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① 戦略計画 
 

Strategic Plan 
LOM の行動計画の要点を簡単に説明してください  Briefly describe the main points of the Local Organization 

Plan of Action. ※300 単語まで 
■ＪＣＩ金沢会議の成り立ち 
２０１５年に開催されたＪＣＩ世界会議金沢大会の総会のなかで、Ｊ
ＣＩならびに各国の代表たちが、国連の掲げる持続可能な開発目標
『ＳＤＧｓ』達成に向けて、積極的に行動していくことを約束する
「金沢宣言」を採択し、私たちのＳＤＧｓへの取り組みが始まりまし
た。 
この取り組みの一つとして、２０１６年から２０２０年までの５年
間、「金沢宣言」が採択された金沢で、ＳＤＧｓの推進状況やアクシ
ョンの情報共有の場として、ＪＣＩ金沢会議を開催してきました。 
この国際会議はパートナーとの取り組みを数多く生み地域でインパク
トを創り出してきました。 
 
■ＪＣＩ金沢会議を軸とした行動計画 
ＪＣＩ金沢会議を活かしたＳＤＧｓの推進と、ＪＣＩストラテジック
プランを基に、ＪＣＩ金沢が理想とするまちのヴィジョンを描き、行
動計画をつくりました。 
 
１．年齢、性別、国籍や背景に関係なく、誰もがやりたいことに挑戦
できるまちをつくる。 
２．市民一人ひとりが、自身の将来に対して幸せを得るよう良い変化
を起こしていこうといったエネルギーに満ちているまちをつくる。 
３．地域が抱える課題解決が進み、将来の世代が必要とするものを損
なうことなく、私たちの世代と同じように発展の恩恵を受けながら暮
らせるまちをつくる。 
 
■２０３０年へのメッセージ 
人は誰もが素晴らしい力を持っている 
私たちは人の可能性を信じ 
持続可能な社会を実現するため 
自らの意思で決断する若者と共に 
変わりゆく課題を解決し 
時代の変化の起点となっていく 
 

 ■JCI Kanazawa Conference 
We hoped JCI and the representatives of its respective National 
Organizations from around the world would each assume their 
roles in achieving the United Nations Sustainable Development 
Goals, or SDGs.  
Our commitment, in the form of the Kanazawa Declaration was 
adopted and our work on the SDGs began. 
One of the initiatives arising from this was the JCI Kanazawa 
Conference, to be held annually in Kanazawa, the city where the 
Kanazawa Declaration was adopted, for five years from 2016 to 
2020, with the aim of sharing information on the promotion of 
the SDGs, as well as to report on activities being carried out to 
achieve them. 
The conference gave rise to many initiatives through which we, 
and our partners, 
Are creating impact in the region. 
 
■Action plan based on the JCI Kanazawa Conference 
Based on the promotion of the SDGs utilizing the JCI Kanazawa 
Conference and the JCI Strategic Plan, JCI Kanazawa drew up a 
vision of an ideal city and created an action plan. 
 
1. Create a city where everyone can challenge what they want 
to do, regardless of age, gender, nationality or background. 
2. Create a city filled with the energy to make positive changes 
so that each citizen can be happy in his or her own future. 
3. We will make progress in solving the issues faced by the 
region and create a city where future generations can live with 
the same benefits of development as our own generation, 
without compromising the needs of future generations. 
 
■Message to 2030 
Everyone has great power, 
We believe in people's potential 
To realize a sustainable society, 
With young people who make their own decisions 
Solve changing challenges, 
Become a starting point for changing the times. 
 

