最優秀 LOM 地域社会向上プログラム
Best Local Community Empowerment Program
LOM 名
公益社団法人 相模原⻘年会議所

申請担当者名
平野 晋哉

基本情報
事業名
ｻｶﾞﾄﾞｩ!~さがみはら･みんなの動画ｺﾝﾃｽﾄ~
目的
映像の応募者がさがみはらの魅⼒を様々な角度から描き出し、また、市⺠はその映
像の視聴を通じて、それぞれまちへの愛着を持ち、シビックプライドを醸成させる
ことを目的とします。

Basic Information
Name
Sagado! 〜SAGAMIHARA・Everyone of the video contest〜
Purpose
Applicants of the images draw attractiveness of Sagamihara from various
angles, and citizens have the attachment to the town, respectively, through
the viewing of the video, and aim to foster Civic Pride.

開始日※日付で記載
2017/09/23
終了日※日付で記載
2017/09/23
事業対象者
市⺠、正会員

Start date
09/23/2017
End date
09/23/2017
Target
Citizen, regular member

SDGs の該当項目※該当項目を１つのみ選択
11.住み続けられるまちづくりを
発展段階
※Active Citizen Framework「展開」の項目での３項目の発展段階から選択
①健康な身体と精神 ②教育と経済⼒強化 ③平和・繁栄・持続可能性
③平和・繁栄・持続可能性
概要
映像の応募者がさがみはらの魅⼒を様々な角度から描き出し、また、市⺠はその映
像の視聴を通じて、それぞれまちへの愛着を持つ。

Sd goal
Town development that can continue living
Development stage
“Health and Wellness” or “Education and Economic Empowerment” or
“Peace, Prosperity, and Sustainability”
Peace, Prosperity, and Sustainability
Overview
Applicants of images draw attractiveness of Sagamihara from various angles,
and citizens have attachment to the town through watching the images.

① 目的・財務計画・実施
このプログラムの目的を記述してください

Objectives, Planning, Finance and Execution
What were the objectives of this program? ※200 単語まで

映像の応募者がさがみはらの魅⼒を様々な角度から描き出し、また、市⺠はその映
像の視聴を通じて、それぞれまちへの愛着を持ち、シビックプライドを醸成させる
ことを目的とします。

Applicants of the images draw attractiveness of Sagamihara from various
angles, and citizens have the attachment to the town, respectively, through
the viewing of the video, and aim to foster Civic Pride

このプログラムが、どのように JCI ⾏動計画に準じているかを記述してください
※JCI Action plan のシートを参照
意欲 Motivate
相模原という地域についての映像を作ることにより能動的に相模原について考える
ことになる。当日視聴した市⺠やメンバーは新たな角度から⾒た相模原を⾒ること
により新たな相模原の発⾒、そして再度相模原について考えるきっかけとなる。

How does this program align to the JCI Plan of Action? ※200 単語まで

予算計画通りにプロジェクトを実⾏できましたか︖

Was the budget an effective guide for the financial management of the
project? ※150 単語まで
I was able to do it almost on the budget.

ほぼ予算通りに実⾏出来ました。

このプロジェクトは、どのように JCI ミッション・ヴィジョンを推進しましたか︖
※ミッションとヴィジョンに分けて記載
Misshon
動画を通して地域のいいところを考えることになり、さらにどうしたらもっと相模
原が輝くか考えることを⾏うきっかけになった。
Vision
役所や観光協会を巻き込み市⺠に広く募集したことにより、官⺠協働によるネット
ワークを構築できた。

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ大きなサイズの画像を添付

Motivate
We will actively think about Sagamihara by making images about Sagamihara
area. Citizens and members who have watched the day will be able to think
about Sagamihara again by discovering a new Sagamihara by seeing
Sagamihara from a new angle.

How does this project advance the JCI Mission and Vision? ※200 単語ま
で
Misshon
Thinking about the good part of the region through the animation, and it
became a trigger to think about how the Sagamihara glows more.
Vision
By widely recruiting citizens involved in government offices and sightseeing
associations, we were able to build a network through public-private
partnership.

② メンバーの参加
事業参加人数を記述してください。（数字で記載）
69
LOM メンバーの参加率を記述してください
メンバーの参加率を記述してください（％で記載）
37.5％
このプログラムにおいて、メンバーの主な役割を記述してください
会場の設営、
設営、集客、警備、
警備、誘導

Membership Participation
By number, how many members were involved in this program? ※2 単
語まで
69
By percentage, how many members of the Local Organization were
involved in this program? ※１単語まで
単語まで
37.5
Describe the main roles of the participating members in this program※
program
300 単語まで
Setting up the venue, attracting customers, guarding,
guarding guiding

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ大きなサイズの画像を添付

③ 地域社会への影響
このプログラムの地域社会的影響を、どのように測りましたか︖

Community
Comm
Impact
How did the Local Organization measure community impact for this

