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LOM 名 
 

申請担当者名 
公益社団法⼈京都⻘年会議所 

 
⼨⽥ 裕之 

   
基本情報 

 
Basic Information 

事業名 
 

Name 
９⽉例会（体験型アトラクション「ライフライン」を通じて防災意識向上に繋が
る事業） 

 
September regular meeting (a project leading to awareness of disaster 
through experiential attraction "Lifeline") 

⽬的  Purpose 
（１）地域のリーダーとしてまちの未来を描き、市⺠と共に助け合う精神を育 

むことで、⽇常に防災を意識できる機会といたします 
 

（２）私達の運動の⽅向性を共有し交流を深め、京都⻘年会議所の「今」を感 
じていただくことで、会員相互の友情を築く機会といたします。また、 
学び得た内容を会社や家庭など私達の⾝近なコミュニティに伝えるこ 
とで、京都の未来を考える機会といたします。 

 
（３）近年、全国各地で豪⾬や台⾵、地震災害について⼤きな災害が起こって 

おり、京都のまちにおいても、甚⼤な被害が出る災害が起こると予測さ 
れています。災害に対する知識を市⺠と共に学び、防災に対して考える 
機会とすることで、災害時における被害軽減の⼀助といたします。 

 (1) Develop a spirit of drawing a future of the town as a regional leader and 
helping with citizens 
It is an opportunity to be aware of disaster reduction on a daily basis 
 
(2) Sharing our direction of exercise and deepening exchanges, feeling 
"Now" at the Kyoto Youth Council 
By doing so, we will make it an opportunity to build friendship between our 
members. Also, 
We tell the contents we learned to our familiar communities such as 
companies and homes. 
And we will make an opportunity to think about the future of Kyoto. 
 
(3) In recent years, a major disaster occurred in various parts of the 
country regarding heavy rain, typhoon, earthquake disaster 
It is predicted that even in the city of Kyoto, disasters that cause enormous 
damage will occur 
It is. Learn knowledge about disasters with citizens, think about disaster 
prevention 
By making it an opportunity, we will help reduce the damage in the event 
of a disaster. 

開始⽇※⽇付で記載  Start date 
２０１７年９⽉１８⽇ １４︓００ 
 

 September １８,２０１７ ２︓００ PM 

終了⽇※⽇付で記載  End date 
２０１７年９⽉１８⽇ １５︓５０  September １８,２０１７ ３︓５０ PM 
事業対象者  Target 
⼀般市⺠ 
京都⻘年会議所正会員、特別会員 

 General citizen 
Kyoto junior chamber、A special member 
 

SDGs の該当項⽬※該当項⽬を１つのみ選択  SDGｓ 
３  ３ 
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 

 Development stage 



   
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 
⼀般の参加者には、実際に災害時や避難所での⽣活を体験することで、⽇常に防
災を意識できる機会とすること。 
京都⻘年会議所メンバーに対しては、地域のリーダーとしてまちの未来を描き、
市⺠と共に助け合う精神を育むことを⽬的としました。 

 
For general participants, to experience opportunities for disaster reduction 
on a daily basis by actually experiencing living in a disaster or evacuation 
shelter. 
For the members of the Kyoto Youth Council, we aimed to foster the spirit 
of drawing a future of the town as a regional leader and helping with the 
citizens. 

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 Action plan のシートを参照 

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

 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 “Health and Wellness” or “Education and Economic Empowerment” or 
“Peace, Prosperity, and Sustainability” 

   
概要  Overview 
参加者の⽅々が災害時の適切な対応⽅法や、防災意識を⾼めていただくために以
下のステップにより例会を実施いたしました。 
 
１）「京都で防災体験」と題したオープン例会を開催し、防災発⽣時や避難⽣活
時に必要となる知識や⾏動をシミュレーションして学びんでいただきました。 
 
２）京都で過去に起こった災害と今後京都で起こりうる災害について、「⾃助」
「共助」「公助」についてレクチャーを⾏い、防災意識を⾼めていただきまし
た。 
 
３）災害現場や避難所⽣活をリアルに体験できる体感型の防災アトラクション
「ライフライン」を実施して、災害に備え、共に助け合う精神を育みました。 
 
４）振り返りシート及び京都市防災マップを⽤いて「ライフライン」の各セクシ
ョンごとに設定されたそれぞれのミッションの意味や緊急災害時の⾏動について
もレクチャーを⾏いました。その結果、市⺠が京都市内で起こりうる地震や⽔災
害についての対策や備えについて学んでいただくことができ、委員会メンバーで
運営することで市⺠と共に学び機会となりました。 

 We organized meetings by the following steps to encourage participants to 
take appropriate measures at the time of a disaster and to raise awareness 
of disaster prevention. 
 
