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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１１月１６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 

２２４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 

■外部協力者 

講師・パネリスト： 

京都大学大学院工学研究科教授、内閣官房参与 

一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会 副会長 

藤井 聡 氏 

 

パネリスト： 

一般財団法人危機管理教育＆演習センター 理事長  

細坪 信二 氏 

  

パネリスト： 

新潟県 副知事 

寺田 吉道 氏 

 

■後援 

新潟県、新潟市、新潟商工会議所、新潟経済同友会、新潟日報社、 

日本経済新聞社新潟支局、ＮＨＫ新潟放送局、ＢＳＮ新潟放送、ＮＳＴ、

ＴＥＮＹテレビ新潟、ＵＸ新潟テレビ２１、エフエムラジオ新潟、 

ＦＭ ＰＯＲＴ ７９．０、ＦＭ ＫＥＮＴＯ 

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 

５８ hundred dollar 

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： 

 

Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 

活動エリアに在住もしくは仕事等で出入りする人々 

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 

過去の被災・復興経験も含めた新潟の持つ災害に対する強みが国土強靭化に

貢献できるとともに、新潟経済の活性化にも繋がることについて知識を深め

てもらいます。 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

災害大国日本は、持続性を維持するためにも来るべき巨大災害に対して国家

単位で備えなくてはならないが、それらの取組を新潟独自の強みを活かして

両立させることにより、新潟経済の活性化にも貢献できることを提唱する。 

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 

■一般参加者３１５名を含めた５３９名の動員があった。 

■一般で参加した人の９６％が新潟の持つ災害に対する強みは、企業誘致に

活せると学ぶことができたとの回答をいただいた。 

■一般で参加した人の９９％が人的・技術的な交流も含めた様々な投資誘致



との関連性について、知識を深めることができたとの回答をいただいた。 

■一般で参加した人の９５．７％が新潟経済を活性化へと導くことについて

知識を深めることができたとの回答をいただいた。 

■参加したメンバーの９９．３％が国土強靭化政策と地方創生との関係につ

いて理解できたという回答をいただいた。 

■参加したメンバーの９７．８％が新潟の持つ災害に対する強みは、企業誘

致に活かせると学ぶことができたという回答をいただいた。 

これら検証はアンケート回収の結果から抽出した。 

Actions Taken 行動 

説明： 

２０１６年５月～６月 担当委員会で事業をイメージ、骨子作成 

２０１６年７月～９月 議案書作成、支援者と連携 

２０１６年９月～１１月 事業告知・宣伝 

２０１６年１１月１６日 事業開催 

２０１６年１２月 事業報告書作成 

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？ 

一見相反するように見える経済発展と災害対策とが、実は両立できるこ

とを理解してもらえた。特に日本では、来るべき巨大災害に対して国家単

位で備えなくてはならないという観点のもと、新潟独自の強みを活かすこ

とにより、地域経済発展の可能性が実在することを学んでもらうことがで

きた。 

 さらに一歩進んで、「お互い様ＢＣ連携ネットワーク」という主に企業が

異なる地域間で災害支援協定を結ぶ仕組みを紹介し、企業の規模を問わず

災害に対する強みを活かしたビジネス発展のモデルを紹介し、各々の企業

でも生かせないか考えてもらう機会を提供できた。 

 会場のキャパシティの６２．３％、５３９名の参加者を集めることがで

きたが、より多くの参加者を集めるための広報活動を期間や手法を改めて

考える必要がある。 

Best Local empowerment program 
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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 

新潟の持つ災害に対する強みが新潟経済を活性化へと導き、人的・技術的な

交流も含めた様々な投資の促進に繋がることについて見識を深め、各々の事

業活動への応用について考えていただく。 

 

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 

新潟の持つ災害に対する強みが新潟経済を活性化へと導き、人的・技術的な

交流も含めた様々な投資の促進に繋がることについて知識を深め、参加した

地域の市民に対してポジティブチェンジを促した。 

 

 

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 

会場設営費   27 hundored dollar 

講師関係費   31 hundored dollar 

広報費     2 hundored dollar 

おおよそ予算通りに執行。 

新たな試みとして Facebook広告を活用。 

 

 



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 ＭＩＳＳＩＯＮ： 

市民と多面的に学び成長できる場を共有することで、新潟の発展に取り組む

意識を高め、リーダーシップを発揮する存在として自覚する機会を創出。 

 

ＪＣＩ ＶＩＳＩＯＮ： 

市民一体となる事業を通じ、新潟青年会議所、そして産官学との連携から生

み出される強固な関係性は、今後も新たな事業価値を生み続ける。 

※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 

１９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 

７８．９％ 

 

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 

統括・コーディネーター、設営、運営、資料作成、プレゼンター、タイムキ

ーパー、受付、司会、会場誘導、動員活動。 

 

※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 

一般参加者に向けたアンケートによって。 

 

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 

一般で参加した人は「新潟の持つ災害に対する強みが新潟経済を活性化へと

導き、人的・技術的な交流も含めた様々な投資の促進に繋がることについて

知識を深めた。 
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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 

アンケート結果より幅広い方から新潟青年会議所の活動の印象が良化され

た。 

災害対策と企業の売上げ獲得とを両立できる事例等から、発想の転換をして

もらえた。 

金銭的な利益は無し。 

 

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 



市民と多面的に学び成長できる場を共有することで、新潟の発展に取り組む

意識を高め、リーダーシップを発揮する存在として自覚する機会を創出。 

 

 

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 

市民一体となる事業を通じ、新潟青年会議所、そして産官学との連携から生

み出される強固な関係性は、今後も新たな事業価値を生み続ける。 

※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 



地域の特色を活かした経済発展の深化と、災害に強い日本の創出。 

 

 

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 

動員という部分では目標数に達することが出来なかった。 

アンケートによると、チラシや FACEBOOK 広告等も用いたが、本フォーラムを

知ったきっかけとして一番効果のある動員活動はメンバーによる紹介であ

り、ＬＯＭ一丸となった動員活動が必要であると考えられる。 

※写真４枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


