
最優秀 LOM 地域社会向上プログラム 
Best Local Community Empowerment Program    

LOM 名  申請担当者名 
⼀般社団法⼈宮崎⻘年会議所  矢野 友教 
   
基本情報  Basic Information 
事業名  Name 
ひなたＦｅｓｔｉｖａｌ ２０１７  Hinata Festival 2017 
目的  Purpose 
事業目的（対外） 

⾏政・企業・各種団体が⾏っている事業を集約し、地域に住み暮らすあらゆる年
代層の市⺠と参画することで、団体間の強固な連携体制を創出し、宮崎の発展に向
けて機運を高める機会を創造することを目的とします。 
事業目的（対内） 

地域に根差して活動を⾏う団体と協働して本⼤会を構築することで、メンバーの
当事者意識が高められ、⾏政・企業・各種団体・市⺠・ＪＣが⼀体となり活動でき
る機会の創出を目的とします。 

 Business purpose (External) 
Imagine creating an opportunity to strengthen the momentum towards the  
development of Miyazaki by creating a strong collaboration structure 
between groups by participating wit citizens of all ages living and living in the 
community by consolidating the businesses that the government, companies 
and various organizations are doing Aim to be 
Business purpose (inside of pair) 
By building this tournament in cooperation with an organization that 
conducts activities under the root of the community, the awareness of the 
parties of the members is enhanced, with the aim of creating opportunities 
for the administration, companies, various organizations, citizens, and JC to 
work together l will.   
 

開始日※日付で記載  Start date 
2017 年９⽉２０日  September 20, 2017 
終了日※日付で記載  End date 
2017 年９⽉２０日  September 20, 2017 
事業対象者  Target 
宮崎市⺠・⾏政・企業・各種団体  Miyazaki citizen administration, enterprise, various organizations 

SDGs の該当項目※該当項目を１つのみ選択  Sd goal 
11、住み続けられるまちづくりを  11, Town development that can continue living 
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 

 Development stage 
“Health and Wellness” or “Education and Economic Empowerment” or 
“Peace, Prosperity, and Sustainability” 

③平和・繁栄・持続可能性  ③ Town development that continue living 
概要  Overview 



   
① 目的・財務計画・実施  Objectives, Planning, Finance and Execution 
このプログラムの目的を記述してください  What were the objectives of this program? ※200 単語まで 
地域に根差し活動を⾏っている各種団体には、それぞれの強みや魅⼒があります。
その各種団体と本⼤会を協働して開催することで、その知恵やノウハウの共有が図
れ、新たな価値を共に⾒出すことができ、相乗効果による地域活性化を加速させる
ことを目的とします。 

 Various organizations doing activities rooted in the area have their respective 
strengths and attractions. By holding the various organizations in 
collaboration with the various organizations, we aim to share their wisdom 
and know-how, find new value together, and aim to accelerate regional 
revitalization through synergistic effects. 

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 

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

＜ＩＭＰＡＣＴ＞ 
 地域社会に、異なる視点から宮崎を⾒つめる各種団体と交流する機会を提供し、
互いの視点での⼿法、取り組みの意⾒交換を⾏うことで、地域社会に対するインパ
クトを達成した。 
 
＜ＭＯＴＩＶＡＴＥ＞ 
 参加者に対して、地域の更なる発展のために、市⺠と来場者が地域全体の⼀体化
を考える契機を与えることで、⾃らが考え、⾏動していくための気づきを知る機会
ができた。 
 
＜ＩＮＶＥＳＴ＞ 
 宮崎市⺠フェスティバル事業における広報や、企業への協賛ＰＲなどの活動を通
し、協賛企業からも沢⼭の賛同を得ることができ、新たな市⺠参画型のフェスティ
バルへの投資として認知度を高めることができた。 
 
＜ＣＯＬＬＡＢＯＲＡＴＥ＞ 
 市⺠と⼀緒に地域活性化を創出する⼀体感への考え⽅や、市⺠・⾏政・他団体を
中⼼に、次世代に繋げる協⼒体制を構築する機会にできた。 
 
＜ＣＯＮＮＥＣＴ＞ 
市⺠や⾏政、地元企業や団体がそれぞれの強みや魅⼒を協⼒して開催することで、

 <IMPACT> 
We provided opportunities to communicate with various organizations 
looking at Miyazaki from different perspectives and exchanged opinions on 
methods and initiatives from the viewpoint of each other, thereby achieving 
the impact on the local community. 
 
