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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 

２０１４年１１月０１日〜２０１５年１０月０８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 

１８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 

札幌市 

経済産業省・資源エネルギー庁 

NPO 法人 北海道グリーンファンド 

一般社団法人 北海道再生可能エネルギー振興機構 

合同会社エネロスバスターズ 

グリーンパワープロジェクト 

北海道立総合研究機構 地熱研究所 

北海道大学 

 

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 

１，１９８，４１６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： 

なし 

 

 

Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 

札幌市民１９５万人 

 

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札幌は、エネルギー情報と地域経済に関し再認識する機会を提供す

る。 

ＪＣＩ札幌は、エネルギー資源と地域経済に積極的な関心を持つ能動的市

民を生み出す。 

ＪＣＩ札幌は、地域や家庭におけるエネルギー活用に関する知識を提供し

札幌の経済を発展させる。 

 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

①ＪＣＩ札幌は、エネルギーの活用と次世代環境について、「大学・企業・

行政へのヒアリングと調査研究」を行い下記内容について情報を得た。 

Ⅰ．日本の電力供給業者が利用するエネルギー資源の国内自給率は４％

である。日本は海外にエネルギー資源を依存しており、エネルギー資源

の高騰が経済活動のコスト上昇につながる。 

Ⅱ．札幌市は、気候が寒冷地であるため、温暖地域の都市に比べ、冬場の

工場・オフィス・住宅での暖房よるエネルギー消費が多い。そのため年

間エネルギー消費量も温暖地域に比べ多くなる傾向がある。 

（札幌市は、年間の季節ごとの気候温度差が３３．４度と大きい。冬期間

においては、マイナス１５度に達することもある。２０００年～２０

１５年の札幌市気象統計より） 



Ⅲ．イギリスでは電力自由化が行われている。消費者は料金プランを提

供する電力供給業者から選択を行う。消費者は選択の際に発電効率の

良いことや、再生エネルギーの使用を基準に事業者を選択することが

できる。 

②ＪＣＩ札幌は、市民にとって身近な問題となるエネルギーロス削減をテ

ーマしインパクトを与え、エネルギーの活用と次世代環境に関して

POSITIVECHENGE させる運動を行うと決めた。 

③ＪＣＩ札幌は、調査研究の結論を市民に発信した。 

○札幌市においてエネルギーロス削減をまち全体で推進した場合。 

ⅰ）エネルギー価格の影響が少なくなり地域経済の基礎力が強くなる。 

ⅱ）生活の必要経費が削減となり、生活の向上につながる。 

○企業・消費者のエネルギーに関するリテラシー高くなった場合。 

日本では、今後、電力自由化が順次実施される。自由化がすすんだ場合、

企業や消費者は発電効率の良いことや、再生エネルギーの使用を基準に電

力供給事業者を選択することできる。 

④ＪＣＩ札幌は、調査研究の発信方法として、次世代環境例会を開催した。

岩井尚人氏の講演会を行った。具体的にエネルギーロスの仕組みとロスを

削減する方法。エネルギーに関するリテラシーを高めることを発信した。 

⑤ＪＣＩ札幌は、調査研究の発信方法として、エネルギー削減に携わる企

業・環境団体の賛同を得て、エネルギーＥＸＰＯを市民向けに開催した。

また、ＴＯＹＯＴＡ自動車の協力を得て、次世代環境自動車といわれる水

素自動車「ＭＩＲＡＩ」の展示を札幌市で初めて行った。 

⑥ＪＣＩ札幌は、調査研究結果と「エネルギーロス削減ガイドの普及、エ

ネルギーロス削減アドバイザーの育成、エネルギーパス導入」の提言を含

む、次世代環境を創造するための提言を作成した。提言書を、不動産業界

協会、建築業界協会、札幌市長に提出した。 

 

 

