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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
７月２２日から７月２８日まで

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
256 人

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
にいがたサンドアートフェスタ実行委員会、新潟県立大学

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
TWENTY THOUSAND DOLLAR

201 万円

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：
無

Who is benefited?

誰の為に？

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人
ＪＣＩ新潟の活動エリアの 84 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

我々ＪＣＩ新潟は、以下の事を目的とする。
・従来単独で開催してきた事業を、市民との共同開催へと発展させること
・参加者とメンバーがお互いに人との繋がりの重要性を再認識すること
・新たな価値を創造し、自ら行動を起こそうという意識の変化を創り出すこと

Overview

概要

説明：必ず結果と合致しているはず
・多くの人が事業の計画、準備に参加していただき、新たな価値を創造し行動に移す
ことの必要性を市民とメンバーに理解し、実際に行動する機会を与えた。
・そのために、市民の協力団体と協力して、誰もが気軽に参加出来る空間を作り出し、
今までにないアイディアを取り入れた新しい価値を持つサンドクラフト事業を計画実
施した。

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
新潟市民の方は、自分の住むまちを、より良くしようと能動的に活動する「アクティブシチズ
ン」に変わった。
特に、にいがたサンドアートフェスタ実行委員会のスタッフとなった市民は、立案から運営ま
で全てに携わり、事業を新潟 JC と協力して完遂した。
参加した市民は、今後も積極的に地域を活性化させることを目的した事業に参加していくこと
を決めた。

従来行われてきたサンドクラフトは、最初から最後までＬＯＭだけで作られ開催されてき
た。
我々はこのプロジェクトを、いずれは完全に市民に委ねることが必要であり、まずは市民
団体と目的を共有して、共に事業を作り上げる機会とすることで、自ら行動する意識を生
み出す必要がある。
その為に、下記の手法でプロジェクトを実施した。
①我々は、過去のサンドクラフト参加者から有志を募り、実行委員会の立ち上げを行った。
②我々は、実行委員会と共に事業の立案、準備、運営を行った。
③我々は、今まで継続事業として携わっていたシニアの方々にも協力をお願いした。
④我々は、新潟の地域特色の一つである、海岸を利用した。
⑤我々は、より多くの市民の関心を高めるために、ＬＯＭ主催の事業後一週間は会場をそ
のままにし、自由に見学出来る物とした。

上記手法により実施したことで、下記の結果が生まれた。
①実行委員会によって、次年度以降も継続実施していくことが決まった。
②参加者間での協力関係が生まれた。
③多くの市民が、新潟独特の魅力という認識を持ち、来場者数が 150％増加した。
参加者へアンケートを行った結果。
①１００％の参加者が当事業が開催されるまちに住んでいることに、誇りを感じることができ
たと回答した。
②今後も今回のような事業へ積極的に参加したいという回答を、参加者１００％から得ること
ができた。

Actions Taken 行動
説明：
２月 2３日～３月１６日 計３回 にいがたサンドアートフェスタ準備委員会合同会議
３月３０日～７月１３日 計７回 にいがたサンドアートフェスタ実行委員会合同会議
６月５日〜７月１日 砂像作成者の募集
６月５日〜７月２７日 新潟市内各所にポスター掲示
７月１０日 地域有名テレビ１社においてイベントの告知
７月２２日〜７月２７日 会場設営およびメイン砂像作成
７月２７日・２８日 サンドクラフト in にいがた開催
７月２７日・２８日 参加者へのアンケート実施

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？
従来行われてきたサンドクラフトは、最初から最後までＬＯＭだけで作られ開催されてき
た。
我々はこのプロジェクトを、いずれは完全に市民に委ねることが必要であり、まずは市民
団体と目的を共有して、共に事業を作り上げる機会とすることで、自ら行動する意識を生
み出す必要がある。
その為に、下記の手法でプロジェクトを実施した。
①我々は、過去のサンドクラフト参加者から有志を募り、実行委員会の立ち上げを行った。
②我々は、実行委員会と共に事業の立案、準備、運営を行った。
③我々は、今まで継続事業として携わっていたシニアの方々にも協力をお願いした。
④我々は、新潟の地域特色の一つである、海岸を利用した。

⑤我々は、より多くの市民の関心を高めるために、ＬＯＭ主催の事業後一週間は会場をそ
のままにし、自由に見学出来る物とした。
上記手法により実施したことで、下記の結果が生まれた。
①実行委員会によって、次年度以降も継続実施していくことが決まった。
②参加者間での協力関係が生まれた。
③多くの市民が、新潟独特の魅力という認識を持ち、来場者数が 150％増加した。

