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委員長 

吉井　大樹

まちにより良い変化をもたらし
愛が溢れる国をつくる
 
公益社団法人 日本青年会議所
第71代会頭 

中島　土

　「JCI JAPAN TOYP 2022」開催にあたり、関わって頂きました全ての皆様に対し、厚く御礼
申し上げます。
　本年度は、大きく2つのことに力を入れて取り組んで参りました。1つ目は、エントリー数
の向上です。これまでの手順を見直し、よりエントリーしやすい方法を採用いたしました。
また、エントリーしていただいた方と青年会議所をお繋ぎする仕組みも整えました。これに
より、363名もの方にエントリーをしていただく結果となりました。エントリー者数の向上、
すなわち地域のために活動されている方を見つけることは、推薦者の皆様が故郷の良さ
を見つめ直すことに繋がります。エントリーいただいた皆様、ご推薦いただきました皆様
に対して、改めて感謝申し上げます。
　2つ目は、自治体を表敬訪問してきたことです。受賞者の方がお住まいの自治体を訪問し、
皆様の尊い取り組みについてお伝えすることで、支援者を更に募ることに繋がったと考えて
おります。また、地元メディアなどにも、多数取り上げていただきました。受賞者の皆様にとっ
て、本事業を終えてからが重要な時間となります。より多くの協力者を募り、更に大きなイン
パクトを地域に及ぼせるよう、主催者として引き続きお役に立ちたいと考えております。
　36年の歴史を持つ本事業は、多くの関係者の皆様にお支えいただき、本年度も無事開催
することができました。改めて感謝申し上げます。本事業の開催により、今後更に、地域で活
躍する傑出した若者を発掘し、地域に好循環を生み出すきっかけを提供できるよう努めて参
りたいと存じます。変わらぬご支援ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

　平素よりJCI日本の運動に深いご理解とご協力を賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。本年度
でJCI JAPAN TOYPは36回目の開催となりました。本年も363名もの若者を発掘することができ、エ
ントリー頂きました地域に好循環を起こす若者の皆様、ご推薦いただいた皆様、そして各種選考
会、授賞式と多くの皆様のご協力を賜りましたことを重ねて御礼申し上げます。
　TOYPは、1938年に米国青年会議所によってTOYM（Ten Outstanding Young Men＝10人の傑
出した（アメリカの）若者たち）として始まり、現在はTOYP（The Outstanding Young Persons＝傑
出した若者たち）として継承されています。日本青年会議所では1987年からTOYP「The Outstand-
ing Young Persons大賞」として事業を開始し、2001年からは名称を「人間力大賞（青年版国民栄
誉賞）」と変更していましたが、2019年に改めて「JCI JAPAN TOYP」へ名称を変え継続して行って参
りました。環境、医療、経済、政治、科学技術、文化・芸術、スポーツなど、あらゆる分野において、社
会に持続的なインパクトを与えることのできる可能性を秘めた、地域で好循環を起こす若者を全
国より発掘し、世に広く発信することで、地域のさらなる好循環につなげるのが本事業です。「地域
に好循環を起こす若者」とは、これからの新時代に地域へ活力を与え、さらには世界に活力を与え
るローカルかつグローバルなグローカルリーダーです。各地にグローカルリーダーを誕生させる
起爆剤となる事業と捉えています。
　本年度の受賞者の特徴として、女性の活躍が目立ちました。女性の活躍が当たり前となり、また
社会的にも評価されるという時代の潮流だと感じます。そして、受賞者の多くが、TOYPの開催以前
より知り合いであったという点も大変興味深いことでした。地域課題や社会課題を解決しようと常
にアンテナを張っている若者はお互いにの存在を呼び寄せ合う、そんな好循環を生み出している
のではないかと感じました。
　結びとなりますが、現在では社会の課題をビジネスで解決したいというソーシャルビジネスが
新たな風潮になっています。日本青年会議所では、自らが居住する地域の課題に取り組む若者に
光を当て、彼らの影響力をさらに高めることで、地域社会に好循環を起こしたいと考えています。
各賞を受賞された受賞者の皆様が、今後とも全国、世界で活躍の場が広がるよう応援していくこ
とをお誓い申し上げ、主催者代表の挨拶と代えさせていただきます。
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TOYP大賞(旧人間力大賞)とは
ＴＯＹＰは、１９３８年に米国青年会議所によって始まったＴＯＹＭ（Ten OutstandingYoung Men＝１０人の傑出した
（アメリカの）若者たち）が起源です。
国際青年会議所（ＪＣＩ）では１９８３年からＴＯＹＰ（Ten Outstanding Young Persons＝１０人の傑出した若者たち）
が主要事業として始まり、現在はＴＯＹＰ（The OutstandingYoung Persons＝傑出した若者たち）として継承されています。
日本青年会議所では１９８７年からＴＯＹＰ「The Outstanding Young Persons大賞」として事業を開始し、２００１年
からは名称を「人間力大賞（青年版国民栄誉賞）」と変更していましたが、２０１９年に改めて「ＪＣＩ ＪＡＰＡＮ ＴＯＹＰ」へ
名称を変え継続して行ってきました。
「ＪＣＩ ＪＡＰＡＮ ＴＯＹＰ」は、青年版国民栄誉賞としての位置づけを残しつつ、環境、医療、経済、政治、科学技術、
文化・芸術、スポーツなどのあらゆる分野において、社会に持続的なインパクトを与えることのできる可能性を秘めた傑出した
若者（＝地域に好循環を起こす若者）を発掘し、更なる活躍を期待して国民全体で応援する機運を広めます。
そして、私たちＪＣメンバーとともに未来を担う２０歳から４０歳までの地域に好循環を起こす若者たちを、ＪＣＩＴＯＹＰの
日本代表として世界に向けて発信することで、日本のみならず世界をより良く変えていける人材へと導き、ひいては活力ある地域、
国づくりへとつなげます。

