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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６月４日から２０１６年９月９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 

８７member 

 

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 

ＪＣＩ四維 １４名 

ＪＣＩシティレディー １０名 

山形市 

山形県 

講演会の講師 １名 

 

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 

５万円 

 

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： 

無 

 



Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 

山形市に暮らす市民２５万人 

 

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 

 ＪＣＩ山形は、山形市民に対して以下の目的を掲げました。 

  ・世界平和の重要性を再認識してもらうこと 

  ・世界が抱える問題を解決する方法を考えること 

  ・解決にむけた行動を山形市民に広め、持続可能な運動となっていくこと 

 ＡＳＰＡＣ高雄大会の前に世界平和に関心を持っているのかどうかという調査を

行いました。山形市では、世界平和に関心を持った若者が１８％しかいないという

ことがわかりました。 

 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

 ＪＣＩ山形は、ＡＳＰＡＣ高雄大会という国際の機会を得ました。世界平和を目

指す私たちは、山形市民に対して事前にアンケート調査を行い、世界平和に関心を

持った若者が１８％しかいないということがわかりました。 

 私たちは、２００８年にＪＣＩ四維（台湾）と海外姉妹ＪＣを、２０１１年には

ＪＣＩシティーレディー（香港）と海外姉妹ＪＣを締結しました。 

 私たちは、ＪＣＩ四維（台湾）とＪＣＩシティーレディー（香港）の３ＬＯＭで

この調査結果について意見交換をしました。 

 まず、世界平和の重要性を山形市民に認識してもうため、３ＬＯＭは世界平和に

対するメッセージを書き入れた横断幕を３枚作成しました。横断幕はどこにでも取

り付けることができます。また、たくさんの市民に見てもらうことができます。３

ＬＯＭメンバーの漠然としていた認識が具体的な行動をしようという明確な認識に

変わりました。 

 私たちは、横断幕をそれぞれの地域社会に持ち帰り、世界平和について関心を持

たない市民の意識を変えようと活動を始めました。山形市長と世界平和について意

見交換をして、一緒にメッセージを書き入れた横断幕を山形市民に向けて掲げまし



た。また、山形県知事とも世界平和について意見交換をして、一緒にメッセージを

書き入れた横断幕を山形市民に向けて横断幕を掲げました。 

 その様子はメディアにとりあげられました。このことについて、ＪＣＩ山形に市

民や学校、企業から問い合わせが５件あり、世界が抱える問題にはどのような問題が

あるのかもっと学習をしたいという意見をもらいました。 

 次に、私たちは、世界平和に関心を持ち始めた方々に、具体的に世界はどのような問

題を抱えているのか知ってもらいたいと考えました。また、それを解決するにはどのよ

うな方法があるのかを知ってもらいたいと考えました。私たちは、山形市民に対して

ＳＤＧＳの取り組みを学習する講演会を開催しました。 

 ＪＣＩは、国際連合が新たに採択したＳＤＧＳに取り組んでいます。 

 参加者は、山形市ではどこでも飲める飲み水を、場所によっては何時間も歩いて

安全な飲み水を得ているという現状に驚いていました。参加者は、将来を担う子供

たちにもこの現状とＳＤＧＳの取り組みを伝えたいと言いました。 

 私たちは、将来を担う子供たちに対してどのような方法で学習をさせるのか、そ

のカリキュラムを伝える準備をしています。 

 また、私たちは、世界が抱える水の問題をＪＣＩ四維（台湾）とＪＣＩシティー

レディー（香港）に伝えました。また、それぞれのＬＯＭが行っている世界平和に

対する運動を知りたいと伝えました。 

 来年、３つのＬＯＭが、自分たちが行っている世界平和に対する取り組みを報告

します。 

 ＪＣＩ山形は台湾で、ＪＣＩ四維（台湾）は香港で、ＪＣＩシティーレディー（香

港）は山形市で報告を行います。山形市では、ＪＣＩ山形が中心となって山形市民

が参加できる報告会を開催します。 

 私たちは、参加した山形市民が世界の抱える様々な問題を認識し、解決に向けて

考え始める機会を創出します。 

 

