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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 
2013 年 8 月 11 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 
35MEMBER 

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 
新宿区、新宿商店街振興組合（新宿東口・新宿大通・新宿駅前）、MERRY PROJECT、
国土交通省関東地方整備局、新宿区教育委員会、東京商工会議所新宿支部、日本旅客

鉄道株式会社 新宿駅、株式会社スタジオアルタ、西武信用金庫、新宿警察署、新宿消

防署、新宿区保健所、新宿区防災センター、一般社団法人 LIGHT UP NIPPON、

東京表参道ライオンズクラブ、特定非営利法人あそびと文化の NPO 新宿子ども劇場、

特定非営利法人グリーンバード(歌舞伎町チーム)、一般社団法人 起業支援ネットワー

ク NICE、公益社団法人東京都看護協会、早稲田チアリーディングクラブ、上智大学サ

フロファミリー、柳澤寿男後援会 
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 
40,300 hundored dollar（4,030,000 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 
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 
新宿に住んでいる人、新宿にくる人 約 326 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 
新宿区が「夢と希望を持ち、安心・安全に暮らせる地域」であることを区内外に発信

すること 
Overview 概要 
説明：必ず結果と合致しているはず 
・地域の子供たちとプロの芸術家が一緒に歌いや劇などのパフォーマンスを行った 
・起震車等を利用し防災の大切さを伝えた 
・専門家が地域のごみ問題に対して、クロストークにより現状を参加者に伝えた 
・子供たちが、笑顔の傘をもちながら地域を行進した 
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 
・歌や劇をすることにより子どもたちに笑顔ができた。 
・起震車等を体験することにより災害を身近に感じてもらった 
・地域のごみ問題等の現状を理解できた。 
・子供たちが笑顔の傘をもちながら地域を行進することにより笑顔の輪を広めること

ができた 
Actions Taken 行動 
説明： 
1)キッズチャレンジ 
子供たちと芸術家は、新宿駅前広場でパフォーマンスをした。そして、多くの夢や希

望を持つことができ HAPPY になった。 
2)防災 EXPO 
参加者は、起震車など体験することにより、防災の知識を得た。 
3)地域スマイルミーティング 
新宿に関わる人々は、子供たちが住みやすい街にするために、地域の現状の正しい情

報を得る機会を設けた。そして、その問題に対する解決策を区にフィードバックする



ことにより、未来の新宿を担う子どもたちにとって住みやすい街になる。 
4)MERRY PROJECT 
私たちは、世界的なコミュニケーションアート「MERRY  PROJECT」と連携するこ

とにより子ども達の笑顔の傘を使った企画を行うことが出来ました。そのことにより、

多くの人々に子供たちの笑顔の素晴らしさを伝えることができました。 
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？ 
1)キッズチャレンジ 
参加した子供たちは、いい経験を得たことにより、笑顔（HAPPY）になった。観客に、

子どもたちの笑顔をみせることができた。多くの参加者が集まったことにより、タイ

ムスケジュールの作成が、難しかった。 
2)防災 EXPO 
参加者は、起震車等の体験をすることにより災害にたいする多くの知識を得ることが

できた。 
当日は、大雨により区長と専門家の対談を行うことができなかった。 
3)地域スマイルミーティング 
行政と専門家が、新宿区が抱える地域の問題を、解説した。難しいテーマなので、 
動員が難しかったが、女性アイドルユニットによる、防犯キャンペーンを行うことに

より多くの人々が参加してくれました。 
4)MERRY PROJECT × SHINJUKU SMILE 
子ども達は、笑顔の傘を持って、行進をした。そして笑顔の傘を使ったコミュニケー

ションアートを作成した。このことにより、多くの人々に笑顔（HAPPY）を与えるこ

とができた。当日は、暑かったので参加者の体調が心配でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Best Local empowerment program 
ページ３ 
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 
新宿区が「にぎわい」と「やすらぎ」が共存し調和した街として将来にわたり発展し

