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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
2013.10.27

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
23MEMBERS

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
共催：(一社)日本競輪選手会 岡山支部
後援：玉野市・玉野市教育委員会・地元新聞社
ボランティア：地元高等学校（2 校・22 名）

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
8813 US DOLLAR

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
NONE

In Which UN MDG best fit (if Apply)?

UN MDGs の該当項目（もしあれば）

説明：
NONE

Who is benefited?

誰の為に？

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人
玉野市に住み暮らす市民 ６万２千人

Objective

目的

説明：
（例 1）子ども対象のプロジェクトをベースにして、参加者とメンバーの
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意識を変革を促し、前向きな変化を創りだすため
JCI 玉野は、地域の発展の為に、市民が POSITIVE CHANGE して自主的、積極的に地域
開発に関わることを目的とした。
その為に、JCI 玉野のメンバーは以下のことに積極的に関わった。
①市民に地域開発に関わる機会を提供すること。
②地域開発に関わる ACTIVE CITIZEN を増やすこと。
③ACTIVE CITIZEN が地域社会に POSITIVE CHANGE を創造出来るようにすること。

Overview

概要

説明：必ず結果と合致しているはず
JCI 玉野は、地域の発展の為に以下のことを実践した。
・我々は、市民に対し、地域で存続が問題となっている競輪場でまつり（フェスティ
バル）を開催した。
我々は、地域開発（地域発展）に関わる機会を提供した。
※競輪とは、自転車でレースをする、公営競技（公営ギャンブル）である。
玉野市では、1950 年に開設され、63 年間にもわたり玉野市の収益事業であり、
地域の発展には欠かせないものである。
競輪場で行ったまつりの内容は、以下の通りです。
①プロ選手による競輪レース開催。
我々は、市民に競輪の魅力を再確認する機会を提供した。
②親子で参加できるイベントの実施。
・親子自転車レース
・競輪用自転車の乗車体験
我々は、普段競輪に関わることの少ない女性、次世代を担う子供達に、競輪の魅力
を伝えた。
③競輪場が地域の発展に重要な存在であることを発信した。
・63 年間にもわたり玉野市の収益事業であること
・玉野市の発展には、競輪場の存続が必要であること

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
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検証結果を簡潔に書いてください
JCI 玉野は、地域の発展の為に、市民が POSITIVE CHANGE して自主的、積極的に地域
開発に関わる機会を提供した。
①市民に地域の発展には欠かす事の出来ない競輪の魅力を伝えた。
・競輪場でまつり（フェスティバル）を開催し、1000 人の市民が参加した。
・普段競輪に関わる事の少ない女性、次世代を担うこども達が参加し、アンケートで
「競輪にプロスポーツとしての魅力を感じた」と参加した市民の 6 割が回答した。
②参加した市民に、競輪場が地域の発展に重要な存在であることを発信した結果、
市民から以下のようなコメントを頂いた。
・地域の発展に、競輪場が必要である。（多数）
・地域の発展には、競輪場が必要だと発信したい。（多数）
・将来選手としてレースに出たい。（男７歳）
・迫力あるレースを観戦し、観客として来場したい。（多数）
地域開発に関わる ACTIVE CITIZEN を増やすことが出来た。
③ACTIVE CITIZEN が地域社会に POSITIVE CHANGE を創造した。
・今年協力頂いた団体及び市民から、次回競輪場で開催するまつり（フェスティバル）
を主催したいと申し出があった。競輪の選手会が、まつり（フェスティバル）の後、
地域学校で活動を行い、地域の発展に関わった。
以上の行動をした結果、ACTIVE CITIZEN を増やし、地域社会に POSITIVE CHANGE を創
造した。

Actions Taken 行動
説明：
2013 年
7 月 30 日～10 月 2 日 計 5 回 地域高等学校との打ち合わせ
8 月 21 日～10 月 21 日 計 6 回 競輪選手会との打ち合わせ
8 月 22 日 移動販売車に出店依頼
8 月 28 日 移動販売車と出展内容の打ち合わせ
9 月 20 日 競輪プロジェクト課へプロジェクト内容の詳細説明
10 月 1 日 地域行政誌にまつり（フェスティバル）案内の掲載（25000 部）
10 月 14 日～16 日 市内各所へポスターの張り出し
10 月 21 日 司会との打ち合わせ
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10 月 21 日～23 日 地域学校へチラシの配布（7000 枚）
10 月 22 日 地元新聞社にプロジェクトの掲載依頼（地元新聞社：玉野地域 18550 部）
10 月 24 日 競輪プロジェクト課と当日スケジュールの打ち合わせ
10 月 26 日 開催準備
10 月 27 日 開催
10：00

