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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２月５日～２０１６年８月８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 

正会員 ２０４名 

シニアクラブ会員 １名 

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 

北海道 

札幌市 

札幌市教育委員会 

阿蘇青年会議所 

公益社団法人別府青年会議所 

一般社団法人 大分青年会議所 

公益社団法人日本青年会議所 九州地区 熊本ブロック協議会 

第８回札幌アジア冬季競技大会組織委員会 

民間企業１社 

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 

１，６１０，０００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 

募金による収入２６，１７３円 

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 

札幌市に暮らす市民 １９５万人 

熊本県及び大分県の被災地児童 ２０名 

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、市民が能動的に相互扶助する地域社会を開発する。 

 

ＪＣＩ札幌は札幌市の調査に基づき、市民の課題を探った。市民の間に、災

害発生時にお互いを助け合えるようになる取り組みが必要であるという課

題があることがわかった。 

ＪＣＩ札幌は、この課題の解決を伴う地域社会の開発を、本事業の目的とし

た。 

 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

札幌市が市民を対象として札幌市の課題を調査したアンケートにて、札幌市

民は「少子高齢化」「防災」「地域活性化」を課題にあげている。 

 

「防災」の課題の内訳として、「大規模災害の被災地復興を継続的に支援す

る取り組み」や「市民の助け合いで災害被害を最小限にする地域防災力の強

化」が多く挙げられていた。 

 

ＪＣＩ札幌は、課題解決のため、市民の間に互いを思いやる相互扶助の精神

を育むことが重要であると考え，そのための事業を検討した。 

 

しかし、検討を進めている間の２０１６年４月１４日から１６日にかけて、

熊本地震が発生した。 

 

熊本地震は、熊本を中心に広範囲に生じた、最大マグニチュード７．３、死

者２０４名、負傷者２，７２７名という規模の地震だった。 

 

震災後、被災した子供がＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）を発症するの



ではないかと懸念された。 

 

そこで、 

ＪＣＩ札幌は、震災を経験した被災地の子供たちを札幌に招待し、観光を通

じて少しでもストレスを解消し、精神的な安定をもたらす機会を創り出し

た。 

 

また、被災地域児童と札幌市民が交流することで、札幌市民に対して、他者

を思いやることの大切さを認識させ、それが地域の課題の解決につながるこ

とを実感させる機会を創り出した。 

 

なお、札幌は、民間団体の調査によると、日本で３番目に魅力ある街とされ

ているが、被災地の熊本とは１５００キロメートル離れており、何らかの機

会がなければ、熊本の児童が札幌を訪れるのは難しい。 

 

ＪＣＩ札幌は、熊本県を訪問し、熊本のＬＯＭと連携して参加者の募集を行

った。その結果、１０人の児童が応募した。 

 

熊本の隣で震災被害を受けた大分県のＬＯＭの協力で、大分県の児童１０人

からも応募があった。 

 

札幌市内の９世帯において、熊本と大分から来た２０名の小学生が３泊４日

のホームステイを行った。 

 

彼らはホストファミリーと一緒に札幌市内を観光し、札幌の文化を学んだ。

また、彼らはＪＣＩ札幌が主催する祭りにも参加し、札幌市民と交流した。 

 

札幌市民は、被災地の現状と、被災児童が札幌でのホームステイにより被災

のショックが癒されていることを知った。 

 

札幌市民は、児童の話を聞いて、相互扶助の重要性を実感し、同時に、相互

扶助の気持ちこそが札幌の課題解決の１つの方法であることを認識した。 

 

ＪＣＩ札幌は、ホストファミリー以外の札幌市民にも、ホームステイ事業に

かかわる機会を提供するため、クラウドファンディングによる資金調達を行

った。その結果、ＪＣＩ札幌の資金と合わせた結果、２０名の児童を受け入



れることができるようになった。 

 

ＪＣＩ札幌は、主催する地域の祭りにて被災地へ送る寄付を募った。 

 

