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）にも重きをお

から脱出することができるのです。
「古き良き日本に回帰
１．
“ 繋がり ” 私たちの理念である「明るい豊かな社会の

することができる」と言った方が適切かもしれません。決

実現」を成すためには、その地域に住む市民が共通の認識を持

して“ 私の個 ”を否定するのではありません。
“ 私の個 ”

つことが不可欠であると考えます。そのために、私たちの運動

も大事ですが、大前提として“ 公 ”がなければならないと

を市民に広めていきましょう。組織の理念、運動を広く発信す

考えます。この“ 公の個 ”があって、その範囲内での“ 私

る取り組みを行っている団体が私たち青年会議所の他にあるで

の個 ”を主張するのは人として道理のことです。しかし、

しょうか。それができるのが、私たち青年会議所です。共通認

その“ 私 ”が“ 公 ”の先にきている現在の社会では「明る

識を広めるためにも、市民との“ 繋がり ”をもち、市民との絆

い豊かな社会の実現」を期待することはできません。
“公”

が強固なものとなるよう行動しましょう。そのために、地域の

の中に存在してこそ“ 個 ”という存在が認められる社会、

ネットワークづくりを提案します。福山青年会議所には５０年

周りの人に思いやりの心を持って接することができる、そ

の歴史があり、卒業された先輩も含めると７００名以上ものＪ

んな“ 公の個 ”が溢れる社会をこれからは目指していきま

ａｙｃｅｅが福山市に在住しています。その数を考えると、

しょう。

それぞれの地域に一人は福山ＪＣに関わった人がいるのでは
ないでしょうか。この人脈を活かし、福山ＪＣでそれぞれの

３．
“ 飛躍 ” これは、運動を展開する組織としてのキー

地域を結ぶネットワークを構築することができるはずです。
Ｊ

ワードになります。２０１１年、福山青年会議所は創立５

Ｃで学んだ経験と知識を活かし、地域間の連携や経験の

１年目を迎え、新たな半世紀の幕が開けました。これまで

共有を図るのです。各々が生活する地域においてＪＣで

諸先輩方が築き上げられた歴史を大切にし、経験と知識を

学んだ知識を活かすことで地域の活性化が図られます

踏まえ新たなる活動・運動を展開する志が、いつの時代に

が、更に地域が繋がることで福山市のボトムアップに繋

おいても必要です。今までの活動・運動を継承しつつ、更

がるはずです。そのような地域のネットワークで市民を

なる高みへの挑戦をする時だと考えます。

繋ぎ、福山のまちの活性化を実現しましょう。
12

青年会議所は世界にネットワークを持っている団体で、
13

世界各地で実施されている運動をＡＷＡＲＤから学ぶこと
ができます。
ＪＣＩ・日本ＪＣが推進する運動の中に、福
山の地においても展開できる運動があるはずです。
ＡＷＡ
ＲＤにエントリーされる多くの事業を検証し、新たな切り
口での運動展開の可能性を探りましょう。現状に満足する
ことなく、常に先を見据え、希望と夢に満ちた地域を実現
するために果敢に挑戦し続けてこそ、青年会議所なのです。
“ 繋がり ”
“
、 公の個 ”
“
、 飛躍 ”を未来ビジョンのキーワー
ドとして、今後の「まちづくり」
、
「ひとづくり」
、
「組織づ
くり」の３つの分野で具体的な行動提案を次章に記します。

これからの福山ＪＣの方向性

明るい豊かな社会

第６章

" 飛 躍"

積極的に

高みへの挑戦
組織づくり

"繋がり"

取り組み

"公の個"

市民との強い絆
まちづくり

思いやりの心
ひとづくり

市民に広げる運動
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具体的な行動提案

１節

輝くまちづくり

い、私たちと若手行政マンが同じ時間を共有し、価値観や
考え方の意思統一を図り、次世代へ繋がる人間関係を構築
することで、市民・諸団体・企業と行政が繋がったまちづ
くりが可能になると考えます。

１．行政との連携の強化
私たち青年会議所は、
「明るい豊かな社会の実現」を目
指している団体です。その団体が、行政の取り組んでいる
ことに理解を示さずして、明るい豊かな社会を実現できる
のでしょうか。
「行政にしかできないこと」や「民間でも
できること」があり、青年の視点で私たちにしかできない
取り組みを実践しましょう。私たちが推進するまちづくり
は、地域で生活する市民がみんなで取り組んで初めて形と

恐れることなく
提言する

行政の描くビジョン
を把握する

＋
若手行政マンとの
交流・連携

なるものです。真のまちづくりを行うために、まず私たち
が、行政はどんな取り組みをしているかをしっかり理解し、
行政との協働はもちろんのこと、民間の力を最大限発揮で
きる活動・運動があるのか検証しましょう。

