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

 

   

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 

【目的】 
2019 年に開府５００年を向かえる甲府市の活性をはかるために、地域
で活躍する団体と組織を構築し、伝統工芸体験や歴史散策をおこなうこ
とで、地域資源の深耕をはかる。 
また、伝統ある武田神社周辺で花火を打ち上げる事で地域住民との交流
の場を設ける 
 
【収入内訳】 
 本会計 780,000 円 
 山梨県地域活性化補助金 1,000,000 円 
 協賛金 5,300,000 円 
 予算総額 7,080,000 円 
【支出内訳】 
 広告、通信費 1,200,000 円 
 外注費 5,500,000 円 
 その他雑費 380,000 円 

 
【the purpose】 

In order to revitalize Kofu City, which will open for 500 years in 

2019, we will establish local organizations and organizations and 

carry out traditional craft experience and historical walks to 

cultivate local resources. 

In addition, we set up places for interaction with local residents by 

launching fireworks around the traditional Takeda Shrine. 

 

LOM 名  申請担当者名 

一般社団法人甲府青年会議所  大木 修介 

   

基本情報  Basic Information 

事業名  Name 

地域連携事業  
Regional cooperation business 

目的  Purpose 

・これまで培ってきたネットワークを活かし、新たな組織のハブとして
我々が住む山梨を活性化させ地域社会と交流をはかる。 

・山梨の伝統工芸に改めて触れていただき、魅力ある山梨に誇りをもっ
てもらう。 

・産官学民連携をはかりより強固な組織づくりをおこなう。 
・武田神社周辺での甲府にぎわい祭り躑躅ヶ崎信玄花火の開催 

 
・ Use the network developed so far to activate Yamanashi, where 

we live as a hub of a new organization, and interact with the local 

community. 

・ Please let me touch the traditional crafts of Yamanashi again 

and take pride in the attractive Yamanashi. 

・ We will build a stronger organization than the 

industry-government-academia collaboration. 

・ Koufu bustling festival Chigasaki Shingen fireworks display 

around Takeda Shrine 

開始日※日付で記載  Start date 

2018/03/01  JCI ウェブフォームは、カレンダーから選択方式なので記載不要 

終了日※日付で記載  End date 

2018/12/31  JCI ウェブフォームは、カレンダーから選択方式なので記載不要 

事業対象者  Target 

一般市民 
ＪＣメンバー 

Ｊ 
general citizen 

JC member 

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 to live 

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”・“Education and Economic 
Empowerment”・“Peace, Prosperity, and Sustainability”から選択 

③平和、繁栄、持続可能性  
3 Peace, Prosperity, Sustainability 

概要  Overview 

・甲府市との包括連携協定締結 
・甲府青年会議所が組織のハブとなりより強固な組織構築 
・甲府市の代表的な観光資源（武田神社）にて甲府にぎわい祭り躑躅ヶ

崎信玄花火祭りの開催 

 
・ Conclusion cooperation agreement conclusion with Kofu City 

・ Kofu Youth Conference Center will become a hub of 

organization and build stronger organizations 

・ Kofu bustling festival Chigasaki Shingen fireworks festival held 

at representative sightseeing resources (Takeda Shrine) of Kofu 

city 



 支出合計 7,080,000 円 
[Income breakdown] 

This account ¥ 780,000 

Yamanashi Prefecture regional activation subsidy 1,000,000 yen 

Supporting fee 5,300,000 yen 

Total budget 7,080,000 yen 

[Spending breakdown] 

Advertising, communication costs 1,200,000 yen 

Outsourcing expenses 5,500,000 yen 

Other miscellaneous expenses 380,000 yen 

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 Plan of Action を参照して、インパクト Impact（影響
力）・モチベート Motivate（意欲）・インベスト Invest（投資）・コ
ラボレート Collaborate（協働）・コネクト Connect（つながり）につ
いてそれぞれ記載してください 

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

Ｉｎｐａｃｔ 
周辺住民にこうふ開府５００年の前祝とし甲府市と共催し花火祭りを
実施し機運を高めました。 
 
Ｍｏｔｉｖａｔｅ 
事業運営をおこなったメンバーだけでなく、参加者に対しても地域の魅
力を発信しモチベーションを高めることができました。 
 
Ｉｎｖｅｓｔ 
開府５００年の中心的場所である武田神社周辺で祭りの開催をするこ
とで、開府５００年に向けた機運を高めることができ、そこに住む地域
住民にさらなる自信を与えることができ、次回以降の開催に向けた協議
を続けています。 
 
Ｃｏｎｎｅｃｔ 
これまでのつながりを活かし組織のハブとなりより大きな組織として
より多くの団体を巻き込むことができました。 

 
Inpact 

As a celebration of the opening of the Kofu 500 years ago, we held 

a fireworks festival jointly with Kofu City and raised momentum. 

 

Motivate 

Not only the members who operated the business but also the 

participants were able to communicate the attractiveness of the 

area and raise their motivation. 

 

Invest 

By holding the festival around Takeda Shrine, which is the central 

place of the 500th anniversary of the opening of the city, the 

momentum for the 500th anniversary of the opening of the city 

can be enhanced, and the local residents living there can be given 

more confidence We will continue discussions for the holding of 

 

Connect 

I was able to use my existing connections to become a hub of 

organizations and involve more organizations as a larger 

organization. 