動画応募者及び、観覧者へのアンケート調査
動画応募者及び、観覧者へのアンケート調査において「今回の事業を通して、あな
今回の事業を通して、あな
たの知らなかった「さがみはら
たの知らなかった「さがみはら」に出会えましたか。
」に出会えましたか。」と「
と「今回の事業を通して、
今回の事業を通して、
ご自身の「まちを想う気持ち（シビックプライド）」に変化がありましたか。
ご自身の「まちを想う気持ち（シビックプライド）」に変化がありましたか。」で
75%以上
以上のポジティブな回答
回答を得られるか。
か。

このプロジェクトが与えた地域社会への影響を記述してください
動画コンテスト
動画コンテストを通して参加者
参加者には相模原という
という地域はどん
んな地域であるかを
を再認
識してもらい、
らい、投降した方々
方々には新たな相模原
相模原の景色を色々
色々な発想によって発掘
発掘し
てもらうこ
ことで相模原につい
ついて考える時間を
を作ることが出来
出来た。それにより相模原
相模原
への郷土愛
郷土愛が生まれ、今後
今後の相模原のまちづ
づくりへの一助と
となります。

④ LOM への影響
このプロジェクトの運営によって、
このプロジェクトの運営によって、LOM メンバーが得たことを記述してください
映像の審査と当日の視聴を通して、メンバー自身もまちに対して誇りと愛着を持っ
てもらい、個々のシビックプライドをしっかりと醸成し、「相模原が好きになるキ
ッカケを発信していける人材」へと成⻑
カケを発信していける人材」へと成⻑
カケを発信していける人材」へと成⻑。

program? ※200 単語まで
In the questionnaire survey to the video applicant and the viewer, "Have you
met" Sagamihara "you did not know through this project? "Did you change
your own" Civic pride
pride "of the city through this project? Do you get more than
75% positive response?

Describe the actual community impact produced by this project. ※300
単語まで
Through the video contest, we ask participants to recognize what kind of area
Sagamihara is, and make the time to think about Sagamihara by those who
thrown up by excavating new Sagamihara
Sagamihara scenery by various ideas I was able
to do it. This will create a love of local love for Sagamihara and will help town
planning in the future Sagamihara.

Impact on Local Organization
How did the Local Organization benefit from running this project? ※200
単語まで
Through reviewing the video and watching the day, members themselves will
be proud and attaching to the town, foster individual civic pride firmly, to
"human resources who can transmit silkiness that likes Sagamihara" growth.

このプログラムによって、どのように JCI ミッションを推進しましたか︖
動画を通し
して地域のいいと
ところを考えること
とになり、さらに
にどうしたらもっと
っと相模
原が輝くか
か考えることを⾏
⾏うきっかけになった。
った。

How did the program advance the
the JCI Mission? ※200
※
単語まで
Thinking
king about the good part of the region through the animation, and it
became a trigger to think about how the Sagamihara glows more.

このプロジェクト
プロジェクトによって、どのように
によって、どのように JCI ヴィジョンを推進しましたか︖
役所や観光協会
観光協会を巻き込み
み市⺠に広く募集し
したことにより、
り、官⺠協働によるネット
ネット
ワークを構築
構築できた。

How did the project advance the JCI Vision? ※200
200 単語まで
By widely recruiting citizens involved in government offices and sightseeing
associations, we were able to build a network through
through public-private
public private
partnership.

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ大きなサイズの画像を添付

⑤ プログラムの⻑期的な影響
このプロジェクトによって得られると予測される⻑期的な影響を記述してください
相模原のこ
ことを考えた人た
たちが出来たことで
で郷土愛を醸成す
することができ、そ
その方
たちが相模原
相模原の新たな魅⼒
魅⼒を他へ発信する連鎖
連鎖が起こる。

Long-term
term Impact of the program
What is the expected long-term
long term impact of this project? ※200 単語まで
Those who thought about Sagamihara could foster local love, and they will
have a chain of sending new attractiveness of Sagamihara to others.

このプロジェクトの改善点・改善策を記述してください

What changes would you make to improve the results of this project? ※
300 単語まで

設営から、本番、そして撤去まで⻑時間
設営から、本番、そして撤去まで⻑時間にわたり事業が及んだことで、運営側に負
にわたり事業が及んだことで、運営側に負
担が多くかかってしまった
担が多くかかってしまったのでスケジュール
スケジュールは十分余裕を持
持って⾏うほうがよい。
よい。
若者の参加
参加が少なかったの
ので市内小中高大学
大学まで声をかけて
ておく等したほうが
がよ
い。

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ大きなサイズの画像を添付

It is better to schedule the schedule with sufficient margin, because it took a
heavy burden on the administrative side because of the construction, the
production, and the
the projects extended for a long time until removal.
Since youth participation was small, it is better to call out to the city 's
elementary, middle and high school.
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