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Basic Information / 基本情報
Duration / 開催期間
説明：～年～月 から
２０１５年 ５月

～年～月まで

～２０１６年 ８月

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
９３ＭＥＭＢＥＲ
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
長野市役所 市民生活部 地域活動支援課（行政）
長野市役所 企画政策部 人口減少対策課（行政）
芋井地区住民自治協議会（地域住民）
芋井鑪地区住民（地域住民）
長野市内のその他中山間地域住民自治協議会（地域住民）
新聞社７社
ＴＶ１局、地元ケーブルＴＶ１局
雑誌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
事業費用：５，６３０，８３７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)?
ば）
説明：
NONE

UN MDGs の該当項目（もしあれ

Who is benefited?
誰の為に？
説明：活動エリアに住み暮らす人々

人

長野市に住み暮らす３８万人の市民
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
１．山間地域活性化事業を実施することで市民の意識変革を促し、ポジティ
ブチェンジさせる機会を提供する
２．ＪＣＩ長野は能動的に地域を活性化させる機会を提供し、ａｃｔｉｖｅ ｃ
ｉｔｉｚｅｎｓを支援する
３．地域住民と連携・協働し、地域が抱える問題や課題を共有しながら山間
地域活性化事業を実施することで、彼らが地域おこし活動を自立的に行う
ための土台作りを行う
Overview
概要
説明：必ず結果と合致しているはず
１.市民と連携・協働することで地域の主体性を育み、魅力ある地域資源を
有効に活用しながら県内外へ魅力を発信し山間地域を活性化するために、
市民と協働して信州田舎暮らし体験施設ヤングブルー村を開設し運営し
た。
・信州田舎暮らし体験施設ヤングブルー村
２０１４年から２年が経過する中で、ＪＣＩ長野主導のもと山間地域の魅
力を県内外へ発信し、移住希望者を増やすことで山間地域の活性化に繋げ
るため、市民や行政と連携して『ヤングブルー村』という無料で山間地域
の生活が体験できる宿泊施設を開設した。
２．信州田舎暮らし体験施設ヤングブルー村を活用した林間学校を開校し、
市内在住の子ども達に現代の日常では体験できない里山の快活な遊びや
大自然からの学びを通して、郷土の豊かさを伝え長野市の将来を担う子ど
も達の健全な成長を育むとともに、郷土愛を醸成させるプログラムを実施
した。
３．長野市行政や地域住民と連携・協働し、山間地域を活性化するために田
舎暮らしを全部盛り！移職住フェア ＩＮ 長野市を開催し移住を促進する事
業を展開した。

４．ＪＣメンバーが山間地域の抱える問題点や課題を共有し、今後運動を地
域社会に発信するために勉強会を開催した。
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
・市民と協働運営した結果
市民の代表者に以下のアンケートを行った。
『ヤングブルー村を協働運営して、何か変化はありましたか？』
『市民が地域活性化について主体的に考えられるようになった』
よって市民の意識の変革が促され、ポジティブチェンジした。
・勉強会を開催した結果
ＪＣメンバーが勉強会に参加して山間地域の問題について理解することが出来
ましたか？というアンケートに対し、８４％が理解できたと回答した。
よって、長野市が抱える山間地域の衰退や課題についてＪＣメンバーが理解し
共有化することができた。
・想定外の結果
地元企業が山間地域活性化事業の重要性を理解し、本事業を参考として山間地
域の古民家を利用した活性化事業を実施することになり、市民の意識を変革す
るとともに運動の伝播に繋がった。
・ＪＣＩ長野の趣旨に賛同した行政・市民・企業・ＮＰＯが能動的に事業に
参画しａｃｔｉｖｅ ｃｉｔｉｚｅｎｓが増加した。
Actions Taken 行動
説明：
【２０１５年度ヤングブルー村２年目】
２０１５年 ５月～１１月…田舎暮らし体験受入
２０１５年 ５月１６日～１７日…田舎暮らしを全部盛り！移・職・住フェ
アｉｎ長野市 ブース出展（長野市と協働し善光寺御開帳に合わせたイベント
を実施）
２０１５年 ６月 ５日…北陸信越地区協議会
２０１５年 ７月２５日…林間学校開催

理事会開催

２０１５年 ８月 ２日…鑪地区 草刈り
２０１５年 ８月２２日…８月例会（勉強会）
２０１５年１０月１９日…緑の出張市長室 開催
２０１５年１２月１１日…２０１５年度事業報告会 開催
【２０１６年度ヤングブルー村３年目】
２０１６年 １月１０日…鑪地区新年会
１月１７日…ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェア
（移住交流セミナーｉｎビックサイト）
２月２７日…長野市移住セミナー（交通会館５階）
４月 ２日…開村式
４月
～受入スタート
５月３１日…報道関係者からの取材
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.地域住民の意識が変革しポジティブチェンジしたことで主体性を持って
能動的に行動を始めた
２. 本事業を実施したことで、行政や企業が地域活性化の必要性を理解し、地
域住民との連携・協働により地域の課題解決に向け、地域おこし活動を活
性化させることができた
３．地域の課題に対して地域住民と連携・協働することで地域の主体性を育み、
地域資源を有効活用した事例として一定の評価を得た
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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