開会

10：00

JCI TAMANO 理事長挨拶

10：03

玉野市長挨拶

10：03

鼓笛隊演奏（地元保育園）

10：30～15：30

競輪用自転車の乗車体験
わんぱくミッション（自転車障害物競争）
おもしろ自転車（様々な自転車の体験）

10：30

ガールズ競輪（女性選手による競輪）

11：10

親子自転車レース（自転車親子協力リレー）

14：00

ドリームレース（男性選手による競輪）

16：00

閉会

11 月 5 日 質問・アンケートの検証

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？
JCI 玉 野 が 行 っ た 本 事 業 は 、 地 域 発 展 に 関 わ る こ と の 少 な い 市 民 に POSITIVE
CHANGE をする機会を提供した。
市民が、地域の発展には競輪が欠かせない存在だと気づき、自主的、積極的に地域開
発に関わり行動する為に有効な事業である。
①広報に重点を置き、1000 人の市民に地域開発に関わる機会を提供した。
②普段競輪場に来ることが無い市民を参加させて、競輪のプロスポーツとしての魅力
を伝える事が出来た。
③まつり（フェスティバル）で、競輪が地域の発展に欠かせない存在だと発信を行い、
周知する事が出来た。
④事業に参加した市民が、まつり（フェスティバル）の後に地域学校で活動を行い、
地域の発展に関わった。
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想定以上の結果
①競輪選手会が、2014 年度のまつり（フェスティバル）を主催する事になった。
これは、ＪＣＩ玉野が、普段競輪に関わる事の少ない市民、女性、次世代を担うこど
も達に対して競輪の魅力を提供した結果である。
想定外の結果
②ボランティアとして参加した高校生から、
「今後も地域の発展の為に行動したい」
とコメントを頂いた。
これは、ＪＣＩ玉野が、次世代を担う世代に地域開発に関わる機会を提供した結果で
あり、長期的に地域開発に関わる ACTIVE CITIZEN を増やしたことになる。
市長より、予想を上回る程良い事業だとコメントがあった。
①町づくりの原点は人づくりであり、それがしっかり出来た事業だ。
②青年会議所の活動や運動を市民にしっかりアピール出来ている。
これは、ＪＣＩ玉野の運動が行政に理解を頂いたことであり、今後のＪＣＩ玉野の運
動がさらに行いやすくなると考えます。
メディアに評価を受け、本事業が地元新聞に取り上げられた。
地元新聞社の新聞に記事が掲載された。（地元新聞社：玉野地域 18550 部）

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

5

JCI 玉野は、地域の発展の為に、市民が POSITIVE CHANGE して自主的、積極的に
地域開発に関わることを目的とした。
そのために、JCI 玉野のメンバーは以下のことに積極的に関わった。
①市民に地域開発に関わる機会を提供すること。
②地域開発に関わる ACTIVE CITIZEN を増やすこと。
③ACTIVE CITIZEN が地域社会に POSITIVE CHANGE を創造できるようにするこ
と。
まつり（フェスティバル）の運営を、POSITIVE CHANGE した ACTIVE CITIZEN
に引き継ぐ事で、運動に持続発展性が備わる。その結果、地域は発展し続ける。

How does this program align to the JCI Plan of Action
このプロジェクトは、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
市民を地域の発展の為に ACTIVE CITIZEN に変化させ、自主的、積極的に地域開発
に関わる POSITIVE CHANGE させる基礎作りをする点で、JCI の活動計画と合致す
る。
地域を POSITIVE CHANGE するには、ACTIVE CITIZEN によって地域開発に、
持続発展性を備える事が必要である。

Was the budget an effective guide for the financial management of the project?
予算はプロジェクト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
予算の内訳は以下の通りです。
・ チ ラ シ を 地 域 の 学 校 全 て に 配 り 、 市 民 に 地 域 開 発 に 関 わ る 機 会 を 提 供 し た （ US
＄1700）
・司会者等を雇い、スムーズな進行を行った（US＄720）
・対人保険を掛け、万が一の事故に備えた（US＄200）
予算削減の工夫
・JCI 玉野は、行政に対し我々が行おうとする地域発展事業の説明を発表した。我々は、
玉野市から、我々の事業・運動に理解と協力を得ることができた。
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結果、玉野市より、US＄8000 の助成金を得ることができた。
また、行政との信頼関係により、競輪場を無料で使用した。
・JCI 玉野は、メディアに対し、我々が行う地域開発事業の宣伝を積極的に行い、地元
新聞に無料で掲載することに成功した。

