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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５月１１日から２７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 

３１８MEMBERS 

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 

クラウドファンディング参加者 １７２人 

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 

２４，４００ ＵＳ DOLLAR 

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： 

ＮＯ 

Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 



第３４回横浜開港祭に参加した人数は、７５万人 

 

クラウドファンディングに参加した人数は、１７２人 

＊選択できる支援のコースを用意した５００円から６０万円まで設定し、 

間接的に１０００人が関わりました 

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 

開催期間中に発生するゴミ廃棄量の年々増加やゴミの不法投棄範囲が拡大

しており参加者の環境意識の低下やゴミの処分費の増加が問題視されてい

ました。 

クラウドファンディングを使用し、ゴミを（①捨てない②拾う③持ち帰る④

ゴミを廃棄する）ＪＣＩ横浜が設置したエコステーションの場所に捨てても

らう事です。 

また、誰でも参加できる様に５００円からコースを用意し、ゴミ問題を意識

してる方が、この横浜開港祭に参加していると直ぐにわかるよう光るリスト

バンドを渡した。 

そしてゴミ問題について知らない方への周知にも繋がりました。活動支援の

方法とゴミ問題に関してポジティブチェンジをした事です。 

（活動に参加した印として、光るリストバンドを渡した。それを付けている

市民にメンバーは積極的にお礼の声をかけた） 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

横浜開港祭で発生するゴミの廃棄量が１００トンを越え、毎年約１０％増え

ているという現状があり、そのゴミの処理には５００万円の費用が掛かりま

す。この問題に関してクラウドファンディングを利用し、ゴミ処理費として

目標を３００万円と設定し行いました。地元の新聞やラジオ、雑誌等１３社

のメディアで取り上げて頂く事ができました。その結果としてメディアが発

信する情報を得た人々に活動支援について知って頂けました。 

２０１５年５月１１日から５月２７日までの１６日間という期間で多くの

方に賛同して頂き、目標金額である３００万円達成しました。 

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） 周知の結果、第３４回横浜開港祭のゴミ問題を提起することにより意

識する参加者や賛同者が増え、ゴミ拾いへの協力やゴミを持ち帰る意識向

上、ゴミの不法投棄の抑止となり、例年の横浜開港祭開催時に起きていたゴ

ミの捨て方や不法投棄に対する市民の考え方を変えることが出来た。 

 

（２）物理的面では下記の結果の通り本件プロジェクトの２次作用として結

果が出ました。 

予算 ０円 

目標金額３,０００,０００円 

達成金額３,０１３,０００円 

達成度１００．４％ ※振り込み時には手数料２０%が達成金額より引かれ入

金となります。 

ページビュー：１４５６５ 

（クラウドファンディングサイト運営会社への管理料として支払われる達

成実際の予算の２０％。） 

Actions Taken 行動 

説明： 

クラウドファンディングとは 

そのアイディアに共感し、賛同者を集められるシステムです。それを用い活

動を推進していく為には、市民の共感を得るインパクトが必要です。 

そして情報を広める為にメディアと協力し発信力を強めました。 

 

クラウドファンディングの推進する方法として、ＳＮＳからの発信やメディ

アなどを使用し、クラウドファンディングのページに来て頂く為、下記の方

法を取りました。 

 

(１)メディアへの露出順番を重視 

ネットからの紙媒体への移行露出は少ない傾向があり時間がかかりますが

幅広い方々への周知を目指す紙媒体からの露出からスタート致しました。 

１、NEWS PAPER プレスリリース 

２、ＷＥＢの取材（YAHOO NEWS）他 

３、テレビチャンネル ＪＣＯＭ 

４、ラジオＦＭ横浜、他３社 

 

(２)ＳＮＳの性質で友人や知人などにアクションが起こせるのでＦＡＣＥＢ



ＯＯＫやＬＩＮＥ等で周知し、クラウドファンディングページへの誘導 

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？ 

開催期間中に発生するゴミ廃棄量の年々増加やゴミの不法投棄範囲が拡大

しており参加者の環境意識の低下やゴミの処分費の増加が問題視されてい

ました。 

クラウドファンディングを使用し、ゴミを（①捨てない②拾う③持ち帰る④

ゴミを廃棄する）ＪＣＩ横浜が設置したエコステーションの場所に捨てても

らう事です。 

また、誰でも参加できる様に５００円からコースを用意し、ゴミ問題を意識

してる方が、この横浜開港祭に参加していると直ぐにわかるよう光るリスト

バンドを渡した。 

そしてゴミ問題について知らない方への周知にも繋がりました。活動支援の

方法とゴミ問題に関してポジティブチェンジをした事です。 

（活動に参加した印として、光るリストバンドを渡した。それを付けている

市民にメンバーは積極的にお礼の声をかけた） 

 

 

