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基本情報 
 

Basic Information 

事業名 
 

Name 

日本初！市民が創る音楽合宿のマチへの挑戦～交流人口増加と教育の
未来～ 

 
Japan's first! Challenge for gossip of music camp which citizen 
creates ~ Exchange population increase and future of education 
~ 

目的  Purpose 

都市部以外の地域は、若者が高度な教育や仕事をもとめ大都市に流失
し、人口の減少に悩んでいます。 
人口の減少は、出産率の低下をもたらし、更なる人口減少と高齢化が
進みます。 
そこで、留萌 JC は、青少年の交流人口の増加で地域に活力を生み出し
ます。 
音楽合宿は、思う様に活動できない都市部の吹奏楽部の学生に思う存
分活動が出来る環境を提供し、地元の学生には地域外の学生と交流す
る場を提供します。 
 
人口減少により、教育を受ける環境の格差が生まれました。しかし、
JCI 留萌は、平等で安心な教育の場を提供し青少年の人材育成を目指
します。 
 
地域の未来を経済と教育で創造します。 

 In areas other than urban areas, young people are suffering 
from a declining population as young people lose their way to 
large cities with advanced education and work. 
Declining population will result in a declining birthrate, further 
population reduction and aging will proceed. 
Therefore, Rumoi JC creates vitality to the area with the 
increase of the exchange population of young people. 
The music training camp provides an environment where 
students in the brass band of the urban area who can not act 
like they want can do activities in their own way and provides a 
place for local students to interact with students outside the 
area. 
 
Due to the declining population, disparities in educational 
environment were born. However, JCI Rumoi aims to develop 
young people 'human resources by providing a place for equal 
and secure education. 
 
We will create the future of the region with economics and 
education. 

開始日※日付で記載  Start date 

２０１４．１．１  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  End date 

２０１８．１２．３１  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  Target 

日本国内吹奏楽団体  14,241 団体 
日本国内吹奏楽人口 437,880 人 
北海道の吹奏楽部所属の中学生・高校生 1,500 名 
留萌市民 22,240 人 
 
 

 
Japan domestic wind band organization 14,241 groups 

Brass band population in Japan 437,880 people 

1,500 junior high and high school students belonging to brass 

band in Hokkaido 

Rumoi citizen 22,240 people 

SDGsの該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

目標 4 
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の
機会を促進する 
 

 Goal 4 
Ensure inclusive and equitable quality education and promote 
lifelong learning opportunities for all 

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 

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

②教育と経済力強化  ② Strengthen education and economic strength 

概要  Overview 

JCI 留萌は、目的の達成の為に下記事業を行った。 
 
①（時期）5 年前から年間を通じて実施 
②（場所）留萌市・留萌市民文化センター大ホール・公共文化施設 
③（主催）留萌青年会議所 
④（対象）日本国内の中学校吹奏楽部や高等学校吹奏楽部の生徒 
⑤（内容）留萌市で音楽（吹奏楽）の合宿を行うことで一定期間の地
域内の人口を増やし経済と教育を活性化させました。 
 
⑥（特色１）日本で初の音楽（吹奏楽）に特化した音楽（吹奏楽）合
宿の街を創り上げました。 
 
⑦（特色 2）音楽合宿の街を市民、行政、企業、奉仕団体の協力で実
施し、全ての学生に対し安価安心な練習環境を提供する。 
 
⑧留萌青年会議所の人数は 20 名。事業費用が０円で、どの地域でも実
践可能なモデルケースを作り出す。 
 

 JCI Rumoe carried out the following projects in order to achieve 
the purpose. 
 
① (period) From 5 years ago through the year 
② (Place) Rumoi City · Rumoi citizens' cultural center large hall 
· Public culture facilities 
③ (sponsored) Rumoe Juvenile Chamber 
④ (Target) Students in the brass band in the junior high school 
in Japan and the brass band in the senior high school 
⑤ (Content) By conducting camp in music (brass band) in 
Rumoi city, we increased the population in the area for a certain 
period of time and revitalized the economy and education. 
 
⑥ (Feature 1) I created a city of music (wind music) camping 
specialized for the first music in Japan (wind music). 
 
⑦ (Feature 2) Provide a cheap training environment for all 
students by implementing the city of music camping with the 
cooperation of citizens, government, enterprises, and service 
organizations. 