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 



 メッセージを書き入れた横断幕は、テレビによって５８，０００人の山形市民が

見ました。また、新聞記事によって１５３，７６０人の山形市民が見ました。 

 この中の方々から５件の問い合わせをもらい、世界が抱える問題にはどのような問

題があるのかもっと学習をしたいという意見をもらいました。 

 私たちは、世界平和に関心を持ち始めた方々に対して、ＳＤＧＳの取り組みについ

て講演会を開催しました。 

 ２４人の山形市民が講演会に参加し、ＳＤＧＳの取り組みについて学習しました。

講師の話を聞いて、現在、世界が抱える水の問題を認識し、これを解決するにはど

のような方法があるのかを知ってもらうことができました。このうちの３名は、自

ら講師となって将来を担う子供たちにもこの現状とＳＤＧＳの取り組みを伝えたい

と言いました。 

 私たちは、小中学生に対してどのような内容で学習をさせるのか、そのカリキュ

ラムを伝える準備をしています。将来、一人でも多くの子供が世界平和に貢献でき

る大人になれるよう、教育をしていきます。 

 私たちは、世界平和について考えた始めた市民に対して、以下を指導します。 

  ・ＳＤＧＳを学習する教材となる資料の提供 

  ・小中学校の授業実施の申し入れ方法 

  ・小中学生への伝え方 

  私たちは、この取り組みを山形市民に向けて発信し、より多くの山形市民を巻

き込んだ運動としていきます。 

 私たちは、世界が抱える水の問題をＪＣＩ四維（台湾）とＪＣＩシティーレディ

ー（香港）に伝えました。また、それぞれのＬＯＭが行っている世界平和に対する

運動を知りたいと伝えました。 

 ＪＣＩ四維（台湾）は、世界の気候変動の問題をとりあげ、この問題解決に取り

組む人を増やしていく運動を行っています。 

 ＪＣＩシティーレディー（香港）は、発展途上国の貧困問題をとりあげ、この問

題解決に取り組む人を増やしていく運動を行っています。 

 来年、３つのＬＯＭが、現在自分たちが行っている世界平和に対する取り組みを

報告します。 

 ＪＣＩ山形は台湾で、ＪＣＩ四維（台湾）は香港で、ＪＣＩシティーレディー（香

港）は山形市で報告を行います。 

 ＪＣＩ山形は、世界が抱える様々な問題を山形市民に認識してもらうため、山形

市民が参加できる報告会を開催します。 

 