２．自立した福山の確立
中央に頼り過ぎない、自立した地方自治を実現するため
には、地域住民が責任ある自治意識を持つことと、積極的

福山市は第四次福山市総合計画（前期基本計画）で“ 拠

に社会に参画できる仕組みづくりが必要です。地域主権を

点性 ”と“ 求心力 ”の二本柱を掲げています。この取り組

確立するためには、
「自分たちのまちの課題は自分たちで

みがどのようなものか、私たちに何ができるかを考えま

解決する」ことのできる自立した社会の構造を創り出すこ

しょう。そして、行政の方針が私たちの思い描いている方

とが求められています。行政の取り組みをはじめ、地域の

向性と異なっていると判断すれば、恐れることなく提言し

課題解決に関心のある市民が、まちづくりに積極的に参画

ましょう。提言という行為は否定するためにあるのではな

できる場を、私たちが創っていきましょう。市民がまちの

く、より良い結果を導き出すために存在しています。青年

将来像を描き、自らが責任を持って決断し、創意工夫と活

としての柔軟な発想で、失敗を恐れず行動しましょう。

力をもって実行できる福山を目指しましょう。

提言をはじめ、私たちの考えを行政に伝え、検討課題と

そのためには、まず私たち青年会議所が、現在の行政シ

して取り上げてもらうためには、行政と青年会議所との信

ステムを理解しなければなりません。行政の仕組みを十分

頼関係の構築が必要です。福山青年会議所ではこれまでも

に理解した上で、行政・市民それぞれの役割の重要性を市

信頼関係の構築に努めてきましたが、今後は私たちＪＣマ

民に発信し、自立した地方自治へ向け、市民の責任ある自

ンと若手行政マンとの連携を考える時ではないでしょう

治意識を高めていきましょう。また、多くの市民が福山の

か。福山のまちは市民みんなで作るという意識を築くため

まちの未来について議論し参画できる場を設けましょう。

に若手行政マンとの連携や勉強会、交流会の実施が重要だ

市民の声を反映させる仕組みとして、市民討議会や選挙に

と考えます。２０１０年、２０１１年に実施された「福山

おけるマニフェスト型公開討論会（投票行為＝市民の声）

うずみ」の取り組みにおいて、
「福山きらりプロジェクト」

を開催するのです。行政に対しより公平かつ明瞭に市民の

に携わる行政マンとの交流が始まりました。このような交

声を反映できる場を創り出すことにより、活力溢れる福山

流を定期的に、そして単年度制の壁を乗り越え継続して行

を実現できます。

16
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まちの人々の心を繋げるために、福山青年会議所が地域

なり、速やかに実施することが可能となります。

の先頭に立って福山のまちの未来を語り、市民とともにま

祭を更に発展させるために、各団体との連携を強化する

ちづくりを実施していくことで、次代に誇れる自立した福

ことと併せて、企画段階から市民が積極的に参加できる、

山を確立しましょう。

つまり市民の声を反映した祭の構築を進めていくべきで

市民の声を反映させる仕組みの一例
□市民討議会

□マニフェスト型公開討論会

・無作為抽出：公平無作為に討議参加
候補を抽出する。
・参加者への有償：報酬のある
「仕事」
として行う。
・専門家からの情報提供：専門家や行
政から討議の基礎となる情報を提供
してもらう。
・討議、投票、合意：少人数で討議を
行い、討議ごとにメンバーを変え、
結論に投票を行う。
・提言の公開：結果を「提言書」とし
てまとめ、マスコミを通じて広く公
表する。公開することで公正、公平、
信頼性を確保できる。

・公職選挙法に基づいて討論でき
るようにする。
・選挙に際し、政治的に中立な組
織による運営の下で行われる。
・機会の公平が完全に保たれるよ
うに細心の配慮を行う。
・立候補予定者がそれぞれ有権者
に向けて提示する「マニフェスト」
に着目し、これを題材として具
体的な政策論議に重点を置いて
実施される。

す。
祭はまちづくりであり、歴史や文化を継承することでも
あります。その祭を市民の手によって創り上げていくこと
の重要性を理解してもらうために、市民がより祭に参画し
やすい体制づくりを行っていきましょう。
市民が集う「祭」という機会を通じて市民の意識を変革
し、輝くまち福山を実現しましょう。

福山の祭
・ばら祭
・福山夏まつり
・秋祭
（グルメフェスタ）

ＪＣと他団体との
連携を強化
企画段階からの
市民の参加

祭の
活性化

３．祭への関わり方
福山青年会議所から「福山祭企画実行委員長」を輩出す
るようになってから２０年以上が経ちました。最近は、行
政と民間との協力体制が確立され、祭が市民に近づいてき

４．安心・安全なまち福山の創造

たように感じます。一方で、解決が待たれる課題もありま

２０１１年３月１１日、東日本大震災の発生により、日本

す。例えば、前例のない企画に対しては、積極的な対応が

は未曾有の国難に直面しました。瀬戸内地方は、災害が少

望めないという現状があります。行政の立場からすれば当

ない地域ではありますが、一瞬にして尊い命が奪われる大

然のことではありますが、祭を発展させていく上で障壁と

災害が発生する可能性はゼロではありません。そのような

なっていることは否定できません。この課題をクリアする

災害に対して、私たち福山青年会議所が率先して民間レベ

ためにも、私たちにはより多くの団体との連携が必要です。

ルでの防災対策を検討し、災害を防止・軽減するための提

福山ＪＣには卒業後、様々な団体において活躍されている

案を行政にしていくことが必要ではないでしょうか。また、

多くの先輩がいます。まずは先輩との連携を深めることが

行政への提案にとどまらず、市民に対しても発信を行い、

他団体との連携を構築する上で非常に有効な手段ではない

日々の生活の中で防災に対する意識を定着させることにも

でしょうか。連携を深めることにより、福山ＪＣが考える

取り組みましょう。行政の対策に任せっきりにするのでは

取り組みに対し、他団体の経験と知恵を加えることができ

なく、市民と行政とが繋がり、協働することで防災力の向

ます。各団体が得意とする分野において力を発揮すること

上を目指しましょう。この大震災を契機として、安全・安

で、企画の内容も非常に精度の高いものとなります。その

心なまち福山を実現するために、今後この問題に取り組ん

結果、行政をはじめとする関係機関の理解も得られやすく

でいく時だと考えます。
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今回の大震災では、ボランティアや支援物資は用意され

