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募金のポータルサイト。クリック募金・
お買い物募金でNGO/NPO支援！

チェンジメーカー育成の
旅のプロジェクト

ボランティア情報のポー
タルサイト

バングラデシュのストリートチル
ドレンの現実を表現した映画

インターネット上で署名
活動ができるサイト

ユナイテッドピープル の事業
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心を揺さぶる「映画」配給宣伝
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2011.2 「幸せの経済学」
ローカリゼーションの重要性を訴える映画を配給開始。

４０ヶ国語以上に翻訳されたベストセラー「ラダック懐
かしい未来」の著者、ヘレナ ノーバーグ・ホッジさんの
作品。

ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ
エコロジーと文化のための国際協会（International Society for Ecology and Culture, Ｉ
ＳＥＣ）設立者、代表

スウェーデン生まれの言語学者で、世界に広まるローカリゼーション運動のパイオニ
アとして国際的にも知られる。社会・環境問題の根本の原因を探り、より持続可能で
公平な暮らしのあり方を模索し先進国と途上国で推進するＩＳＥＣ（本部イギリス）を
設立。インド・ヒマラヤ山岳地方のラダックを訪れた経験をまとめた『ラダック 懐かし
い未来』は、世界40カ国以上で翻訳されている。1986年には「もうひとつのノーベル

賞」といわれるライト・ライブリフッド賞を受賞。最近ではケンブリッジ、オックスフォー
ド、ハーバードなど世界の主要な大学や、ドイツ、スウェーデン、英国、米国の議会
のほか、ユネスコ、世界銀行、ＩＭＦなどの国際機関や、民間企業での講演活動も
行っている。

日本全国のカフェや映画館や公民館で上映したい！
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UFPFF 国際平和映像祭は、戦争・紛争のない平和で持続可能な世界を実現するために、世
界の共通言語である映像を活かし、平和実現への行動を促すために2011年より国際平和の
日（Peace Day）9月21日に毎年に開催してまいります。

テーマ： 平和とサスティナビリティ

国際平和の日、９月２１日に毎年開催。
学生対象の映像コンペティション。

UFPFF 国際平和映像祭について
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【運営メンバー・呼びかけ人（敬称略）】

大久保 秀夫 （株式会社フォーバル 代表取締役会長）
関根 健次 （ユナイテッドピープル株式会社 代表取締役）
高橋 克三 （日本映画学校 理事 駒澤大学 非常勤講師）

【UFPFF 国際平和映像祭 2011 審査員（敬称略）】

明石 康 （元国連事務次長）
大久保 秀夫 （公益財団法人CIESF (シーセフ) 理事長）
篠原 勝弘 （前カンボジア国駐箚特命全権大使）
高橋 克三 （日本映画学校 理事 駒澤大学 非常勤講師）
野中ともよ（特定非営利活動法人ガイア・イニシアティブ 代表理事）

～ 国際平和の日、９月２１日に毎年開催。～

UFPFF 国際平和映像祭2011 審査員
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実施スケジュール

一般告知 エントリー
YouTube

公開・評価

発表作品
制作

映画祭
発表会

2010年11月3日 11月～3月末 4月～6月 7月～8月 9月21日（映像祭）

５分作品 上位15人
5分作品

グランプリは
世界一周！

●開催日
日本全国での上映会：２０１１年９月１１日～９月２１日（１１日間）

発表会・審査会：２０１１年９月２１日（水）

●開催場所
東京 予定 （２年目からは海外展開を予定）

●応募対象者
制作完了時に学生である方

●賞品等
グランプリには、世界一周ドキュメンタリー取材の旅をプレゼント予定。そして、翌年度の映像祭
で本人の作品を招待（１時間以内の作品）。
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上映会場について （9/11 – 9/21)

日本全国での上映会： ＜検討中案＞
２０１１年９月１１日～９月２１日（１１日間）

方法：
ファイナリストによる５分間の映像作品を、１５
作品集めたDVDを、上映希望者にご送付。WEB
上で、９月１１日～２１日の間のいつ、何時から
上映するか、エントリーして頂く。
※上映会主催料金、無料予定。

想定開催場所：
・カフェ
・レストラン
・公民館
・ホール
・映画館

仕掛け：
一般投票賞を出すため、制作者が主催する上
映会が多ければ多いほど、得票数が上がる可
能性がある。主催場所には集客効果がある。
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署名ＴＶで署名活動をはじめよう！

インターネット上で署名活動を始めたい方への参考資料

( 作成 ) ユナイテッドピープル株式会社
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署名ＴＶとは？

想いを伝え、社会を変える。

shomei.tv

「署名ＴＶ」はネットで署名集めや署名参加ができるサ
イトです。誰でも無料で署名プロジェクトを開始できま
す。集まった署名は提出用にダウンロードできるなど、
便利な機能がいっぱいあります。

■開始日： 2008年3月3日
■総署名数： 約99万件
■実施中署名活動：84件
■これまでの署名活動：1,169件
■月間アクセス数：約200万ページビュー
※2010年10月末実績