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 

ＪＣＩ札幌は札幌市を、市民が能動的に相互扶助する地域社会に変革するこ

とができた。なぜなら、以下の変化が起きたからである。 

１．ホームステイ事業において、ホストファミリー募集時には立候補した家

庭はなかった。そのため、ＪＣＩ札幌が札幌市内の家庭にお願いし、ホーム

ステイを受け入れてもらった。 

２．ホームステイ事業の事業後アンケートの結果では、札幌、九州の双方で

１００％の参加者が、今後、ホームステイの機会があれば積極的に受け入れ

てみたいと回答していた。 

３．ホームステイ事業参加者の札幌市民の中には、学校の冬休み期間中に熊

本の本事業参加者の家を訪問した家庭もあった。 

４．現在も本事業に参加した札幌、熊本、大分の子供同士、親同士による交

流が続いている。 

５．被災地児童のホームステイ受け入れを通して、札幌市民は能動的に被災

者を支援するように意識が変革された。 

  

Actions Taken 行動 

説明： 

２０１６年 

２月 ５日（金） 企画立案 

４月１４日（木） 熊本地震発災 

４月２６日（火） 企画を変更しＪＣＩ札幌で審議 

４月２７日（水） 会場打ち合わせ 

５月２１日（土） 熊本・大分現地調査及び打ち合わせ 

５月２２日（日） 熊本・大分現地調査及び打ち合わせ 

６月１３日（月） ホストファミリー募集開始 

           熊本・大分より児童募集開始 



６月２５日（土） クラウドファンディング開始 

６月２８日（火） Ｆａｃｅｂｏｏｋページにて、クラウドファンディング 

募集の告知を開始 

７月１９日（火） 熊本・大分より児童募集終了 

７月２３日（土） 熊本、大分、札幌各所にて事業の事前説明会を開催 

７月２９日（金） クラウドファンディング終了 

７月３０日（土） ホストファミリー募集終了 

８月 ５日（金） 児童が飛行機で熊本、大分から札幌に移動 

           ホームステイ結団式を実施 

８月 ６日（土） 札幌市内の観光地を訪問 

           本事業について、スポーツ報知Ｗｅｂ版（全国版新聞、

発行部数約１３０万部）に記事が掲載される 

８月 ７日（日） ＪＣＩ札幌が主催する祭りに参加 

           本事業について、朝日新聞（全国版新聞、発行部数約 

６６０万部）に記事が掲載される 

８月 ８日（月） ホームステイ解団式を実施 

           児童が飛行機で札幌から熊本、大分に帰還 

  

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？ 

目的が達成された部分 

・ＪＣＩ札幌は、札幌市の児童に他者を思いやる気持ちの大切さを認識させ

ることができた。なぜなら、ホームステイ受け入れ家庭の６０％がアンケー

トに、自分の児童にそのような変化が起こったと回答したからである。 

・ＪＣＩ札幌は、札幌市民に困っている他者を助けることの重要性を認識さ

せることができた。なぜなら、ホームステイ事業の事業後アンケートの結果

から札幌、九州の双方で１００％の参加者が、ホームステイの機会があれば

受け入れてみたいと回答していたからである。 

・ＪＣＩ札幌は札幌市民に、クラウドファンディングや寄付を通して、他者

のために能動的に行動する機会を提供できた。 

・クラウドファンディングでは、５７名から総額３００，０００円の出資を

受けた。２５０，０００円の目標に対して１２０％の実績であった。 

・寄付では、２６，１７３円を集めて、ＪＣＩ日本を通じて被災地に送金し

た。 



・ＪＣＩ札幌は、札幌市民に対し、他人を思いやり、相互扶助を重視するよ

うに促したことで、札幌市が能動的に地域社会を向上していくまちにするこ

とに成功した。 

・新聞の取材により、本事業の目的と結果が日本全国の国民に知られること

となった。 

 

目的が達成されなかった部分 

・ホストファミリー募集期間内には受け入れの応募がなかった。なぜなら、

ＪＣＩ札幌による事故等の不測の事態への準備がなされておらず、安心して

子供を受け入れる体制ができていなかったためである。・事業に直接関わっ

た札幌市民は、ホストファミリーの家庭に限られた。 

 

 

改善策 

・子供を預ける側、預けられる側双方が安心して行えるガイドラインを作成

する。 

・ホストファミリー以外の札幌市民も本事業に関わることができる機会を創

出する。 
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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 



ＪＣＩ札幌は、市民が能動的に相互扶助する地域社会を開発する。 

 

ＪＣＩ札幌は札幌市の調査に基づき、市民の課題を探った。市民の間に、災

害発生時にお互いを助け合えるようになる取り組みが必要であるという課

題があることがわかった。 

ＪＣＩ札幌は、この課題の解決を伴う地域社会の開発を、本事業の目的とし

た。 

 

