
第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクトの地区目標の提出・確認・

支持プロセスについてよくある質問 

1 
DGGOALFAQ.JA 

手順： 

 

2017年11月から2018年4月30日までに、第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクト（DGE）は

下記を行います。 

 

• 地区の目標および行動計画を設定する 

o 第一副地区ガバナー/DGEは、DGEオンライン課題を終え、DGE複合地区研修お

よびDGEエリア研修に出席し、現行年度（2017～2018年度）の下記ライオン

リーダーと協力することにより、指導力育成・会員増強・奉仕インパクト・

LCIF支援の各分野の地区目標および行動計画を策定します。 

 第二副地区ガバナー 

 地区グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTおよびLCIFコーディネー

ター 

 該当する場合には、複合地区グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GST

およびLCIFコーディネーター 

 グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTエリアリーダー 

• 最終的な目標と行動計画を国際協会に提出する 

o 最終的な目標と行動計画が決まったら、第一副地区ガバナー/DGEは地区目標

および行動計画を、2018～2019年度地区目標ウェブページを使って国際協会

に提出します。（2018年1月29日以後利用可能） 
• 地区目標の確認と支持を依頼する 

第一副地区ガバナー/DGEは、2018～2019年度地区目標ウェブページを使って

地区目標の確認と支持を行うよう、現行年度（2017～2018年）の下記ライオ

ンリーダーに依頼します。 
 第二副地区ガバナー 

 地区グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTおよびLCIFコーディネー

ター 

 該当する場合には、複合地区グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GST

およびLCIFコーディネーター 

 グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTエリアリーダー  

 

指導力育成・会員増強・奉仕インパクト・LCIF支援の各分野の地区目標および行動計画のオン

ライン提出、ならびに確認・支持はすべて、2018年4月30日までに完了していなければなりま

せん。 

 
 

よくある質問： 

 

1. 地区目標の設定には誰が関与するべきですか？ 

 

第一副地区ガバナー/DGEが下記のライオンリーダーと協力し、指導力育成・会員増強・

奉仕インパクト・LCIF支援の各分野の地区目標および行動計画を立てることが推奨され

ます。 
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• 第二副地区ガバナー 

• 地区グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTおよびLCIFコーディネーター 

• 該当する場合には、複合地区グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTおよ

びLCIFコーディネーター 

• グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTエリアリーダー  

 

このように、チームで協力してS.M.A.R.T.な地区目標および行動計画の策定に取り組む

ことにより、地区目標の遂行と達成への責任感が共有され、強まることになります。

「S.M.A.R.T.目標テンプレート」は、2018～2019年度地区目標ウェブページに掲載され

ています。 

 

2. 地区の目標と行動計画を提出する際に必要となる私のライオンズクラブ会員番号は、ど

こを見れば分かりますか？ 

 

ご自分の会員番号をご存じない場合には、所属クラブの幹事に問い合わせるか、DGEセ

ミナーのグループリーダーに支援をお求めください。 

 

第一副地区ガバナー/DGEが地区目標および行動計画を提出する際には、ライオンズクラ

ブ会員番号が必要となります。  

 

下記のライオンリーダーが地区目標の確認と支持を行う際には、ライオンズクラブ会員

番号が必要となります。 

• 第二副地区ガバナー 

• 地区グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTおよびLCIFコーディネーター 

• 該当する場合には、複合地区グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTおよ

びLCIFコーディネーター 

• グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTエリアリーダー  

 

3. 第一副地区ガバナー/DGEが地区のすべての目標と行動計画を一度にオンライン提出でき

ない場合は、どうすればいいですか？ 

 

第一副地区ガバナー/DGEは、目標と行動計画が最終的にまとまった時点で提出すること

ができます。また、2018-2019年度地区目標ウェブページの「目標の変更または追加」

リンクを使えば、目標と行動計画を追加することもできます。会員番号を入力すると、

以前に入力した目標や行動計画があれば表示されますので、それを修正したり、新たな

目標や行動計画を追加するとよいでしょう。 

   