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
目的は地域を活性化させるためである。その目的を達成するために、受け身的である市民
に、下記のポジティブチェンジをする必要がある。
①彼らが、自分たちの地域の魅力に気づく。
②彼らが、受け身だけではなく、地域社会への貢献を目指して行動する人に変わる。
JCI 新潟は、以下の方法で、新潟の人びとがポジティブチェンジするための機会を提供する。
我々は、市民で構成される外部団体と協同で「サンドクラフト in にいがた２０１３」を開
催した。

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
実行委員会を組織し、アクティブシチズンが率先して地域を活性化させていく基礎つくり
を促す点で、ＪＣＩの活動計画と合致する。
地域活性化には、市民の意識を変えることと、積極的な行動を自ら起こすことが必要であ
る。
その為には、自身が住むまちに魅力を感じ、誇りを持たなければならない。
率先して行動するリーダーを中心に、コミュニティを組織することが重要。
その為に、彼らの最初の一歩を踏み出すキッカケの提供。
そこで、私たちは実行委員会の立ち上げに携わることで、
地域に貢献するアクティブシチズンになれる機会を提供した。

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
従来専門家に依頼していた部分を、市民の方々に砂像のデザインから作成までの指揮をと
っていただくことで、専門家への依頼料約３０万円削減ができ、２０１万円に押さえるこ
とが出来た。
全体予算：２０１万円
（うち設営費：１９２万円、その他：９万円）
尚、過去に同一事業で助成金を受けた事があり、当該助成制度が同事業への助成が出来な
いものであった為、今年度の助成は受けられなかった。

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

ＪＣＩＭＩＳＳＩＯＮの推進
地域住民同士の繋がりの重要性を再認識することに成功。
地域住民が独自に進めていくことができる、実行委員会を組織し、事業を継続して実施出
来る機会を提供した。
その機会を活用して、市民のポジティブチェンジを促した。
ＪＣＩ ＶＩＳＩＯＮの推進
グローバルネットワークのためのローカルネットワークの創造を行った。
地域住民によって構成される実行委員会の立ち上げに携わり、独自に事業を継続して実施
出来る組織を作った。
参加により、地域住民同士の連帯感を生み出した。
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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
ＪＣＩ新潟メンバー13 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
１１２名（６１．５％）（延べ２８９名）

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
計画・運営全般
・メイン砂増作成設営
・会場全体設営
・司会
・各種砂像作成
当日参加者の先導役
・体験砂像の作り方指導
・会場での一般参加者誘導
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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？
参加者に対するアンケートより影響を測った。
参加者７６名に対するアンケート結果
① 参加したことで新潟の魅力を改めて感じることができましたか？
感じられた ８８％
どちらともいえない １２％
感じられなかった ０％
② 当事業が開催されるまちに住んでいることに、誇りを感じることができましたか？
できた １００％
どちらでもない ０％
できなかった ０％
③

今後も今回のような事業へ積極的に参加したいと思いましたか？

思う １００％
どちらでもない ０％
思わない ０％

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
地域住民が自ら行動を起こすことができる機会と場所を提供できた。
それにより、地域住民の方に自分の住むまちでは新しいことを自ら創りだすことがで
きる、魅力あるまちであるという意識を生み出すことができた。
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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？

継続事業を地域住民の手に委ね、継続されることが認められたことで、今までのＬＯ
Ｍ活動が地域の活性化に有効であり、地域住民に有効な活動をしてきた存在であるこ
とを示すことができた。

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？
市民が地域とのつながりの重要性を再認識することに成功。
彼らは地域と共に成長することの必要性に気づく機会を提供した。
その機会を活用して市民の、成長とポジティブチェンジを促した。

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？
グローバルネットワークのためのローカルネットワークの創造を行った。
若者を中心とする市民団体である実行委員会を立ち上げた。
彼らは互いの成長の為に協力しあう環境を提供した。
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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？
全ての地域住民が、自分の住むまちを良くしようと積極的に活動していく。
その為に、我々は地域住民の力で事業が継続出来るように、常にサポーターなって事業を
支えていく。
この事業が継続的に実施されることで、下記のように拡散していくからだ。
①市民が、この事業に参加したことで地域に貢献し、ポジティブチェンジを起こし続ける。
②彼らが市民と地域の価値を向上させる。
③彼らのその成功事例が、時と共に地域社会に連鎖的に拡がっていく。
⑤その拡大が地域全体を活性化させる

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？
このプロジェクトにより、さらにポジティブチェンジした市民を増やすために
①実行委員会単独による実施をする。
②実行委員会メンバーを広く募集する。
③事業実施前及び実施後に参加企業が意見交換できる機会を提供する。
④より多くの地域市民が事業運営に参加できるようにするために、ボランティアを多く募
集すること。
参加する市民を増やすために
①今回参加した市民から新しい参加者に声を掛けてもらう。
②十分な広報戦略を持って、周知を拡充する。
④前年・当年と増え続けてきた関心を持つ人をさらに増やし続ける。