クラウドファンディングは共感を得るためのツールとしては最適でありシ

ステム費用もかからない点で使いやすいです。 

【達成した点】 

１、横浜開港祭で発生しているゴミ問題について知らない方への周知出来

た。 

２、１０００人の人に共感して頂き、３００万円を集める事が出来た。 

３、ゴミの捨て方や不法投棄に対する市民の考え方を変えることが出来た。 

 

【達成しなかった点】 

１、支援活動についての周知が足りなかった点 



２、目標金額については達成することができたが、もっと活動を広めるべき

であった。 

 

【どうすればいい？、引き継ぐためには、】 

１、多いのメディアに伝え発信してもらう事が望ましい。 

２、選択できるコースを増やし、ターゲットを広く募集することが出来れば、

多くの支援者、支援金を集めることが出来る。 

 

参加推進方法を工夫することで、情報を広く発信できるＬＯＭの人数に左右

されずに行えますので成功したテストケースとして認知して頂けました。 

対外者を巻き込んだ事業では必然とゴミ問題に直面してしまうケースが多

いと思われますので、問題解決の前例になります。 
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部門 Best Local CSR Project 

 

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 

クラウドファンディングを使用し、ゴミ問題を意識して頂き、ひとりでも多

くの方にゴミを捨てない、拾う、持ち帰る、ゴミを廃棄する際は所定の場所

に捨てるという意識の醸成を行う事です。また、５００円から気軽に協賛が

できる様にすることで新たな協賛方法の確立とゴミ問題に関して当事者意

識を持って頂く機会を創出する事です。 

 

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 



インパクト（影響力）・・・お祭りやイベントで発生するゴミの量の多さ、

ゴミの処分や高額な処理費用が掛かる点に関して、市民に対して意識付けを

行う事ができ、他のイベント等でも同様の問題が発生しているので、クラウ

ドファンディングを用いる事により他のイベントにも活用して頂ける事を

伝えました。 

  

コーポレート（協力）・・・このゴミ問題をメディアが取り上げてくれたの

で、横浜開港祭の実行委員会からの発信のみならず多くの方にご協力頂く事

が出来ました。 

 

コネクト（繋がり）・・・クラウドファンディングのサイトを見た方が参画

に繋がり、クラウドファンディングに共感を得る事で、目標金額を達成出来

ました。 

 

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

project? 

予算計画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 

支援者に対し結果報酬となる為、掲載を無料で行える事で収入に繋がりま

す。 

運動発信である横浜開港祭という市民が多く集まる為、ごみの問題も重要で

あり放っておけない問題である。 

 

例年横浜開港祭で発生するゴミの量は年々増加傾向にあり１００Ｔを越える

排出量になり、ゴミ処理関連費用として５００万円掛かっている。 

横浜開港祭で発生するゴミを処理するのに２２０万円がかかります。 

ご支援頂いた方へのリターンとして用意するリストバンドの制作費８０万

円と合わせて３００万円を目指してプロジェクトを企画しました。 

 

＊地元のテレビ、新聞やラジオ、雑誌やヤフージャパンニュースなど様々な

メディアにも掲載された事により、より多くの人々に対しＪＣＩ横浜が行っ

た運動を周知する事が出来た。 

 

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 



【ミッション】 

横浜開港祭を継続していく開催していく為に企業やメンバーだけでの協賛

では厳しい現状がありました。その中で新しい協賛手法を確立するという命

題のもとにスタートした中で、横浜開港祭における問題点としてゴミ問題が

あり、このゴミ問題を解決する手段として当事業を行い、新たな協賛手法の

一部になっただけではなく、新しい事に挑戦するというメンバーの成長に繋

がりました。 

【ヴィジョン】 

ゴミ問題を取り上げる事で、参加者にポジティブチェンジする機会となりま

した。クラウドファンディングに参加する事によりゴミを捨てる事に対し

て、日常生活でのゴミの捨て方を考える良い機会になりました。 

※画像４つ必要 
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Community Impact地域社会への影響 

 

How did the Local Organization measure community impact for this project? 

どのようにして、LOM は、このプロジェクトによる地域社会への影響を測りまし

たか？ ※２００語まで 

私たちは、横浜開港祭で発生するゴミ問題を多くの方に周知しました。ゴミ

の廃棄コストをカバーするためにだけでなく、毎年横浜開港の日に開催され

る開港祭を楽しむだけでなく、開港祭で発生する多くのゴミが環境問題とな

っている事を認識し、継続的に横浜開港祭を開催する為には解決しなくては

いけない問題です。その為、地域社会への新たな試みとしてクラウドファン

ディングを実施しました。 



 

Describe the actual community impact produced by this project 

このプロジェクトによって発生した実際の地域社会への影響を記述してくださ

い。※３００語まで 

ゴミの問題は地域社会での問題であり、それが他の多くのイベントやお祭り

にも発生する問題です。単に廃棄コストよりも、この方法は大規模なイベン

トやお祭りなど同様に問題解決するため利用することができます。 

※画像４つ必要 
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Alignment to One or More of the Ten Principles through Concrete Measures 

10プリンシプルの一つ以上への具体的な取り組み 

 

Which of the ten principles of CSR did this project target? 