1) We held an open meeting entitled "Disaster Prevention Experience in 
Kyoto", and we learned by simulating the knowledge and actions necessary 
at the occurrence of disaster prevention and evacuation. 
 
2) I gave lectures on 'self-help', 'co-aid' and 'public aid' about disasters that 
occurred in Kyoto and possible disasters in Kyoto in the future and raised 
disaster prevention awareness. 
 
3) We implemented a sensible-type disaster-prevention attraction "Lifeline" 
that enables us to experience disaster sites and evacuation centers in a 
realistic way, to nurture the spirit of helping each other in preparation for a 
disaster. 
 
4) I also gave a lecture on the meaning of each mission set up for each 
section of "Lifeline" and actions in case of emergency disaster using the 
reflection sheet and Kyoto city disaster prevention map. As a result, it was 
possible for citizens to learn about countermeasures and preparations for 
possible earthquakes and water hazards in Kyoto city, and by having them 
managed by committee members, it was an opportunity to learn with 
citizens. 



京都で過去に起こった災害と今後京都で起こりうる災害について、知ることによ
り市⺠の安全保障が守られ、京都のまちのため、京都⻘年会議所、市⺠が協⼒し
共に助け合う精神を育めるよう⾏動いたしました。 

 
We will protect the security of citizens by knowing about disasters that 
have occurred in the past in Kyoto and future disasters in Kyoto so that the 
Kyoto Children's Youth Conference Center and citizens cooperate and foster 
a spirit of cooperation for the city of Kyoto I acted. 

予算計画通りにプロジェクトを実⾏できましたか︖ 
 

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

事業総予算・収⽀に関しましては、事業予算￥５００，０００、決算総額￥４８
４，７４０と予算計画内でのプロジェクトを実⾏ができました。 

 
Regarding	the	project	total	budget	·	income	and	expenditure,	the	project	budget	
¥	500,000,	the	total	settlement	amount	¥	484,740,	and	the	project	within	the	budget	
plan	could	be	executed.	
 

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 

 
How does this project advance the JCI Mission and Vision? ※200 単語
まで 

JCI Mission︓京都市⺠が SDGs の問題を学んだことで、防災についての意識を
⾼めることができた。その意識の⾼まりは、将来的に発⽣した有事の際にも的確
に⾏動する実⾏⼒につながる。 
JCI Vision︓SDGs という世界共通の課題を我々⻘年会議所メンバーが問題とし
て取り上げ、参加者と⼀体となり学ぶことができた。学んだことをそれぞれが活
かし広げたことが JCI Vision の推進につながった。 
 

 
JCI Mission: Kyoto citizens learned about SDGs problems, raising 
awareness about disaster prevention. The rise in consciousness leads to the 
ability to act appropriately even in the event of emergencies occurred in the 
future. 
JCI Vision: Members of the Junior Council took up the issue common to the 
world called SDGs and was able to learn together with participants. It was 
that JCI Vision was promoted by making use of each leverage that we 
learned 

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ⼤きなサイズの画像を添付 
    

   
② メンバーの参加 

 
Membership Participation 

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 



２７８⼈ 
 

２７８ people 
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 

６２％ 
 

６２ chances 
このプログラムにおいて、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 

委員会メンバーに関しては、会場外誘導、会場内誘導、司会・進⾏、受付を⾏い、
アンケート回収係と役割を振り分けました。 

 
Regarding	the	members	of	the	committee,	guidance	from	the	venue,	guidance	at	the	

venue,	moderator	/	proceedings,	receptionists,	distributed	questionnaire	collection	

staff	and	roles.	
 

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ⼤きなサイズの画像を添付 
    

   
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 

防災意識を⾼めていただくことで、改めて有事の際の準備や共に助け合う⼤切さ
を知ってもらい、運動が広がっていくことが予想された。 

 
By raising awareness of disaster prevention, it was anticipated that the 
exercise will spread again as a result of preparing for emergency situations 
and knowing the importance of helping each other together. 