るのに有効な方法の一つであると考えます。また、大会を

るが、本当に現地の人が必要としているものが伝わってい

主管することはＬＯＭが一つの目標に向かい団結できる機

ないという問題がありました。その課題を解決するために、

会でもあります。各種大会を開催することは、行政や他団

福山ＪＣが中心となってボランティアセンターの立ち上げ

体、そして市民との連携による究極のまちづくりです。

を有事の時に速やかに行える体制づくりをしておくことが

大会を誘致するにあたり、日本ＪＣへの出向は大変重要

重要です。また、そのボランティアセンターに地域のニー

になってきます。先輩方が築き上げられた信頼があるため、
私たちには出向の機会が多くあり、そのチャンスは福山ＪＣ
メンバーに平等に与えられています。出向はＬＯＭでは体験
できない成長の機会を与えてくれるとともに、外の世界を見
てはじめて福山の価値を再発見させてくれます。出向先で学
んだことをＬＯＭに持ち帰り、メンバー全員で共有すること
で、
ＬＯＭとして更なる高みを目指しましょう。また、出向
先において存分に活躍することで、福山青年会議所に対する
確かな信頼に繋げ、大会誘致を実現しましょう。

ズが集約できるように地域内におけるボランティアのネッ
トワークづくりも併せて構築する必要があります。日本青
年会議所でもすでに災害支援活動推進プログラムがあり、
外との連携についてはそれを活用することも一つの方法で
す。そして、そのネットワークの構築を行政と連携して進
めていく必要があると考えます。
市民・諸団体・企業の防災意識の向上とネットワークの
構築により、安心・安全な福山を創っていきましょう。

安心・安全なまち福山の創造に向けて
1 ボランティアセンター立ち上げ
2 ボランティアのネットワークづくり
3 日本 JC との連携、行政との連携

５．各種大会誘致への取り組み

各種大会誘致がもたらす効果
1 市民に対するＪＣ運動発信の千載一遇の機会
2 大会成功に向けて行政と他団体との連携が深化
3 誘致活動にあたっての日本ＪＣとの連携強化に
よるメンバーの資質向上
4 福山の魅力の発信

２０００年に第４９回全国会員大会 福山大会を主管し
てから、１１年が経過しました。
「ＪａｙＣｅｅの本懐」

究極のまちづくり

でも全国会員大会の検証が行われています。８年間にわた
り準備を行い、夢のような大会を多くの試練を乗り越え現

６．世界平和の実現に向けて

実のものとし、大成功に終え、多くの成果を得ることがで

２００６年英国国立レスター大学の調査によると日本の

きました。全国会員大会を通して、
ＬＯＭ内や近隣ＬＯＭ

幸福度は世界で９０位となっています。他の項目にもあげ

および日本ＪＣとの連帯感・絆が深まりました。また、事

ているように、まだまだ日本で取り組む課題はありますが、

業運営能力および意識、資質の向上、まちの魅力の再発見

今の日本は不自由なく生活できる水準にあると思います。

と再認識、福山の魅力の発信、行政や他団体との信頼構築、

一方、外に目を向けてみると世の中では、多くの問題を抱

ＪＣ運動の発信など多くを学び、大会主管を通して全メン

えている国・人々がまだまだ沢山あります。恒久的な世界

バーが「体感」
「共感」することができました。

平和の実現のためには、私たちが地球上に存在していると

２０１１年、第６６代ＪＣＩ会頭として原田憲太郎君を

いうことを念頭に置いて、未来に責任を負い、あらゆる

輩出し、
「国際の機会」を通して学んだ福山青年会議所だ

事柄を自分の事として捉え、平和に対して何ができる

からこそできる大会を誘致することは、福山をアピールす

かをしっかりと見据えて行動していく必要があります。
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福山青年会議所は日本人として４人目の国際青年会議所の

２節

美しいひとづくり

会頭を輩出したＬＯＭです。福山の地において、世界平和
の実現に繋がる運動を展開することの重要性を理解してい
るＬＯＭです。
ＪＣＩ会頭輩出年度特有の事象として捉え
るのではなく、これからも積極的に「ＯＭＯＩＹＡＲＩ運

１．日本人の価値観再発見
日本人は「見えているものの後ろに見えないものがある」

動」に取り組んでいきましょう。相手の立場に自分を置き

という考え方に基づいた価値観をもっていました。
「思い

換えて、
互いを受け入れる「ＯＭＯＩＹＡＲＩの心」を持っ

やりの心」
、
「利他の精神」
、
「多様性を受け入れる」
、
「進ん

て行動し、その精神を身近な人々から全世界に広めること

で新しいものを取り入る」といったことを大切にしてきま

が重要だと考えます。

した。最近はどうでしょうか。戦後私たちが持っていた価

２０００年９月に国連は、世界の諸問題を２０１５年ま

値観は徐々に失われ、個人主義、拝金主義に基づき、権利

でに解決するべく、８つのミレニアム開発目標を設定しま

ばかりを主張する人、地域社会に無関心な市民が増加した

した。
ＪＣＩではミレニアム開発目標の６番目と８番目の

ように感じます。

項目に取り組んでおり、その運動としてマラリア撲滅運動

無関心な市民の増加は、福山にとって決してプラスでは

「ＪＣＩ Ｎｏｔｈｉｎｇ ｂｕｔ Ｎｅｔｓ」と「グロー

ありません。例えば、市民の声を反映したまちづくりの推

バル・コンパクト」を推進していますが、これからも福山

進を困難なものとします。この課題を解決するためには、

ＪＣで取り組んでいきましょう。また、その他の項目に対

福山のまちで起こっている問題は私たち一人ひとりに関わ

しても、福山で取り組める運動の可能性を検討しましょう。

る身近な問題だという意識と、主体的に福山を良くしよう

国際の機会をいただいた福山ＪＣだからできることが必ず

という意識やまちづくりに関わる意識を醸成する取り組み

あるはずです。福山青年会議所創立趣意書にある「人類の

が必要なのです。その意識を醸成し、まず市民に市政や選

平和的幸福を達成することを目的とする」という一文を忘

挙へ関心を持ってもらうために、まちづくりに関わること

れずに、今一度、世界に目を向けて行動しましょう。

の必要性を発信していきましょう。

ＯＭＯＩ
ＹＡＲＩの心を携えて
国連ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）

ＪＣＩ Ｎｏｔｈｉｎｇ
ｂｕｔ Ｎｅｔｓ
マラリア撲滅運動の一環
として、殺虫効果のある
蚊帳をアフリカの家庭に
送り、子供たちの命を救
うキャンペーン。

①極度の貧困と飢餓の撲滅
②普遍的初等教育の達成
③ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上
④乳幼児死亡率の削減
⑤妊産婦の健康の改善
⑥ＨＩＶ/エイズ、マラリア
その他の疾病の蔓延防止
⑦環境の持続可能性の確保
⑧開発のためのグローバル・パートナー
シップの推進

