最優秀 LOM 持続可能な開発目標プロジェクト
Best Local Global Goals Project

LOM 名

申請担当者名

公益社団法人東京青年会議所江戸川区委員会

越野友博

基本情報

Basic Information

事業名

Name

認知症から学ぶ人のつながりプロジェクト

Project: A Connection for People Experienced Dementia

目的

Purpose

江戸川区内の小学校・中学校に認知症サポーター養成講座を学校教育
として取り入れるよう推進すること

To promote the adoption of dementia supporters training as a
school education program in all elementary and middle schools
in Edogawa Ward.

開始日※日付で記載

Start date

2018/7/7

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

2018/7/7

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

江戸川区内教育機関関係者、小学生、中学生

People from education institutions, elementary and middle
school students in Edogawa Ward.

SDGs の該当項目
該当項目を１つのみ選択

Sd goal

⑩人や国の不平等をなくそう

To eliminate unfairness among people and countries

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

③平和・繁栄・持続可能性

Peace, prosperity and sustainability

概要

Overview

認知症サポーター養成講座のサポーターとは、認知症を正しく理解
し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者を指し、自分のできる範
囲で活動を行う。例えば、友人や家族にその知識を伝える、認知症に
なった人や家族の気持ちを理解するよう努める、隣人あるいは商店・
交通機関等、地域で働く人として可能な範囲で手助けをする、など活
動内容は人それぞれである。学校教育に認知症サポーター養成講座導
入を推進することで、区内のサポーター数増加に寄与する。認知症の
方や困っている人に声がけを出来る社会は、共育・共生の街を推進し
ている江戸川区においても将来の地域像としてそれらを担保できる社
会となっていく。認知症からくる症状の多くは、適切な理解と対応で
やわらぎ、消えることがあり、認知症の理解を若い世代から深めてい
く事で、人の痛みが分かり、人の繋がりを大切にする心が育ち、江戸
川区は日本一住みやすい地域となっていく。

A person that underwent dementia supporters training program
should know well about dementia, willing to offer help to families
suffering from the sickness in their time of need with their best
efforts. They can education people around them, make efforts to
understand how patients and their family feel, be good
neighbors, compassionate shop owners, or helpful station staff.
By promoting and adopting dementia supporter training program
into school education, it makes contributions to inspire more
people to become supporters/volunteers in the ward. A society
where people are willing to offer help to those in trouble is a
place that achieves coexistence which Edogawa Ward holds as
its prospective image. Many symptoms that come from dementia
can be treated with understanding and proper support from
people around so that can be eased and eventually gone.
Therefore it is important for the younger generation to
understand people’s pain and be compassionate so that
Edogawa Ward can become the number one place to live in
Japan.

①

Objectives, Planning, Finance and Execution

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。

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

IMPACT
国際的な課題となっている認知症を理解するという内容を学校教育に
取り入れるよう推進する本事業は行政、教育機関に大きな影響を与え
た。
MOTIVATE
認知症サポーター養成講座を学校教育委取り入れることを推進する本
事業は人に対する偏見をなくす社会構築の土台を築くものであり、明
るい豊かな社会創造の促進を図る事業であった。
INVEST
江戸川区内の多数企業からの協賛を頂戴することにより、事業への理
解の拡散と予算面について両方に効果をもたらすことが出来た。
COLLABORATE
多数の関係団体の協力、参画からなる本事業であった。参加者の誰も
が当事者意識をもって参画する本事業は素晴らしい一体感を担うこと
が出来た。
CONNECT
本事業を通して JC を介することによってお互い関係性のなかった団
体・人の繋がりが新たに生まれた。JC が地域の一体感を高める担いが
出来たと言える。

IMPACT
This project that promotes understanding of dementia, which is
already an international issue, by trying to incorporate
supporters training program into school program made a huge
impact on administration and education organizations.
MOTIVATE
This project that promotes the idea of incorporating dementia
supporters training program into school committees has built a
solid foundation for the community that eliminates prejudices
against people and pushes for a better society.
INVEST
By being able to acquire sponsorships from many companies in
Edogawa Ward, we were able to achieve the result within our
budget limit and were able to make this project widely accepted.
It was a project realized by the participation and cooperation of
the many groups involved.
COLLABORATE
It was a project that was made possible by the many groups
that joined forces. Every participant was able to bear
responsibilities as a related party.
CONNECT
Brand new connections were made between people and groups
that had no prior mutuality through JC. It is hence clear that JC
plays a big roll in uniting the region.

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

予算通りのプロジェクト実行を行った。

Carried out the program according to the budget set.

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

室事業費繰入収入 200,000 円
協賛金収入 400,000 円
会場費・会場設営費 140,000 円
食事代 43,000 円
諸謝金 70,000 円
報告書作成費 65,000 円
印刷代 260,000 円

Transfer received for business cost: ¥200,000(?)
Sponsorship: ¥400,000
Venue cost: ¥140,000
Meal expenses: ¥43,000
Token of appreciation: ¥70,000
Reports: ¥65,000
printing cost: ¥260,000

区内企業の協賛を募り、協賛企業については事業当日参加者が着る T
シャツに企業一覧を記載した。

Please refer to the prints on the t-shirts our participants wear on
the actual day for the names and details of our sponsors.