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 

コメントの追加 [o1]: エネロスをテーマに運動を行う

に至った根拠を。現状だと②以降につながらないよう

に見えます。 

現状のままであれば削除も検討に 

コメントの追加 [o2]: 決意ではなく行動を。てにをは

がおかしいです。 

コメントの追加 [o3]: 精査、調査研究の結論ではな

く、調査研究の結果、どう変わると札幌は良くなるの

かを発信しなければいけない 

コメントの追加 [o4]: 同上 



１．ＪＣＩ札幌は、エネルギーロス削減に関する講演会を開催した結果、

以下の成果を得た。アンケートより（講演会参加者２１７名中１３４名が

回答） 

○参加者の約９割が、エネルギーに関する知識に関しＰＯＳＩＴＩＶ

ＥＣＨＡＮＧＥした。 

理解できた４９％・ある程度理解できた４４％ 

９１％の方がエネルギーに関する知識を高めることが出来たと回答。 

○エネルギーロス削減に対するして７割強の方がＰＯＳＩＴＩＶＥＣ 

ＨＡＮＧＥした。 

高まった４４％・ある程度高まった４３％と回答。 

２．ＪＣＩ札幌は、エネルギーＥＸＰＯ（イベント）を開催した。参加者

は、電力自由化・省エネルギーの普及・再生可能エネルギーに関しＰＯＳ

ＩＴＩＶＥＣＨＡＮＧＥした。 

（エネルギーＥＸＰＯ参加者２５２名中１１５名のアンケートより） 

○日本のエネルギー問題について関心のある分野 

２３％の方が、脱原子力発電 

４６％の方が、電力小売全面自由化 

２８％の方が、再生可能エネルギーの普及 

３％の方が、その他と回答した。 

○安心・安全なエネルギー環境とは何かと 

１８％の方が、脱原子力発電 

３４％の方が、省エネルギーの普及 

４３％の方が、再生可能エネルギーの普及 

５％の方が、 その他と回答した。 

３．ＪＣＩ札幌は、札幌市長に提言書を提出し今後の行政の運営にインパ

クトを与えた。 

①ＪＣＩ札幌と札幌市は「まち全体でエネルギーロス削減することに

ついて密に意識を共有すること。」「具体的な提言内容を札幌市政にお

いて１つでも２つでも実現に向けていくこと」について互いに確認し

た。  

 

 

 

 

Actions Taken 行動 

説明： 

コメントの追加 [o5]: 表現が変 

また、 

×：○○に関して PositiveChange 

⇒どのように PositiveChange したのか 

コメントの追加 [o6]: 表現が変 



２０１４年１１月０１日 企画立案 

２０１４年１１月１７日 北海道大学 歴史地域文化専攻 

               田畑 伸一郎 教授 訪問 

２０１４年１１月１９日 一般社団法人北海道再生可能エネルギー振興機

構 

               小林 ユミ 氏 訪問 

２０１４年１１月２１日 北海道立総合研究機構 地熱研究所 

               高橋 徹哉 氏 訪問 

２０１４年１２月０５日 札幌市市長政策室 政策企画部 

               エネルギー政策統括担当係長 

               渡邊 誠 氏 訪問 

２０１４年１２月１３日 エコプロダクツ２０１４ 訪問 

２０１５年０１月２２日 会場打ち合わせ 

２０１５年０１月２８日 新電力 EXPO 訪問 

２０１５年０２月０３日 合同会社エネロスバスターズ 

               代表 岩井 尚人 氏 訪問 

２０１５年０２月２０日 講師 基調講演打ち合わせ 

２０１５年０２月２５日 電力自由化 EXPO 訪問 

２０１５年０３月２５日 FACEBOOK 公開 

２０１５年０３月３０日 一般社団法人札幌青年会議所ホームページ掲載 

               HOT・MAIL 配信、チラシ入稿 

２０１５年０４月０６日 チラシ及びポスター印刷完了 配布 

２０１５年０５月０９日 五月「次世代環境創造」例会 開催 

２０１５年０５月１３日 一般社団法人エネルギーパス協会 訪問 

２０１５年０５月１８日 提言書アドバイザー 岩井 尚人 氏 打合せ 

 