How does this project advance the JCI Mission and Vision?
どうやってこのプロジェクトは、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
地域の発展の為に行ったまつり（フェスティバル）によって、地域開発の方法を示し
た。
我々が市民に自主的、積極的に地域開発に関わる機会を提供した結果、持続的発展を
する様に POSITIVE CHANGE した。
JCIVISION の推進
①我々は、本事業を通じて地域に ACTIVE CITIZEN を増やした。
このことで、グローバルネットワークの基礎となるローカルネットワークの拡大を行
った。
②我々は、地域社会のリーダーとして、市民に地域発展の重要性を理解させた。
そして、我々自身は、市民が積極的に地域発展を実践できるように率先して行動した。
ページ４

By number,how many members were involved in this program?
プロジェクトのスタッフは、何人？数字で記載してください
23MEMBERS

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
88％

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
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本部 2 名
会場内の安全管理パトロール 6 名
親子自転車レース（自転車親子協力リレー） 10 名
おもしろ自転車（様々な自転車の体験） 3 名
撮影班 2 名
ガールズ競輪（女性選手による競輪） 23 名（全員参加）
ドリームレース（男性選手による競輪） 23 名（全員参加）

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？
①ＪＣＩ玉野は、参加した団体とまつり（フェスティバル）の検討会を行い、反省と
今後の展望を話し合った。
・今年協力頂いた競輪の選手会から、次回競輪場で開催するまつり（フェスティバル）
を主催したいと申し出があった。
②ＪＣＩ玉野は、本事業がメディアに取り上げられた回数から影響を図った。
各種メディアに評価を受け、JCI 玉野が企画した、本事業が取り上げられた。

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
・今年協力頂いた競輪の選手会から、次回競輪場で開催するまつり（フェスティバル）
を主催したいと申し出があり、2014 年より主催する事になった。
・ボランティアとして参加した高校生が、今後も地域の発展の為に行動したいと望む
ACTIVE CITIZEN に POSITIVE CHANGE した。
・競輪の選手会が、まつり（フェスティバル）の後、地域学校で活動を行い、地域の
発展に関わった。

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、このプロジェクトを運営することから利益を得たか？
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①JCI TAMANO は、地域の学校に 7000 枚のチラシを配り、市民をまつり（フェス
ティバル）に参加させた事で、LOM の認知度を向上した。
②JCI TAMANO は、協力してまつり（フェスティバル）を競輪の選手会と行う事で
JC の活動を体験させ、会員拡大の可能性を向上した。
③JCI TAMANO は、まつり（フェスティバル）で市民からの信頼を得た事で行政か
らの信頼が増し、協力関係をより強く構築した。
④JCI TAMANO のメンバーは、地域の競輪場で事業を行って市民とふれあう事で、
自分の生まれ育った町に対する帰属感や誇りを、確かなものにした。

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？
JCI 玉野は、以下のように JCI ミッションを推進した。
JCI 玉野は、本事業を通じて市民に地域発展事業に参加する機会を提供した。
この機会の提供したことで、参加した市民が POSITIVE CHANGE し、
地域発展に関わる ACTIVE CITIZEN を増やすことができた。
そして、ACTIVE CITIZEN が、地域社会の向上・発展のために、率先して地域発展を
実践することでさらに多くの市民に影響を与えた。
このことが、さらに多くの ACTIVE CITIZEN を生み出し、我々の地域に多くの
POSITIVE CHANGE をもたらした。

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？
JCI 玉野は、以下のように JCI ヴィジョンを推進した。
JCI 玉野は、本事業を通じて、地域発展に関わる ACTIVE CITIZEN を増やすことできた。
そこには、JCI 玉野メンバーと市民や行政の相互交流が存在した。
そして、市民や行政に JCI 玉野の運動の理解が深まったことである。
このことで、我々は、グローバルネットワークの基礎となる、地域におけるネットワ
ークを創造した。
結果、将来のグローバルネットワークをリードする JCI メンバーが増えた。
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？
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まつり（フェスティバル）の運営を、POSITIVE CHANGE した ACTIVE CITIZEN
に引き継ぐ事で、運動に持続発展性が備わる。その結果地域は発展し続けること。
JCI 玉野が、市民と行政からの信頼を増し、協力関係をより強く構築する事で、今後の
運動を行い易くなること。

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？
地域の発展の為に、更に POSITIVE CHANGE して自主的、積極的に地域開発に関わ
る市民を増やす為には以下の改善点がある。
①地域の企業に協力を要請し、事業規模を拡大する。
・企業が地域開発に関わる機会を提供して、まつり（フェスティバル）への参加や出
資を要請する。
②事業実施前に地域の学校・企業・行政・市民と意見交換をする機会を提供する。
・地域の学校・企業・行政・市民と事前に意見交換会を開いて地域の求める意見を聞
き、まつり（フェスティバル）に反映する。
③市民の賛同者を増やし、より大きな運動に持続発展させる。
・地域の学校・行政・企業・市民に対して広報活動を行い、活動・運動が地域に必要
な物だと認識させる。
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