
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 

まず、対外対象者への事業目的としましては、（１）年間計画に基づい
たオープン月例会を実施することで一般市民の方の青年会議所への認
知を深めると共に、一般市民と青年会議所メンバーとの交流の場とする
こと、及び（２）共に助け合う精神を育むことで、日常に防災を意識す
ることであります。次に、対内対象者への事業目的としては、（１）年
間計画に基づいたオープン月例会を実施することで一般市民との交流
と学びの場を持つこと、及び（２）本年のスローガンでもある「幸継者
（幸せを継ぐ者）」としてまちの未来を描き、市民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することであります。 

 First of all, the project purpose for external subjects is (1) 
implementing a monthly meeting based on the business contents 
of the annual monthly meeting management policy, and (2) 
fostering a spirit of mutually helping each other. Next, as the 
project objectives for inward target subjects, (1) to implement a 
monthly meeting based on the business contents of the annual 
monthly meeting management policy, and (2) to draw a future of 
the town as a successor and to work with citizens by nurturing a 
spirit to help each other. It is an opportunity to be aware of 
disaster reduction on a daily basis. 

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 

公益社団法人京都青年会議所  宇田 敦彦 

   

基本情報  Basic Information 

事業名  Name 

防災に繋がる事業～体感型防災アトラクション  Disaster Prevention Experience program 

目的  Purpose 

年間の月例会運営方針の事業内容に基づいた月例会は、京都青年会議所
の運動の方向性を確認すると共に、会員相互の交流、情報交換、資質向
上の場として開催されています。近年、全国各地で豪雨や台風、地震災
害などの大きな災害が相次いでおり、京都も例外ではありません。日本
は台風をはじめとした水害や自信からは避けて通れないけれども、市民
意識をポジティブチェンジすることで被害を軽減するはずです。そのた
め、災害に対する知識を市民と共に学び、防災意識を向上させることを
目的に、本事業を実施致しました。 

 The monthly meeting based on the business contents of the 
monthly meeting management policy of the year confirms the 
direction of the movement of the Kyoto youth conference center, 
and it is held as a place of mutual exchange, information 
exchange, improvement of qualities among members. In this 
time, considering the possibility of a disaster where serious 
damage will occur even in the major disasters such as torrential 
rains, typhoons, earthquake disasters such as successive days all 
over the country in recent years and the city of Kyoto, we learned 
knowledge about disasters with citizens. This project was carried 
out with the aim of improving the environment. 

開始日※日付で記載  Start date 

２０１７年９月１８日 １４：００  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 

２０１７年９月１８日 １５：５０  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 

一般市民 
京都青年会議所正会員、特別会員 

 General citizen 
JCI Kyoto member and senior member 

SDGsの該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

SDGs11  SDGs11 

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 

③平和・繁栄・持続可能性  Sustainability 

概要  Overview 

「京都で防災体験」と題したオープン例会を開催しました。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、日
常に防災を意識できる機会としました。また、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」と
いう視点からレクチャーを行って防災意識を高めてもらった後、体感型
の防災アトラクション「ライフライン」 を実施しました。これは倒壊
した建物からの脱出ゲームのアトラクションで、その体験により、災害
に備え、共に助け合う精神を育みました。そして、振り返りシート及び
京都市防災マップを用いてそれぞれのアトラク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、その結果、市民が京都市内で
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民と共に学び機会と
なりました。 

 We held an open meeting entitled "Disaster Prevention 
Experience program, in Kyoto", learned by simulating the 
knowledge and actions necessary at the time of disaster 
prevention and evacuation living, to make the opportunity to be 
aware of disaster reduction on a daily basis, and to report 
disasters that occurred in the past in Kyoto with regard to possible 
disasters in Kyoto. We will conduct a lecture on "self-help", 
"co-aid" and "public assistance" to raise awareness of disaster 
prevention and then carry out a sensible-type disaster prevention 
attraction "lifeline" to prepare for disaster. We fostered a spirit of 
mutual help. Then, using the reflection sheet and the Kyoto 
municipal disaster prevention map. We also gave a lecture on the 
meaning of each mission and the behavior at the time of an 
emergency disaster, and as a result, regarding measures and 
preparations for earthquakes and water disasters that citizens can 
have in Kyoto city We learned and managed by the 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
ことにより市民の安全保障が守られ、京都のまちのため、京都青年会議
所、市民が協力し共に助け合う精神を育めるよう行動致しました。 

 

 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 acted. 