長野市の山間地域が持つ魅力や観光地、居住地としての情報を広く内外に発信
し、信州田舎暮らし体験施設ヤングブルー村での田舎暮らし体験を通じて、そ
の地域の魅力を肌で感じていただきファンを増やす。また、ＪＣＩ長野が本事
業を始動し２年が経過する中で、地域住民が主体となって行えるよう活性化事
業にも積極的な支援を行い、今後彼らが地域おこし活動を自立的に行える土台
作りをすること。
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
我々は長野市行政や地域住民と連携を図り、地域住民が主体となって行う地
域活性化事業にも積極的に支援・参画を行い、地域住民が主体性を持って地
域おこし活動が行えるよう地域住民の意識をポジティブチェンジさせた。

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
【２０１５年度事業予算】
・ヤングブルー村の田舎暮らし体験は宿泊費を無料で実施することで、より
多くの利用者に活用していただく機会となった。体験施設の整備費及び運営
費は以下の通りとする。
会場費
１，５６４，０００円
消耗品費
１２９，４００円
交際費
３６，０００円
広報費
１１１，０００円
保険料
２６，３５０円
費用計
１，８６６，７５０円
・子ども達を対象とした林間学校を開校し、里山の快活な遊びや大自然から
の学びを通して郷土愛を醸成するプログラム

企画演出費
講師関係費
資料作成費
旅費交通費
保険料
費用計

６,０００円
６，６８２円
９０９円
５６，０８０円
１６，４１６円
８６，０８７円

・長野市行政や地域住民と連携・協働し、山間地域活性化事業として田舎暮
らしを全部盛り！移職住フェア ＩＮ 長野市を開催し移住を促進する事業を展
開した。予算に関しては全額長野市の補助金を活用し２，２６８，０００円
を執行した。
会場費
３３５，３４０円
企画演出費
１，０２２，７８０円
レンタル料
４１６，８８０円
資料作成費
４９３，０００円
費用計
２，２６８，０００円
２０１５年度事業費用合計：４，２２０，８３７円
【２０１６年度事業予算】
体験施設の整備費及び運営費は以下の通りとする。
会場費
９６０，０００円
レンタル料
６０，０００円
消耗品費
８４，０００円
交際費
３６，０００円
広報費
２３０，０００円
保険料
２６，３５０円
予備費
１２，８５０円
２０１６年度事業費用合計：１，４１０，０００円
事業費用合計：５，６３０，８３７円
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ミッション
ＪＣＩ長野は事業を通して、県内外に積極的に長野市への移住を提案するこ
とで、長野市行政や地域住民に地域社会向上に向けて行動する機会を提供し
た。
ＪＣＩヴィジョン
ＪＣＩ長野は事業を通して、長野市行政や地域住民を巻き込みローカルネッ
トワークを構築することで、積極的に地域住民の意識向上を促しａｃｔｉｖ
ｅ ｃｉｔｉｚｅｎｓを支援した。
※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
２９％

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
２９％

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

改修工事：スタッフ全員
体験プログラムの実施：スタッフ全員
広報活動：スタッフ３名
施設の運営：スタッフ全員
会計：スタッフ１名
※写真４枚
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？ ※２００語まで
以下の影響を測定しました。
① プロジェクトのＨＰの作成、ＳＮＳにアカウントを取得し、アクセス数を
解析した。
② 市民に対してアンケートを実施した。
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
① ＨＰでは３，７９６、ＳＮＳでは２，８００ものアクセスが確認された。
我々の興したプロジェクトが注目され、地域の認知度が確実に上がってい
ると考えられる。
② 地元住民へアンケートで「我々のプロジェクトを通してあなたたちの意識
の変革は促されたか」という問いに対して、地域住民が主体的に地域の活
性化について考えるようになったという回答があり、地元住民の意識変革
に影響があったと考えられる。
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？
※２００語まで

このプロジェクトの運営を通じ
① ＪＣＩ長野は行政や市民、他団体との積極的な交流や情報共有を行い、事業
においても様々な場面で協働し連携を強めることができた。
② ＪＣＩ長野は山間地域が持つ課題を認識し、事業を展開することで行政や市
民に活動内容を発信することができた。
③ ＪＣＩ長野は事業を通じて青年会議所運動を発信することで、事業の発展性
や可能性を感じ推進力向上に繋げることができた。

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ミッション
ＪＣＩ長野は事業を通して、県内外に積極的に長野市への移住を提案するこ
とで、長野市行政や地域住民に地域社会向上に向けて行動する機会を提供し
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ヴィジョン
ＪＣＩ長野は事業を通して、長野市行政や地域住民を巻き込みローカルネッ
トワークを構築することで、積極的に地域住民の意識向上を促しａｃｔｉｖ
ｅ ｃｉｔｉｚｅｎｓを支援した。

※写真４枚
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？
※２００語まで
本施設を体験した利用者が、将来的に長野市に移住をすることが期待されます。
また、利用者とのコミュニケーションを積極的に行い、県外の方の長野市中山
間地域に対して感じる魅力や移住希望ニーズの生の声を知ることで、今後長野
市全体に訪れる人口減少への対策や今度取り組むべき課題の抽出に繋がったと
考えます。

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
市民への事業移管を目指して、市民のさらなる意識の変革を促し、ａｃｔｉ
ｖｅ ｃｉｔｉｚｅｎｓを増やす必要がある
行政、市民と連携をして、移住希望者を増やす必要がある
※写真４枚

