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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 

２０１６年８月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 

２０人 

 

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 

岐阜市役所、岐阜県庁、岐阜商工会議所、岐阜市国際交流協会 

 

Budget 予算 

説明：ドルで表示してください。 

例：１万円なら one hundred dollar 

３３１万円 

 

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： 

 

Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 

岐阜市及び岐阜市近郊に住む人々 

 



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 

意識の変革を促し、前向きな変化を創りだすため 

（１） 市民が岐阜市の姉妹都市の食や文化を体験し、多様な価値観と岐阜の素材を使用し、新

しい魅力を創る。 

（２） まちの魅力を活用し賑わいの可能性を示すことで、自らがまちづくりの主体者であるという

意識を育む(アクティブ・シティズン主導のまちづくり) 

（３） 自らの手でまちを変えていこうという意識を育む 

 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

岐阜市内において、岐阜市の友好姉妹都市を中心とした世界の食と文化を楽しめる「ＷＯＲＬＤ  

ＦＥＳＴＡ ＧＩＦＵ ２０１６」を開催した。 

このイベントは、次の３つから構成されている 

１． フードブース 

（１）世界と岐阜の素材を組み合わせた新しい商品を味わえるブース。学生まちづくりサポーター

が主体となり企画した商品と、企業が主体となり企画した商品を販売。 

（２）友好姉妹都市をはじめとした世界の国々の食をテーマとしたブース。 

 

２． 体験型イベント 

（１）ぎふの学生団体が主体となり、アジア圏をはじめとする多くの国で夏の時期に行われる“水

かけ祭り”を開催。ぎふの資源である長良川の伏流水を使用した。 

（２）ぎふの学生団体が、友好姉妹都市のポピュラーな遊びについてワークショップを通して紹介

した。また、ワークショップと合わせてスタンプラリーも実施。 

（３）ＮＰＯ法人が主体となり、ぎふの葡萄を使ったイタリアの「ソルベ」を作るワークショップを開

催した。 

３．ステージイベント 

ぎふの民謡をヒップホップ調にアレンジした曲に合わせて新しい創作ダンスの発表会を行った。

１０代～２０代の男女を主体としたチーム２０チームが参加した。 

 

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 



・世界＋岐阜のコンセプトから世界と岐阜の素材を組み合わせ新たなまちの魅力を創出するこ

とができた。 

 

・市民にはいままでになかったぎふの新たな魅力を感じていただくことができた。 

 

・来場者の９６％が新しいぎふの魅力を感じることができたと回答 

 

・まちづくりサポーターをはじめとして、市民の参画が顕著にみられ、まちづくりの主体者が岐阜

ＪＣから市民へ転換するきっかけを作ることができた。 

・運営を担当するまちづくりサポーターや企業、学生団体から積極的な意見をいただき、市民が

望むまちづくり事業ができた。 

 

・出店企業４０社、まちづくりサポーター３０人、学生団体２団体などが主体者として参加した。 

 

・参加企業、学生が主体者意識を持ちまちづくり活動に継続的に参加するきっかけをつくること

ができた。 

 

・しかし当日の売り上げが出店企業の多さにより、伸び悩んだため参加企業の５４％からは、次

回は企画からではなく当日のみ参加したいとの結果になった。 

 

来場者と参加企業・団体、まちづくりサポーターにアンケート、ヒアリングを実施した 

ところ４４１名から回答を得た。 

Actions Taken 行動 

説明： 

１． まちづくりサポーター(主体者) 

3/18～4/29  まちづくりサポーター募集 

 

まちづくり活動への参加機会の少ない、若者（学生）を対象にまちづくりサポーターを募集。 

5/22～9/11  まちづくりサポーター会議を開催(6 回) 

サポーターを友好姉妹都市分の６チームに分け、ぎふの資源（素材）と友好姉妹都市につい

て調べ、組み合わせることで新しいぎふの魅力になる商品を企画。企画した商品を協力企業に

提案し、試行錯誤して製品化した。「ＷＯＲＬＤＦＥＳＴＡ2016」でその商品を販売した。販売に際

し、様々な告知活動も行った。 

岐阜ＪＣは主体となるまちづくりサポーターのフォローを行った。 

事業実施は 8/27 であり、9/11 はその振返りを行った。 

 