組織として、JCI ミッションをどのように推進しましたか？ 
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 has the organization advanced the JCI Mission? ※150
単語まで 

１．２０１６年３月からＪＣＩ金沢会議を開催してきたが、当時、日
本ではＳＤＧｓとは何かということが理解されていなかった。 
２．日本の青年会議所は１月からスタートするが、毎年２月に開催さ
れてきたことで、金沢会議に参加いただけたメンバーがヒントを各地
へ持ち帰ることができ、全国各地でＳＤＧｓ達成にむけたアクション
が行われた。 
３．ＪＣＩとＪＣＩ日本と連携して進めていくことで、様々なアクシ
ョンが生まれ、２０１９年からは延べ４，０００名を超える青年が参
加していただける国際会議になった。 
４．ＪＣＩ金沢会議の継続開催によって、若者の賛同者が増え、ＳＤ
Ｇｓ達成にむけたアクションを一番行っている団体として金沢市より
認められた。 

 1. The JCI Kanazawa Conference has been held since March 
2016, but at that time, the meaning of the SDGs was not 
understood in Japan. 
2. Since the JCI Japan’s local organizations start in January and 
Kanazawa conference have been held in February every year, 
the members who participated in the Conference were able to 
take the tips back to their respective regions, and actions to 
achieve the SDGs were taken all over the country. 
3. By working together with JCI and JCI Japan, various actions 
have been taken, and the conference will become an 
international conference with a total of more than 4,000 
participants from 2019. 
4. By continuing to hold the JCI Kanazawa Conference, the 
number of youth supporters increased. And we were recognized 
by Kanazawa City as an organization that takes the most action 
to achieve the SDGs. 
 

組織として、JCI ヴィジョンをどのように推進しましたか？ 
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 has the organization advanced the JCI Vision? ※150
単語まで 
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１．ＪＣＩ金沢会議を中心にＳＤＧｓを推進することで、これまで関
わることのできなかった学生、政府、専門家、高等教育機関、日本を
代表する民間企業をつなぐことができました。 
２．特に、ＪＣＩ金沢と金沢市、そしてＳＤＧｓに関する政策関連の
研究を行っている国連大学により、「ＩＭＡＧＩＮE ＫＡＮＡＺＡＷ
Ａ ２０３０」というプロジェクトが生まれ、若き能動的市民を集め、
様々なテーマで金沢の未来やまちのあり方を考え、行動する仕組みを
つくりました。 
３．そして、次世代のための持続可能な社会をつくる積極的な活動を
パートナーと共に行い、主導的なグローバル・ネットワークを推進し
ています。 

 1. By promoting the SDGs with the JCI Kanazawa Conference at 
the center, we were able to connect students, the government, 
experts, higher education institutions, and leading private 
companies in Japan that had been unable to get involved in the 
past. 
2. In particular, a project called "IMAGINE KANAZAWA 2030" 
was established by JCI Kanazawa, Kanazawa City, and the 
United Nations University, which conducts policy-related 
research on the SDGs, to gather young active citizens to think 
about the future of Kanazawa and the way the city should be, 
and to create a mechanism to take action on various themes. 
3. In addition, we are actively engaged in activities with our 
partners to create a sustainable society for the next generation 
and promote a leading global network. 
 
 

LOM として、どのように JCI 行動計画に貢献しましたか？ 
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 has the Local Organization contributed to the JCI Plan 
of Action? ※200 単語まで 

■インパクト 
毎年ＪＣＩとＪＣＩ日本と共に運動を展開し、若者を巻き込んでの
様々なアクションを生み、２０１９年には延べ４０００名を超える方
に参加していただける国際会議となりました。 
 
■モチベート 
プロジェクトの例として、金沢市内にある金沢西高校と連携した事業
があり、１学年３００名の生徒が、ＪＣＩ金沢メンバーの企業６０社
を訪れ、意見交換や発表、対話を促進しました。 
 
■インベスト 
ＳＤＧｓの推進に応援してくれる企業も年々増え、この５年間の協賛
総額は２９２０万円にものぼりました。 
 
■コラボレート 
ＳＤＧｓを私たちが掲げることで、これまで関係を持つことが難しか
った様々な企業や団体との協働が可能となりました。私たちだけでは
解決できない課題に対して協働による革新的手法が生まれてきまし
た。 
 
■コネクト 
私たちがＪＣＩ金沢会議に携わり、かつＳＤＧｓ達成にむけた事業を
進めてきたことにより、金沢市と国連大学との連携による「ＩＭＡＺ
ＩＮＥ ＫＡＮＡＺＡＷＡ ２０３０」という大きなプロジェクトが
誕生しました。 
 

 ■IMPACT 
Year after year, JCI and JCI Japan worked together to create a 
variety of activities involving young people. In 2019, 4,000 
people from around the world gathered for the Kanazawa 
Conference. 
 