   

① 目的・財務計画・実施 
 

Objectives, Planning, Finance and Execution 
このプログラムの長期的な目的を記述してください。 

 
What were the long-term objectives of this program? ※200
単語まで 

①交流人口を増やして経済を活性化させる。 
・地域内に年間 10,000,000 円の利益を上げた。 
・年間新規宿泊数を 1000 泊以上にした。 
 
②多くの子供たちに平等で高度で安心な教育の場を提供する 
・低所得者の過程でも参加可能な料金設定を実現 
・音楽に専門的な指導者の派遣の実現 
・世界的奏者との交流実現 
 
③地域コミュニティーの再生をさせる 
・高齢者だけの地域に新たな繋がりを作った。 
・地域の高齢者と若者に新たなつながりをつくった 
 
④青少年健全育成を推進させる 
・ 
・地域内外の青少年が協力していつのコンサートを作りあげ、技術力
や人間力の向上を図った。 
・世界的プロの演奏者からの指導を受ける事が出来た。 
 
⑤公共施設利活用 
・使われていない施設を有効利用して経済効果を生んだ。 
・市民に新たな使用方法を提示して活用してもらった。 
 

 
① Increase exchange population and revitalize the economy. 
· We raised annual profit of 10,000,000 yen within the area. 
· The annual number of newly stayed rooms has been over 
1000 nights. 
 
② Provide equal, advanced and secure place of education for 
many children 
· Realize fee setting that can participate even in the process of 
low-income people 
· Realization of dispatch of professional leaders to music 
· Realization of exchange with world players 
 
③ Make the local community regenerate 
· I made a new connection to the area of the elderly alone. 
· Created a new connection to local elderly and young people 
 
④ Promote youth health development 
· 
· When young people in and outside the region cooperated to 
create concerts, they tried to improve technical skills and 
human capabilities. 
· I was able to receive guidance from global professional 
performers. 
 
⑤ Utilization of public facilities 
· Effective utilization of unused facilities brought about 
economic effect. 
· I presented citizens with new methods of use and utilized it. 

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 

・インパクト Impact（影響力） 
 日本で初めての音楽合宿の街を市民が主体的に作り上げることで、
日本国からの支援を 10,000,000 円受け、持続可能な政策になりまし
た。 
更に、留萌青年会議所の政策が留萌市の公式な政策として認められ 10
年間計画に採用されました。 
 
・モチベート Motivate（意欲） 
 音楽という世界共通の言語を使い、地域間の交流をすることで、自
分自身の成長につなげる事が出来る。 
 
・インベスト Invest（投資） 
 未来を支える若い世代に教育を提供することは、未来の投資であ
る。 
 
・コラボレート Collaborate（協働） 
 音楽合宿は、日本国政府、北海道、留萌市、国土交通省の他、教
育、行政、金融、企業、市民、奉仕団体との協働で成り立っている。 
 
・コネクト Connect（つながり） 
 ２０世紀を代表する世界的指揮者、作曲家のレナード・バーンスタ
インが提唱して始まったＰＭＦ（パシフィック・ミュージック・フェ
スティバル※国際教育音楽祭）とのコラボレーションにより、世界的
な若き音楽家と留萌青年会議所、留萌市との協働でコンサートを開く
など、地域課題の解決に向けた取り組みが世界的な音楽教育の機会醸
成という発展を見せている。 
 

 
· Impact (influence) 
With citizens actively creating the city of music training camp for 
the first time in Japan, we received support of 10,000,000 yen 
from Japan and became a sustainable policy 
 
· Motivate (Motivate) 
By using common world languages of music and interacting with 
each other, we can lead to our own growth. 
 
· Invest Invest (investment) 
Providing education to the young generation that supports the 
future is an investment of the future. 
 
· Collaborate Collaborate (collaboration) 
The music training camp is made up of cooperation with 
education, administration, finance, enterprises, citizens, and 
service organizations in addition to the Government of Japan, 
Hokkaido, Rumoi City, Ministry of Land, Infrastructure and 
Transport. 
 
· Connect Connect (connection) 
Collaboration with PMF (Pacific Music Festival * International 
Educational Music Festival) which was launched by Leonard 
Bernstein, a world-renowned composer and composer of the 
20th century, and a young musician worldwide and Rumoi 
youth conference With the collaboration with Rumoi City, 
concerts are held, and efforts to solve regional problems are 
developing the opportunity development of global music 
education. 

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 

 
Was the budget an effective guide for the financial 
management of the project? ※150 単語まで 

 
⑧ Rumoi Municipal Youth Conference Center has 20 people. The 
project cost is 0 yen, creating a model case that can be 
practiced in any region. 



LOM の経費は 0 円 
収入のすべては、参加費です。 
 
2017 年度の事業は 
9,000,000 円 

 
 
 

The cost of LOM is 0 yen 
All of the income is the participation fee. 
 