【署名分野】
・国際紛争
・環境
・饑餓・貧困
・人権
・政治
・社会
・教育
・報道・マスコミ
・芸能・エンターテイメント など
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1. 署名ＴＶとは？

署名ＴＶ（ティービー）は、どなたでも無料で署名活動の開始や、
参加ができるサイトです。インターネットで参加できますので、ネット
につながれば場所に関係なく署名参加や賛同者を募ることが可能
です。署名ＴＶには、集めた署名をダウンロードする機能、取得項
目を自由に設定できる機能、お友達紹介機能など、署名活動のた
めの便利な機能が盛りだくさんです。

１人で直接意見をぶつけたとしても、何も変えられないかもしれま
せん。でも同じようなことを感じている人は周りにたくさん存在する
はずです。みんなで協力して、署名を集めれば、大きな声として届
けることができます。

ぜひ署名ＴＶで、署名活動をはじめましょう！
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2. 署名活動の効果は？

署名活動は、市民社会において、市民の声を社会に届ける効果
的な方法のひとつです。日本では個人の意見を届ける目安箱の制
度が室町時代からあったそうですが、署名活動は集めた署名が多
ければ多いほど、受け取り手に与える影響が大きいことが特徴と
言えるでしょう。

このように多くの署名を集め、提出できるようになったことは、紙
の印刷技術の発達があったからかもしれません。そして今、署名
活動はインターネットでもできるようになったのです。集めた声は、
市民の声、有権者の声、視聴者の声となり、届くことでしょう。

難病認定のために署名活動をしたい。環境保全のために署名活
動がしたい。文化財保存のために署名活動がしたい。さまざまな
切り口が考えられます。ぜひ、想いを伝え、社会を変えましょう！
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3. インターネット署名活動の利点

インターネットならではの署名活動が展開できます。街頭署名と
違い、こんなメリットがあります。

• 時間の制約条件はありません。２４時間署
名受け付け可能です。

いつでも

署名参加

• 街頭署名と違い、PCや携帯でどこにいても
署名参加ができます。

どこでも署名参加

• 署名と同時にコメントも集まる。他の人のコ
メントも読むことができます。

コメントも集まる！

• メールやブログやツイッターなどで、告知す
れば賛同者を増やせるでしょう。

賛同者を増やしやす
い！
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4. 署名の信頼性はどうなの？

街頭での手書きの署名と比べて、インターネット上での署名の信
ぴょう性に疑念を持たれるかもしれません。署名ＴＶでは以下の方
法で、署名の信頼性を高める努力をしています。
※街頭署名であっても、嘘を書くことができる点はご承知ください。

• 同一人物による署名がいくつもされないように、同一
メールアドレスでは署名できません。

メールアドレス

確認

• 署名書込み後、利用したメールアドレス宛に送られてく
るURLをクリックしないと署名完了できません。不正な
メールアドレスでの署名ができないようにしています。

メールアドレス

認証

• 不正プロブラムを組んで、署名がなんどもされないよう
に、表示された文字列を手入力しないと署名完了できな
い仕組みです。

文字列入力
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5. 個人情報の保護はどうなってる？

署名ＴＶでは個人情報保護のため、高度なセキュリティー対策を
した上で、できるだけ個人情報をデータベースに保存しないような
設定をしています。対策の一部をご紹介します。

•署名TVでの情報入力は、VeriSign社の128ビットのSSLで暗号化された上で送信されます。SSL
通信では情報を暗号化することで、第三者からの盗聴・改ざん・成りすまし等から保護され、
安全な通信が可能です。

128bit暗号化

•署名活動で取得する内容（本名、住所等）を、どこまで取得するか、署名プロジェクト企画者
が指定できるようにしています。無用な個人情報は取得しない方針です。

署名入力内容の制
限・選択

•番地以下の住所は、署名活動で取得することは出来ますが、これらは署名活動の企画者に
は渡しておりません。また、メールアドレスを署名活動の企画者に渡すことは絶対ありません。
※認定団体として別途契約書を締結した団体には、番地以下を渡しています（希望すれば）。

番地以下、メール
アドレスの非公開

•署名活動終了後、速やかに署名者のメールアドレス情報を消去しています。また、終了
から半年後に、住所の都道府県以後のデータを消去しています。個人情報の削除
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6. 署名ＴＶにはどんな機能があるの？

署名活動を始め、提出するための機能がそろっています。

• お知らせ新規作成すると、署名プロジェクトの「主催者からのお
知らせ」欄にメッセージが表示されます。また、署名したユーザー
にはお知らせを掲載した旨の内容のメールが一斉に送信されま
す。

お知らせ機能

• 成果報告は署名プロジェクトの終了後、どのような成果が生まれ
たかを報告してください。書き込むと、署名プロジェクトの「成果報
告」に掲載され、署名したユーザーには成果報告が掲載された
旨の内容のメールが一斉に送信されます。

成果報告

• 署名をEXCELで開ける形式でダウンロードできます。 印刷して提
出することも出来ますし、CDRなどに焼いて提出することも出来ま
す。

署名の

ダウンロード

●管理系機能（一部）
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6. 署名ＴＶにはどんな機能があるの？