注意：目標および行動計画提出画面で(*) 印の付いている箇所は必須項目で、それらが

入力されるまで保存も提出もできませんので、ご注意ください。 
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4. 第一副地区ガバナー/DGEは提出済みの目標と行動計画を変更したり、新たな目標と行動

計画を追加したりできますか？ 

 

はい、できます。2018～2019年度地区目標ウェブページにある「目標の変更または追

加」リンクを使ってください。 

 

注意：2018～2019年度が始まってからチャンスが到来したり、予期せぬ事態が生じるこ

とで、地区の目標と行動計画の調整が必要となることもあるでしょう。万一そのような

場合には、2018～2019年度の途中でも変更することができます。 

 

5. 第一副地区ガバナー/DGEが指導力育成・会員増強・奉仕インパクト・LCIF支援の各分野

の地区目標および行動計画を提出したら、次のステップは何ですか? 

 

オンラインで地区の目標と行動計画を提出したら、それらをオンラインで確認できる

旨、現行年度（2017～2018年度）の下記ライオンリーダーに連絡して伝えてください。 

 

指導力育成 会員増強 奉仕インパクト LCIF支援 

第二副  

地区ガバナー 

第二副 

地区ガバナー 

第二副 

地区ガバナー 

第二副 

地区ガバナー 

地区GLT 

コーディネーター 

地区GMT 

コーディネーター 

地区GST 

コーディネーター 

地区LCIF 

コーディネーター 

複合地区GLT 

コーディネーター： 

（該当する場合） 

複合地区GMT 

コーディネーター 

（該当する場合） 

複合地区GST 

コーディネーター 

（該当する場合） 

複合地区LCIF 

コーディネーター  

（該当する場合） 

GLTエリアリーダー GMTエリアリーダー GSTエリアリーダー 上記以外 

 

目標の確認・支持プロセスに関する情報は、2018～2019年度地区目標ウェブページの

「目標確認・支持チュートリアル」リンクでご確認いただけます。 

 

6. 第一副地区ガバナー/DGEが提出した指導力育成・会員増強・奉仕インパクト・LCIF支援

の各分野の地区目標および行動計画の確認と支持を行うのは誰ですか？ 

 

提出された地区目標および行動計画は、現行年度（2017～2018年度）の下記ライオンリ

ーダーの確認と支持を受けるべきです。 
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指導力育成 会員増強 奉仕インパクト LCIFの支援 

第二副  

地区ガバナー 

第二副 

地区ガバナー 

第二副 

地区ガバナー 

第二副 

地区ガバナー 

地区GLT 

コーディネーター 

地区GMT 

コーディネーター 

地区GST 

コーディネーター 

地区LCIF 

コーディネーター 

複合地区GLT 

コーディネーター： 

（該当する場合） 

複合地区GMT 

コーディネーター 

（該当する場合） 

複合地区GST 

コーディネーター 

（該当する場合） 

複合地区LCIF 

コーディネーター  

（該当する場合） 

GLTエリアリーダー GMTエリアリーダー GSTエリアリーダー 上記以外 

 

 

7. 地区目標の確認と支持を行うべきライオンリーダーが、確実にその作業を行うようにす

ることは、誰の責任ですか？  

 

確認と支持を行うべきライオンリーダーが、2018～2019年度地区目標ウェブページを通

してその作業を行うようにすることは、第一副地区ガバナー/DGEの責任です。 

 

提出された地区目標と確認・支持ステータスは、2018～2019年度地区目標ウェブページ

の「目標の表示または印刷」リンクを使って閲覧できます。 

 

目標の確認・支持プロセスに関する情報は、2018～2019年度地区目標ウェブページの

「目標確認・支持チュートリアル」でご確認ください。 

 

 

8. 地区目標および行動計画の確認と支持を行うべきライオンリーダーは、その作業をい

つ、どこで行いますか？ 

 

確認と支持を行うべきライオンリーダーが提出された地区目標および行動計画を最終的

なものとして受け入れた場合、その確認と支持は2018～2019年度地区目標ウェブページ

の「目標の確認と支持」リンクを使って行われるべきです。目標の確認・支持プロセス

に関する情報は、2018～2019年度地区目標ウェブページの「目標確認・支持チュートリ

アル」でご確認ください。 

 