【奨励賞】

内閣総理大臣奨励賞／衆議院議長奨励賞／参議院議長奨励賞／

総務大臣奨励賞／文部科学大臣賞／厚生労働大臣賞／外務大臣奨励賞／

農林水産大臣奨励賞／経済産業大臣奨励賞／環境大臣奨励賞／

N H K 会長奨励賞／日本商工会議所会頭奨励賞／全国知事会会長奨励賞

泉 健太
立憲民主党　代表　衆議院議員（京都３区）

北海道生まれ立命館大学法学部在学中に、街おこ
し活動や政治啓発活動で法学部長賞を受賞。
国会議員秘書を経て、2000年総選挙に全国最年
少（25歳）で出馬。2003年総選挙で初当選。
2009年内閣府大臣政務官（防災・北方領土・男女
共同参画・少子化・行政刷新などを担当）。日本ウ
クライナ友好議員連盟副会長。フードロス議員連
盟会長代行。家族は妻とこども3人とミニウサギ１
羽。趣味はDIY、料理、自転車、散歩。

大室 正志
大室産業医事務所　代表

産業医科大学医学部医学科卒業。専門は産業
医学実務。ジョンソン・エンド・ジョンソン株式
会社統括産業医、医療法人社団同友会産業医
室を経て現職。メンタルヘルス対策、感染症対
策など企業における健康リスク低減に従事。
現在30社以上の産業医業務に従事。医療法人
同友会顧問。社会医学系専門医・指導医著書
「産業医が見る過労自殺企業の内側」（集英社
新書）

医療法人ゆうの森たん ぽぽクリニック　理事長

株式会社SKYAH　代表取締役
ガーナNGO法人MY DREAM. org　共同代表

原 ゆかり 福田 達夫
自由民主党　衆議院議員　総務会長

外務省、三井物産、アフリカ企業を経て株式会
社SKYAH（スカイヤー）を設立。2012年よりガー
ナNGO法人MY DREAM. orgの共同代表。Forbes 
Japan「世界で闘う「日本の女性」55」選出。
公益社団法人日本青年会議所「ＪＣＩ ＪＡＰＡ
Ｎ ＴＯＹＰ２０２０」外務大臣奨励賞受賞。国
際青年会議所「ＪＣＩ　ＴＯＹＰ２０２１」
ファイナリスト20選出。

2007年、父・康夫氏が内閣総理大臣就任時
に政務秘書官として官邸に入り、2012年よ
り衆議院議員となる。一貫して「地方からの
日本再生」を目指し、地域の稼ぐ力を育む
『中小企業政策』、働く人と家庭を守る『労
働政策』、食の将来を守る『農政』、地域と国
を護る『安全保障』などに注力。

山下 良輔
Exception株式会社　代表取締役

自動車部品、メーカー、コンサルティング
ファームを経て企業の採用支援とキャリ
ア開発を行うException株式会社を創業。
自身の転職経験を基にキャリアや転職に
関する情報をSNSやメディアで発信。

永井 康徳 佐野 リヨウタ
株式会社魚雷映蔵　代表取締役

2000年に愛媛県松山市で在宅医療専門クリニックを
開業。職員４人、患者０人からスタート。「理念」「システ
ム」「人財」において、高いレベルを維持することで多職
種のチームで在宅医療の質を高めることを目指してい
る。2012年には市町村合併の余波で廃止となった人口
約1100人の町の公立診療所を民間移譲。このへき地
診療所への取り組みで、2016年に第1回日本サービス
大賞地方創生大臣賞を受賞。「全国在宅医療テスト」や
「今すぐ役立つ在宅医療未来道場（通称いまみら）」、松
山市内の専門職向け研修会等を定期的に開催し、在宅
医療の普及にも積極的に取り組んでいる。

CMなどショートムービー制作に特化した
アニメプロダクション「魚雷映蔵」のプロ
デューサー。
多くのアニメCMの企画・制作を手掛ける
ほか、京都市交通局「地下鉄に乗るっ」や
沖縄県浦添市「琉球タイムライン」シリー
ズなど、地方自治体のPR事業として、アニ
メのプロデュースも行う。

奥田 信司 長田 麻衣
株式会社バイオマスレジン南魚沼　代表取締役社長 株式会社SHIBUYA109エンタテイメント ソリューション　戦略部エキスパート

SHIBUYA109 lab. 　所長

2006年、青山学院大学経営学部経営学科卒。
同年、野村證券株式会社に入社。国内営業拠
点での富裕層向けリテール業務、上場企業を
含む法人向けコンサルティング業務、また本
社での戦略企画業務に従事。2020年3月に野
村證券を退職。同年5月にバイオマスレジング
ループに参画。2022年、株式会社バイオマス
レジン南魚沼の代表取締役社長に就任。

