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

申請担当者名
松井泰信

基本情報
事業名
第 1 回霞ケ浦トライアスロンフェスタ
目的
日本で 2 番目に広い霞ヶ浦及び周辺地域には多くの魅力が存在します
が、その魅力の多くに市民が触れておらず、霞ヶ浦への愛着心が高い
とは言えません。昨今、様々な地域活性の取り組みが行われています
が、霞ヶ浦に対してのマイナスなイメージは解消できていない状況で
す。
そこでトライアスロンという競技を利用し霞ケ浦の水質改善を周知し
地域住民の郷土愛を醸成します。

Basic Information
Name
The 1st Kasumigaura Triathlon Festa
Purpose
There are many attractions in Kasumigaura and its surrounding
areas, which are the second largest in Japan, but the citizens do
not touch many of the attractions and it can not be said that
they have a high degree of attachment to Kasumigaura.
Recently, various regional revitalization efforts have been carried
out, but the negative image of Kasumigaura has not been
resolved.
Therefore we make use of competition called triathlon and make
water quality improvement of Kasumigaura well-known and
foster local love of local resident.

開始日※日付で記載
２０１８年９月２３日

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９月２３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
土浦青年会議所メンバー
土浦 JC シニアクラブ
トライアスロン競技参加者
市民
SDGs の該当項目
該当項目を１つのみ選択
６.b

Target
JCI Tsuchiura member
JCI Tsuchiura Senior club
Triathlon competitor
Citizen
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
①

Development stage
“Health and Wellness”・“Education and Economic
Empowerment”・“Peace, Prosperity, and Sustainability”から選択

概要
外部協力者も参加した実行委員会を設立し、霞ヶ浦を舞台にしたトラ
イアスロン大会を実施しました。
トライアスロンはスイム、バイク、ランの 3 つの競技を続けて行うス
ポーツであり、霞ヶ浦を泳ぐということで水質改善を周知し、バイク
競技は茨城県、土浦市が進めている自転車による地域活性の推進へと
繋げていきます。
参加者と来場者には地域の特産品飲食ブースを設置し、県外からの参
加者に地元特産品を味わっていただきました。

Overview
An executive committee, in which external collaborators also
participated, was established, and a triathlon event was held in
Kasumigaura.
Triathlon is a sport that continuously performs three
competitions, swim, bike, and run, and it is known that the
water quality improvement is known by swimming
Kasumigaura, and the bike competition is to promote regional
activation by bicycles that Ibaraki Prefecture and Tsuchiura City
are promoting. I will connect with you.
We set up local specialty product eating and drinking booth for
participants and visitors, and participants from outside the
prefecture had a taste of local specialties.

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
トライアスロンという競技を通して霞ケ浦の水質が改善していること
を多くの人に知ってもらい、霞ヶ浦周辺地域のイメージアップを図り
ます。
サイクリングをはじめ、スポーツを楽しむには好条件である立地を県
内外の参加者に周知して定期的に霞ヶ浦周辺地域に訪れていただく観
光客の誘致を目指します。

Objectives, Planning, Finance and Execution
What were the objectives of this program? ※200 単語まで
We will let many people know that the water quality of
Kasumigaura is improving through the competition Triathlon,
and plan to improve the image of the area around Kasumigaura.
We aim to attract tourists who have the location around the
prefecture inside and outside the prefecture well known to
participants who have good conditions for enjoying sports,
including cycling, and to visit the area around Lake Kasumigaura
regularly.

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

６.b

①

インパクト 地域の自然を活用したスポーツイベントを開催し、スポ
ーツツーリズムを定着させ観光客の増加を図りました。
モチベート 大規模なスポーツイベントの運営には市民の協力が必要
であり、ボランティアスタッフをはじめ JC メンバーとともに活動する
機会を創出しました。
インベスト 事業に対する協賛を地元企業に中心に募り、事業費は協
賛金とトライアスロン競技参加者のエントリー費で大半を賄い、JC か
らの出費は総予算の６％に抑えました。
コラボレート 実行委員会を茨城県トライアスロン協会と構成しお互
いの長所を活かし大会を運営し、当日の飲食ブースには地元商工会に
協力をいただきました。
コネクト 広域に流域している霞ヶ浦を舞台にした事業を実施するこ
とで一つの市を超えた目線での地域活性へとつなげることができまし
た。

Impact
We held sporting events that utilized local nature, and
established sports tourism to increase the number of tourists.
Motivate
The management of a large-scale sports event requires the
cooperation of citizens, and created an opportunity to work with
volunteer staff and JCI Tsuchiura members.
Invest
The support for the project was collected mainly by local
companies, and the project cost was mostly covered by the
sponsorship fee and the entry fee for the triathlon competition
participants, and the cost from JC was reduced to 6% of the
total budget.
Collaborate
The Executive Committee was organized with the Ibaraki
Prefectural Triathlon Association to utilize the strengths of each
other to operate the tournament, and at the restaurant booth
on the day, the local business association cooperated.