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 



今回参加された京都市⺠や⻘年会議所メンバーたちが、防災について学んだこと
や体験したことは将来的に⼤きな影響があると⾔える。なぜなら、彼らにとって 
今回のプロジェクトを通じて学んだことは、有事の際にとても重要なことだから
である。また、このプロジェクトは新聞にも⼤きく取り上げられ、より多くの⼈
に防災意識の向上の⼤切さを伝えることができた。 
 

 It can be said that the fact that Kyoto citizens and members of the youth 
conference room participated this time have learned about disaster 
prevention and experiences have a big influence in the future. Because for 
them 
What I learned through this project is very important in emergency 
situations. Also, this project was taken up largely in the newspaper, and 
more people were able to convey the importance of improving disaster 
prevention awareness. 

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ⼤きなサイズの画像を添付 
    

   
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 メンバー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 

防災意識や有事の際に協⼒することの重要性を学ぶことができた。また、⻘年会
議所メンバーだけでなく、市⺠の⽅々と共に学ぶ事ことで様々な交流が⽣まれ
た。 

 I was able to learn the importance of disaster prevention awareness and 
cooperation in case of emergencies. Also, various exchanges were born not 
only by members of the Junior Council but also learning with the citizens. 

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︖   How did the program advance the JCI Mission? ※200 単語まで 
京都市⺠が SDGs の問題を学んだことで、防災についての意識を⾼めることがで
きた。その意識の⾼まりは、将来的に発⽣した有事の際にも的確に⾏動する実⾏
⼒につなげることが JCI Mission の推進につながった。 

 Kyoto citizen learned about the SDGs problem, I was able to raise 
awareness about disaster prevention. The rise in consciousness led to the 
promotion of the JCI Mission, leading to the ability to act appropriately even 
in the event of emergencies occurred in the future. 

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︖   How did the project advance the JCI Vision? ※200 単語まで 



SDGs という世界共通の課題を我々⻘年会議所メンバーが問題として取り上げ、
参加者と⼀体となり学ぶことができた。学んだことをそれぞれが活かし広げたこ
とが JCI Vision の推進につながった。 

 
Members of the Youth Council took up the issue common to the world 
called SDGs and was able to learn together with the participants. It was 
that JCI Vision was promoted by making use of each leverage that we 
learned. 

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ⼤きなサイズの画像を添付 
    

   
⑤ プログラムの⻑期的な影響 

 
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⻑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 

今回参加された⽅々は、⾮常に多くの学びや気づきを持ち帰っていただくことが
できた。防災意識の向上は、家庭や職場など幅広い⽣活環境に良い影響を与える
ことができる。また、家庭教育の⼀環としても期待できる。 
今後もこのような事業を継続し、問題意識を共有することで、友情を育み、地域
社会への影響⼒を⽣み出していきたい。 

 
People who participated this time were able to bring back a great deal of 
learning and awareness. Improvement in awareness of disaster prevention 
can have a positive impact on a wide range of living environments such as 
homes and workplaces. It can also be expected as part of family education. 
I would like to continue this kind of business in the future and to share the 
problem awareness, to nurture friendship and create influence on the local 
community. 

このプロジェクトの改善点・改善策を記述してください 
 

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

予定動員数を２８名、超えてしまい会場が狭く⾝動きがとりにくくなってしまっ
た。⼀般市⺠の予定動員が１３５名を予定していましたが、１８１名と⼤幅に超
えてしまい市⺠の関⼼度が⾼かったことが伺えたため、⼩規模会場での開催では
なく、少しゆとりのある会場をおさえるべきであった。 
 

 
The	planned	mobilization	number	exceeded	28	people,	the	venue	was	narrow	and	it	

became	difficult	to	move.	The	scheduled	mobilization	of	general	citizens	was	scheduled	

to	be	135	people,	but	since	it	was	quite	exceeding	181	people	and	it	was	said	that	the	

degree	of	interest	of	the	citizen	was	high,	it	was	not	held	at	a	small	venue,	but	a	place	

with	a	little	space	It	should	have	suppressed.	
 

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ⼤きなサイズの画像を添付 
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