総合マーケティング会社にて、主に化粧品・食品・玩具
メーカーの商品開発・ブランディング・ターゲット設定
のための調査やPRサポートを経て、2017年に株式会
社SHIBUYA109エンタテイメントに入社。SHIBUYA109
マーケティング担当としてマーケティング部の立ち上
げを行い、2018年5月に若者研究機関「SHIBUYA109 
lab.」を設立。現在は毎月200人のaround　20（15歳～
24歳の男女）と接する毎日を過ごしている。繊研新聞連
載「SHIBUYA109 lab．所長の＃これ知ってないとやば
み」、宣伝会議等でのセミナー登壇・TBS『ひるおび！』コ
メンテーター・その他メディア寄稿・掲載多数。

ＴＯＹＰ選考基準

グランプリ   １名　副賞：受賞者への活動支援金100万円
準グランプリ２名　副賞：受賞者への活動支援金30万円
入賞            ７名　副賞：受賞者への活動支援金10万円

・橋本　聖子　ＴＯＹＰ大賞（1990年）
・向井　千秋　ＴＯＹＰ大賞（1995年）
・萩原　健司　ＴＯＹＰ大賞（1999年）
・東　ちづる　厚生大臣奨励賞（2000年）
・野田　聖子　エトバスノイエス特別賞（2000年）
・沢田知可子　厚生労働大臣奨励賞（2003年）
・陣内貴美子　文部科学大臣奨励賞（2003年）
・ＫＯＫＩＡ　まちづくり市民財団奨励賞（2008年）
  etc .

その他、海外におけるＴＯＹＭ・ＴＯＹＰ大賞にいても、ジョン・
Ｆ・ケネディーやビル・クリントン、ベニグノ・アキノ、エルヴィス・
プレスリーなど多くの著名人が受賞しています。

1938年

米国青年会議所によって
TOYMがスタート

1983年

各国の青年会議所が
TOYPをスタート

1987年

日本青年会議所が
TOYP大賞をスタート

2001年

TOYPから
人間力大賞へ

問題意識 》 自ら社会全体の問題を発見して、解決のため主体的に関わり合おうとする意識を持っているか。

創造性 》 新しい価値を生むために斬新な発想を持ち創意工夫を重ね、挑戦しているかどうか。

魅力  》 自身の存在が周囲に認められ、周囲に良い影響を与えているかどうか。 

感謝と責任  》 自身の存在が周囲に認められ、周囲に良い影響を与えているかどうか。 

自己成長 》 自身の活躍が、自分自身の成長にどれだけつながっているか。

貢献 》 自身の活動が社会のために役立つよう尽力できているか。 

地域とのつながり 》 自身の活動によって人や地域と結びつき、どのぐらいつながりを広げることができているか。 

運動 》 その活動が地域や社会を巻き込み、市民の先頭に立ってリーダーシップを発揮し、問題解決のためのアクションを推し進められているかどうか。 

賞の名称及び受賞者数 過去の著名な受賞者 これまでの著名な受賞者

2019年

人間力大賞から
JCI JAPAN TOYPへ

（50音順・敬称略）

崎野 雄生

公益社団法人日本青年会議所　副会頭

ＪＣＩ　ＪＡＰＡＮ　ＴＯＹＰ２０２０ 選考委員長
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JCI  JAPAN  TOYPに於きまして、下記の通り３回の選考を経て傑出した若者を発掘しました。

実施日時及び会場

2022年4月   9日　             第一次選考（書類選考）
　　　 4月11日～15日　第二次選考（WEB選考1）
　　　 4月18日～22日　第二次選考（WEB選考2）
              5月 14日　              最終選考会（WEB選考）

　　　エントリー数　363件

最終選考会の様子
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グランプリ

109

TOYPグランプリTOYPグランプリ
内閣総理大臣奨励賞・NHK会長奨励賞

Emo Planning賞

JCI新潟からの推薦理由

学生時代にフィリピンのスラム街で同年代の女性と関わり、生活のための売春をしている
事実を知りました。避妊具会社の協力を得てコンドーム2,500個を送り、スラム街での性教育
活動も行っいましたが「売春以外の選択肢がない」などの課題が見えてきました。その課題
解決を目指し、下着メーカーから切れ端を貰い、生理用布ナプキンの制作・販売を行うなど、
誰もが自分で取捨選択できる世の中の実現を目指した活動を行う今井氏を推薦します。

世界中でせざるを得ない売春によって広がる HIV 感染に苦しむ女の子達を減らすことを
目指しています。問題解決の糸口として「情報へのアクセス」(性に関して正しい情報収集)と
「社会的な自立」(経済自立)が あると考え、現地での性教育活動、生理用布ナプキンの
製作・販売や自転車タクシーの貸し出しの仕組みを作っています。また、経済的自立を支援
するために起業をし、持続的に共に協働して成長することに力を入れています。

世界中の誰もが経済的に自立できるビジネスモデルを確立することで
持続可能な社会を創り上げたい

今井　咲希 さん 

推薦：JCI新潟

【活動カテゴリー】
■ビジネス
■青少年育成、世界平和、人権
■ボランティア
■自己啓発
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準グランプリ
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TOYP準グランプリ
衆議院議長奨励賞・全国知事会会長奨励賞