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
トライアスロン競技者からのエントリー費で大半の事業費を賄ったこ
とで、土浦青年会議所からの支出は総事業費の６％とすることができ
ました。事業の規模と影響から考えると費用対効果は大きいと考えま
す。

Connect
By carrying out the project set in the area of Kasumigaura basin
in a wide area, it could lead to regional activation from a
perspective beyond one city.
Was the budget an effective guide for the financial
management of the project? ※150 単語まで
With most of the project cost covered by the entry fee from the
triathlon athletes, the expenses from the JCI Tsuchiura could be
6% of the total project cost. Considering the size and impact of
the business, I think the cost-effectiveness is large.

総事業費

Total project cost 4,800,000 yen

４，８００，０００円

エントリー費 ４，０００，０００円
協賛金
８００，０００円

Entry fee 4,000,000 yen
Sponsorship fee 800,000 yen

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 行政、地元住民との交渉の機会を作りメンバーの成長を
促しました。各団体やボランティアスタッフのとりまとめを行い、事
業当日はリーダーの役割を提供しました。

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
We have created opportunities for negotiations with the local
government and the local people to encourage the growth of
our members. We organized each group and volunteer staff and
provided the role of leader on the day of the project.

ヴィジョン 大会に多くの関係者を巻き込み運営に関わってもらうこ
とができました。

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）
54 名
LOM メンバーの参加率を記述してください（％で記載）
６７％
LOM メンバーの主な役割を記述してください
前年度から実行委員会を設置し計画、準備を行い行政、企業、地元住民
と折衝をしました。
大会の広報を担当し SNS を活用して広報活動を行いました。
当日はボランティアスタッフを統括する立場で大会運営を行いました。

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？

Vision
I was able to get involved in the administration by involving
many stakeholders in the tournament.

Membership Participation
By number, how many members were involved in this
program? ※2 単語まで
54 people
By percentage, how many members of the Local
Organization were involved in this program? ※１単語まで
67%
Describe the main roles of the participating members in
this program※300 単語まで
We established the executive committee from the previous year
and planned, prepared and negotiated with the administration,
companies and local residents.
I was in charge of publicity for the tournament and used SNS to
conduct publicity activities.
On the day of the event, we managed the tournament in a
position to control the volunteer staff.

Community Impact
How did the Local Organization measure community
impact for this program? ※200 単語まで

事業当日にアンケートの収集
事業のメディアへの露出

Collection of questionnaires on the business day
Business exposure to media

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
Many people knew that the water quality of Lake Kasumigaura,
where the image of the dirty lake had been established, has
improved until it could swim, and I was able to improve the
image.
Participants in and out of the prefecture recognized it as a
cycling spot, and helped to promote regional activation with
bicycles that the government is promoting.

汚い湖というイメージが定着していた霞ケ浦の水質が泳ぐことができ
るまで改善していることを多くの人に知っていただきイメージの改善
をすることができました。
県内外の参加者にサイクリングの名所として認知していただき、行政
が推し進めている自転車での地域活性の一助となりました。

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
外部協力者が参加した実行委員会を設立し事業を行うという新たな事
業運営の方法を提案することができ、LOM の負担を押さえながらも大
きな規模の事業を実施できる可能性を示すことができました。
土浦市をはじめとする行政との協力関係を築くことができました。
土浦青年会議所の認知度、信頼度を向上させることができ、他団体と
の連携を取りやすくなりました。

Impact on Local Organization
How did the Local Organization benefit from running this
project? ※200 単語まで
It is possible to propose a new business operation method of
establishing an executive committee in which external
collaborators participate and carry out the project, and it is
possible to show the possibility of carrying out a large-scale
project while holding down the LOM burden.
We were able to build a cooperative relationship with the
administration including Tsuchiura City.
The awareness and credibility of the JCI Tsuchiura can be
improved, and collaboration with other groups has become
easier.

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
大会の運営をするうえで関係各所との折衝を行い交渉スキルの向上を
促すことができました。
運営の総括的役割を担い、リーダーシップの向上を図ることができま
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
We were able to negotiate with related parties in managing the
tournament and to improve the negotiation skills.
I took on the overall role of management and was able to
improve my leadership.

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
本事事業を実施する上で JC が主体となって地域の団体を繋げることが
できました。
霞ヶ浦を舞台にした大きな事業を実施し、一つの市だけではなく茨城
県へと働きかけを行いました。

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

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

In carrying out this project, JC was able to connect local groups
mainly.
We carried out a large project set in Kasumigaura, and worked
not only on one city but also on Ibaraki prefecture.

地域住民の霞ヶ浦へのイメージが良くなり、霞ヶ浦への愛着を持つこ
とで水質改善がさらに進み、マリンスポーツを楽しむ観光客の獲得
と、サイクリング道路の環境整備が進み、霞ヶ浦周辺地域を連携させ
たスポーツツーリズムの発展が予測されます。

Improving the image quality of local residents to Kasumigaura,
further improving the water quality by having attachment to
Kasumigaura, acquiring tourists who enjoy marine sports and
improving the environment of the cycling road, and linking the
area around Kasumigaura
The development of sports tourism is forecasted.

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
実行委員会へ地域多団体からの参加者増加。
ボランティアスタッフに地域住民からの積極的な参加をいただき、地
域住民が自ら運営に関わることができる大会にしていくこと。

What changes would you make to improve the results of
this project? ※300 単語まで
More participants from regional multi-groups to the Executive
Committee.
Make volunteer staff have active participation from local people
and make it a meeting where local people can be involved in
their own management.

「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