CSRの 10の原則のうち 何をこのプロジェクト目標にしましたか？ 

※２００語まで 

【環境】 

原則８ 環境に関するより大きな責任を率先して引き受ける。 

 

ＪＣの一環とした運動の中で、このごみ問題を市民の一人ひとりが意識をす

る事で 

ごみを片付ける、ごみ処理に支援として貢献する（ＣＳＲ８番項目）という、



市民を巻き込む運動発信が必要である。 

 

How did this project contribute to the promotion or implementation of the 

ten principles of CSR? 

どのように、このプロジェクトは、CSR の 10 の原則の実現または促進に関与し

ましたか？ ※３００語まで 

横浜開港祭のゴミ問題を提起することにより意識する参加者や賛同者が増

え、ゴミ拾いへの協力やゴミを持ち帰る意識向上、ゴミの不法投棄の抑止と

なり、 

例年横浜開港祭開催時に地域や施設等から捨て方や不法投棄に対するクレ

ームが本年度 は、開催期間中及び開催後も入らなかった。 

※画像４つ必要 
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Results Achieved結果 

 

Which objectives did this program achieve? 

この事業は、どの目的を達成しましたか？ 

※２００語まで 



開催期間中に発生するゴミ廃棄量の年々増加やゴミの不法投棄範囲が拡大

しており参加者の環境意識の低下やゴミの処分費の増加が問題視されてい

ました。 

クラウドファンディングを使用し、ゴミを（①捨てない②拾う③持ち帰る④

ゴミを廃棄する）ＪＣＩ横浜が設置したエコステーションの場所に捨てても

らう事です。 

また、誰でも参加できる様に５００円からコースを用意し、ゴミ問題を意識

してる方が、この横浜開港祭に参加していると直ぐにわかるよう光るリスト

バンドを渡した。 

そしてゴミ問題について知らない方への周知にも繋がりました。活動支援の

方法とゴミ問題に関してポジティブチェンジをした事です。 

（活動に参加した印として、光るリストバンドを渡した。それを付けている

市民にメンバーは積極的にお礼の声をかけた） 

 

What were the concrete results of the project? 

具体的な結果は、何でしたか？ 

※３００語まで 

（１） 周知の結果、第３４回横浜開港祭のゴミ問題を提起することにより意

識する参加者や賛同者が増え、ゴミ拾いへの協力やゴミを持ち帰る意識向

上、ゴミの不法投棄の抑止となり、例年の横浜開港祭開催時に起きていたゴ

ミの捨て方や不法投棄に対する市民の考え方を変えることが出来た。 

 

（２）物理的面では下記の結果の通り本件プロジェクトの２次作用として結

果が出ました。 

予算 ０円 

目標金額３,０００,０００円 

達成金額３,０１３,０００円 

達成度１００．４％ ※振り込み時には手数料２０%が達成金額より引かれ入

金となります。 

ページビュー：１４５６５ 

（クラウドファンディングサイト運営会社への管理料として支払われる達

成実際の予算の２０％。） 

※画像４つ必要 
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Impact 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、このプロジェクトを運営することから利益を得ましたか？ 

※２００語まで 

本件プロジェクトを周知させる事によりＬＯＭメンバーにも第３４回横浜

開港祭を通したゴミ問題を提起する事ができ意識向上して頂き、開催中・開

催後ゴミ拾いなどの活動に例年より積極的に関与して頂き、また、ごみ処分

費の多さなども周知できました。 

今後はＬＯＭで対外事業を行う際のごみ問題の解決への前例やクラウドフ

ァンディングという手法の転用や別の視点での利用が期待できます。 

 

How did the program advance the JCI Mission? 

どのように、プログラムを通じで JCIミッションを促進したのか？ 

※２００語まで 

一人の力では成し遂げられなく、メンバーや市民に広がりを見せる事で目標

を達成できるものであった為、事業スタッフが、他のメンバーに直接声掛け

する事でＬＯＭ内での認知向上から努めました。 

※画像４つ必要 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ページ８ 

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 

大きな対外向け事業にはゴミ問題が大きく関わりますので解決に向けての

意識向上などに繋がり、ゴミ処分費の捻出に成功したので継続性を持ち改良

を重ねて行くべきです。 

本件プロジェクトは、初期費用が掛からない事もあり、すぐにでも全世界の

各ＬＯＭの事業にそれぞれ地域のニーズに合わせ自主性を持ち活用または

転用させていく事が出来ると考えます。また、対外的には、他のイベントで

も同様の問題が発生する事を市民に伝え、市民から伝播していく事が長期的

な影響を及ぼす事に繋がります。 

 

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 

多くのメディアにクラウドファンディングについて発信してもらい、クラウ

ドファンディングに共感してくれる人が選択できるコースを増やし、ターゲ

ットを広く募集することが出来れば、多くの支援者、支援金を集めることが

出来る。 

※画像４つ必要 