国連グローバル・コンパクト
ＣＳＲの基本原則１０項目に賛同し、各 企 業 が 責 任 あ る 創 造 的 な
リーダーシップを発揮することによって、社 会 の 良 き 一 員 と し て
行動し、持続可能な成長 を 実 現 す る た め の 世 界 的 な 枠 組 み 作 り に
参加する自発的な取り組み。
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その取り組みとして、福山が抱えている問題がどのよ
うな形で私たちの生活に及んでいるかを発信していきま
しょう。私たち市民が声をあげることの必要性を理解し
てもらい、今自分たちに何ができるかを考え、行動に移
すために、福山市の課題に対する研究・活動結果を発信
し、市民の意識変化に繋げましょう。
市民一人ひとりがまちに対して関心を持つことにより、日本
人が本来持っていた価値観を取り戻し、自らの手で課題の解決
に向けて福山のまちを動かそうとする運動に繋げましょう。
日本人の価値観

取り戻すために

「思いやり」
「利他の精神」 様々な取組が必要だが

市政・選挙に対しての
取り組みを実施
23

まちに関わる
意識の醸成が重要
そのために

です。また、まちづくりと同じく教育行政の方針を十分に

２．日本国憲法への取り組み
現在の日本において多くの国民が国家を意識しなくなっ
たことが最も問題となっていることだと考えます。自己中
心的な意識から生まれる公を軽んじた考えは、国民として

理解した上で、必要な青少年育成事業を実施しなくてはな
りません。
日本の歴史を正しく学ぶこと、そして福山のまちの歴史・

の意識を低下させ、国家国民の尊厳を失わせるとともに、

文化を学ぶことは、自国に「誇り」を持つことに繋がり、

関心が薄いとされる国民層を作り出します。国民の規範は

福山のまちへの「愛着」を育むことになります。誇りと愛

憲法であることを一人ひとりが踏まえ、確かな秩序を築く

着を持つことができれば、真剣に日本・福山のまちのこと

ために、日本のあるべき姿を自らの意思で描き、国家に対

を考えて行動することのできる、まさしく、次世代を担う

して主体的な考えを持つ国民が求められているのではない

青少年の育成に繋がります。

でしょうか。

私たちが行っているグリーンリーダーズスクール（ＧＬ

そこで、これからは福山青年会議所も憲法について取り

Ｓ）は「次代のリーダーを育成する」という目的でリーダー

組む必要があると考えます。今の私たちでは、この取り組

シップを育成している事業です。
「ＪａｙＣｅｅの本懐」

みに対応できるほどの知識が足りているとは言えないかも

にも提案されていたように、事業の柔軟性に対して本気で

しれませんが、日本青年会議所では２００４年からこの取

取り組むことを今一度提案します。３０年以上にわたる長

り組みに対して積極的に議論し、様々な運動を展開してい

い年月を経て事業の内容も充実しましたが、
ＧＬＳの事業

ます。そこで、日本ＪＣや他団体が行う憲法に関する事業

内容の継続性や発展性と、事業名称の継続的使用とを分け

に参加し情報収集を行い、私たちが憲法について学び議論

て考える必要があると考えます。この提案が１０年前にさ

していきましょう。

れましたが、
ＧＬＳ事業の柔軟性を広げるまでには至りま

その上で、市民に対して、憲法が自分たちの日常生活に

せんでした。将来の日本・福山のことを本気で考えるなら

どのように関わっているのかなど、私たち一人ひとりが幸

ば、勇気と情熱を持って決断する時なのです。現在運営さ

せについて考える中から日本のあるべき姿を描けるような

れているＧＬＳを大切にしながら、これからの日本を背

憲法セミナー等を開催し、憲法と向き合う機会を創出して

負って立つ次世代のリーダー育成に特化した新たな事業を

いきましょう。そうすることにより、
“ 公 ”を重んじるひ

展開していきましょう。

とづくりを目指しましょう。
福山 JC
学び・議論

新たな事業を考える際には、私たちのまちの外に目を向

中立的な立場で
市民に発信

社会や国に
関心ある
美しいひとづくり

けることも排除してはなりません。外に目を向けることは、
多くの気付きを与えてくれます。例えば、
ＪＣが持つネッ
トワークを活かしましょう。他ＬＯＭが取り組んでいるこ
とを学ぶことも大事ですし、他ＬＯＭと連携し、一緒に事

３．青少年育成への取り組み
子供・若者は日本の、更には世界の未来を担う存在です。
これからの時代を担う青少年育成にあたっては、地域レベ
ルでの取り組みが必要です。教育は「国家百年の計」と言
われるほど重要なことです。私たち青年会議所は教育者の
集まりではありませんが、私たちにできる教育があるはず
24

業をすることにも挑戦しましょう。グローバル化が一層進
むと予想される将来のことを考えると、子供のうちに諸外
国と接する機会を持つことは重要です。先に述べた「世界
平和の実現」にも繋がるものと考えます。
また、子供たちを取り巻く環境が急激に変化しています。
社会に対応できる青少年を育成するために、新たな価値観
25

