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

申請担当者名
竹内 隼人

基本情報
事業名
創立４５周年記念事業青少年健全育成事業「誰かのために行動できる
リーダーとなれ！」
目的
参加する子供たちが、災害発生後の避難所生活において積極的に避難
所運営に携わり、避難所生活者のために自ら率先して行動できる人財
へと成長するきっかけとなることを目的とします。同時に、災害時に
おいて傍観者ではなく当事者意識を持って主体的に「誰かのために行
動できる」人材の育成です。

Basic Information
Name
Business for the 45th Anniversary of Youth Business
Development Project " Be a leader who can act for someone!"
Purpose
It is intended that children who participate are engaged in
refuge administration positively in refuge life after disaster
occurrence and become an opportunity to grow into a person
who can act on their own initiative for refuge living people . At
the same time, at the time of a disaster, it is not the bystander
but the development of human resources who can act on behalf
of someone with a sense of ownership.

開始日※日付で記載
２０１８年１０月１３日（土）

Start date
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
２０１８年１０月１４日（日）

End date
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
東村山市在住在学の中高生を中心とした市内市外市民

Target
City outer city citizens with middle and high school students
living in Higashimurayama City

SDGs の該当項目
該当項目を１つのみ選択
ゴール１１ 住み続けられるまちづくりを

Sd goal

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
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

概要
本事業は有事の際に誰ひとり取り残さない持続可能なまちづくりを作
り続けるために、これからの未来を想定し中高生を中心として地域住
民とパートナーシップを組んで地域力を向上させ、誰もが豊かな生活
を送れるように平和な世界を願い、誰かのために行動できる人材の育
成に繋げる防災事業です。

Overview
In this project, in order to continue to create a sustainable town
development without leaving anyone at the time of the
emergency, we will form a partnership with the local residents
centering on junior and senior high school students in
anticipation of the future and improve local power, It is a
disaster prevention project that leads to the development of
human resources who can act for the sake of others, wishing a
peaceful world so that they can send

① 目的・財務計画・実施
このプログラムの目的を記述してください
参加者が災害時において傍観者ではなく当事者意識を持って主体的に
「誰かのために行動できる」人材の育成です。

Objectives, Planning, Finance and Execution
What were the objectives of this program? ※200 単語まで
It is the training of human resources who can "do for
somebody" voluntarily with the participant's sense of the party
not the bystander at the time of disaster.

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

Goal 11 Town development that can continue to live

3 Peace Prosperity Sustainability

インパクト Impact（影響力）

Impact Impact

本プログラムは、この地域で執り行われている防災事業として東村山
市内初となる宿泊を伴う避難所宿泊訓練になります。地域市民、行
政、ＪＣと三位一体となり協働して行ったプログラムであり、これか
らのまちづくりに大きなインパクトを与え、今後の防災事業に変化を
もたらすことができました。

This program will be shelter accommodation training with the
first accommodation in Higashimurayama City as a disaster
prevention project being conducted in this area. It was a
program that was conducted in collaboration with local citizens,
administration, and JC, and it was a program that had a great
impact on future town development and could bring about
changes in future disaster prevention business.

モチベート Motivate（意欲）
本プログラムは、毎年行われる東村山市の総合防災訓練と同時開催と
して行いました。開催場所を中心とし３００名を超える市民の参加、
地域消防団及び自治体等近隣住民がプログラムに参加することで、避
難所開設時に当事者意識を持って主体的に行動していく動機付けを持
つことができました。

インベスト Invest（投資）
本プログラムは、ＪＣが主催者となり開催をしましたが、外部より多
くの人的、物的支援を地域市民、企業から投資をしていただき、ゴー
ルに向かって前進することができました。同時に、２０１８年日本Ｊ
Ｃ担当委員会より協力をいただきクラウドファンディングを実施し、
プログラムに賛同いただき７４５，０００円の投資を受け開催し、戦
略的に事業を開催し、未来への投資を行いました。
コラボレート Collaborate（協働）
本プログラムは、東村山市社会福祉協議会、ボーイスカウト東村山、
東村山市立第一中学校、東村山市防災課、他市民含め３００名を超え
るパートナーにコラボレートしていただき、防災に対する意識の変革
に繋げることができ持続可能なまちづくりへ繋げることができまし
た。
コネクト Connect（つながり）
本プログラムの開催に向けて１年以上企画し東村山市の全面的な協力
のもと開催することができました。これは、４５年継続してきたＬＯ
Ｍの歴史と先人たちが紡いできた歴史からのつながりだと感じていま
す。本プログラムに関わっていただいた多くのメンバー（参加者）と
のつながりがあるため、共に考え、行動し、この地域の未来に向かっ
てインパクトを与えていけることができました。

