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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 

２０１６年７月から２０１６年８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 

28 名 

 

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 

北本市商工会、北本市都市公園指定管理者、北本・西武パートナーズ 

北本市、北本市教育委員会、鴻巣市、鴻巣市教育委員会、北本市観光協会 

関東グリコ株式会社、埼玉養蜂株式会社 

 

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 

３，１２３ドル 

 

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： 

なし 

 

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 

 

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 

この事業は、地域資源を活用したスポーツです。 

私たちは、この事業を行い、市民に自分のまちの魅力を知ってもらい、自分のまち

を好きになることを目的とします。 

また、青年会議所、参加者、他団体と協力して事業を行うことで、地域のネットワ

ークをつくることを目的とします。 

 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

北本市は、トマト生産の長い歴史があります。最近では、「北本トマトカレー」や北

本市のキャラクター「とまちゃん」で、トマトを題材にしたまちづくりを行ってい

ます。そこで、スペインで行われている「ラ・トマティーナ」というトマト投げ祭

りを参考にして、北本市の地域資源であるトマトのＰＲと、スポーツを合わせた 

「北本水風戦」という新しい事業を開催しました。この事業は、トマトのような赤

い水風船を投げ合うことで、トマト投げをイメージでき、北本市の地域資源のＰＲ

になります。 

 

 

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 

活動エリアの北本市民、鴻巣市民のみならず、県外から参加するチームもありま

した。子供から大人まで一緒に参加することで、幅広いネットワークをつくること

ができました。協力の他団体からは、大会運営に協力してもらいました。 

 参加数を４０チーム２００名と想定しましたが、７５チーム３７５名の参加で開

催しました。 

 会場でアンケートをとりました。「この事業は楽しかった。また参加したい。」と

う意見を多くもらいました。 

 

 

Actions Taken 行動 

説明： 

事業実施前後を通して、ＬＯＭメンバーが他団体の事業に支援に行きました。 

市内団体の相互協力関係をつくることができました。 

 

 

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？ 



地域のネットワークをつくる目的は達成できました。 

地域資源のトマトのＰＲができず、まちの魅力を知ってもらえなかった。 

赤い風船がトマトと見られなかった。参加者にトマトが北本市の地域資源だとわか

りづらかった。 

北本市の地域資源がトマトであるというプレゼンテーションの時間をとったり、優

勝賞品に北本市のトマト関連商品を提供したりして、もっと地域資源をＰＲする必

要がある。 
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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？ ※２００語まで 

青年会議所、市民、地域団体と協力して事業を行うことで、地域のネットワークを

つくることです。 

 

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？ ※２００語まで 

青年会議所と地域団体が協力することで、地域のネットワークづくりになります。 

 



Was the budget an effective guide for the financial management of the project? 

予算は事業の財務管理の為の効果的なガイドになりましたか？ ※１５０語まで 

ＬＯＭの適正な予算内での事業です。予算以上の目的の達成が得られました。 

 

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？ 

※２００語まで 

地域団体のメンバーが、企画や運営に協力しました。そのメンバーにとっては、

地域資源を考える機会や運営の仕方を学ぶことで、成長の機会となるよう推進した。 

 青年会議所が、市民、他団体と協力して事業を行うことで、能動的市民のネット

ワークをつくるよう推進した。 
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Cooperation between the Local Organizations  地域組織同士の協力関係について 

 

How did the two organizations work together? 

どのように 2つの組織は協働しましたか？ ※１５０語まで 

青年会議所は、「北本トマト水風戦」という新たな事業を企画しました。 

北本市商工会は、その事業に対して、運営上でのアイデアを出してもらいました。

また、運営を協力してもらいました。 

青年会議所は、この事業実施前後を通して、ンバーが他団体の事業に支援に行き

ました。相互協力関係をつくることができました。 

 

 

Describe how the tasks and planning of the project were divided between the 

organizations. 

プロジェクトの仕事と計画がどのように組織で分けられたかについて述べてください。 

※２５０語まで 

青年会議所は、事業を企画して、参加者、地域の団体を募集しました。 

地域の団体からは、事業を運営するアイデアを出してもらいました。 
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Impact on Members and Contribution to the JCI Vision 

メンバーへの影響と JCIヴィジョンへの貢献  

 

How did the members of the Local Organizations benefit from running this project? 

どのように、LOMメンバーは、このプロジェクトを運営することから利益を得ましたか？ 

※２００語まで 

メンバーは、他の団体と協力してこの事業を行いました。その結果、別の角度から

の新たなアイデアをもらうことができました。他団体と協力して行うことで、メン

バーのリーダーシップを高めることができました。 

 

How did the program advance the JCI Vision? 

どのように、プログラムは JCI Visionを進めましたか？ ※２００語まで 

参加者、参加団体が、地域の資源である「トマト」を知り、さらにまちに興味を持

つこと、また、新たな出会いの場となり、地域でのネットワークづくりとなるよう

に事業を進めました。 
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Community Impact 地域社会への影響 

 

How did the Local Organization measure community impact? 

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？ ※

２００語まで 

青年会議所では、最近、北本市での事業を行っていないため、北本市民には、青年

会議所の知名度は高くありませんでした。しかし、この事業の開催により、市民か

ら多くの問い合わせ、参加がありました。 

 

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 

※３００語まで 

市内の団体より、次回の事業の共同開催の相談がありました。市民、団体に、まち

づくり運動への参加の機運が高まりました。 
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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の影響は、何ですか？ ※２００語まで 

市民、各団体から、次回開催に向けての問い合わせをすでに受けています。「トマ

ト」を題材にした事業の継続実施を検討しています。また、もう一つ活動エリアで

ある鴻巣市の地域資源を活用した事業も検討しています。より大規模な事業を展開

することができると考えます。また、地域のネットワークをつくり、市民、団体へ

の事業の主催の移管を検討しています。 

 

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？ 

※３００語まで 

スポーツとしてのイベントだけではなく、さらに、地域資源の「トマト」を知って

もらえるような事業の実施を考えていきます。 

市民が自分のまちに関心を持ってもらえる事業を展開していきます。 

 