Sun Detailing賞

NPO法人ETIC.からの推薦理由

人口1,000人に満たない自治体にて事業を通じた地域づくりに取り組んでいます。地域の資源を
活かした仕事づくり、都会の若者と地元企業のマッチング、地域の魅力を伝える情報発信など、
土屋さんを起点に面白い企画が次々と生まれています。「人口減少」という全国の地域が直面
する社会課題に果敢に挑戦する土屋さんの姿は、多くの若者に影響を与えうると考えます。

熊本県五木村（九州の内陸部で最も人口の少ない955人の自治体）にて、村民がご機嫌に日々を

過ごすこと、やりたいことがやれている状況を目指し、株式会社日添、五木村複業協同組合、

NPO法人いつきつなぎの3つの法人を介してまちづくりをしています。

村民の特技や地域資源を活用した地域商社、村内事業者への人材派遣・外部人材のマッチング、

デザイン制作、カフェ経営、移住定住促進などの事業を推進しています。

五木村の住人が自分の生き様や働きざまに誇りを持ち
自身の暮らしを楽しむことによるさらに良い村の実現を目指している

土屋　望生 さん

推薦：NPO法人ETIC.

【活動カテゴリー】
■その他（　地域　 ）
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準グランプリ
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TOYP準グランプリ
参議院議長奨励賞・外務大臣奨励賞

NPO法人WELgeeからの推薦理由

渡部カンコロンゴ清花は、紛争や迫害など命の危険を逃れて日本にやってくる難民の若者たちを
「一方的に支援する対象」として捉えるのではなく「共に日本社会を作る仲間」として捉え、日本の
企業を巻き込みながら事業を通して価値創造しており、これまでの難民問題に変革を起こす
意思をもっている人物として推薦します。

紛争や迫害から逃れ日本に来た難民たちと、誰もが活躍できる未来を作っています。夢見るIT

エンジニア、正義感溢れるジャーナリスト、優しい牧師さん...実は多様なスキル・経験を持つ

ユニークな優秀で情熱のある若者たちが腐っていく日本の現状。逆境を超えてきたからこそ描く

ビジョンを新しい故郷で実現し、日本社会でのヒーロー、平和と再建に向かう自国のリーダー

として平和で寛大な世界を築いていけるようにしています。主に関東地域。

民間企業、公的機関、教育機関、応援者、弁護士、
難民の若者が当事者としてパートナーシップを大事に社会をアップデートしていく

渡部カンコロンゴ清花 さん

推薦：NPO法人WELgee

【活動カテゴリー】
■青少年育成、世界平和、人権
■その他（難民支援）
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農林水産大臣奨励賞
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農林水産大臣奨励賞

JCI京都からの推薦理由

気候変動、世界的食糧危機など様々な問題がある中で、西辻氏は一早く農業に注目され、
「自分で食糧を生み出せる自産自消の社会」を目指して全国で幅広く活動されています。
西辻氏の言う、農業が単に食糧を作るだけでなく、心と健康も潤すことができるもので
あるという価値観はコロナ禍においてますます必要なものとなっています。西辻氏の活
動を応援すべく、ここに推薦致します。

世界における日本の農業はこんな素晴らしいものなんだ、という形を作り上げたい

西辻　一真 さん

推薦：JCI京都

【活動カテゴリー】
■ビジネス、経済、起業
■青少年育成、世界平和、人権

日本全国の耕作放棄地の再生と農業人材の育成プラットフォームをつくり、それらをあわせて「自産自消ができる社会」と
呼んで普及啓発活動をしています。全国に農業体験が楽しめる農園「マイファーム」を120か所以上を経営し、アグリイノ
ベーション大学校という社会人向けの農業学校を運営し10年で2000人以上を輩出し、各地で就農をするサポートをしています。
また薬草栽培も行い地方の農業振興にも自ら乗り出しています。

JCI JAPAN TOYP 2022 AWARD　　

経済産業大臣奨励賞

経済産業大臣奨励賞

JCI高岡からの推薦理由

SEKAI HOTELは街中に点在する空き家をリノベーションし街全体を宿として見立てることで
従来のホテルが持つ機能を街中に分散させた「まちごとホテル」を運営しています。旅行者が
地域の日常を体験することができるよう地域内を周遊する仕組みを構築しています。ホテル滞
在を通じて旅行者・地域住民・ホテルの垣根を越えた持続可能なコミュニティづくりをデザ
インすることで社会問題の解決に取り組んでいます。

都市一極集中とは一線を画した、日本全国にたくさんの個性を持った地方を生み出す

　　　　

　　　　

矢野　浩一 さん

推薦：JCI高岡

【活動カテゴリー】
■ビジネス・経済・起業

大阪府、布施エリア(東大阪市)にて空き家をリノベーションしたまちごとホテル「SEKAI HOTEL」を開発・運営。
当該エリアの複数の空き家を客室として再利用するだけでなく、夕食会場・大浴場・朝食会場・その他アクティ
ビティなどを、近隣商店と連携することで地域全体をホテル化しています。
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総務大臣奨励賞

総務大臣奨励賞

JCI船橋からの推薦理由

不妊治療に悩む若者が増えている中、治療と仕事を両立させ、女性の社会進出を
より進める素晴らしい事業を川口氏は行っております。経歴にもあるとおり、
数多くのコンテストでその内容が髙く評価され、今後注目の傑出した若者である
と考え、ＴＯＹＰに推薦いたします。