Actions Taken 行動 

説明： 



＜２０１６年１月２８日＞ 

 山形市内でＪＣＩ山形、ＪＣＩ四維（台湾）、ＪＣＩシティーレディー（香港）の

３ＬＯＭで事業内容について打合せを行いました。 

＜２０１６年５月２日＞ 

 山形市民に対して世界平和に関心を持っているのかどうかというアンケート調査

を行いました。 

＜２０１６年６月４日＞ 

 ＡＳＰＡＣ高雄大会で、世界平和について意見交換をしました。また、世界平和

に対するメッセージを書き入れた横断幕を３枚作成しました。 

＜２０１６年８月９日＞ 

 山形市内の小学生が、ＪＣＩ日本が主催する世界平和について学ぶ事業に参加し、

学んだことを山形市長に報告しました。その小学生は、自ら世界の抱える問題を学

び、自ら解決方法を考え、自らそれを発信しようとしています。私たちは、その運

動に共感しました。私たちは、報告の場に同席し、小学生と私たちの運動に興味を

持った山形市長と一緒にメッセージを書き入れ、横断幕を掲げました。 

＜２０１６年９月２日＞ 

 私たちとその小学生は、山形県知事と国際社会の問題と世界平和について意見交

換をしました。 

 山形県知事は、私たちが小学生と山形市長と一緒に横断幕を掲げた様子を見まし

たと言ってくれました。また、私たちと小学生の運動に共感してくました。 

 山形県知事は、山形県民に対して世界平和の重要性を発信していくと約束してく

れました。 

 私たちは、小学生と山形県知事と一緒にメッセージを書き入れ、横断幕を掲げま

した。 

＜２０１６年９月９日①＞ 

 講演会を開催してＳＤＧＳの取り組みについて学習しました。講師の話を聞いて、

現在、世界が抱える水の問題を認識し、これを解決するにはどのような方法がある

のかを知ってもらうことができました。 

 このうちの３名は、自ら講師となって将来を担う子供たちにもこの現状とＳＤＧ

Ｓの取り組みを伝えたいと言いました。 

 私たちは、これを実現するため以下を指導します。 

  ・ＳＤＧＳを学習する教材となる資料の提供 

  ・小中学校の授業実施の申し入れ方法 

  ・小中学生への伝え方 

 私たちは、この取り組みを山形市民に向けて発信し、より多くの山形市民を巻き

込んだ運動としていきます。 



＜２０１６年９月９日②＞ 

 私たちは、世界が抱える水の問題をＪＣＩ四維（台湾）とＪＣＩシティーレディ

ー（香港）に伝えました。また、それぞれのＬＯＭが行っている世界平和に対する

運動を知りたいと伝えました。 

 ＪＣＩ四維（台湾）は世界の気候変動の問題を、ＪＣＩシティーレディー（香港）

は発展途上国の貧困問題をとりあげ、それぞれ問題解決に取り組む人を増やしてい

く運動を行っています。 

 来年、３つのＬＯＭが、自分たちが行っている世界平和に対する取り組みを報告

します。 

 ＪＣＩ山形は台湾で、ＪＣＩ四維（台湾）は香港で、ＪＣＩシティーレディー（香

港）は山形市で報告を行います。 

 ＪＣＩ山形は、世界が抱える様々な問題を山形市民に認識してもらうため、山形

市民が参加できる報告会を開催します。 

 

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？ 

＜達成＞ 

 山形市民は世界平和の重要性を再認識しました。ＪＣＩ山形が掲げた横断幕を見た

後に、「世界平和を改めて考える良い機会となりました」という意見が５件あったか

らです。 

 山形市民は世界が抱える問題を解決する方法を考え始めました。ＳＤＧＳの取り組

みを学習する講演会に参加した２４名にアンケートを実施しました。回収した２４

枚のうち、１９名から「安全な水の確保が最も大きな問題だと感じました」という

回答があったからです。また、１７名から「解決には給水設備が必要だと感じまし

た」という回答があったからです。 

 解決にむけた行動を山形市民に広め、持続可能な運動となっていきました。ＳＤＧ

Ｓの取り組みを学習する講演会に参加した２４名のうち、３名が自ら講師となって将

来を担う子供たちにもこの現状とＳＤＧＳの取り組みを伝えようと活動し始めてい

るからです。 

＜未達成＞ 

 講師となった３名から話を聞いた子供たちがどのような意識変革を起こしたのか

検証する資料が不足していました。改善するために、子供たちの意識調査を行う必

要があります。 

 



部門 Best Inter-organization Collaboration Project 

ページ３ 

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 

 この事業の参加者が、自分の力で考えて行動を起こすようになることです。 

 私たちは、具体的に以下の目的を掲げました。 

  ・世界平和の重要性を再認識してもらうこと 

  ・世界が抱える問題を解決する方法を考えること 

  ・解決にむけた行動を山形市民に広め、持続可能な運動となっていくこと 

 

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？ ※２００語まで 

＜意欲・影響力＞ 

 ＪＣＩ山形が主体となって能動的に行動を起こす市民を増やし続ける。 

 

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

予算は事業の財務管理の為の効果的なガイドになりましたか？ ※１５０語まで 

＜企画作成費：５００ドル＞ 

 世界平和に対するメッセージを書き入れた横断幕を３枚作成しました。 

＜講師関係費：１５０ドル＞ 

＜会場設営費：１４０ドル＞ 

 講演実績が豊富な講師に講演をお願いしました。 

＜広報費：０ドル＞ 

 私たちは、自分たちの足だけで事業の広報活動を行いました。また、ニュース等

の費用をかけないメディアの使い方で市民に対して発信しました。 

 



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 

＜ＪＣＩヴィジョン＞ 

 ＪＣＩ山形は、山形市民２４名の世界平和に対する関心を高めました。 

 ＪＣＩ山形は、世界平和に対する関心を高めた市民３名から更に他の市民へ意識

向上を促しました。 

＜ＪＣＩミッション＞ 

 ＪＣＩ山形は、山形市民に対して横断幕を掲げ、世界平和の重要性を再認識する

機会を創出しました。 

 ＪＣＩ山形は、ＳＤＧＳの取り組みを学習する講演会を開催し、世界の抱える問題

とその解決方法を知る機会を創出しました。 
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Cooperation between the Local Organizations  地域組織同士の協力関係について 

 



How did the two organizations work together? 

