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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 年 4 月 から 2013 年 10 月まで 

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 
350MEMBER 

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 
あきる野市、あきる野市教育委員会、日の出町、日の出町教育委員会、檜原村、檜原

村教育委員会、あきる野商工会、あきる野商工会青年部、あきる野市倫理法人会、東

京都立秋留台高校、ＪＲ東日本武蔵五日市駅、ＪＡあきがわ、西の風新聞社、東京秋

川ロータリークラブ、東京秋川ライオンズクラブ、国際ソロプチミストあきる野、あ

きる野私立幼稚園協会、羽村市動物公園。 
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 

sixty hundred 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 
0 

In Which UN MDG best fit (if Apply)? UN MDGs の該当項目（もしあれば） 
説明： 
 

Who is benefited? 誰の為に？ 
説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 
活動エリアに住み暮らす人々。10 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 
・ひまわりを題材とした事業を通して、参加者間にネットワークを構築する。 
・参加者の地域開発に対する意識の変革を促し、積極的に地域開発に参加する人々が増え

る。 
 
Overview 概要 
説明：必ず結果と合致しているはず 
・参加者が市役所通りの道路沿いの畑や五日市線の線路沿いなど約 500 メートルに渡

り、ひまわりの種を蒔き育てる。 
・協賛として一口 500 円でひまわりのプランターと種を地域の個人や企業に配布し、

各家庭や会社で育ててもらい、夏には町がひまわりでいっぱいになる。 

 

・ひまわりを題材とした写真・絵画展を開催。 



 
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 
・参加者同士が事業以外でも食事に行くなど参加者間のネットワーク生れた。 
・参加者の多くが他の事業にも積極的に参加しており、地域開発に対する意識の変革

があった。 
Actions Taken 行動 
説明： 
2012 年 12 月 前年度の事業を検証し、本年度の事業内容の検討を始めた。 
2013 年１月～３月 正副会議・理事会で計６回の協議を得て審議可決された。   
2013 年 3 月 メンバーで協賛して頂いた方に配るプランター作りを行なった。 
2013 年４月 参加者説明会 
2013 年４月 参加者とメンバーで種をまく畑、線路沿いの草むしりを行なった。 
2013 年 5 月 参加者とメンバーでひまわりの種まきを行なった。 
2013 年８月 開花イベント。参加者とメンバーでひまわりが咲いた道路沿いを歩きそ

の後食事会を行なった。 



2013 年 8 月 参加者とメンバーでひまわりの刈り取りを行なった。 
2013 年 9 月 写真・絵画展示会。ひまわりを題材とした写真・絵画を募集し日の出イ

オンモールに展示した。 
2013 年９月 写真・絵画展表彰式。展示した写真・絵画を講師の先生が審査し、表彰

式を行なった。 
2013 年９月 事業報告会 
2013 年 10 月 ひまわりの種が動物のえさになる為、取った種を参加者と共に羽村市動

物公園に寄贈した。 
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？ 
・交通量の多い道路沿いでは、場所によって背の高いひまわりが交通の妨げとなること

もあるので注意が必要。 
・参加者募集について、市の広報誌への掲載、FACEBOOK ページによるＰＲ、小学校へ

のチラシ配布、新聞折り込みによる募集、ポスティングなど様々な方法を試みたが、当

初の予定より参加者数が少なかった。効果的な参加者募集方法について今後も検討して

いく必要性がある。 
・後援のあきる野市の協力で線路沿いの市道に「ひまわり通り」の名称を付ける事が出

来た。 

 
・後援の秋留台高校の協力で高校生に草刈作業のボランティアに参加してもらった。 
・東京新聞（東京都中心に関東で毎日発行されている地域紙。発行部数約 55 万部） 
にひまわりプロジェクトの記事が大きく掲載された。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



・ひまわりを題材とした事業を通して、参加者間にネットワークを構築する。 
・参加者の地域開発に対する意識の変革を促し、積極的に地域開発に参加する人々が増え

る。 
・この事業を毎年継続する事で、ひまわりが地域の観光資源として定着し、地域の活

性化になる。 

 
 
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 
この事業はＪＣＩ活動計画のインパクト、モチベート、コラボレート、コネクトと合

致しています。 
・（インパクト）この事業を毎年継続し、ひまわりが地域の観光資源として定着するこ

とで、地域社会に持続可能なインパクトをもたらします。 
・（モチベート）この事業の目的である参加者の地域開発に対する意識の向上が達成さ

れることで、人々をよりよい社会の創造へと突き動かす環境を作り出します。 
・（コラボレート）この事業を通し、地域をよりよくしようという人々が集まり、協同

する事でお互いの影響力を拡大します。 
・（コネクト）この事業は参加者だけでなく、行政、支援団体、協賛者など地域中を巻

き込んだ事業である為、人々と地域社会を結び付けます。 



  

 
 
 
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 



予算上の工夫・・・ひまわりプランターの購入による協賛と、企業協賛で 35 万円を集

めた。 
収入 ＬＯＭ事業費 25 万円 協賛金 35 万円  
支出 会場費 5 万円 材料費 30 万円 賞品・記念品 10 万円 広告費 15 万円   

 
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 
ミッション：メンバーがこの事業を通し多くの市民、団体と積極的に関わり、地域開

発に対する意識を向上させる様々な機会を得る事で、ミッションの理念を実現する。 
 
ヴィジョン：青年会議所がこの事業を通し地域をより良くしようという人を増やし、

協同・支援することで、ヴィジョンの理念を実現する。 
 
 
ページ４ 
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 
15 人 

 
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 
６０％ 

 
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 



委員長・・・プログラム全体の指揮、管理。各種支援者との打合せ。 
副委員長・・・委員長の補佐および事業計画書の作成、予算の管理。 
運営幹事・・・メンバー、参加者への連絡。事業当日の進行。 
 

 
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？ 
・市民がこの事業に参加する事で地域開発に対する意識が向上する。 
・この事業を毎年継続する事で、地域の観光資源となり地域が活性化される。 

 
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 
・多くの参加者がこの事業以外でも積極的に地域活動に参加するなど市民の地域開発

に対する意識の向上がみられる。 
・ひまわりを見に訪れる人が増え地域の名所となっている。 
 

 
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、この事業を運営することから利益を得たか？ 



・行政や地域諸団体、企業と関わることで、地域におけるＬＯＭの影響力が増した。 
・メンバーの地域開発に対する意識が更に高まった。 

 
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？ 
メンバーがこの事業を通し多くの市民、団体と積極的に関わり、地域開発に対する意

識を向上させる様々な機会を得る事で、ミッションの理念を実現する。 

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？ 
青年会議所がこの事業を通し地域をより良くしようという人を増やし、協同・支援す

ることで、ヴィジョンの理念を実現する。 
 

 
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？ 



・ひまわりが地域の観光資源として定着し、この地域に訪れる人が増える事で地域が

活性化される。 
 

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？ 
・参加者を増やす為、過去の結果を分析し効果的な広報を行なう。 
・作業に費やす時間、労力が大きい。参加者の負担を減らす為、畑の地権者にはプロ

ジェクトの目的に賛同してもらい自発的にひまわりを植えてくれるよう交渉する。 
 

 