■MOTIVATE 
This has been made possible through one of the Junior 
Chamber’s hallmark features, its network that extends 
throughout the regions and from the nation on to the 
international stage. 
 
■INVEST 
The number of companies that support the promotion of the 
SDGs has also increased year by year and overall sponsorship 
over the last five years has amounted to a total of $292,000. 
 
■COLLABORATE 
The SDGs allow us to collaborate with various companies and 
organizations that had previously been difficult to engage with. 
We would otherwise be unable to address by ourselves. 
 
■CONNECT 
As a result of our involvement in the JCI Kanazawa Conference 
and the promotion of projects aimed at achieving the SDGs, a 
major project, IMAGINE KANAZAWA 2030, was launched in 
cooperation with Kanazawa City and the United Nations 
University. 
 

   

② 会員資質向上プログラムとその結果 
 

Individual Development Programs and Results 

会員資質向上のために、どのようなプロジェクトを行いましたか？
（複数回答可） 

 What project or projects has the Local Organization run to 
develop individuals? ※200 単語まで 

１．ＨｅＦｏｒＳｈｅキャンペーン 
日本のジェンダーギャップ指数は、最新のデータによると調査対象１
５３カ国中１２１位と低い。そのため、ＪＣＩ金沢会議にＵＮ
Women の日本代表をお呼びし、女性のリーダーシップ向上や経済的
エンパワーメントについてお話いただいた。それをきっかけに、ジェ
ンダー平等の実現に向けた社会連帯運動である「ＨｅＦｏｒＳｈｅ」
を積極的に推進した。 
 
 
２．ＳＤＧｓあたりまえ体操の推進 
ＪＣＩ金沢会議を毎年開催していたことで、国内平均に比べて金沢市
民のＳＤＧｓの認知率は高くなってきましたが、まだ２４％に留まっ
ています。誰もがＳＤＧｓ達成にむけたアクションを起こしていくた
めに、日本を代表するコメディアンと共に、「ＳＤＧｓあたりまえ体
操」をつくり、ＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋなどＳＮＳを活用
して発信しました。 
 

 1. HeForShe Campaign 
Japan's gender gap index is as low as 121st out of 153 countries 
surveyed, according to the latest data. For this reason, we 
invited the Japanese representative of UN Women to the JCI 
Kanazawa Conference to talk about improving women's 
leadership and economic empowerment. This led to the active 
promotion of "HeForShe", a social solidarity movement for the 
realization of gender equality. 
 
2. Promotion of SDGs ATARIMAE EXERCISE "SDGs common 
sense physical exercises" 
The recognition rate of the SDGs among Kanazawa citizens has 
increased compared to the domestic average by holding the JCI 
Kanazawa Conference every year, but it is still only 24%. In 
order for everyone to take action toward the achievement of the 
SDGs, we created SDGs ATARIMAE EXERCISE "SDGs common 
sense physical exercises" with a comedian representing Japan 
and disseminated it through social networking sites such as 
Twitter and Facebook. 
 