<MOTIVATE> 
By giving opportunities for participants to consider the integration of the 
whole area for citizens and visitors for the further development of the area, 
we had the opportunity to know the awareness for themselves to think and 
act 
  
<INVEST> 
Through activities such as public relations in the Miyazaki citizen festival 
project and PR activities to cooperate with companies, a lot of approvals can 
be obtained from the sponsoring companies and it can be increased as an 
investment in a new citizen participation type festival It was. 
 
<COLLABORATE> 
It was an opportunity to build a cooperative system leading to the next 
generation, with the idea of unity to create regional revitalization with citizens 

平均気温が２５度以上である 9 ⽉は、温暖な気候である「日本のひなた」を感
じられる時期であります。この９⽉に、各種団体及び、宮崎⻘年会議所の事業を集
約して開催することで、市⺠に対して⻘年会議所の運動に、より強いインパクトを
与えることができると共に、宮崎観光の⽗と呼ばれます岩切章太郎⽒が「⼤地に絵
を描く」という理念のもと開園された⻘島「こどもの国」にて開催することで、⾏
政、企業、各種団体、宮崎市⺠と共に新たな絵を描き「観光宮崎」を更に加速させ、
地域を変えていこうという意識を高める事業です。 

 September with an average temperature of 25 degrees of more is a time 
when you can feel the “climate of japan” which is a temperate climate. 
By organizing and organizing various organizations and the Miyazaki Youth 
Conference Center in September, it is possible to give the citizens a strong 
impact on the movement of the youth Council, as well as to make Miyazaki 
sightseeing father known as Shotaro Iwakiri By holding at the Qingdao 
“Kodomonokuni” opened on the basis of the philosophy of “painting the earth 
on a philosophy” ,Mr. Miyazaki draws a new picture with the administration, 
companies, various organizations and citizens of Miyazaki “Tourism Miyazaki” 
A project to further accelerate and raise awareness of changing the region. 



相互の魅⼒や可能性を向上させる。 and citizen, administration and other groups, mainly. 
 
<CONNECT> 
Citizens, government, local companies and organizations will cooperate with 
each other's strengths and attractions to improve mutual appeal and 
possibilities. 

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  

本事業は、当初の予算計画に従い、概ね事業を遂⾏することができた。 
予算計画の遂⾏に際しては、11 万近くの差異が発⽣してしましましたが、地域活
性化を本気で取り組む思いが伝播した。 
 

 According to the initial budget plan, this project was able to carry out the 
project in general. 
When executing the budget plan, almost 110 thousand differences occurred, 
but thoughts that seriously tackle the regional revitalization have been 
propagated. 

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 

 How does this project advance the JCI Mission and Vision? ※200 単語
まで 

ミッション 
宮崎ＪＣと各種団体、市⺠が参画できる⼤会の構築を⾏うことで、参画された皆様
の当事者意識を高め、能動的に活動ができる機会の創出を⾏った。 
 
ヴィジョン 
異なる視点から宮崎を⾒つめる各種団体と協働して⼤会を構築することで、新たな
価値を共に⾒出すことができ、各種団体と情報共有できるネットワークの構築の推
移進を⾏った。 

 Mission 
Miyazaki JC and various organizations, citizens can participate in the 
tournament to build a tournament, raised the awareness of the parties 
involved, created an opportunity to actively active. 
Vision  
By building collaborations with various organizations looking at Miyazaki from 
different perspectives, we have found new value together and promoted 
network construction that can share information with various organizations, 

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 
    

   
② メンバーの参加  Membership Participation 
事業参加人数を記述してください。（数字で記載）  By number, how many members were involved in this program? ※2 単

語まで 



５，０００  5,000 
LOM メンバーの参加率を記述してください（％で記載）  By percentage, how many members of the Local Organization were 

involved in this program? ※１単語まで 
６３％  63 
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  Describe the main roles of the participating members in this program

※300 単語まで 
設営・出展ブース管理・救護・広報・エコステーション運営管理をメンバー⼀⼈ひ
とりに責任を持ってもらい⾏いました。 

 We had each member take responsibility for setting up, opening booth 
management, relief, public relations, eco station management. 