第二副地区ガバナーは、支持を1回行うだけで、4分野すべての目標と行動計画の確認ス

テータスを「確認済み」に変えることができます。  

2分野以上の目標の確認と支持を行うべきライオンリーダーが、確認ステータスを「確

認済み」に変えるには、担当している分野ごとに確認・支持プロセスを終える必要があ

ります。（地区目標および行動計画確認・支持チュートリアルを参照） 

注意：提出された地区目標の確認と支持を行うべきライオンリーダーがその作業を行う

には、各自のライオンズクラブ会員番号が必要です。ご自分の会員番号をご存じない場

合には、所属クラブの幹事にお問い合わせください。 

http://members.lionsclubs.org/JA/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/global-action-team/dge-goals/index.php


第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクトの地区目標の提出・確認・

支持プロセスについてよくある質問 

5 
DGGOALFAQ.JA 

 

 

 

9. 提出済みの地区目標の確認と支持を行おうとしていて、「地区目標の確認と支持」ウェ

ブページに異なった地区が表示された場合や、地区が表示されない場合には、ライオン

リーダーはどうすればよいですか？ 

 

そのような場合には、グローバル・アクション・チームのサポートスタッフまでお問い

合わせください。 

 

10. 第一副地区ガバナー/DGEが地区目標の追加や提出済みの地区目標の変更を行いたい場合

には、どうすればよいですか？ 

 

第一副地区ガバナー/DGEは「目標の変更または追加」リンクを使って、新たな目標の追

加や既存の目標の変更を行えます。目標の追加および/または変更を行う場合には、第

二副地区ガバナー、地区グローバル・アクション・チーム・コーディネーター/LCIFコ

ーディネーター、複合地区グローバル・アクション・チーム・コーディネーター/LCIF

コーディネーター、グローバル・アクション・チーム・エリアリーダーが目標の確認・

支持プロセスを繰り返す必要はありません。 

 

11. 第一副地区ガバナー/DGEが地区の目標と行動計画に対して必要なすべての確証を得るこ

とができなかった場合には、どうすればよいですか？ 

 

第一副地区ガバナー/DGEは、目標および/または行動計画を国際協会に提出する前に、

目標および/または行動計画に問題があればそれらがすべて解消されるよう、下記のラ

イオンリーダーと協力して指導力育成・会員増強・奉仕インパクト・LCIF支援の各分野

の地区目標および行動計画を立てることが推奨されます。 

 

• 第二副地区ガバナー 

• 地区グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTおよびLCIFコーディネーター 

• 該当する場合には、複合地区グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTおよ

びLCIFコーディネーター 

• グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTエリアリーダー 

 

第一副地区ガバナー/DGEが地区目標および行動計画に対して支持を得ることができなか

った場合には、関係者全員が合意に向けて努力する必要があります。 

 

あらゆる努力にも関わらず、地区の目標と行動計画への支持が得られなかった場合に

は、各グローバル・アクション・チームGLT/GMT/GSTエリアリーダーが、グローバル・

アクション・チームのサポートスタッフに通知すべきです。 
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12. 地区目標および行動計画が提出されたこと、提出済みの地区目標の確認と支持を行うべ

きライオンリーダーがその作業を終えたことを、第一副地区ガバナー/DGEはどうすれば

確認できますか？ 

 

2018～2019年度地区目標ウェブページの「目標の表示または印刷」リンクを使えば、提

出済みの地区目標と、確認・支持プロセスのステータスを確かめることができます。 

 

説明に従って、適切な会則地域、複合地区または単一地区、準地区を選び確認してくだ

さい。 

 

目標ステータスの種類： 

• 未提出：第一副地区ガバナー/DGEは、地区の目標と行動計画を提出していません。 

• 提出済み：第一副地区ガバナー/DGEが地区の目標と行動計画を提出しました。 

 

目標確認ステータスの種類： 

• 保留中：第一副地区ガバナー/DGEが4分野すべての地区目標および行動計画を入力

すると、支持を行うべきすべての関係者のステータスが「保留中」になります。 

• 確認済み：第一副地区ガバナー/DGEによって提出された地区目標および行動計画

に対して、「確認」すべき関係者がその作業を行いました。 
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