The project of 2017 
9 million 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 

 
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 

JCI Mission： 
 
本事業は、延べ人数で１，１５５人の学生に人間力を養っていただき
ながら、明るい豊かな社会を作り出す人材育成をしています。「音
楽」という世界共通の言語となり協力してくれる市民の心へと伝わり
ます。LOM のメンバーは、市民を牽引しながら、リーダーシップを学
びながら、学生たちの変化を目の当たりに、自分自身の変化の機会を
作りだす。 
 
JCI Vision： 
本事業は、国際教育音楽祭とのコラボレーションにより、世界的な若
き音楽家と国内の若者が繋がりを持ち、国際的な高度な教育を受けら
れる 
 
 
 
 

 
JCI Mission: 
 
In this project, 1,155 students with a total of 1,155 students are 
cultivating human resources to create a bright and rich society 
while cultivating human power. It will be transmitted to the 
hearts of citizens who will cooperate as a world-wide language 
called "music". Members of the LOM learn leadership while 
driving the citizens, while witnessing the changes of the 
students, create opportunities for their own change. 
 
JCI Vision: 
With this collaboration with the International Education Music 
Festival, young musicians worldwide and young people in the 
country have a connection and can receive international 
advanced education 

   

② メンバーの参加 
 

Membership Participation 
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） 

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

２０ 
 

20 

LOM メンバーの参加率を記述してください（％で記載） 
 

By percentage how many members of the Local 
Organization were involved in this program? ※1 単語まで 

１００％ 
 

100％ 

LOM メンバーの主な役割を記述してください。 
 

Describe the main roles of the participating members in 
this program.  
※300 単語まで 

①学校との調整担当 
 
②行政との調整担当 
 
③公共施設の利活用担当 
 
④市民との調整担当 
 
⑤企業との調整担当 
 
⑥経理担当 
 
⑦食事の提供 
 
⑧緊急時対応 
 
⑨コンサート開催 
 
⑩運営責任者 
 

 
 

① Coordination with school 
 
② Coordination with the administration 
 
③ Utilization of public facilities 
 
④ Coordination with citizens 
 
⑤ Coordination with the company 
 
⑥ Accounting manager 
 
⑦ Provide meals 
 
⑧ Emergency response 
 
⑨ Concert holding 
 
⑩ Operation manager 

   

③ 地域社会への影響 
 

Community Impact 
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？ 

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

①参加人数の集約・年間収支による経済効果 
 
１年目（２０１４）開催数１回  ６０名 （１２０泊）（経済効果
1,000,000 円） 
２年目（２０１５）開催数 3 回 ２１０名 （５８０泊）（経済効果
4,500,000 円） 
３年目（２０１６）開催数６回 ４０２名（１１７１泊）（経済効果
6,600,000 円） 
４年目（２０１７）開催数８回 ４８３名（１３１９泊）（経済効果
10,000,000 円） 

 
Aggregate number of participants · Economic effect due to 
annual balance 
 
1st year (2014) Number of holdings 60 people (120 nights) 
(economic effect 1,000,000 yen) 
2nd year (2015) Number of conference 3 times 210 people (580 
nights) (economic effect 4,500,000 yen) 
3rd year (2016) 6 times held 402 people (1171 nights) 
(economic effect 6,600,000 yen) 
4 th year (2017) 8 times held 483 (1319 nights) (economic 
effect 10 million yen) 



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 

青少年育成事業は将来への投資である。 
この音楽合宿事業もすぐには花の咲かない未来への種まきであった
が、人情溢れる留萌人の献身的な奉仕が、4 年目を迎えた本年一つの
形となった。 
それは、合宿で留萌に訪れた生徒の留萌市内企業への就職内定という
大きな果実である。 
これは、本事業の小さな成果であり、大きな収穫であった。人口減少
問題への歯止め、それが地方創生の本当の事業であるのならば、今後
もその可能性への挑戦を諦めない。 
 

 
The youth development project is an investment for the future. 
This music training camp was also a seed for the future that 
flowers would not bloom soon, but devoted service by Rumoi 
who is filled with humanity became one form this year that 
celebrated the fourth year. It is a big fruit of job hunting for 
Rumoi companies in Rumoi who came to Rumoi camp. This was 
a small outcome of this project, a big harvest. If we stop the 
population decline problem, if it is the real business of regional 
creation, we will not give up the challenge to that possibility in 
future. 