を導入しましょう。例えば、徳育や食育などです。そして、
青少年育成事業と併せて、親にも参加してもらい親学など
といった取り組みも有効であると考えます。

新たな青少年育成の可能性
□ＪＣの持つネットワークを活かす
●他団体

●他地域

●諸外国

「青年会議所らしい」資質向上事業が実施されることを期
待します。
１０年後の世情を考えたとき、社会構造のグローバル化は
ますます進行していると予想されます。それに伴い、私たち
が受け取ることのできる情報量も膨大なものとなります。こ
れからは世界中にネットワークを持つ青年会議所のメリット
を活かし、グローバルな視点を持って行動しましょう。

□新しい価値観の導入
・徳育 豊かな心をもち、人間としての生き方の自覚を促し、道徳性を

育成することをねらいとし、道徳的習慣などの日常の基本的行
動様式が身につくように育成・発達を促すこと。
・食育 様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を
習得し、
健全な食生活を実践することができる人間を育てること。
子育ての責務やその
・親学 子供にとって親はどうあるべきかを考え、
楽しさなどについて学ぶこと。

一方、地域に目を向けると、これからは福山青年会議所
だけで行動するのではなく、他団体との連携が重要になっ
てくると考えます。他団体と協力して事業を行う場合、団
体固有の考え方の相違により、私たちの常識とは異なる手
法や解釈を要求されることもあるでしょう。様々な価値観
を有する団体と一緒に行動することで、一人ひとりが持つ

４．資質向上への取り組み
「まちづくり」
、
「ひとづくり」
、
「人間力開発」等、何か
に取り組む上では、それを牽引するリーダーが必要です。
青年会議所で事業を進める上でもリーダーは不可欠な存在
であり、リーダーの育成なくして私たちが目指す社会を実

魅力を活かせる青年経済人としてのマネージメント能力を
磨きましょう。私たちの理念は変わることはありませんが、
目的を共有できる他団体との連携を資質向上の機会と捉
え、臆することなく挑戦しましょう。

こんなリーダーを目指せ！

現することはできません。
私たちＪＣメンバーは青年経済人であり、メンバーはそ
れぞれの企業の若手リーダーでもあります。
ＪＣは「社会
性」や「品格」
、
「知性」といった地域のリーダーとしての
素地を養うことができる修練・研修の場となってきました。
私たちが行う事業を通して、社会人としてのマナーや、組
織を運営する上で不可欠なリーダーシップを身に付け、自
らの会社、あるいは地域に持ち帰り活かすことで、地域の
発展に繋げることができるのです。
｢明るい豊かな社会の実
現｣のためにも、変革の能動者としてのリーダーシップを
学んでいくことが重要です。
これからは、青年会議所のネットワークを活かし、他Ｌ
ＯＭが取り組んでいる多くの資質向上プログラムを福山Ｊ
Ｃでも実施していきましょう。また、各種大会において、
開催される多くのプログラムに積極的に参加しましょう。
資質向上に関する取り組みは、青年会議所以外の団体にお
いても行われており、研修を生業としている人もいますが、
26

●グローバルな視点を持ったリーダー
国際感覚を身につけよう

●情報化社会に対応したリーダー
情報に対して鋭い感性を持ち、ネットワークを確立しよう

●様々な価値観を持つ人を導くリーダー
一人ひとりの持つ「魅力」を活かそう

５．会員交流の強化
会員の交流を通して友情や信頼が得られ、私たちの絆も
強くなります。新たな発想や大きな力を引き出す原動力と
なり、事業にも広がりが出てきます。また、特別会員との
交流の中から過去の事業を学ぶこともできます。諸先輩か
ら歴史を学び、経験や知恵をいただくことで、活力ある事
業へ繋がるのです。会員交流事業をより意義深いものとす
るために、現役会員同士の交流はもちろんのこと、特別会
員との交流をしっかりと行う必要があります。現役会員と
特別会員の交流の場として新年互礼会、納涼会、忘年会と
27

いった事業がありますが、事業とは別にＯＢ会役員と現役

れからの青年会議所運動の大きな特徴になるのではないか

会員役員が出席し、意見交換を行う場を定期的に設けては

と考えます。

どうでしょうか。この意見交換の場は、特別会員と現役会
員の絆をより強固なものにしてくれると考えます。

福山青年会議所は、浦項ＪＣと姉妹ＪＣとしての縁組を
結んでから、２０１２年に２０年の節目を迎えます。これ

青年会議所は４０歳までの青年の集まりで、柔軟な発想

までに浦項ＪＣと友好関係を築いてきましたが、互いの都

と想像力を活かした提案をし、実行していく使命がありま

市を訪問し絆を深めるだけでなく、調印書にも記載してあ

す。様々な新しい事業を計画する際、
私たちの力だけをもっ

る“ＪＣＩ信条に則り、経済・文化の交流を通じて両国間

て成し得ることが困難な場合があります。その問題をクリ

の理解を深めるための努力をすると同時に、両都市の発展

アするためには、他団体の協力・連携が不可欠です。市民

に貢献してＪＣ運動を通じてすばらしい指導者になるため

の価値観・ニーズが一層多様化する中で、ますます他団体

の努力をすること ”を今一度認識して交流していきましょ

との連携や協調が求められる時代になっています。他団体

う。国の枠を超え共有できる目標、例えば「世界平和の実

から協力を得るためにも、特別会員との信頼関係、そして

現に向けて」で述べた「ＪＣＩ Ｎｏｔｈｉｎｇ ｂｕｔ

絆を強化しましょう。福山青年会議所には、５０年の歴史

Ｎｅｔｓ」や「グローバル・コンパクト」を双方が取り上げ、

があり、多くの卒業生がいます。その卒業生は、卒業した

互いに取り組む。姉妹ＪＣが力を合わせて世界平和を推進

後も様々な団体に所属し、地域社会の発展のために活動し

するというモデルを構築できれば素晴らしいことです。姉

ています。その福山ＪＣの歴史を活かし、特別会員との信

妹ＪＣとしての関係をより深化させ、互いが全世界に発信

頼関係をより深化させた後に協力を求めれば、快く応じて

していくことで、国際的なネットワークを活かすことがで

いただけることでしょう。より幅広い課題に対応するため

きるのです。

にも、福山ＪＣのＯＢ会との連携を強化していきましょう。

現役＋OB

絆

過去の事業を
学ぶ
他団体との
連携促進

また、新たな国際交流の可能性についても検討しましょ
う。
世界には、
アジア・アフリカ・中東・北米・南米・欧州と様々

活力ある
事業へ！

なエリアがあり、文化も違えば考え方、抱えている問題も
異なります。その違いを知り、研究することから得られる
ものが必ずあるはずです。そして、交流を重ねることは私
たちの愛する福山を世界各地に向けて発信することにも繋
がっていくのです。互いの国、地域にプラスの影響を与え、