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 

MOTIVATE 

・ＪＣＩ札幌は、札幌市民に対し、相互扶助の重要性や他者を思いやる気持

ちの大切さを認識させた。それによって、より良い社会への創造へと突き動

かす環境を作り出した。 

COLLABORATE 

・ＪＣＩ札幌は、ホームステイ事業に賛同するパートナーを結集し、クラウ

ドファンディングを通じて、相互扶助の精神を拡大した。 

 

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 

予算総額は１，６１０，０００円 

 

内訳は 

懇親会費      ８７，０００円 

交通費    １，４００，０００円 

施設料       ５５，０００円 

保険料       ３８，０００円       

 

クラウドファンディングで、市民から３０万円の資金を調達することがで

きた。これによって、ＪＣＩ札幌の資金と合わせ２０名の児童を受け入れる

ことができるようになった。 



ＪＣＩ札幌では、今回の事業以降、各種事業においてもクラウドファンデ

ィングを用いることを検討するようになった。これによって、ＪＣＩ札幌の

予算だけでは行えない大きな規模の事業が行えるようになった。 

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？ 

※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札幌は、市民に他者を助けることの重要性を認識させるためにクラウド

ファンディングや寄付を募った 

これにより参加した市民は、 

ミッション 

ホストファミリー以外の市民もＰＯＳＩＴＩＶＥ ＣＨＡＮＧＥした。 

ヴィジョン 

相互扶助の重要性を理解したＡＣＴＩＶＥ ＣＩＴＩＺＥＮとなった。 

※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 

２０５名 

 

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 

３４．８０％ 

 

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 ※３００語まで 



１．ホストファミリーの募集…２００名 

２．ホームステイ団結式、解団式の開催…３０名 

３．被災地域児童の引率…３０名 

４．被災地域児童の観光案内…３０名 

５．クラウドファンディングの実施…２４名 

６．札幌お呼び熊本・大分での事前説明会の実施…２４名 

※写真４枚 
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Community Impact 社会への影響 

 

How did the Local Organization measure community inpact 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 

事業終了後、被災地域児童保護者、ホストファミリー保護者に対して子供た

ちがどのように変化したかアンケートをとった。 

 

 

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 

被災地域児童にもホストファミリーの児童にも、他者に思いやりを持てるよ

うに変化した児童や、地域を越えた友情を実感している児童がいた。保護者

も児童の変化を見て、地域コミュニティを形成する上で必要な他者とのつな

がりを再認識できる機会を提供出来た。 
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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 



・ＬＯＭは熊本地震の復興支援に対する意識を向上した 

・ＬＯＭは能動的な行動で地域を牽引する意識を高めることができた。なぜ

ならホストファミリーを受け入れたいメンバーが増加したためである。 

・ＬＯＭは被災児童とその保護者との現在も続く地域を越えた交友関係を得

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札幌は、 

事業開始前にホストファミリーの募集を行ったが、立候補した家庭はなかっ

た。しかし、事業終了後のアンケートにてホストファミリーを受け入れたい

というＰＯＳＩＴＩＶＥ ＣＨＡＮＧＥさせることができた。 

 

How did the project advance the JCI Vision? 

どのようにしてＪＣＩヴィジョンを推進したのか？ ※２００語まで 

・ＪＣＩ札幌は、被災児童から札幌の児童へと震災の影響を伝える機会を提

供した。 

・ＪＣＩ札幌は、相互扶助の精神を持つＹＯＵＮＧ ＡＣＴＩＶＥ ＣＩＴ

ＩＺＥＮを生み出した 

※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 

・継続することにより震災が起こった際、被災者に対して迅速に支援を行う

事業を構築することができる。 

・ＪＣＩ札幌は、２０１１年に行った東日本大震災被災救済支援活動で能動

的に相互扶助することの大切さを学んだ。その学びを地域社会に育むために

この事業を構築した。 



 

 

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 

子供を預ける側、預けられる側双方が安心して行えるガイドラインを作成 

・事故等の不測の事態に対する対応の検討 

・連絡系統の周知徹底 

ホストファミリー以外の札幌市民も本事業に関わることができる機会を創

出 

・観光案内役をボランティアとして募る 

・クラウドファンディングによる支援が出来る下限の額を拡げ、より多くの

方から支援をいただく 

 

※写真４枚 