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

program? ※200 単語まで 
各種団体の⾏っている事業を集約し開催したことで、地域に根差して活動する団

体が数多く存在していることを市⺠に知っていただける機会となり、宮崎の可能性
を地域の⽅々に体感していただけました。 

 

 

 By organizing and organizing the businesses of various organizations, it is an 
opportunity for citizens to know that there are many organizations that act 
under the root of the community, so that people in the community can 
experience the possibilities of Miyazaki l got it. 

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  Describe the actual community impact produced by this project. ※300
単語まで 



本⼤会に、⾏政、企業、各種団体と協働し参画することで、他団体が⾏っている事
業を異なる視点から体感することができ、地域活性化に向けた協働体制が加速さ
れ、地域を変えていこうという意識や可能性が高まったと考えます。 

 By participating in this event through cooperation with the government, 
enterprises and various organizations, we can feel the projects that other 
organizations are conducting from different perspectives, the collaborative 
system for regional revitalization is accelerated, the region l think that the 
consciousness and the possibility to change is changed.  
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④ LOM への影響  Impact on Local Organization 
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  How did the Local Organization benefit from running this project? ※

200 単語まで 
各団体と⼤会を開催したことで、メンバー１⼈ひとりの当事者意識が高まり、各

団体との⼀体感が図れる機会になりました。また、各ファンクションの設営から運
営に担いを持って⾏動することで、責任感が強まり、⾃⼰成⻑の場につながりまし
た。 

 By organizing meetings with various organizations, the awareness of the 
individuals of each member increased and it became an opportunity to feel a 
sense of unit with various organizations. 

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？   How did the program advance the JCI Mission? ※200 単語まで 
本⼤会に宮崎ＪＣと各種団体、市⺠が参画することで、地域活性化の可能性が高ま
り能動的に活動ができる機会を創出しました。 
 

 Miyazaki JC and various organizations and citizens participate in this event, 
creating opportunities to actively increase the possibility of regional 
revitalization. 

このプロジェクトによって、どのように JCI ヴィジョンを推進しましたか？   How did the project advance the JCI Vision? ※200 単語まで 

 



各種団体と協働して⼤会を構築することで、志を同じくし、地域活性化させる情報
交換ができる環境を構築した。 

 By constructing a tournament in cooperation with various organizations, we 
have created an environment where information can be exchanged that will 
aspirate the area and revitalize the area. 
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⑤ プログラムの⻑期的な影響  Long-term Impact of the program 
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 

 What is the expected long-term impact of this project? ※200 単語まで 

ひなたＦｅｓｔｉｖａｌ２０１７開催により、団体間の強固な連携体制が創出さ
れ、それぞれの団体が⾏う事業に協⼒しあい、相乗効果により地域活性化が加速さ
れると考えます。 

 The Hinata Festival 2017 holds that a strong coordination system between 
groups is created and cooperates with the projects that each group organizes 
and it will accelerate regional revitalization through synergistic effect. 

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 

（チラシ・ポスターについて） 
・ポスター５００部・チラシ４，０００部を作成しメンバー協⼒のもと配布を⾏い
ましたが、全く⾒ていないとの意⾒も頂きました。しかし、⼀般市⺠来場者のうち
２５％の⽅がチラシ等を⾒て来場されました。ポスターやチラシなどの配布計画を
⾒直し、動員推進について改善が必要であると感じます。 

 （About leaflets and posters) 
· 500 posters · 4,000 copies of leaflets were created and distributed under the 
cooperation of the members, but we also received opinions that they have 
not seen it at all. However, 25% of ordinary citizen visitors watched a leaflet 
etc. and got there. We review the distribution plan of posters and leaflets and 
feel that improvement is necessary for mobilization promotion. 
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