２０１５年０６月１２日 第１回 提言書 構成 打ち合わせ 

２０１５年０６月２４日 第２回 提言書 構成 打ち合わせ 

２０１５年０６月２６日 第１回エネチェン支援塾 参加 

２０１５年０７月２８日 第２回エネチェン支援塾 参加 

２０１５年１０月０８日 札幌市長へ提言書提出 

２０１５年１０月０９日 全日本不動産協会 北海道本部 提言書 提出 

一般社団法人 札幌建設業協会 提言書 提出 

ＪＣＩ札幌のＷＥＢサイトに提言書を掲載する。 

 

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？ 

達成できた目的 

 

ＪＣＩ札幌は、事業に参加者した市民のエネルギーに関する知識とエネル

ギーロス削減の行動意欲を高め目的を達成した。 

○アンケートの結果、参加者の約９割が、エネルギーに関する知識を深め

ることが出来たと回答した。 

○アンケートの結果、参加者の約 7 割が、エネルギーロス削減をに対する

理解と削減を行動することについて積極的意見を回答した。 

 

ＪＣＩ札幌は、札幌市長に提言書を提出し今後の行政の運営にインパクト

を与えた。 

ＪＣＩ札幌と札幌市長とが「まち全体でエネルギーロス削減することにつ

いて密に意識を共有すること。」「具体的な提言内容を札幌市政において１

つでも２つでも実現に向けていくこと」について意識を共有出来たため。 

 

改善策 

事業に参加した多くの方に理解を得られたが、参加者以外の市民に広く伝

えることはできなかった。関係機関や多くの支援者を得ることで多くの市

民に影響を与えられることになる。ＪＣＩ札幌の事業として、引き続き調

査・研究を行い、継続することで多くの市民に対し影響を与える。 

 

 

 

ページ３ 

部門 Best Local Economic Development Program 

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 

コメントの追加 [o7]: 高めた。若しくは高めることに

成功した 

コメントの追加 [o8]: 精査、ＪＣの目的と異なる 



 

 

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 

 

 

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 

 

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？ 

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 



 

※画像４つ必要 

 

 

ページ４ 

Promotion of Free Enterprise 自由企業の普及促進・振興・奨励・助成 

 

How did this program seek to exhibit JCI Values, especially "free 

enterprise"? 

どのように、自由企業の普及促進は事業の間、進められましたか？  

※２００語まで 

 

 

How was free enterprise promoted during the project? 

どのように、自由企業の普及促進は事業の間、進められましたか？  

※２００語まで 

 

※画像４つ必要 

 

ページ５ 

Impact on Local Economy  地域経済への影響 

 



How was the impact on the local economy measured? 

どのように、LOM は、このプログラムのために地域経済への影響を測りました

か？ ※２００語 

 

 

What was the intended impact on the local economy? What goals were 

originally set? 

地域経済への意図された影響は、何でしたか？ どんなゴールが、当初決められ

ましたか？ ※２００語まで 

 

 

What was the actual economic impact produced by this project? 

このプロジェクトによって生み出される実際の経済的影響は、何でしたか？ 

※３００語まで 

 

※画像４つ必要 

 

 

ページ６ 

Impact on Community and Participants地域社会と参加者への影響 

 



How was community and participant impact measured for this project? 

地域社会と参加者への影響の測定方法は？ ※２００語まで 

 

 

Describe the actual impact on the local community and the participants. 

地元のコミュニティと参加者への実際の影響を記述してください。 

※３００語まで 

 

※画像４つ必要 

 

 

 

ページ７ 

Partnerships and Public Relations協力者・協働者と広報活動 

 



What was the promotional strategy for this program? 

このプログラムに対するプロモーションの戦略は、何でしたか？  

※５００語まで 

 

 

How successful was the promotion? Please indicate figures where 

applicable. 

プロモーションは、どれくらい成功しましたか？ 該当する場合、数字を示して

ください。 ※２５０語まで 

 

List the partners that participated in this program. (write N/A if none) 

このプログラムに参加したパートナーをリストしてください。 （何もない場合



は N/A を書きます） ※１００語まで 

 

 

How did partners participate in the program? 

どのように、パートナーはプログラムに参加しましたか？ ※２５０語まで 

 

※画像４つ必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページ８ 

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 

 

 

 

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 

 

※画像４つ必要 

 

 