署名活動を始め、提出するための機能がそろっています。

• 目標署名数を設定すれば、あと何％で達
成するかを署名ＴＶのプロジェクト詳細
ページで表示することができます。

目標管理

• ブログ利用者のために、ブログで署名活
動を紹介できる「ブログパーツ」をご利用
頂けます。

ブログパー
ツ

• 署名完了ページから。または署名プロ
ジェクトの詳細ページで「お友達紹介」機
能をご利用頂けます。

お友達紹
介

●告知系機能
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7. どうやったら成功できるのでしょう？

意見を届けるためには、できるだけ多くの賛同者を募りましょう。

•メールなどでぜひ参加を呼びかけましょう。各プロジェクトページや署名完了ページ
から、署名プロジェクトを友達に紹介するメールをメッセージ付きで送ることができま
す。

知人・友人に参加
を呼びかける

•ブログやウェブサイト、Ｅメールマガジンなどで署名プロジェクトを紹介してみましょう。
知人・友人にもブログパーツを掲載、リンクの掲載をお願いするといいでしょう。

ブログパーツを掲
載する

•あなたの署名プロジェクトに賛同してくれそうな組織やグループに「一緒にやろう」な
どと呼びかけてはいかがでしょうか。ソーシャルネットワーキングサイト（SNS）のコミュ
ニティなどを活用してみましょう。NGOなどに協力を依頼するのも効果があるかもしれ
ません。

関連組織やグルー
プへの協力依頼

•１，０００人、１０，０００人などまとまった単位で署名が集まったら、新聞やテレビ、ラジオ
などにプレスリリースを送ってはいかがでしょうか。マスコミにPR
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8. 利用料金は？

署名活動実施期間の長さにより料金が異なります。

•終了日が申請日より3ヶ月以内のプロジェクト：3,150円（税込）
•終了日が申請日より6ヶ月以内のプロジェクト：5,250円（税込）
•終了日が申請日より12ヶ月以内のプロジェクト：10,500円（税込）
※2010年8月4日現在の料金です。最新の料金は、
http://www.shomei.tv/doc/create.html
でご確認ください。
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9. 開始までの流れを教えて

以下の流れで署名プロジェクトを開始できます。

（１）会員登録後、署名プロジェクトの立ち上げ申請
（２）署名ＴＶ事務局にて署名プロジェクト審査（休日を除く１週間以内に審査）
（３）ご利用料金をご請求
（４）料金をご請求日から１４日以内にお支払いください

（銀行振込・クレジットカード）
（５）入金確認後、署名プロジェクト開始！
（６）メールで署名プロジェクト開始連絡
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10. どんな成功事例があるの？

http://www.shomei.tv/project-18.html http://www.shomei.tv/project-146.html

「働く子どもに教育を」1万人署
名！

•オンライン署名2,017人分、署
名カード9,906人分、 合計
11,923人分の署名が集まり、
目標数1万人を達成

•外務副大臣に手渡し

•読売新聞で紹介

こんにゃく入りゼリーの販売中
止に対する反対署名

•目標1,000署名に対して、署
名数 27,053件 （達成率
2705.3 %）

•世論が動き、テレビ・新聞で
多数報道

•販売再開に一定の効果

慢性骨髄性白血病を「高額長
期疾病（特定疾病）にかかる
高額医療費の支給の特例に
追加するための署名運動

•達成率は低いものの7,752署
名を集める。 （達成率 25.8 
%）

http://www.shomei.tv/project-1062.html

小野寺外務副大臣（当時）は、
「先進国の責務として、(児童労
働の撤廃を実現できるよう)がん
ばっ ていきたい。」

とコメントした上で、「外務省全体
で努力してまいります。」とのメッ
セージつきで、自筆で署名カード
に署名しました。

これら以外の成功事例はブログで紹介中 → http://www.shomei.tv/blog/
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11. どんな会社が運営してるの？

署名ＴＶは、世界の社会の様々な問題解決を目指し、事業を展開
するソーシャルベンチャー、ユナイテッドピープル株式会社が運営
しています。（ URL: http://www.unitedpeople.jp/ )

人と人とをつなぎ、世界の問題を解決する。

ユナイテッドピープルという社名は、文字通り人と人の連帯を意味します。
人と人をつないでいき、力を合わせてよりよい世界を創っていきたい。
そんな願いを込めて、ユナイテッドピープルという社名を選びました。

募金のポータルサイト。クリック募金・
お買い物募金でNGO/NPO支援！

チェンジメーカー育成
の旅のプロジェクト

ボランティア情報のポー
タルサイト

バングラデシュのストリートチル
ドレンの現実を表現した映画

インターネット上で署名
活動ができるサイト

●運営事業
社名 ユナイテッドピープル株式会社
事務所 〒231-0023

横浜市中区山下町74-6 
設立 2002年7月5日
資本金 1,000万円
主要株主 関根 健次 ／ 谷井 等
代表取締役 関根健次
取引銀行 三井住友銀行
事業内容 世界の問題解決のための

ソリューション事業

お問い合せは、
https://www.shomei.tv/contact/
まで。