妊活に取り組むことが出来る支援を多くの企業が導入することを目指している

川口　優太郎 さん

推薦：JCI船橋

【活動カテゴリー】
■ビジネス、経済、起業
■学術
■医療革新

日本全国の企業を対象に、妊活・不妊治療を企業の福利厚生で支援するサービス『WanaB（ワナビー）』を提供して
います。このサービスでは、企業向けセミナー、医療従事者によるカウンセリング、人材の採用支援などを実施して
います。全国的な少子高齢化が進む中、本年4月から不妊治療の保険適用化が開始するなど支援が加速しており、現役
の医療従事者が提供する妊活に特化したヘルスケア事業として、高い評価を得ています。

JCI JAPAN TOYP 2022 AWARD　　

文部科学大臣賞

JCI横浜からの推薦理由

国民病・認知症は重要な課題です。具体的解決策の少ない領域ですが青山氏は家族の
脳疾患との闘病という自身の原体験を機にこの社会課題に真摯に向いこの活動に心血を
注いでいます。産官学と多様な業界との連携を通じて青山さんが生み出す製品・技術は
日本に閉じることなくグローバルに展開が求められる稀有なものです。日本発で世界を
代表する人材となる事を強く期待し推薦致します。

すべての人につながりを、その日まで、というビジョンに向かって活動している

青山　裕紀 さん

推薦：JCI横浜

【活動カテゴリー】
■ビジネス、経済、起業

脳の健康維持の新しい概念である「ブレインヘルスケア」に着目し、医療AIソリューションや医療機器
プログラムの開発・社会実装を行っている。認知症になりにくい脳、適切な認知症の介入や治療ができ
るよう、医療課題である早期発見や診断の困難さの克服を目指します。ブレインヘルスケアを世界の当
たり前にし、100歳になっても自分らしく生きられるよう脳の健康に新しい可能性を生み出しています。

文部科学大臣賞
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環境大臣奨励賞
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環境大臣奨励賞

JCI鹿児島からの推薦理由

  

  

推薦：JCI鹿児島

【活動カテゴリー】
■ビジネス、経済、起業

JCI JAPAN TOYP 2022 AWARD　　

厚生労働大臣賞

JCI唐津からの推薦理由

障害者と健常者の壁や固定概念を無くし、多様な感覚を持った人たちを増やしていきたい

葦原　海 さん

推薦：JCI唐津

【活動カテゴリー】
■文化
■倫理、環境
■青少年育成、世界平和、人権
■自己啓発

千葉を拠点に、都道府県や観光協会などと協力して地域活性化を目的に視察や体感レポート、あるいはイベントなど
にも出演し、モデルとしてSNSなどで情報発信をして、バリアフリー観光の推進をしています。
また障害者と接する機会が少ない、あるいはその分野に関心がない方にも日常の目線で見てもらえるように「映え、
可愛い、楽しい」など、テーマをエンタメにしたＳＮＳの発信をすることで、社会の多様性を伝えています。

厚生労働大臣賞

漁師さんの収入安定や捨てられる魚を世の中から全て無くすために活動している

葦原海さんは、両足を切断するという大きな事故にあいながらも、モデルやユーチューバー
としてもご活躍されています。そして、両足を失うというハンディキャップを背負っていても、
幸せになれるんだ！なんでもできるんだ！と、力強く発信されることで、同じハンディを
背負っている方だけではなく、様々なことで悩み苦しんでいる方々へ元気と勇気を与えてく
れる素晴らしい方です。そこで、ＴＯＹＰのエントリーへ推薦いたします。

２０代前半で、バイタリティ溢れる活動を行っている。
「サメを食べたことありますか？」と聞いて、どのく
らいの人たちが「あります」と答えるでしょうか。
今後、その数が増えていったとしたら,その背景には彼
の活動があるかもしれません。

特に鹿児島を拠点に活動しており、本来捨てられるサメを漁師から買い取り加工場で捌いたのちに自身の飲食店であ
る『さめたろう』や東京、大阪などの飲食店に卸売をしております。また、サメの本場である気仙沼からサメを買い
取り『まるでトロのようなサメ刺し』を発祥して行くためにecの準備なども同時並行して進めているサメ肉専門の会
社を運営しております。

仁科　八起 さん 



JCI JAPAN TOYP 2022AWARD　　

会頭特別賞
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JCI東京からの推薦理由

社会にあえて無駄を作ることで、余白のある豊かな未来を築き上げることができる

藤原　麻里菜 さん

推薦：JCI東京

【活動カテゴリー】
■ビジネス、経済、起業
■文化
■科学技術
■自己啓発

会頭特別賞

一般社団法人HER PROJECTからの推薦理由

生い立ち関係なく誰もがなりたい自分になれる社会を実現する

田中　れいか さん

会頭特別賞

推薦：一般社団法人HER PROJECT

【活動カテゴリー】
■青少年育成、世界平和、人権

JCI JAPAN TOYP 2022 AWARD　　

日本商工会議所会頭奨励賞

JCI春日部からの推薦理由

周東　孝一 さん

推薦：JCI春日部

【活動カテゴリー】
■ビジネス、経済、起業
■倫理、環境　
■青少年育成、世界平和、人権
■その他（ ちょんまげの普及 ）

日本商工会議所会頭奨励賞

(株)しょうがのむし　周東孝一さんの解決の仕方は楽しいんです。関わる方々は現在の仕事を
続けることで、誰一人取り残される事無く、持続可能な社会の実現の為の一員になることが
できるからです。これはとても重要な事です。過去を振り返れば既に答えがあったんです。
今後も、その発想の豊かさと着眼点、行動力と人を巻き込む力は間違いなく地域に好循環を
起こす若者であると思い、TOYPに推薦させて頂きました。