どのように 2つの組織は協働しましたか？ ※１５０語まで 

 ３つのＬＯＭが異なる世界が抱える問題を取り上げ、問題解決に取り組む人を増

やしていく運動を行っています。それぞれのＬＯＭが他国で事業報告を行い、それ

を聞いた市民は新たな問題を認識します。市民は新たな観点から世界平和を考え始

めます。 

 

Describe how the tasks and planning of the project were divided between the 

organizations. 

プロジェクトの仕事と計画がどのように組織で分けられたかについて述べてください。 

※２５０語まで 

 ＪＣＩ山形は、世界が抱える水の問題をとりあげ、この問題について考えて取り

組む人を増やす運動を行いました。 

 ＪＣＩ四維（台湾）は、世界の気候変動の問題をとりあげ、この問題について考

えて取り組む人を増やす運動を行いました。 

 ＪＣＩシティーレディー（香港）は、発展途上国の貧困問題をとりあげ、この問

題について考えて取り組む人を増やす運動を行いました。 

 ３つのＬＯＭが協働して、３つの観点から世界平和について考えました。 
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Impact on Members and Contribution to the JCI Vision 

メンバーへの影響と JCIヴィジョンへの貢献  

 

How did the members of the Local Organizations benefit from running this project? 

どのように、LOMメンバーは、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 

 ＪＣＩ山形は、世界平和に関心を持ったメンバーが２７％しかいませんでした。

異なる国のメンバーの考え方や取り組みを聞き、世界平和に関心を持ったメンバー

が３５％となりました。市民と一緒に講演会に参加し、世界平和に関心を持ったメ

ンバーが３５％となりました。 

 意識が変わっていくことを私たちも体験することができたため、関心を持たない

市民の目線にたって事業を展開してことができるようになりました。 

How did the program advance the JCI Vision? 

どのように、プログラムは JCI Visionを進めましたか？ ※２００語まで 

 ＪＣＩ山形は、マスメディアを活用して山形市民に対し、通じて横断幕を掲げま

した。山形市長や山形県知事、世界平和について関心を持った小学生と一緒に掲げ

ました。山形市民２４名の世界平和に対する関心を高めました。 

 ＪＣＩ山形は、ＳＤＧＳの取り組みを学習する講演会を開催し、３名の参加者が

自ら講師となり学習した内容を子供たちに伝えたいと言いました。 

 ＪＣＩ山形は、子供たちに上手に伝えられるように支援していきます。 
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Community Impact 地域社会への影響 

 

How did the Local Organization measure community impact? 

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 

 世界平和の重要性を再認識してもらうため、山形市長や山形県知事と一緒に横断

幕を掲げている様子がマスメディアで取り上げられました。 

 ・新聞の発行部数は６２，００部、山形市の１世帯当たりの平均人数２．４８人

１５３，７６０人の目に触れています。 

 ・ニュース番組の視聴率は１１．６％、山形市民２５０，０００万人、山形市長

と山形県知事がマスメディアにとりあげられため、５８，０００人がその番組

を視聴しています。 

 ＳＤＧＳの取り組みを学習するための講演会が開催されている様子がマスメディ

アで取り上げられました。 

 ・新聞の発行部数は６２，００部、山形市の１世帯当たりの平均人数２．４８人

１５３，７６０人の目に触れています。 

 

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 

 世界平和に関心を持っていなかった市民が、意識変革を起こし、自ら講師となっ

て将来を担う子供たちにＳＤＧＳの取り組みを伝えていくことが考えられます。 

 意識変革を起こした市民から授業を受けた子供たちが、現在、世界が抱える問題

を理解し、認識することが考えられます。 

 子供たちが世界平和の実現に向けて考え始めることが考えられます。 

 意識変革を起こした子供が成長し、別の子供たちに向けて世界平和の重要性を伝

えていくことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ページ７ 

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 

 ＪＣＩ山形が山形市民に対して世界平和の重要性を発信することにより、世界平

和に関心を持つようになります。 

 世界平和に関心を持った市民は、世界の抱える問題や解決方法を学習するように

なります。 

 学習した市民は、世界平和に関心を持たない市民にその重要性を伝え、別の市民

が関心を示すようになります。 

 

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 

 山形市民に対して、世界が抱える問題について相談受け付ける常設窓口の開設を

検討しています。 

 山形市民に対して、ＳＮＳを利用して世界平和の重要性を発信することを検討し

ています。 

 毎年、３つのＬＯＭでそれぞれＳＤＧＳの目標を１つとりあげ、市民に対して問

題を認識して考える機会を創出し続けます。 

 