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  

事業総予算・収支に関しましては、事業予算￥５００，０００、決算総
額￥４８４，７４０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 
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 

JCI Mission 
京都市民のために防災を意識できる機会にすることで、京都市民の発
展・成長の機会を提供でき、結果として防災意識の向上というより良い
変化をもたらす力を青年を含む京都市民に与えることができた。 
JCI Vision 
京都市民及び青年会議所の継続的な知識向上のきっかけを作ることに
より、若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークを構築する
ことができた。 

 With regard to JCI Mission, by making it an opportunity to be 
aware of disaster reduction for Kyoto citizens, Kyoto citizens We 
are able to provide opportunities for development and growth of 
JCI Vision, and by promoting knowledge of Kyoto citizens and 
improving knowledge of the Junior Chamber of Commerce, we 
promoted to make it a place where we can grow in the long term. 

   

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 
２７８人  ２７８ 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 

６２％  ６２ % 

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 

委員会メンバーに関しては、アトラクション設置の補助、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, assistance for settling 
attraction, guidance from the venue, guidance at the venue, 
moderator / proceedings, receptionists, distributed questionnaire 
collection staff and roles. 

   

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 
体験型防災アトラクションを開催することで、市民が京都市内で起ころ
うる地震や水災害について対策や備えについて学んでいただくことが
でき、多くの来場者から、来てよかったというお声を頂戴することがで
きた。アトラクションに臨む参加者たちの真剣なまなざしを見ると、こ
の事業が有意義なものであったことがうかがえた。 
また、祝日の日中に開催することで、ご家族で参加していただけやすく
なり、敬老の日に開催ということで災害時に要支援者となる様々な世代
の方々に対する共助の意識向上を測れるよう執り行うことができ、参加
者の満足度向上につながりました。 

 As a devise of a project leading to disaster prevention, by 
organizing experiential disaster prevention attractions, we can 
learn about measures and preparations for earthquakes and 
water disasters that citizens can have in Kyoto city, and only to 
leave to the lecturer Instead of being committed by the committee 
members, we were aware of the opportunity to learn with citizens 
by running it, and we did business. In addition, by organizing 
during the holiday's day, it will be easier for families to participate 
and it will be held on Senior Citizen's Day to be able to measure 
the awareness of assistance for various generations who will 
become necessary supporters in the event of a disaster I did it. 

  

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 



今回のレクチャーで触れられた内容の中に、以下の内容があった。仮に
震度７の「京都大地震」が発生すれば、死者５千人余りに達するという
京都府の試算結果があり、過去の歴史からみても、京都に大震災が起こ
らないとは言えない、という内容である。京都市民にとっても、災害に
対する知識を学び、防災意識を向上させることは重要であり、今回の事
業はその一助になった。全国紙である産経新聞の記事によると、参加者
の中で、母親らと一緒に参加していた京都市の保育園児（５歳）は、「新
聞紙やラップがいろんなものに使えることが勉強できて、良かった」と
話しており、しっかりと防災意識向上に役立ったことが伺える。 

 Among the contents mentioned in this lecture, there were the 
following contents. If the seismic intensity 7 "Kyoto big 
earthquake" occurs, the result of the Kyoto prefecture's 
calculation that the dead will reach 5 thousand people has been 
found, and from the past history it can not be said that a great 
earthquake disaster can not be said to occur in Kyoto is there. Also 
for Kyoto citizens, it is important to learn knowledge about 
disasters and improve awareness of disaster prevention, and this 
project helped them. Indeed, F (5 years old), a nursery school 
child in Kyoto city who participated with mothers among the 
participants, said, "It was good to be able to study that newspaper 
and rap can be used for various things" We are talking (source : 
Sankei Shimbun), it can be said that it helped steadily improve 
awareness of disaster prevention. 