発酵ジンジャーエールのアジア市場を形成し、どこでも当たり前に飲まれる飲料にしたい

現在は埼玉県が中心ですが、数年内に全国、アジアへマーケットを形成して参ります。発酵ジンジャーエールという、イ
ギリス生まれの伝統ノンアル飲料の日本初の本格的な醸造所を建設し、その製造・販売・普及を行っています。製造の過
程に、地域や社会の課題解決を組み込み、商品が売れれば売れるほど、課題が解決していき、それがまた実績・宣伝とな
り、ビジネスを加速させる、というビジネスモデルを提唱、実践しています。

ソーシャルメディアにおいて、「無駄づくり」という有用性を考えずに技術を
使い物作りをするコンテンツを発表しています。

インターネットでの情報発信を中心に3つの活動をしています。①情報サイトと
Youtubeで社会的養護の現状を発信する発信事業②寄付したい人と児童福祉
施設をつなぐプラットフォームを運営する寄付マッチング事業③複雑な生い立
ちを整理することで過去-現在-未来をつなぎ自分らしく生きる人を増やすライフ
ストーリーワークのセッション事業。児童虐待、児童養護施設の認知拡大を中心
に活動をしています。

「生い立ち関係なく、誰でも好きな"じぶん”になれる！」をモットーにメディアにも数多く出演し、児童養護施設の認知、
啓発活動に尽力しています。新事業として自身の児童養護施設での体験を元に「親元を離れて暮らす子ども達を応援し
たい人」と「施設職員」との縁を大切にしたいと、ナカソラという両者を結ぶ寄付サイトを企画、運営。メディアにも多数
とりあげられ精力的に事業を拡大中。田中さんの事業を当団体として推薦いたします。

藤原麻里菜さんは、独特な発想で「無駄づくり」に取り組み、新しい価値を生み出しております。社会が
生産性や効率が重要視されている中で、敢えて無駄を作ることで、フォロワー数25万人超の自身の
SNSアカウント等を通じて人々に心の豊かさを与えております。また、教育機関に対する講義や、様々な
受賞歴等からも、社会にインパクトを与え続けると確信し、推薦いたします。



JCI JAPAN TOYP 2022 AWARD　　

会頭特別賞
JCI JAPAN TOYP 2022 AWARD　　

会頭特別賞

2423

JCI帯広からの推薦理由

高野沙月さんは狩猟業界の課題解決、ジビエ肉の価格高騰や食料廃棄を解決することに
尽力しております。また課題を解決するとともにハンターという職業のやりがいの創出にも
つながっております。狩猟業界だけでなくジビエ料理の需要が高まっている飲食業界に持
続的なインパクトを与えていると点が趣旨に合致していると考え推薦させていただきました。

日本の狩猟文化の健全な発展と継承を目指している

子供の故郷になるこの街を盛り上げ、住民が自慢できる街にしたい

高野　沙月 さん

推薦：JCI帯広

【活動カテゴリー】
■ビジネス、経済、起業
■文化
■倫理、環境　

■活動エリア:北海道■活動内容:全国のハンターが交流するためのWEBサービス
『Fant』、飲食店からハンターにジビエのオーダーができるWEBサービス『ギルド肉
project』の運営。『Fant』には全国のハンター1,000人以上が登録し狩猟の情報を交
換しています。『ギルド肉』では、札幌のミシュラン店等から、登録ハンターへジビエ
のオーダーが行われ、マガモやエゾライチョウなどレアなジビエも流通しています。

小山の魅力を全国に発信する会社を設立。現在は地元のお肉で作ったソーセージ
部門と結城紬部門の2つの事業を行う。ここ小山市はユネスコ無形文化遺産に登録
された本場結城紬の生産地。しかし地元住民でも知らない方が多いのが現状。
着物を着る文化が衰退している今、箪笥に眠ったままの着物が“MOTTAINAI”と感じ、
小物やスカートなどにリメイク。若い世代にも、結城紬の良さを伝えたいと思い活動
を行っています。

会頭特別賞

JCI小山からの推薦理由

当地には、おとん（ブランド豚）や本場結城紬などの地域資源がありますが、村田さんは長く
暮らしていると、つい見逃しがちな既存の「地域が持つ資源（魅力）」を、主婦や女性ならでは
の感性で単にそれを商品化するだけでなく、地域の人や文化とともにSDGｓの観点を盛り
込みながらブランド化（地域が誇れる魅力化）し、現代にも受け入れられる形に昇華させて
います。力強く活躍する姿は地域経済人の規範でありTOYPに推薦致します。

村田　玲子 さん

JCI横浜からの推薦理由

先進国と比較すると日本社会に根付いていない寄付文化。独自性と拡張性の
あるサービスで、これまでにないアプローチと寄付増加への現実的な推進力を
兼ねそろています。

アクションの輪が広がることで多様性と包摂性のある社会の実現を目指している

薄井　大地 さん

推薦：JCI横浜

【活動カテゴリー】
■ビジネス、経済、起業　■倫理、環境　
■青少年育成、世界平和、人権
■ボランティア

推薦：JCI藤岡

【活動カテゴリー】
■ビジネス、経済、起業　■学術　■文化　
■倫理、環境　■青少年育成、世界平和、人権
■自己啓発

社会問題についての学びやボランティアなどの「ソーシャルアクション」を
独自のコインで可視化し、新しい価値に変える社会貢献アプリ『actcoin
（アクトコイン）』を運営。日本全国の13,000人を超えるユーザーと、NPOや
企業、自治体など250以上のパートナー団体を結びつけ、一人ひとりのアク
ションを応援。貯めたコインがエシカル消費や寄付に繋がる仕組みを作り、
「社会貢献の新しい循環」の実装を進めています。