会員にどのような影響を与えましたか？   How did the organization impact individuals? ※150 単語まで 



１．ＨｅＦｏｒＳｈｅキャンペーン 
①キャンペーンの開始前は女性会員が７％だったのが、最新のデータ
によると９％へと増加の傾向にある。 
②また、組織内の意思決定への参画やリーダーを担うメンバーが出て
きた。 
 
２．ＳＤＧｓあたりまえ体操の推進 
①ＪＣＩ金沢は、Ｔｗｉｔｔｅｒ公式アカウントを持っていなかった
が、２日間で再生回数は１万回を超える反響を見せた。 
②その結果を見て、ＪＣＩ金沢メンバーが「ＳＤＧｓあたりまえ体
操」のオリジナルバージョンをつくり発信した。 
③そして、メンバーの子供や家族が、私たちの活動に理解を示して、
さらにＳＮＳで発信を行い、ＳＤＧｓ達成のためのアクションを始め
ている。 

 1. HeForShe Campaign 
(1) Prior to the launch of the campaign, the number of female 
members was 7 percent, but the latest data shows a trend of 
increasing to 9 percent. 
(2) In addition, members have emerged to participate in 
decision-making and take leadership roles within the 
organization. 
 
2. Promotion of SDGs ATARIMAE EXERCISE "SDGs common 
sense physical exercises" 
(1) Although JCI Kanazawa did not have an official Twitter 
account, the number of views exceeded 10,000 in two days. 
(2) Based on the results, the JCI Kanazawa members created an 
original version of SDGs ATARIMAE EXERCISE "SDGs common 
sense physical exercises" and transmitted it. 
(3) In addition, the children and families of our members have 
shown their understanding of our activities and have begun to 
take action to achieve the SDGs by disseminating information on 
social networking sites. 
 

   

③ 地域社会開発プログラムとその結果 
 

Community Development Programs and Results 
地域社会の開発のために、どのようなプロジェクトを実施しました
か？ 

 
What project or projects has the Local Organization run to 
develop the community? ※200 単語まで 

１．日本一の給食を目指すプロジェクト 
金沢では家庭環境によって食事に差があり、子ども達の健康と、金沢
の食文化に興味を持ってもらうために、金沢の子供たちが食べる２万
３，０００人分の「給食」を１日限りの特別版として提供した。 
 
２．災害が起きた時に誰一人取り残さないプロジェクト 
近年の地球環境の変化により、世界中で自然災害は増加傾向にあるな
か、金沢も台風や大雨による被害が毎年発生しています。私たちが注
目したのは、災害が起こった時に子どもやお年寄りが取り残されない
仕組みづくりです。実際に災害が発生したことを想定して、行政・地
域・教育機関・民間企業と連携した地域住民の命を守るプロジェクト
を実施しました。 
①災害発生時に多くの命を守るための避難経路図を作りました。 
②社会弱者の立場になって避難所を構築しました。 
③地域の消防団の若者と共に避難所の運営を行いました。 

 
1. Project to become the best school lunch in Japan 
In Kanazawa, there are differences in diets depending on family 
circumstances, and in order to promote children's health and 
interest in Kanazawa's food culture, we provided a special one-
day version of the "school lunch" for 23,000 children in 
Kanazawa. 
 
2. A project to ensure that no one is left behind in the disaster 
Due to changes in the global environment in recent years, 
natural disasters have been on the rise around the world. What 
we focused on was creating a system that would not leave 
children and elders behind in the event of a disaster. In the 
event of an actual disaster, a project to protect the lives of local 
residents was carried out in collaboration with the government, 
local communities, educational institutions, and private 
companies. 
(1) We created an evacuation route map to protect many lives 
in the event of a disaster. 
(2) We built shelters from the standpoint of the socially 
vulnerable. 
(3) We worked with the youth of the local fire brigade to run the 
shelter. 
 

地域社会に与えた影響を記述してください 
 

How did the organization impact the community? ※150 単
語まで 

１．日本一の給食を目指すプロジェクト 
①金沢市と食の伝統を守り続ける団体との初めて協力したビッグプロ
ジェクトは、２万３，０００人の子どもたちに、金沢の食文化につい
て大きな関心を持ってもらうことができました。 
②このプロジェクト以降、金沢市の給食がさらに良いものになりまし
た。 
 
２．災害が起きた時に誰一人取り残さないプロジェクト 
①このプロジェクトの成果である「災害時マニュアル」が金沢市民 47
万人に配布されました。 
②金沢市の中で災害時に力を発揮する 433 名の若いリーダーが生まれ
ました。 
③金沢市の作成する「1000 年に一度のハザードマップ」の作成に大き
く寄与しました。 
 

 
1. Project to become the best school lunch in Japan 
(1) For the first time, the Big Project, a collaboration between 
Kanazawa City and an organization that continues to preserve 
food traditions, has raised a great deal of interest in the food 
culture of Kanazawa among 23,000 children. 
(2) Since this project, the food service in Kanazawa City has 
become even better. 
 