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
本プロジェクトを企画発案した１年前は、ＬＯＭとしても行政として
も開催したことがなく、プログラム全体を思い描くことができず概算
計画を見立てることが出来ませんでした。
しかし、プロジェクトを構築していく過程において、ＬＯＭ全体がイ
メージをつくることができパートナーシップとの連携もより良くなり
プログラム全体を見据えていくことができました。
プロジェクトを実行する三か月前にはパートナーシップとの共同会議
を行い、関わりある全てのメンバーがプロジェクト内容含め予算につ
いて共通認識を持てる工夫をしてきました。
予算
収入
協賛金
８２０，０００
事業費
１６０，５００
雑収入
７２５，０００（クラウドファンディング）
合 計 １，７２５，５００
支出
会場
企画
本部
講師
広報
資料
雑費
分担
合計

１３１，６５０
１６８，２７０
３２，４００
８６９，５５０
１９８，９２０
１１６，１６５
１，５１２
１３６，７８２
１，６５５，１５９

Motivate Motivate
This program was held at the same time as the comprehensive
disaster prevention drill of Higashimurayama City, which takes
place every year. With participation of more than 300 citizens
centering on holding place, local firefighting team and local
residents such as local governments participating in the
program, having motivation to act proactively with an
awareness of the parties when opening a shelter Was done.

Invest Invest
This program was organized by JC as the organizer, but was
able to move forward toward the goal with more human and
material support from the external community and businesses.
At the same time, we have received a cooperation from the
Japan JC Committee in 2018 and carried out a crowdfunding,
approved a program, received an investment of 745,000 yen,
held a strategic business, and invested in the future The
Collaborate Collaborate
This program has over 300 partners including Higashimurayama
City Social Welfare Council, Boy Scout Higashimurayama,
Higashimurayama City Daiichi Junior High School,
Higashimurayama City Disaster Prevention Division, and other
citizens, and can be linked to the change in awareness of
disaster prevention. We were able to connect to possible town
development.
Connect Connect
We planned to hold this program for more than one year and
were able to hold it with the full cooperation of
Higashimurayama City. I feel that this is a connection between
the 45-year-old LOM history and the history of the
predecessors. The connections with the many members
(participants) involved in the program helped me to think
together, act and make an impact towards the future of this
area.
Was the budget an effective guide for the financial
management of the project? ※150 単語まで
A year before I proposed and proposed this project, I had not
held it as LOM or as a government, so I could not imagine the
whole program and could not estimate the rough plan.
However, in the process of constructing the project, the entire
LOM could create an image, and the partnership with the
partnership could be improved and I could look at the whole
program.
Three months before implementing the project, we held a joint
meeting with the partnership, in which all members involved
had a way to share a common understanding of the budget
including the project content.
budget
income
Support fee 820,000
Project cost 160,500
Miscellaneous income 725,000 (cloud funding)
1,725,500 in total
Spending
Venue 131,650
Planning 168, 270
Headquarters 32,400
Lecturer 869,550
Public Relations 189,920
Material 116, 165
Miscellaneous expenses 1,512
Sharing 136,782

1,655,159 in total

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
ミッション

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
Mission

本プロジェクトは、青年が社会を変えようと率先して行動すれば、未
来を切り拓くことができる。という発展の機会を体現することができ
たことと同時に、参加者一人ひとりが行動しプロジェクトに参画でき
体現できる事業構築をしたことで全てのファンクションで成長の機会
を提供することで推進しました。

This project can pave the way for the future if young people act
proactively to change society. At the same time that we were
able to embody the development opportunities, we promoted by
providing growth opportunities in all functions by having each
business participant act and build a business that can be
embodied.