６．国際交流への取り組み
あらゆる分野において今後もグローバル化が進む中で、
これからの時代のリーダーは、今以上に国際的視野を持つ
必要があります。 国際青年会議所（ＪＣＩ）は、世界１
００ヶ国以上、約５，０００の地域におよそ２０万名の現

受け取ることのできる幅広い国際交流に取り組んでいきま
しょう。
「世界の中の福山」という視点を忘れずに。
ONAL EXCH
NATI
AN
ER
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T
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役会員を有し、国際的な連携をもって活動しています。世
界最高の国際的なネットワークを持つ団体の一つであるＪ
ＣＩ、この組織の一員であるメリット（情報量、人材、ア
イデアなど）を活かし、質の高い事業を展開することがこ
28
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３節

澄み切った組織づくり

り運動が発信される」
。双方とも正解です。会員拡大が先か、
運動発信が先か、明確な回答はありませんが、
ＩＴやメディ
アと上手に向き合いながら、１年間通して会員拡大を実践

１．福山青年会議所の活動・運動の発信

することで、青年会議所の運動を発信しましょう。

現在のように情報伝達手段が発達した社会では、様々な
方法で情報発信を行うことができます。
ＩＴを利用するこ
とと併せ、より幅広く私たちの運動を発信するためには、
会員拡大活動が重要だと考えます。会員拡大活動を通じて、
私たちの理念を一人でも多くの方に理解してもらえば、
「明
るい豊かな社会の実現」に近づくはずです。
ＨＰを利用し

これからの会員拡大のポイント
●１年間を通しての拡大
●女性会員の拡大
●対象年齢（２０～３６歳）
以外にも目を向けること
（向上心の強い大学生ｅｔｃ）
●他団体（ＮＰＯ）への拡大

メディアの
力を活用

JC

ての発信と併せ、人と出会い直接訴えかけることにより、

メディア

ニーズ

市民

私たちの想いをより力強く伝えることができます。素直な
気持ちで私たちの活動・運動を伝えることを心がけましょ
う。

２．理事の資質向上への取り組み
年間事業計画に従い組織を円滑に機能させ、個々の事業

会員拡大を考える時、対象者をもっと広い視野で見るこ

の開催目的を達成するために、福山青年会議所の役員であ

とが必要です。例えば、学生との接点から、次世代のＪＣ

る理事者の資質向上を図ることは、欠かせない取り組みで

マンに繋がる拡大もあるでしょうし、４０歳以上の人でも

あると考えます。理事者が理事の責任を十分に認識し活動

知り合いの中に対象者がいるかもしれません。青年会議所

することは当然ですが、その資質を向上させるため、組織

に対して理解をしてもらえれば必ず会員拡大に繋がりま

的な仕組みを作ることを検討しましょう。組織に良い刺激

す。また、他団体との連携から、他団体に所属している人

を与えることのできる継続可能な仕組みを構築すること

がＪＣに入会することも考えられます。全ての市民に対し

は、組織の発展に欠かせないことです。

て私たちの運動を積極的に発信しましょう。

理事の資質向上への取り組みとして、次年度理事候補者

運動を発信するにあたり、メディアの力を活用すること

の立会演説会を提案します。現在も、全体会議や総会にお

は、これからも取り組んでいくべきです。２０１１年には

いて事業計画を説明する場面がありますが全メンバーの立

メディア懇談会を開催しました。この取り組みは、私たち

会のもと、より進化させた場を創り出すのです。理事立候

の運動をメディア関係者に知ってもらい、幅広く市民に発

補者として「まちづくり」
、
「ひとづくり」
、
「組織づくり」

信してもらうことを狙ったものです。そして、メディアと

などについて、自らの考えをはっきりと示すことができな

上手に付き合う方法を考えましょう。メディアは市民目線

ければ、理事の責任を果たすことはできません。立会演説

で収集した情報を大量に有しています。その情報は、私た

会に臨むにあたり、理事候補者自身がこれまでの福山ＪＣ

ちに新たな発想や気付きを与えてくれるとともに、私たち

の取り組みを理解し、地域社会が抱える課題を知り、自ら

の事業を地域に根差した運動へと導いてくれるはずです。

が考える課題の解決策を導き出さなくてはならない立会演

この取り組みを行うことで、私たちＪＣと市民、そしてメ

説会の開催は、理事の資質向上を図る上で有効な手段であ

ディアの新たなる関係が構築されるのです。

ると考えます。また、自身の「考え」
、
「想い」をメンバー

「運動の発信により会員が拡大する」
、
「会員の拡大によ
30

に伝えようとする努力を通じ、大幅なプレゼンテーション
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能力を向上させることができます。この能力は、事業計画