予算計画通りにプロジェクトを実行できましたか？ 
予算上の工夫や、予算の内訳の概算を記述してください 

 Was the budget an effective guide for the financial 
management of the project? ※150 単語まで  

・山梨県地域活性化補助金を 100 万円いただき、甲府市とは祭りの共
催者として連携を図った 

・地域の魅力を感じていただき、開府５００年に向けた活性を図るため
に多くの企業よりご協賛をいただきました。 

 

 
・ We received Yamanashi prefecture regional activation subsidy 

1 million yen and planned cooperation with Kofu city as cosponsor 

of festival 

・ We felt local attractiveness and received support from many 

companies to plan activity for the opening of the government 500 

years. 

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 
ミッション：より良い変化をもたらす力を青年に与えるために、発展・
成長の機会を提供すること 
ヴィジョン：若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークにな
ること 

 How does this project advance the JCI Mission and Vision? 
※200 単語まで 
【参考】 
JCI Mission：To provide development opportunities that empower 
young people to create positive change 
JCI Vision：To be the leading global network of young active 
citizens 



ミッション 
地域で活動する団体や行政、諸団体を巻き込むことで、運営したメンバ
ーだけでなく、参加者からも賛同をいただき、地域活性にむけた機運を
高めることができました。 
 
ヴィジョン 
新たな組織をつくり組織の中心的役割を担うことでより多くメンバー
の成長がまちづくりに対して意識を高めることができました。 

 
Mission 

By involving groups, administrations, and organizations working 

in the community, not only the members who operated the 

program but also the participants got approval, and we were able 

to increase the momentum for regional activation. 

 

Vision 

By creating a new organization and taking on the central role of 

the organization, more members were able to raise their 

awareness of community development. 

   

② メンバーの参加  Membership Participation 
LOM メンバーの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 
78 名  

78 people 

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 

78.4％  
78.4% 

LOM 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 

・会場設営、 
・場内案内並びに運営 
 

 
・ Venue construction, 

・ Information and operation in the hall 

   

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 
観光資源である武田神社で事業を開催することで、地域資源をさらに輝
かせ、さらにこうふ開府５００年に向け多くの賛同諸団体と協力し事業
の開催をおこないました。また、武田神社のライトアップをおこなうこ
とで観光資源の新たな魅力となることを地域社会へ発信をおこないま
した。 

 
By holding a project at Takeda Shrine, which is a tourist resource, 

we further brightened local resources, and in addition we held a 

project in cooperation with many supporting organizations for the 

opening of the government for 500 years. We also sent out to 

local communities that lighting up Takeda Shrine will be a new 

attraction for tourism resources. 

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 

伝統工芸を体感していただき、武田神社周辺での事業開催をおこなうこ
とで地域資源に誇りを持っていただき愛郷心をはぐくむきっかけを与
えることができました。また、こうふ開府 500 年に向けた機運を高め
ることで地域社会へ発信することができました。 

 
By having them experience traditional crafts and holding business 

around Takeda Shrine, we were able to take pride in local 

resources and give them an opportunity to develop love-gocho. In 

addition, we were able to send it to the local community by 

increasing momentum for Kofu 500 years. 

   

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 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 



事業開催まで計画の段階から準備、運営に至るまで多くの困難がありま
したが、事業賛同者や LOM メンバーとともに事業を終えて参加者から
の称賛をいただき、明るく豊かな社会の実現に向けた大きなにぎわいが
作れ、地域住民へ愛郷心を育んでいただくきっかけを与えることができ
ました。 

 
There were many difficulties from the planning stage to 

preparation and operation until the project was held, but after 

completing the business with the project supporters and the LOM 

members, they were praised by the participants, and a big for the 

realization of a bright and affluent society We were able to create 

a bustle and give local residents an opportunity to foster their 

love-go. 

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？  
ミッション：より良い変化をもたらす力を青年に与えるために、発展・
成長の機会を提供すること 

 How did the program advance the JCI Mission? ※200 単語ま
で 
【参考】JCI Mission：To provide development opportunities that 
empower young people to create positive change 

地域で活動する団体や行政、諸団体を巻き込むことで、運営したメンバ
ーだけでなく、参加者からも賛同をいただき、地域活性にむけた機運を
高めることができました。 
 

 
By involving groups, administrations, and organizations working 

in the community, not only the members who operated the 

program but also the participants got approval, and we were able 

to increase the momentum for regional activation. 

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？  
ヴィジョン：若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークにな
ること 

 How did the project advance the JCI Vision? ※200 単語まで 
【参考】JCI Vision：To be the leading global network of young 
active citizens 

新たな組織をつくり組織の中心的役割を担うことでより多くメンバー
の成長がまちづくりに対して意識を高めることができた 

 
By creating a new organization and taking on the central role of 

the organization, the growth of more members was able to raise 

awareness for community development 

   

⑤ プログラムの長期的な影響  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長期的な影響を記述
してください 

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

伝統工芸を体験していただいたことで、地域資源を感じていただき、愛
郷心をはぐくむきっかけとなった。また、武田神社周辺で花火祭りを開
催したことで開府５００年の機運を高めるだけでなく、次回以降を期待
されるほどの評価をいただいた 
 

 Having experienced traditional crafts, I felt the local resources, 
and it became an opportunity to develop my love-go. In addition, 
by holding a fireworks festival around Takeda Shrine, not only did 
the momentum of the 500 years of the city open be improved, but 
it received an evaluation that could be expected from the next 
time onwards 

このプロジェクトの改善点・改善策を記述してください 
※マイナスな表現はしないでください。前向きな改善点を記載しましょ
う 

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

参加人数が想定より多かった為に運営メンバーが不足してしまいまし
た。 

 
Because there were more participants than expected, there were 

a shortage of operation members. 

 

「目的・財務計画・実施」項目に添付する画像を下部に貼付してください 
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