２． 参加企業（主体者）募集・勧誘 

岐阜ＪＣは「世界＋岐阜が未来を変える」のコンセプトに賛同し、友好姉妹都市をはじめとした

世界の国々の食文化とぎふの素材などを組み合わせた新たな商品企業を生み出してくれる企

業を募集・勧誘した。岐阜ＪＣメンバーそのはフォローを行った。１９の企業が賛同し、新たな商

品を生み出し出店した。 

 

３． 各種団体コンテンツ 

普段は各々の目的で活動しているぎふの学生２団体に、事業の主体者となって事業構築に

参加いただいた。世界の多様な価値観を調査した中で、１団体は、ぎふの資源である長良川の

水をつかった、水かけまつりで岐阜を盛りあげたいと企画した。事業実施に必要な資金集めは、

クラウドファンディングを活用し、事業実施の目的や意義を伝えることで、目標の１４０%を達成。

ぎふで初めての水かけまつり実施となった。もう 1 団体は、岐阜の友好姉妹都市の子供たちが

行っている遊びを、ぎふのまちの市民に伝えることを企画。姉妹都市の遊びを調べるのに現地

の大学や、大使館などを通じて現地学生にヒアリングなどを行い、コンテンツを作り上げた。当

日はスタンプラリーも併せて行い、用意したスタンプ台紙４００枚はすべて出る盛況ぶりで、たくさ

んの方に楽しんで頂いた。 

学生団体の発案から企画、運営までの手法を学びながら運営成功に繋げました。岐阜ＪＣは

各々の学生団体のその事業構築のサポートを行った。 

 

４． 広報活動 

告知用切り抜きパネルを用い、新聞、ラジオ、ＳＮＳなどで市民に対して話題となるもの、写真な

どイメージが伝わりやすいように工夫し、サポーター（学生）、協力団体と複数回各種メディアに

対し訪問活動を実施した。 

 

５． ＷＯＲＬＤ ＦＥＳＴＡ ＧＩＦＵ ２０１６開催（２０１６年８月２７日） 

岐阜ＪＣメンバーが、「まちづくりサポーター」や参加団体などで協力して準備を行い、運営を

行った。 

 

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？ 



・アンケート結果から、世界＋岐阜のコンセプトから世界と岐阜の素材を組み合わせ新たなまち

の魅力を創出することができた。 

・市民にはいままでになかったぎふの新たな魅力を感じていただくことができた。 

・まちづくりサポーターをはじめとして、市民の参画が顕著にみられ、まちづくりの主体者が岐阜

ＪＣから市民へ転換するきっかけを作ることができた。 

運営を担当するまちづくりサポーターや企業、学生団体から積極的な意見をいただき、主体者

意識を持ちまちづくり活動に継続的に参加するきっかけをつくることができた。 

 

・協力企業において、新たな魅力的な商品を作り出して、販売も行ったが、出店者が多く、来場

者の購買力が分散したことから、生み出した魅力（商品）への反応を図りかねる側面があった。

そのため、今後継続して魅力を発信していきたいという反応が、少なかった。参加企業を募る場

合には、企業側の意見も取り入れ、参加企業を選定し、絞り込むことが必要である。 
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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？基本情報に詳述して下さい ※２００語まで 

（１） 市民が岐阜市の姉妹都市の食や文化を体験し、多様な価値観と岐阜の素材を使用し、新

しい魅力を創る。 

（２）メンバー、企業、各種団体が、まちの魅力を活用し賑わいの可能性を示すことで、自らがま

ちづくりの主体者であるという意識を育む(アクティブ・シティズン主導のまちづくり) 

 

(3)サポーターが、自らの手でまちに変化を創造したいという意欲をもつこと。 

 

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？ 



活動計画のどの部分に合致しているのか？合致している部分の詳述してください。＊

JCI Action planのシートを参照 ※２００語まで 

若き学生サポーターに、まちづくりをする体験を提供することで、今後もまちづくりに主体的に、

持続的に関わっていこうという意欲にながることから「ＭＯＴＩＶＡＴＥ」に合致する。 

新たな魅力を作り出すことを目標にいままでに関わったことのない学生、企業、市民が協力して

いく事業であり「ＣＯＬＬＡＢＯＲＡＴＥ」に合致する。 

 

 

 

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

project? 