   

④ LOM への影響 
 

Impact on Local Organization 
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。 

 How did the Local Organization benefit from running this 
project? ※200 単語まで 

①様々な職能を持つ会員の特性を生かして構築されたことによりま
す。建設業、教育関係者、飲食店、経営者、保険会社、宗教者、印
刷、運輸など様々な視点が生徒の移食住に関わることで、それぞれの
得意分野の能力がまちの発展にいかされることに気が付き、自信を持
って質の高い運動が発信されたと確信します。 
 
②生徒と実際に触れ合う中で、未来の地域を担う人材育成をしる我々
JC の存在意義を原体験することが出来ました。 
 
③街づくりの本質と向き合い、政策立案実行団体としての向上にな
り、LOM の看板事業として胸を張って多くの方々に発信することで、
留萌青年会議所の会員である誇りを醸成しております。 
 
④日本青年会議所の政策コンテストでグランプリ（内閣府特命担当大
臣大賞）を受賞したことは、LOM の活動の発展に繋がりました。 
 
⑤日本初の地方創生先行事例として北海道知事より表彰され、事業拡
大の一助になりました。 

 ① It is based on being built with the characteristics of members 
with various functions. I am convinced that efficient and high-
quality exercise was delivered by various aspects such as 
construction industry, education officials, restaurants, 
managers, insurance companies, religions, religions, printing, 
transportation, etc., related to students' migration living . 
 
② As we actually touched the students, we were able to 
experience the significance of the existence of JC who train 
human resources who will be responsible for future areas. 
 
③ It fosters pride that is a member of the Rumoi Youth 
Conference Center by opposing the essence of town 
development, improving as a policy planning execution 
organization, breaking as LOM signboard business and 
disseminating it to many people I will. 
 
④ Awarded the Grand Prix (Cabinet Office Minister of Special 
Priority Minister's Grand Prize) at the policy contest of the Japan 
Youth Conference Center has led to the development of LOM's 
activities. 
 
⑤ Awarded by Governor of Hokkaido as Japan's first regional 
creation precedent case, it helped to expand the business. 
 

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 

 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 

本事業は、延べ人数で１，１５５人の学生に人間力を養っていただき 

がら、明るい豊かな社会を作り出す人材育成をしています。「音楽」と

いう世界共通の言語となり協力してくれる市民の心へと伝わります。

LOM のメンバーは、市民を牽引しながら、リーダーシップを学びなが

ら、学生たちの変化を目の当たりに、自分自身の変化の機会を作りだす。 

 

 In this project, 1,155 students with a total number of students 
can cultivate human power 
We are training human resources to create a bright and rich 
society. It will be transmitted to the hearts of citizens who will 
cooperate as a world-wide language called "music". Members of 
the LOM learn leadership while driving the citizens, while 
witnessing the changes of the students, create opportunities for 
their own change. 

   

⑤ プログラムの長期的な影響 
 

Long-term Impact of the program 
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。 

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

①経済に新たな需要を生み出す 
14,241 団体 437,880 名を有する吹奏楽という分野で新たな需要を

生む 
 
②交流人口を目的として始めた事業でしたが、参加してくれた地域外
の学生が、留萌市民の子供に対する温かさに感動して、留萌市内企業
に１名、公務員に１名の就職を決め、定住人口へと繋がった。そし
て、その卒業生が、本合宿事業の協力者になりました。今後も、その
人数を増やしていく。 
 
③留萌市との協力により、音楽文化専門の「地域おこし協力隊」とい
うサポーターが生まれ現在、音楽合宿事業に感動した元尚美学園音楽
大学講師の安西裕司氏が留萌市に着任し日本初の音楽分野の地域おこ
し協力隊が誕生した。今後もより高度な教育の場を提供する。 
 
 

 
① Create new demand for the economy 
14,241 organizations 437,880 people have new demand in the 
field of brass band music 
 
② Although it was a project started for the purpose of the 
exchange population, students outside the area who 
participated were impressed by the warmth of the Rumoi 
citizens' children, and one employee in Rumoi City and one 
employee in a public servant It decided, it led to settlement 
population. And the graduate became a cooperator of this 
training camp. We will continue to increase the number of 
people in the future. 
 
③ In cooperation with Rumoi City, a supporter called "Regional 
Ocean Cooperation Volunteer" specialized in music culture was 
born. Yuji Anzai, a former Naomi Gakuen music university 
lecturer who was moved by the music camp training project, 
was appointed to Rumoi City, Japan's first music field A regional 
cooperation force was born. We will provide more advanced 
educational places in the future. 

このプロジェクトの改善点・改善策を記述してください。 
 

What changes would you make to improve the results of 
this project? ※300 単語まで 



※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 
①音楽合宿を拡大することで、多くの若者に教育の場を提供できる 
 
②行政と連携することで、長期的、確実な活動が保証される 
 
③市民に主体者意識をもって街づくりに参加してもらう。 
 
④音楽という世界共通言語を使って、世界的な視野を広げる 

 ① By expanding music camps, it is possible to provide 
educational places to many young people 
 
② Cooperation with the administration guarantees long-term, 
reliable activities 
 
③ Have citizens participate in town planning with the 
awareness of the subject. 
 
④ Expand global vision by using world common language of 
music 

 

「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 

  



  

 

 

 