応援を創り・学び・育み・実践し、日本全国、世界に応援文化を拡げる
ために、「企業・スポーツ健康・地方・女性・個人の人生」という分野の
中でハブになり、チアリーダーや会員さんと共に、応援を形にしてい
ます。チャリティー防犯清掃活動などの社会貢献活動も積極的に
行っています。

JCI藤岡からの推薦理由

応援されて悪い気がする人はほぼいないと思います。社会人になると、応援を受ける
ことは全くといっていいほどありません。朝妻氏は朝チアを通じて、首都圏の通勤する
皆様に向けた応援を実施しています。朝からチアディーディングによる応援をしてもら
えるなんて都市部の皆様が非常にうらやましく思います。朝妻氏は、幸福度が低いとい
われる日本に幸せを生み出し続ける装置として機能させる傑出した人物だといえます。

人々の心を元気にし、他者を思いやる社会・世界平和に貢献したい

朝妻　久実 さん

推薦：JCI小山

【活動カテゴリー】
■ビジネス、経済、起業
■文化

会頭特別賞
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JCIさくらからの推薦理由

スパイスとはよく聴く言葉ですが、実際に自ら料理に使用するというとこまではハードル
が高いように思います。印度カリー子氏はそんなスパイスの魅力を世に知らしめ、市場
を開拓しムーブメントを興しました。それだけでなく、スパイスにより健康的な食生活の
実現も目指しており、食生活の改善から持続可能な社会を目指しているという点でも傑
出した若者といえ、TOYPに推薦いたします。

健康的な食生活、食育、 地方創生、南アジア文化圏への理解拡大を目指している

子どもやその家族の心が孤立しない世界をつくりたい

印度　カリー子 さん

推薦：JCIさくら

【活動カテゴリー】
■文化

日本の食卓にスパイスがある状態を当たり前にすることです。健康的でより幅広く
豊かな食文化を拡大させうるスパイスを魅力的に啓蒙することです。具体的には
スパイス初心者に向けたレシピ本や製品を普及させることです。「スパイスは難し
そう、買って余ったらどうしよう」など感じるビギナーに優しいスパイスの市場を作
ることです。

オランダ発の、子ども（5～18歳）と大人ボランティアが2人組のバディとなり、月に
2回 × 1～2年で遊んだり話したりしながら、お互い尊重し合いながらフラットな
信頼関係を築くプログラムをやっています。第三者の大人が定期的に子どもとか
かわることで、子どもやその保護者の方の心の孤立を防ぐとともに、属性、年代
を越えたフラットな信頼関係の在り方について探求中です。東京と群馬で活動中
です。

会頭特別賞

JCI藤岡からの推薦理由

子どもの孤立の問題や、核家族化により子育てを他の人に頼れない状況の増加など、子育
てを取巻く社会環境は厳しさを増しています。加藤さんが運営するWe are Buddiesは多く
の人たちが子育てに関わることで全員の気持ちが変化し、温かい社会を築くことを目指し
ています。最近では新聞等のマスメディアにも取り上げられ、社会的な関心度の高さも伺え
ます。このような人財を広く知ってもらいたいと思い推薦致します。

加藤　愛梨 さん

JCI名古屋からの推薦理由

公益社団法人名古屋青年会議所主催の名古屋人間力大賞2022にてファイナリスト
(歴代グランプリ賞)を受賞し、300名もの学生を巻き込んで名古屋のまちづくり、
名古屋の社会課題解決に著しく貢献しています。

者が自発的且つ当然のように「挑戦可能な文化」を日本中で創出したい

松井　健斗 さん

推薦：JCI名古屋

【活動カテゴリー】
■文化　■青少年育成、世界平和、人権
■ボランティア　■自己啓発
■その他（産学官連携・地域活性 ）

推薦：JCI藤岡

【活動カテゴリー】
■文化
■青少年育成・世界平和・人権

名古屋市を拠点に「行政×企業×学生」における新たな産官学の連携を創出し「若者
による地域文化の創出」、そしてコロナ渦で失っている学生生活への「“きっかけ”創出」
に活動を展開しています。創設した「カナメヤ」には現在18の学生団体、362名の学生
が所属しており、東海エリアで最大規模の学生母体を構築中。産官学連携による若者
の地域活動促進ロールモデルを創出し、日本全国へ広げていきたいと考えております。

群馬県内の小・中・高校生及び様々な世代が出演者として参加した、まち映画「おか
めきけ～群馬発！上毛かるた奮闘記～」の原作を担当しています。群馬県をアピール
出来る要素であり、テレビ等にも取り上げられるほど認知度の高い「上毛かるた」を
テーマにしました。幅広い年代から愛される作品を目指し、製作委員会デスクとして
キャストをはじめ関係各所と積極的に関わり作品が完成。世界に発信するべく上映
会の運営に携わっています。