2. A project to ensure that no one is left behind in the event of a 
disaster 
(1) The "Disaster Manual," the result of this project, was 
distributed to 470,000 Kanazawa residents. 
(2) In Kanazawa City, 433 young leaders were born who show 
their strength in times of disaster. 
(3) He made a major contribution to the creation of the "Once-
in-a-Century Hazard Map" prepared by Kanazawa City. 
 

   

④ 国際開発プログラムとその結果  International Development Programs and Results 
LOM が運営した国際的プロジェクトを記述してください。（複数回答
可） 

 What international project or projects has the Local 
Organization run? ※200 単語まで 

１．日中青少年ダンス交流プロジェクト 
障がい児の多くが経済的理由、交通の便、介助者が必要などの理由に
より海外への渡航などを諦めてしまうことが多く、自身の可能性を閉
ざしてしまっていました。金沢市と姉妹都市である中国・蘇州市の障
がい児がダンスによる交流を行うことで、可能性を信じて挑戦できる
人材になることを目的に実施しました。 
 
２．ＳＤＧｓポスターセッション 
ＳＤＧｓという地球規模の課題に対して、金沢の高校生が解決策を提
案し、アイスランドの学生と、金沢市内の企業経営者も参加したチー
ムによる意見交換を行い、実現できるプロジェクトへと仕上げていっ
た。このプロジェクトは、オンラインセッションで実施され、食料問
題や教育、地域活性化や外国人向けの防災対策など６つのテーマで熱
いセッションが行われた。 

 1. Japan-China Youth Dance Exchange Project 
Many children with disabilities have given up on traveling abroad 
due to financial reasons, access to transportation, the need for a 
caregiver, etc., and have closed off their potential. The aim of 
this program was to help children with disabilities from 
Kanazawa City and its sister city, Suzhou, China, become people 
who believe in their potential and can take on challenges 
through dance exchanges. 
 
2. SDGs Poster Session 
High school students in Kanazawa proposed a solution to the 
global issue of the SDGs, and a team of Icelandic students and 
Kanazawa city business owners exchanged opinions, which 
resulted in a project that could be realized. The project was 



 conducted in an online session, with hot sessions on six themes, 
including food issues, education, community revitalization and 
disaster prevention measures for foreigners. 
 

その国際的プロジェクトが与えた影響を記述してください  What impact did the international development project 
have? ※150 単語まで 

１．日中青少年ダンス交流プロジェクト 
①当初は障がいの有無、国籍、言語など大きな不安があったが、ダン
スを通じてそれらが取り払われ、今後も交流したいなど前向きな発言
が多く、自身の可能性を広げるきっかけになりました。 
②両国で初めてとなる今回のような交流により、どのような条件でも
国際交流には支障がないことがわかり、インクルーシブ社会を体現で
きる形となった。 
 
２．ＳＤＧｓポスターセッション 
①オンラインセッションの形に変えて実施したところ、普段会えない
人や、予定よりも多くの方に参加いただくきました。 
②企業の経営者から具体的なアドバイスを受けた学生たちは、彼らの
感性でより良いアイデアをつくり、斬新なアクションが生まれた。 
 

 1. Japan-China Youth Dance Exchange Project 
(1) In the beginning, there was a great deal of anxiety about 
disability, nationality, language, etc., but through dance, all of 
these things were eliminated and many positive comments were 
made, such as wanting to continue to interact with each other, 
which gave me the opportunity to expand my own possibilities. 
(2) This is the first such exchange between the two countries, 
and we have learned that there is no obstacle to international 
exchange under any conditions, so we can embody an inclusive 
society. 
 