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

ミッション
認知症サポーター養成講座の必要性を参加した小学生・中学生に伝え
ることが出来た。参加した児童からは事業後に、いざという時声をか
けられるように活かしたい、地域の人と挨拶やコミュニケーションを
とりたいと前向きな言葉届いた。このことから発展成長の機会を提供
することが出来たと言える。

MISSION
We were able to convey the importance to participate in the
dementia supporters training program and were able to receive
positive feedbacks from children who took part in the program
that they are willing to reach out to people in their time of need
as well as interacting and communicating with people around
them. It is adequate to say that this provides communities with
opportunities to develop and prosper..

ヴィジョン
参加者から届いた地域住民との繋がりを大切にしたい、認知症患者か
らという偏見を持っていた自分が恥ずかしいという言葉は今後の能動
的な明るい豊かな社会への行動を促した結果によるものである。

②

メンバーの参加

VISION
Comments from participants like “My community means a lot to
me.” or from dementia patience like “I shouldn’t feel ashamed
about myself.” are the result that encourages actions leading to
a better society in the future.

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

30 名

30 people

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

0.05%

0.05%

このプログラムにおいて、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

企画・立案・当日運営・各種団体との連携

General planner, project planner, Operator, Coordinator

③

Community Impact

地域社会への影響

このプロジェクト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 project? ※200 単語まで

事業報告と後日アンケートを区内小学校・中学校に配布した。

Post-project Survey forms distributed in all elementary and
middle schools in Edogawa ward.

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

江戸川区内小学校 71 校中 51 校、中学校 33 校中 28 校から回答いた
だいた。認知症の問題を勉強したり考えることは大切と答えた小学校
は 72％、中学校が 85％であった。学校教育に認知症サポーター養成
講座などを取り入れることは必要だと答えた小学校は 70％、中学校は
79％であった。この結果、区内の小学校・中学校共に認知症サポータ
ー養成講座の重要性、必要性を発信、推進が図れた。

Managed to receive replies from 51 out of 71 elementary schools
and 28 out of 33 middle schools in Edogawa Ward. 72% of
elementary schools and 85% of middle schools agreed that it is
important to learn about dementia. Also, the percentage of
people agreeing with the necessity to incorporate dementia
supporters training program into school program is 70% for
elementary schools and 79% for middle schools. As a result, we
were able to bring awareness and promote dementia supporters
training program in Edogawa ward.

④

Link with UN Agencies or Partnerships

国連機関または協力者との関連

このプログラムに参加したまたは協力した国連関係機関をリストアッ
プしてください。その関係性も記述してください。 (なければ N/A
と記載)

List any UN Agencies that participated in any way. Describe
their involvement. (write N/A if note) ※150 単語まで

N/A

その他、このプログラムに参加したパートナー（関係者）をリストア
ップしてください。 (なければ N/A と記載)

List any other partners that participated in this program.
(write N/A if none) ※100 単語まで

東京都
江戸川区
江戸川区教育委員会
社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会
公益財団法人えどがわボランティアセンター

Tokyo City
Edogawa Ward
Edogawa Ward Board of Education
Social Welfare Corporation, Edogawa Ward Council of Social
Welfare
Public Interest Incorporated Foundation Edogawa Volunteer
Center

パートナーは、どのようにこのプロジェクトに参加することになりま
したか？

How were partners engaged to participate in the program?
※250 単語まで

実行委員会からの参画、当日運営、事業参加者として

Executive committee, operation and project participants

。

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

推進協議会主導で毎年江戸川区内で継続的に認知症 SOS 声掛けネット
ワーク摸擬訓練や認知症の研修会、イベントを行っていく。また、今
後江戸川区内の小学校・中学校に認知症サポーター養成講座を学校教
育として導入し、認知症サポーター養成講座（オレンジリング）の人
数が 23 区内最下位から 1 位になる。このような継続的な取組が根付い
た江戸川区で育った子供たちは、高齢者を支える温かい地域を肌で感
じてことができ、大人になっても当たり前のように人に優しい人材と
なる。こうして培われた人間愛と地域愛を持つ子どもたちが形成する
次世代の江戸川区は明るい豊かな社会となっていく。

To conduct events, workshops and simulated trainings for SOS
Network under the directions of Edogawa Ward promotion
council every year. Also, by introducing Dementia Supporters
Training Program to all elementary and middle schools in
Edogawa Ward as part of the school program, we aim to
rebound to be the top in Tokyo 23 wards from the last place by
obtaining the most number of people taking the program.
Children from Edogawa Ward will be able to witness the warm
support to the elderly and will eventually grow up to carry on
with the torch and be compassionate to other people. Only by
achieving this, can Edogawa Ward become a place where
compassion for people can be passed on to the next generation
as a legacy.

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

本事業は関係団体を大いに巻き込むことが出来た事業であった。その
結果、計画時の動員数を大きく上回る事業となった。実行委員会を複
数回開催し、その都度 JC メンバー2 に対し 8 の関係団体の方が参加
し、参画者意識も大変強いものであったが、それ故に JC 主催の事業で
ある印象が薄まってしまった部分がある。移管を見据えた事業構築が
JC の本分ではあるが、初年開催の本事業では JC の存在をもっと前面
に押し出した事業構築が出来たのではないかと認識している。

This project was made possible by having a large number of
groups involved. As a result, there were many more participants
than expected even during planning stage. Several executive
committees meetings were held but each time there were only 2
of JC members versus 8 from other associated groups. On a
good note, it shows a good sense of involvement but at the
same time it somehow diminished the image that this program
is actually being organized by JC.
Although it is JC’s duty to watch closely the deputation process,
we come to realize that it wasn’t successful in emphasizing the
existence of JC in the project as a first run.

「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
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