JCI藤岡からの推薦理由

西山さんはとても素晴らしい発想力の持ち主で、未経験ながら映画のストーリーを作って
しまいました。そのストーリーを原作として、群馬が誇る文化「上毛かるた」をテーマにした
まち映画を製作することになる群馬県中に一大ブームメントを巻き起こしました。まち映画
としては異例の商業施設での上映も当初の予定を一ヶ月以上期間延長されるなど、今後は
群馬のみならず日本、そして世界に発展していけると思います。

郷土愛を育むきっかけにしていきたい

西山　裕美 さん

推薦：JCI藤岡

【活動カテゴリー】
■青少年育成、世界平和、人権
■ボランティア
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ＴＯＹＰ委員会

委員長　　吉井　大樹（JCI唐津）
副委員長　黒澤　亮　（JCI藤岡）
副委員長　嶋田　剛士（JCI乙訓）
副委員長　坂本　慎平（JCI唐津）

総括幹事　伊藤　正一郎（JCI唐津）
運営幹事　大野　　海　（JCI高岡）
会計幹事　小山　正樹　（JCI町田）

第１小委員会

小幹事　松田　拓也　（JCI藤岡）
小幹事　上村　浩気　（JCI藤岡）
委員　　八木　大輔　（JCI藤岡）
委員　　佐藤　俊樹　（JCI安中）
委員　　倉松　知美　（JCI安中）
委員　　山崎　大介　（JCI日光）
委員　　折原　正和　（JCI春日部）
委員　　小川　恭子　（JCI長岡）
委員　　小幡　大貴　（JCI名古屋）
委員　　鰐渕　翔太　（JCI名古屋）
委員　　小林　駿太　（JCI名古屋）
委員　　池田　光　　（JCI唐津）
委員　　宮丸　圭祐　（JCI唐津）
委員　　濱　　拓郎　（JCI唐津）
委員　　深町　恵介　（JCI武雄）
委員　　吉川　慎太郎（JCI鳥栖）

第２小委員会

小幹事　仮屋薗　毅　（JCI乙訓）
小幹事　森　　麻美　（JCI乙訓）
委員　　齋藤　宏平　（JCI伊勢崎）
委員　　杉崎　陽祐　（JCI伊勢崎）
委員　　牛原　令資　（JCI糸島）
委員　　進藤　道宣　（JCI糸島）
委員　　古川　雄大　（JCI糸島）
委員　　村瀬　優介　（JCI糸島）
委員　　池田　智博　（JCI鹿児島）
委員　　大木　　晃　（JCI鹿児島）
委員　　堂園　知弘　（JCI鹿児島）
委員　　熊本　茶月　（JCI唐津）
委員　　栗山　拓也　（JCI唐津）
委員　　千吉良　徳人（JCI沼田）
委員　　田中　利政　（JCI姫路）
委員　　花村　つよし（JCI枚方）
委員　　部谷　翔大　（JCI山口）

第３小委員会

小幹事　山口　祥平　（JCI唐津）
小幹事　米村　和矩　（JCI唐津）
委員　　石川　諒大　（JCI猪苗代）
委員　　青江　威一郎（JCI高岡）
委員　　岡林　　実　（JCI高岡）
委員　　棚田　遼太郎（JCI高岡）
委員　　竹沢　未来　（JCI町田）
委員　　山口　真史　（JCI町田）
委員　　山田　　宝　（JCI町田）
委員　　山本　玲央　（JCI町田）
委員　　綾野　光紘　（JCI町田）
委員　　渡邉　竜樹　（JCI町田）
委員　　三宅　伸一　（JCI泉大津）
委員　　三ヶ月　亘彦（JCI新潟）
委員　　大﨑　翔太　（JCI唐津）
委員　　坂井　祐介　（JCI唐津）
委員　　四條　桂吾　（JCI浜松）
委員　　橋爪　厚志　（JCI浜松）

主　催

公益社団法人日本青年会議所は、
「修練」「奉仕」「友情」の三つの信条のもと、より良い社会づくりをめざし、

日本全国でボランティアや行政改革等の社会的課題に積極的に取り組んでいる
青年会議所の総合調整機関として1951年に設立。

国際青年会議所(JCI)のメンバーとして各国の青年会議所と連携し、
世界を舞台として、さまざまな活動を展開しています。

公益社団法人日本青年会議所

https://www.jaycee.or.jp/toyp2022/

後　援
総務省　文部科学省　厚生労働省　農林水産省　経済産業省

環境省　NHK　日本商工会議所　全国知事会

協賛企業

上州藤岡　諏訪神社／有限会社忘筌堂／株式Home Group／有限会社達城土木／学校法人めぐみ幼稚園／株式会社ホーム建窓／株式会社さくらライフケアサポート／FREE STYLES／
岩本美装／株式会社ALAN／弁護士　安藤　恭平／株式会社アクティブスタイル／群馬セラミックス株式会社／株式会社上信メンテナンス／株式会社MA／松尾一建工業株式会社／
有限会社飯田屋酒店／株式会社コライジング／株式会社サンビスタ群馬／ｃａｂａｌｌｏ／株式会社総合メンテナンス／有限会社松村商店／いちかわライフビジネス株式会社／
東洋竹工株式会社／スターロックカンパニー株式会社／有限会社京南／有限会社大塚商店／株式会社くらしの窓保険／株式会社ワイ･エス・ビー／有限会社アイシステム／宮下電気設備／