2. SDGs Poster Session 
(1) When we changed the format of the session to an online 
session, we were able to meet more people than we normally 
would have been able to meet. 
(2) After receiving specific advice from the company's 
managers, the students used their sensibilities to create better 
ideas, and novel actions were born. 
 

   

⑤ 経済開発プログラムとその結果 
 

Economic Development Programs and Results 

経済開発のために行った LOM のプロジェクトを記述してください 
 

what project or projects has the Local Organization run to 
develop the economy? ※200 単語まで 

１．横丁プロジェクト「とおりゃんせ KANAZAWA FOODLABO」 
金沢市内中心部の賑わいは失われてきており、まちが今後も発展する
ために、５，０００万円の資金調達を行い、「食」をテーマに現代版
の屋台村をつくった。 
 
２．エシカル消費プロジェクト 
金沢では、世界各地から届く安い商品を大量に消費する傾向があり、
地域での自給率が下がり続けていますが、大量生産の過程で様々な人
権侵害、健康被害や環境破壊を生じさせていることも少なくありませ
ん。これらの問題を解決するために、ＪＣＩ金沢は市内の有名なスー
パーにおいて、農家と販売店、加工業者と連携して、持続可能な農作
物の調達と販売に取り組んだ。 

 
1. An alley project "Toryanse KANAZAWA FOODLABO"  
As the bustle of central Kanazawa has been lost, we raised 
$500,000 to create a modern-day an alley with the theme of 
"food" in order for the city to continue to develop. 
 
2. Ethical Consumption Project 
In Kanazawa, there is a tendency to consume large quantities of 
cheap goods delivered from all over the world, and the local 
self-sufficiency rate continues to decline, but the process of 
mass production often results in various human rights violations, 
health hazards, and environmental destruction. In order to solve 
these problems, JCI Kanazawa worked with farmers, dealers 
and processors to procure and sell sustainable crops in famous 
supermarkets in the city.  

LOM が経済に与えた影響を記述してください  
 

How did the organization impact the economy? ※150 単語ま
で 

１．横丁プロジェクト「とおりゃんせ KANAZAWA FOODLABO」 
これまでの屋台と違い、会計のキャッシュレス化や現代的なデザイ
ン、そして特別な料理によって、若い世代を中心に大きな反響を生
み、新しいスポットとしてにぎわいを取り戻している。 
 
２．エシカル消費プロジェクト 
①金沢では形の悪い農作物は購入されない傾向にあるが、メンバーが
正しく説明することで、これまで売れなかったものが販売可能とな
り、地域内の食品ロスの軽減につながった。 
②同じ目的を共有した生産と流通に関わる事業者によるチームが金沢
市で初めて生まれ、エシカル消費と生産の理解が深まり、共に正しい
行動ができる関係を構築することが出来ました。 

 
1 An alley project "Toryanse KANAZAWA FOODLABO"  
Unlike previous stalls, the cashless accounting, modern design, 
and special dishes have created a huge response among the 
younger generation, and have regained their liveliness as a new 
spot. 
 
2. Ethical Consumption Project 
(1) In Kanazawa, poorly shaped crops tend not to be purchased, 
but by the members' correct explanations, previously unsellable 
crops became available for sale, leading to a reduction in food 
loss in the region. 
(2) We were able to deepen our understanding of ethical 
consumption and production and build a relationship that 
enables us to act together in the right way. 
(3) For the first time in Kanazawa City, a team of businesses 
involved in production and distribution with the same goal was 
born.  

   

 

「戦略計画」項目に添付する画像を下部に貼付してください 



  

  

 

「会員資質向上プログラムとその結果」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  



  

 

「地域社会開発プログラムとその結果」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  

  

 

「国際開発プログラムとその結果」項目に添付する画像を下部に貼付してください 



  

  

 

「経済開発プログラムとその結果」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  



  

 

 

 

 