事業に対しての背景の分析、事業構築が正しかったのか

書の作成、理事会における議案上程、委員会運営等、幅広

という視点が必要であると考えます。
事業実施後の効果や変化といった調査分析が大切なことは

い面でプラスの効果をもたらします。
そして立会演説会の開催は、全てのメンバーにとっても

言うまでもありませんが、今後は市民が望んでいること、ま

福山ＪＣが実施する事業、組織の在り方について考えるこ

ちに不足しているもの、強化を要するもの、という調査分析

とのできる貴重な時間となるのです。次年度理事候補者は

がしっかりと行われていたかの検証も実施しましょう。事業

準備段階においてメンバーに意見を求めることでしょう。

実施前の調査分析を綿密に行い、隠れたニーズ、今まさに課

メンバーが、演説会期間を通して立候補者とともに学ぶこ

題となっている事象の掘り起しに注力することで、確かな事

とによって、メンバーの資質が高まることも期待できます。

業実施後の検証へと繋げましょう。

地域社会の理想像を描き、演説期間中における議論を通し

そして、事業実施後の取り組みとして、担当委員会のみで

て培った友情のネットワークを手にしたメンバーによっ

事業の効果や対象者の変化を分析するのではなく、客観的な

て、力強い青年会議所運動が展開されることを期待します。

視点で検証を行いましょう。例えば、
担当外委員会による違っ

立会演説会

①普段からの取り
組みが変わる
②勉強する

LOM 全体の
活力が上がる

た角度からの事業の検証は、有効な手段であると考えます。
この検証方法を取り入れることにより、１委員会完結型の事
業をＬＯＭ全体での取り組みとすることができます。また、
外部の協力を得て実施した事業については、必ず協力者に

これ からの
まちづくりは ・・・

よる検証が必要です。第一歩として、協力者による検証結
果を個別の事業報告書に反映する仕組みを作りましょう。外
部協力者の意見から得られるものは多く、その議論から新た
な発想や事業構築の鍵となるアイデアも浮かんでくるはずで

なるほど！

あ
ちょっと違うな

す。
ＡＷＡＲＤへのコミットも重要だと考えます。
ＡＷＡＲＤ
とは、
ＬＯＭが実施する事業が青年会議所の掲げる運動の方
向性と一致しているかを確認できるシステムです。
ＡＷＡＲ
Ｄに申請することで、私たちの運動の検証に繋がるのです。
青年会議所の事業は「実施すれば終わり」ではありません。
分析・検証の取り組みにも力をいれて行動していきましょう。

３．事業の検証システムの構築
事業実施までのプロセスとして、ある事業に対して
背景があり事業の目的が設定され、その目的を達成す
るために最適な手法を選択し、実施内容を決定します。
そして、事業が実施されますが、その事業に対する検
証を行う上で、何を基準にしたら良いのかが分かり難
くなっていると感じます。事業の検証を行うためには、
32

地域のニーズ
を分析

事業の構築

事業の実施

検証

・分析を十分に行うこと。
ポイント ・構築段階で検証ができるように明示すること。 検証方法＝アンケート

・ＡＷＡＲＤへのコミット。

外部評価

より効果的な事業へ
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４．財政対策
公益法人制度改革に伴い、福山青年会議所は２０１１年度
に一般社団法人格を選択しましたが、この選択をゴールとす
ることなく、これからも福山青年会議所の組織としての在り
方を考え続ける必要があります。２０１３年１２月までに、
公益社団法人格か一般社団法人格を取得しなければ解散とな
る公益法人制度改革のもと、私たちは一般社団法人格の取得
を決議しました。福山ＪＣでは、以前からこの制度改革に対
する多くの取り組みを行ってきましたが、公益・一般とも福
山ＪＣにとって長所・短所があり、未だ正確にこの制度に対
する答えが出ていないのが現状です。
どちらの法人格を取得しようとも「明るい豊かな社会の実
現」を理想として福山ＪＣが運動することに変わりはありま
せんが、
「福山青年会議所としてどちらの法人格が相応しい
のか」について、今後も検討していかなければならないと考
えます。公益法人制度改革は財政対策と密接に関わりがあり、
難しい制度でもあるので、これからも他団体との情報を共有
することによって、私たちがすべき活動に、より取り組みや
すい組織を目指して法人格と向き合いましょう。
組織としてより進化するためには、事業費比率の検証や実施
する事業の見直しも必要です。また、以前から提言されている
収益事業の可能性も探ってみましょう。財政に関する諸課題に
対応するために、専門の役職者や会議体を設置することも検討
すべきです。そして、創立趣意書に記された内容を実行できる
組織を目指し、今後も法人格や財政に関する調査・研究、他Ｌ
ＯＭの動向調査を行っていくことが必要であると考えます。

益法人制度改革という制度の見直しに伴う変更を中心に諸規
程が改正されましたが、２０１１年以前も必要に応じて改正
されてきました。会員数や財政状況は常に変化し、組織を取
り巻く社会情勢も一定ではないことを考えると、現在の諸規
程が時々の社会情勢に合っているかどうかの検証を毎年行う
必要があると考えます。検証した結果、
「変更しない」とい
う結論を得ることもあるでしょう。大切なことは諸規程に完
成形はないことを理解し、その妥当性を常に確認することで
す。諸規程の検証は組織進化の歴史を知ることでもあり、諸
先輩の英知の積み重ねを学ぶことは意義深いことです。過去
になされた諸規程改正に関する議論を十分に理解した上での
改正でなければならないことは言うまでもありませんが、現
状の組織に照らし合わせて妥当か否かを見極めることが重要
なのです。また、諸規程の見直しに対し柔軟かつ迅速に対応
できる体制づくりも重要なことだと考えます。
その体制づくりとして、諸規程に関する議論を定期的に行
える場を設けてはどうでしょう。例えば、各委員会から１名
の委員を輩出し、２ヶ月に１回、あるいは３ヶ月に１回の頻
度で諸規程について議論することを提案します。
そのようなシステムをつくり、今後も諸規程の見直しに関
する議論を継続的に行うことで、未来に繋がる組織の進化を
実現しましょう。
•時代の変化に対応
•過去を学ぶ