ヴィジョン

Vision

本プロジェクトのなかでは、ＬＯＭ全体として参加者に事業を主体的
に行動することを促し、全てにおいて自分事と捉える意識を持ち、若
き青年たちが主導的に活躍できるようにスキームを作り、実践に繋げ
ることで推進しました。

In this project, LOM as a whole encourages the participants to
act independently in the project, has a sense of selfconsciousness in all, and creates a scheme so that young young
people can take the lead We promoted by connecting.

② メンバーの参加
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）

Membership Participation
By number, how many members were involved in this
program? ※2 単語まで
１９

１９
LOM メンバーの参加率を記述してください（％で記載）
１００％
LOM メンバーの主な役割を記述してください
理事長 総括責任者

By percentage, how many members of the Local
Organization were involved in this program? ※１単語まで
１００％
Describe the main roles of the participating members in
this program※300 単語まで
Chief Executive Officer

事業全体を４つの組織に分けました。
メンバー一人ひとりにも成長の機会となるよう、①段ボールベット、避
難所間仕切り壁の設営、②中学校校庭にテント村の再現設営、③食事の
設営、④ロープワーク、災害ダイヤル実務講習設営、主にこの４つのフ
ァンクションに振り分けそれぞれ役割を全うし、参加している全員のた
めに、率先して行動しました。

The entire business was divided into four organizations.
To be a growth opportunity for each member, 1 cardboard bed,
setting up of shelter partition walls, 2 setting up of tent village in
2 junior high school schoolyards, 3 setting of meals, 4 rope
work, disaster dial practice training, mainly this The four
functions were assigned to fulfill each role, and we took the
initiative for all the participants.

③ 地域社会への影響
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？

Community Impact
How did the Local Organization measure community
impact for this program? ※200 単語まで
After the program was implemented, a business report was
prepared. At the same time, the mayor of Higashimurayama,
the city councilors, and the administrative staff in the city
council immediately after holding sympathize with the project's
impact on the area, and at the same time continuously giving
innovation from the mayor of Higashimurayama as well. I want
you to carry it out again. I have sent you the word. In addition,
we measured effect by connecting to examining for
implementation in two municipalities among city municipalities.

プログラム実施後において、事業報告書を作成しました。同時に、開
催直後の市議会において、東村山市長や市議会議員、行政担当者より
本事業が地域にインパクトを与えたことに共感をしていただくと同時
に、主に東村山市長からも継続的にイノベーションを与えつつ、改め
て再度実施してほしい。という言葉を発信していただきました。ま
た、市内自治体のうち２つの自治体で実施に向けて検討していくこと
に繋げたことで効果測定をしました

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

本プロジェクトは、２０１８年内閣府とＪＣがタイアップした「未来
へつなぐ防災プロジェクト（９月１４日締結）」の第一段として開催
しました。（実施日１０月１３日１４日）
私たちは、日本のなかの１つのＬＯＭとして、このタイアップした内
容を協働して推進していくことに繋げるために、プロジェクトを進め
ました。本プロジェクトは事業前から事前広報、事業後の事後広報を
積み重ね、開催地のみならず全国各地、近隣地域でも「避難所」に関
連する課題解決に向けた運動、事業の開催に向けて広がっています。

This project was held as the first step of the "Disaster
Prevention Project to Connect to the Future" (Concluding on
September 14), which the Cabinet Office and JC tied up in 2018.
(October 13, 14th)
As a single LOM in Japan, we promoted the project in order to
connect and promote the contents of this tie-up. This project
has accumulated information in advance prior to the project and
post-project after-sales information, and has spread toward the
holding of projects and activities for solving problems related to
evacuation centers not only at the venue, but also throughout
the country and around the country. You

④ LOM への影響
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
本プロジェクトを開催することによって最大のメリットは、「個の成
長」です。東村山市において地域プロジェクトとしては初の試みであ
り、誰もが想像することが困難なことに、ＪＣとして挑戦したことで
す。社会課題を解決するために、新しいことに挑戦し、未来を見据え
て行動した結果、挑戦したからこそ見えてきた新しい課題にも触れる
ことができました。青年会議所として誰よりも率先して行動し、未来
のために創造することで、社会を動かすことができます。ＬＯＭとし
てこの過程は今後の組織運営、事業構築にも大きなメリットを得るこ
とが出来ました。