   

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 

講演やパネルディスカッションという形ではなく、体験型の防災アトラ
クションとしたことで、参加者の積極的な参加を引き出すことができ、
また、委員会メンバーが中心となって例会を作り上げることにより、京
都市民と共に学ぶ機会とすることができた。このように、京都市民と積
極的に作り出す例会を開催したことは、今後の京都青年会議所での例会
をはじめとする各事業への良い参考材料となった。今後も京都青年会議
所が、市民と一体感を味わえる事業を実施することで、青年会議所メン
バーが、本年度のスローガンでもある「幸継者（幸せを継ぐ者）」 と
してまちの未来を描き、市民と共に助け合う精神を育む機会となるよう
に事業を実施していく気運を作り出すことができた。 

 It is not a form of a lecture or a panel discussion but an 
experienced disaster prevention attraction so that active 
participation of the participants can be drawn out and the 
committee members mainly make up the meeting and it is 
possible for Kyoto citizens It was an opportunity to learn together. 
In this way, holding regular meetings to actively produce with the 
citizens of Kyoto has become a good reference material for each 
project including regular meetings at the Kyoto Youth Conference 
Center in the future. From now on, the Kyoto Youth Council will 
carry out projects that can taste a sense of unity with citizens, so 
that members of the Youth Council will draw opportunities to 
develop the spirit of the community by drawing the future of the 
town as a successor and fostering a citizen's spirit I was able to 
create a mind to carry out. 

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 

京都市民のために防災を意識できる機会にすることで、京都市民の発
展・成長の機会を提供でき共に成長の機会を得られるように推進いたし
ました。 

 

  

 By making opportunities for Kyoto citizens to be aware of disaster 
prevention, we have provided opportunities for development and 
growth of Kyoto citizens and promoted to obtain opportunities for 
growth together. 

 

  

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 

京都市民及び青年会議所メンバーの継続的な知識向上のきっかけを作
ることで若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークの構築に
寄与しました。 

 By promoting knowledge of Kyoto citizens and improving 
knowledge of the Junior Chamber of Commerce, we promoted to 
make it a place where we can grow over the long term. 

   

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 

年間月例会運営方針の事業内容に基づいた月例会は、京都青年会議所の
運動の方向性を確認する場であると共に、会員相互の交流、情報交換、
資質向上の場として開催されてきたものであり、これからも引き続き開
催されていくものである。 また、防災意識向上に繋がる事業も、継続
事業として引き続き実施していくものである。その中で、今回、体験型
防災アトラクションという手法を用いて、子どもから大人まで楽しく学
べる事業を実施し、同時に委員会をはじめとする青年会議所メンバーが
市民と一体感を持って事業を実施できたことは、今後の事業構築を行う
上で、受け継がれていくものである。 

 The monthly meeting based on the business contents of the 
annual monthly meeting management policy is a place to confirm 
the direction of the movement of the Kyoto youth conference 
center, as well as those that have been held as a forum for 
exchanging members, exchanging information, and improving 
qualities It will continue to be held from now on. Also, projects 
leading to awareness of disaster prevention will continue to be 
implemented as continuing projects. Among them, this time, 
using the method called experiential disaster prevention 
attraction, we can carry out a project to learn fun from children to 
adults, at the same time members of the youth conference 

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 



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。一般市民の予定動員が１３５名を予定していましたが、１
８１名と大幅に超えてしまい市民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. 
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