そうよね。
昨年想定していた
状況は変わったし。

財政対策
・事業費比率の検証

・収益事業の可能性

毎年検討する
ことにより

昨年も議論したけど
やっぱり変更
した方が ！

・他ＬＯＭの情報収集

５．諸規程の改正
２０１１年度、組織進化推進委員会が中心となり、組織の
将来を見据えた諸規程の改正を行いました。２０１１年は公
34
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澄み切った
組織となる

でも今までは
これでやってきたし、
悩むなあ。

６．飛躍する組織へ
１９６０年に創立された福山青年会議所は２０１０年、５

第７章

おわりに

０周年を迎えました。２０１１年、新たな半世紀の幕開けと
なるこの年に、今後１０年間の指針となる未来ビジョンを策
定することに、大変意義深いものを感じます。
５０年の歳月をかけて諸先輩が築き上げられた福山ＪＣの
歴史と伝統を継承し、更に飛躍するためには何が必要でしょ

「明るい豊かな社会の実現」を目指し、メンバーが心をひ
とつにして、いつの時代も夢を描き、それを実現しようと努
力をする。福山青年会議所だからできること、福山青年会議
所でしか味わえない感動があります。

うか。どんな組織においても、創立からしばらくの間は飛躍

この未来ビジョンは１０年先の世の中を描くために、５０

的に成長しますが、成熟期に入ってからはその成長のスピー

年先の未来にまで思いを巡らせ、議論を重ね、夢を描き策定

ドは減速します。その減速を許さず、常に成長し続ける組織

しました。まだ見ぬ未来を創造すること、真剣に議論を重ね

となるために“ ビジョン ”が存在するのだと私たちは考えま

ること、道標を描き導くことは、未来ビジョンだけに関わら

す。
“ ビジョン ”を理解し、
それを指針として行動した時、
“ビ

ず、
ＪＣ活動・運動において、とても重要なことです。福山

ジョン ”は組織の成長の一助となり、福山ＪＣは飛躍し続け

青年会議所においては、これから先も未来に対する議論を続

ることができるのです。

けていくことでしょう。私たちが策定した未来ビジョンは唯

第５章において市民・行政・地域・諸団体・企業との繋が

一無二の答えを示したものではありません。２０１２年以降

りについて述べました。その繋がりから更なる飛躍を得るた

に現役メンバーとして在籍する者が未来に対する議論を続け

めには、
「飛躍」に対する具体的なイメージを持つことが大

る中で、本ビジョンが適切に見直され、より時代に即したビ

切です。例えば福山のまちに関することなら「計画段階から

ジョンとなることを希望します。明日のことも分からない社

福山青年会議所に聞いてみよう」あるいは「この実行委員会

会情勢だからこそ、見直しをすることが重要です。

には福山青年会議所にも入ってもらおう」
、皆からそう言わ

青年会議所という４０歳までの限られた時間の中で、まち

れる組織を目指すべきだと考えます。それが「明るい豊かな

の未来を考え、議論し、行動することは必ず自分の成長に繋

社会の実現」を理念として掲げ、行動している私たちの使命

がり、まちの発展にも繋がっていくのです。私たち一人ひと

でもあります。そのような組織になるためにも、実施される

りの成長が世の中を変える原動力となります。

事業について時間と労力を惜しまず、また失敗を恐れず、み
んなで本気で議論をしましょう。

地球に感謝し、この時代の日本に生まれたことに感謝し、
福山のまちに暮らしていることに感謝して、福山青年会議所

本気の議論は本当の仲間を生み出します。本当の仲間で構

メンバー一人ひとりがしっかりとした目的意識を持って行動

成されるＬＯＭだからこそ達成できる組織の状態がありま

していくことが大切なのです。メンバー一人ひとりが個々の

す。近い将来、メンバーの心を一つにすることのできるＬＯ

能力・役割を十分に発揮し、様々な実践の中から成果を出し、

Ｍ、周りの人から理解と協力を得られるＬＯＭ、そして心に

「明るい豊かな社会の実現」のために貢献していきましょう。

迷いのない運動を展開できる澄み切ったＬＯＭが確立される

そして、一つの真理や目標に向かって精進し続ける“ 万里一

ものと信じています。

空 ”を目指し邁進していきましょう。強く、強く夢に向かっ
て進んでいけば必ず叶うことを信じて。
最後に、この未来ビジョンがみなさまの道標となることを
切に願うばかりです。
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編集後記
この度の『万 里 一 空 』を作成するにあたり、今年
一年間本当に様々な取り組みを行ってまいりました。
当初は明日のことも予測できない世界情勢の中、この
先の１０年間を見据えた未来ビジョンをどのように描
けば、輝く美しいまち福山になるのだろうかと委員会
を開催すれど答えの出ない日々を送っておりました。
しかし、委員会を重ねるごとに少しずつではありま
すが、様々な手法が委員会メンバーから提案されてく
るようになってきました。現役メンバーに対してアン
ケートを実施し様々な意見集約を行い、メンバーの熱
い思いを吸い上げることに成功しました。そこから今
度は「生の声をもらおう」ということになり、委員会
メンバーの熱い思いが、『未来を語る会』なるものをつ
くり委員会の垣根を越えて集まっていただいた同志と
一緒に幾度となく議論を重ねてまいりました。飾らな
い会のため、普段心の底から思っている熱い気持ち、
高い志、福山を愛する気持ちを、時が過ぎるのも忘れ
て本音で熱く語ってくれるメンバーが多いのに驚かさ
れました。
『万 里 一 空 』は、こうした熱い気持ちと高い志、福
山を愛する気持ちを持った全メンバーによって創り上
げられた魂のこもった一冊の道標であります。
この先の福山青年会議所のメンバーが、私たちのま
ち福山をより良くしていくために、この一冊が次の世
代の同志たちの参考になり、末長く引き継がれれば幸
いです。
『万 里 一 空 』を制作するにあたり、御意見、アドバ
イスをいただいた皆様に深く感謝申し上げます。
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