ていくためには、夢と希望を持ち、安心・安全に暮らせる地域社会の実現を目指さな

ければならない。本事業は、世界一乗降客数が多い新宿駅前で、区内の子ども達に夢

へ挑戦する機会を提供するとともに、新宿特有の地域問題や予期せぬ災害に対し、正

しい知識や有事に備えたノウハウを周知し、街のソフト面ハード面の充実をアピール

することによって笑顔の溢れる魅力ある街にする。 

 
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 
・地域の横のつながりを強化することができた。 
・地域に暮らす人々に少しでも多くの笑顔をあたえることができた。 

 
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 



・予算を詳細に記載することにより、予算内でおさめることができた。 
・企画書をしっかり描いたので協賛金が予定通り集まった。 

 
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 
ＪＣＩミッション 
地域に関わる人々に現状を知る機会をあたえることができた 
ＪＣＩヴィジョン 
地域企業と行政とのつながりを深めることができた 

 
ページ４ 
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 
３０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？％で記載してください 
１０％超 

 
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 



・地域の現状の理解 
・協力団体とのともにブース等の設営 
・参加者の誘導 
 

 
ページ５ 
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？ 
新宿区の魅力や地域の問題について多くの参加者に発信することができた。以下、ア

ンケートとより感想の一部を抜粋いたします。 
・子ども達が楽しそうに踊ったり歌ったりしている姿が印象的でした！ 
・最高のイベントでした！ 
・笑顔がいっぱいで感動！ 
・とても楽しかったです。このような活動を続けてください。 
・色々なイベントが関連していて感動しました。 
・沢山のテーマのブーストークがあり、またイベントもあり、とても良かったと思い

ます。 
・もっと規模が大きければ集客も見込めると感じました。 
・新宿はゴミが多いと分かった。 
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 
本事業を通して様々な依頼がきました。 
1)防災（新宿駅周辺防災対策協議会より依頼あり） 
 関東大震災 90 周年記念式典への協力（9/6）、新宿防災ウィークへの協力（11 月）、

戸塚地区災害復興支援ネットワーク準備会への協力（11/29） 
2)防犯（新宿東口駅前商店街振興組合より依頼あり） 
 「客引き行為等の防止条例」に伴う夜警への協力（常時） 
3)ゴミ問題(新宿駅前商店街振興組合、新宿東口駅前商店街振興組合、新宿大通商店街

振興組合より依頼あり） 
 地域の清掃活動への協力（常時） 
4)地域のにぎわい（)新宿区、新宿駅前商店街振興組合より依頼あり） 
 MOA4 番街でのクラシックコンサート開催への協力（常時） 
 



ページ６ 
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？ 
・地域企業、住民、行政との関係の強化 
・新宿に来る人々への新宿に対するイメージの変化 

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？ 
・さまざまな手法を効果的にくりだすことにより、多くの機会の提供をすることがで

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？ 
地域住民、企業、行政の参加により、ローカルネットワークのさらなる強化でできた。 

 
ページ７ 
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？ 
新宿区が夢や希望に溢れ、安心・安全に暮らせる街であり、「にぎわい」と「やすらぎ」

が共存し、調和した笑顔溢れる魅力ある街として多くの方々に印象付けることが出来

たが、一方で新宿区には世界一の歓楽街と名高い歌舞伎町での様々な問題やアジア系

をはじめとする諸外国人が多く在住することで起こる文化衝突によるトラブルも多

い。このような新宿区の中でも一部地域での問題に対しても解決へのアプローチをし

ていくことにより、SHINJUKU SMILE として事業開始時から掲げている新宿区のイ



メージ向上に繋がっていく。 

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？ 
新宿の魅力や諸問題について区内外に幅広く発信することができた一方で、地域の

個々の問題を解決するという具体的な行動には至っていない。今後は地域の個々の問

題解決を実践していくための事業構築を見据え、より一層の地域活動への参画・協力

を行い、本事業を通じて培われた他団体との信頼関係や絆を深化させることを、本事

業の検証を踏まえた次の行動とする。 
 
 