予算は事業の財務管理のための効果的なガイドになりましたか？ 

予算上の工夫と、予算の内訳の概算を記述してください ※１５０語まで 

予算上の工夫   

市民に新たな魅力を伝えるために、屋外ステージ、出店ブースなどのに予算を重点的に配分し

た。 ステージやブースの配置を計画的に行うことで、賑わいを生み出すことが期待される。 

・予算 3,331,000 円 

会場費 162,000 円、 

ステージ、出店ブースなどの会場設営関連費 2,512,612 円（７５％） 

 

 

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、ビジョンを推進しましたか？ 

※ビジョンとミッションに分けて明確に詳述してください 

※２００語まで 

ＪＣＩミッション   

学生まちづくりサポーターや学生団体に、コンテンツの企画・運営する機会を提供した。 そし

て、彼らは事業で多くの来場者を得て、成功体験を実感した音により、さらなる能動的な 行動

へとつながるきっかけとなった。 

 

ＪＣＩビジョン   

能動的に事業運営に参加した学生まちづくりサポーターや学生団体が、コンテンツの企画・運

営することに対して、手法などの助言や人的・物的なサポートをした。 

 



※写真４枚 
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Membership Participation メンバーの参加 

 

By number, how many members were involved in this program? 

事業のスタッフは、何人？数字で記載してください ※２語まで 

２２人 

 

By percentage how many members of the Local Organization were involved 

in this program? 

LOM メンバーの参加率は、何パーセントですか？ ※１語 

８０％ 

 

Describe the main roles of the participating members in this program 

このプログラムで参加しているメンバーの主要な役割を簡潔に記述してください ※３

００語まで 



・全体運営統括（１名） 

・現場統括(３名) 

・事業に協力した学生（３６名）  

・企業協力アドバイザー（６名）   

・学生の企画を商品化にするために手助けをする役割 （委員会メンバー１２名） 

・会場設営（委員会２２名）  

 

※写真４枚 
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Community Impact 社会への影響 

 

How did the Local Organization measure community impact for this 

program? 

どのように、ＬＯＭは、このプログラムのために地域社会への影響を測りましたか？ 

※２００語まで 



事業来場者数 ２１，４０３人   

飲食店ブースの出店者数 ４０店舗 

サポーター、参加団体、企業と当日愛情者からのアンケート調査実施。 

参加企業、参加者からのインタビュー実施 

 

Describe the actual community impact produced by this project 

このプロジェクトによって発生される実際の地域社会への影響を記述してください ※

３００語まで 

・岐阜市との友好姉妹都市が６都市あるという地域の魅力の再確認 

・まちづくりの次代を担う（学生）にまちづくりに主体的、能動的に取り組機会を創造・提供 
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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、この事業を運営することから利益を得たか？ 

※２００語まで 

当事業は岐阜新聞や中日新聞、朝日新聞に掲載されました。メディアから発信する事により、よ

り多くの市民から当事業が認知され、新たな岐阜の魅力を感じてもらうことができた。そして我々

青年会議所運動が認知されることにより、継続してまちづくりに取り組みたい能動的な市民を作

ることができ、さらには、会員募集により２４名の会員が新規入会した。 

 

 

How did the program advance the JCI Mission? 

どのようにＪＣＩミッションを推進したのか？ ※２００語まで 

ＪＣＩミッション   

学生まちづくりサポーターや学生団体に、コンテンツの企画・運営する機会を与えた。 そして、

彼らは事業で多くの来場者を得て、成功体験を実感した音により、さらなる能動的な 行動へと

つながるきっかけとなった。 

 



 

How did the project advance the JCI Vision? 

どのようにしてＪＣＩビジョンを推進したのか？ ※２００語まで 

ＪＣＩビジョン   

能動的に事業運営に参加した学生まちづくりサポーターや学生団体が、コンテンツの企画・運

営することに対して、手法などの助言や人的・物的なサポートをした。 

※写真４枚 
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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的な影響は、なんですか？  

※２００語まで 

・(市民)サポーターのアイデアが具現化されたことにより、今後も地域の資源を活用したものづ

くりのアイデアを発案する能動的市民を創出できる。 

 

・次世代を担う学生(市民)が、地域のまちづくりに積極的関心を持つことにより、主体的、能動

的な行動をとり、今後のまちづくりにも寄与していく人財となる。 

 

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 

地域の発展に貢献できる人材を輩出するために、市民が主体的に事業に参画したいと行動で

きる事業構築を意識していく必要がある。また、学生団体以外でも一般のまちづくり活動を行う

団体と積極的に協働を計画し、まちづくり活動の輪を広げていくことが必要である。なぜなら、ま

ちづくりに夢・希望を持てる市民、団体が増えることで地域を成長させることができるからであ

る。 

※写真４枚 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