Impact on Local Organization
How did the Local Organization benefit from running this
project? ※200 単語まで
The biggest benefit of holding this project is “Individual growth”.
It is the first attempt as a regional project in Higashimurayama
City, and it is a challenge as JC that it is difficult for everyone to
imagine. As a result of challenging new things and acting in
anticipation of the future in order to solve social issues, I was
also able to touch on new issues that were only visible because I
took on the challenges. As a youth center, we can move society
by acting proactively than anyone else and creating for the
future. As LOM, this process has gained great benefits for future
organizational management and business construction.

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
本プロジェクトは開催にあたり、ＬＯＭとして心１つに運動方針を考
え、事業構築を進めてきました。一人ひとりがというより、東村山青
年会議所として、改めて地域と向き合い、行政区地域諸団体との連携
していくことが大事なものなのか、ＬＯＭとして気付きを得た時間で
した。ＬＯＭという組織があるからこそ、ＬＯＭの中にある個の存在
を高められるように、発展と成長の機会を提供することができまし
た。

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
As we held this project, we focused on the movement policy
with one mind as LOM and promoted the business construction.
It was time to get noticed as LOM whether it was important to
face the area again as Higashimurayama Youth Conference
Center and to cooperate with administrative district area groups
rather than each and every one. Because of the organization
LOM, we were able to provide opportunities for development
and growth so as to enhance the existence of individuals within
LOM.

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
本プロジェクトのなかでは、ＬＯＭ全体として参加者に事業を主体的
に行動することを促し、全てにおいて自分事と捉える意識を持ち、若
き青年たちが主導的に活躍できるようにスキームを作り、実践に繋げ
てきました。

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

⑤ プログラムの長期的な影響
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
本プロジェクトの開催後は、各地において同類の事業を青年会議所が
主体的に動いていることが目立ってきました。私たちはこの事業を通
して、すぐ変化を求めていくことではなく、このようなプロジェクト
を考え行動することで意識変革に繋げていくことができました。タイ
アップ宣言により「未来へつなぐ防災プロジェクト」の第一段でもあ
り、全国的に実務的な防災訓練の１つとして発信していくことで、想
定される知識となり社会に変化を与え続けます。

Long-term Impact of the program
What is the expected long-term impact of this project? ※
200 単語まで
After the project was held, it has been noticeable that the Youth
Council has been actively promoting similar projects in various
places. Through this project, we were able not to seek
immediate change, but to lead to a change in consciousness by
thinking and acting on such a project. It is also the first step of
the "Disaster Prevention Project to Connect to the Future" by
the Tie-up Declaration, and it will be assumed knowledge and
will continue to change society by disseminating it as one of the
practical disaster drills nationwide.

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

In this project, LOM as a whole encourages the participants to
act independently in the project, has a sense of selfconsciousness in all, and creates a scheme so that young young
people can take the lead I have been connected.

本プロジェクトの最大のポイントは、当日の流れ 人・物の流れを把
握し、会場の位置関係と共にイメージを行うことです。ＬＯＭメンバ
ーは参加者がけが等をしないような視点で当日を過ごしました。しか
し、会場場所や動線をしっかりと踏まえイメージを共有できれば、参
加者の動線や避難所生活訓練の在り方がより良くなるのではないかと
思いました。可能なかぎり何度も会場視察を行い事業全体をイメージ
できる仕組みづくりが大事だと改めて感じました。

The biggest point of this project is to understand the flow of
people and objects on the day and to carry out an image
together with the location of the venue. The LOM members
spent the day with a view that participants were not injured.
However, if I could share the image firmly based on the venue
location and flow line, I thought that the way of flow of
participants and shelter living training would be better. I felt
again that it was important to create a system that could be
able to image the entire business as many times as possible.

「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

「メンバーの参加」項目に添付する画像を下部に貼付してください

「地域社会への影響」項目に添付する画像を下部に貼付してください

「LOM への影響」項目に添付する画像を下部に貼付してください

「プログラムの長期的な影響」項目に添付する画像を下部に貼付してください

