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内容内容

１．2015年までの国際的な動き

２．第三回アジア太平洋CBR会議、日本で開催

2015年９月1日 3日 東京2015年９月1日～3日、東京

３．CBRの好事例収集活動



2015年はどんな年でしょう？2015年はどんな年でしょう？
国際的な動きから

☆世界の防災の枠組みが変わる！

3月、仙台防災枠組み採択。障害者の参加とインクルー
ジ ンが組み込まれたジョンが組み込まれた。

☆世界の開発の枠組みが変わる！（国連総会で採択予定☆世界の開発の枠組みが変わる！（国連総会で採択予定、
9月）

ミレニアム開発目標（MDGｓ）から

持続可能な開発目標（SDGｓ）へ。

目的は貧困削減。

コンセプトは「誰も取り残さない。」

No one left behind.



ポスト２０１５へのロードマップ

環境 開発環境 開発

ミレニアム開発目標（MDGs）
貧困削減、保健・教育など。

障害は表現されず。

気候変動、地球資源
災害リスク削減

統合報告書

１７のゴールの中に障害の記述

ASEAN
経済統合

国連持続可能な開発目
COP21気候変動枠組 仙台防災枠組み

標（SDGｓ）採択、9月
COP21気候変動枠組
み条約締約国会議

仙台防災枠組み
2015‐2030



新たな持続 能な開発 標新たな持続可能な開発目標（SDGｓ）

「誰も取り残さない （ ）「誰も取り残さない。」 （No one left behind.）

３つの柱

・インクルーシブネスインクル シブネ

•強靱なコミュニティ•強靱なコミュニティ

持続可能な開発•持続可能な開発



会議開催 れま と成果CBR会議開催のこれまでと成果

•2009 第一回アジア太平洋CBR会議、バンコク

→CBRアジア太平洋ネットワーク設立 日本で→CBRアジア太平洋ネットワ ク設立、日本で

は障害分野NGO連絡会（JANNET)が加盟

2010 CBRガイドライン発表（WHO ILO UNESCO他）•2010 CBRガイドライン発表（WHO,ILO、UNESCO他）

・2010 アジア太平洋CBR大会、クアラルンプール

•2011 第二回アジア太平洋CBR会議、マニラ

•2012 第一回CBR世界会議、アグラ

・2015 第三回アジア太平洋CBR会議、東京



第 ジ 太 洋 会議第三回アジア太平洋CBR会議

9月1日 3日 東京新宿京王プラザホテル9月1日～3日、東京新宿京王プラザホテル
参加者：約600人（うち海外から約200人）

テーマ「コミュニティベースのインクルーシブ開発(CBID）を通して
の貧困削減と持続可能は開発目標（SDGｓ）」の貧困削減と持続可能は開発目標（SDGｓ）」

サブテーマ １日目 インクルーシブネス
２日目 強靭なコミュニティ
３日目 持続的協調

ねらい アジア太平洋の視点 コミ ニティからの発信ねらい：アジア太平洋の視点、コミュニティからの発信
好事例の共有、交流

プログラム：５全体会・12分科会、意見交換会(9月2日）、プ グラム：５全体会 12分科会、意見交換会(9月2日）、
ポスターセッション、展示



分科会のサブトピック

日本語 英語

i bili d i S i• 障害と高齢化社会

• 障害ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ

• 障壁のない環境

• Disability and Ageing Society
• Disability Inclusive Business
• Non Handicapping Environment

障壁のない環境

• 多様な障害（精神障害、発達障害等）

• ｼﾞｪﾝﾀﾞｰとｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞﾈｽ

• Emerging Groups

• Gender and Inclusiveness
• 支援機器

• ｺﾐｭﾆﾃｨの資源を動かす

• 都市と農村の貧困

• Assistive Technologies
• Community Resources Mobilization
• Urban and Rural Poverty• 都市と農村の貧困

• つながりと災害のリスク削減

• 自助グループと障害当事者団体

• Connectivity and Disaster Risk 
Reduction

• SHGs and DPOs
E l Id ifi i d l• 早期発見・早期療育

• 官民連携

• Early Identification and early 
intervention

• Public‐Private Partnership



意 交換会(意見交換会(9月2日17:30-20:00）

• 地域課題別に10のグループに10人づつ分かれてワーク

ショップ形式で行います。

地域課題とは少子高齢化、貧困、社会的孤立、急激な都
市化等。

• 国内10事例実践者・執筆者に入っていただき、海外の実践
者との意見交換を行います。

• 共通テーマ：課題解決への取り組みについて、①障壁、②
成功要因、③持続性を出し合っていただきます。

グル プごとの成果は共有できるようにします• グループごとの成果は共有できるようにします。

• 参加申し込みは初日(9月1日）に行います。内容はHPやフェ
イスブックで事前にお知らせします。イスブックで事前にお知らせします。



好事例 発表CBID好事例の発表

第三回アジア太平洋CBR会議では日本を含むアジア太平洋
でのCBRC/CBIDの事例を共有し、コミュニティの声を届けま
すす！

ジ 太 洋地域 事例 ボジ ピ ド ネアジア太平洋地域の事例：カンボジア、フィリピン、インド、ネ
パール、中央アジア、太平洋。

日本国内の事例：10の実践（詳細は一覧表をご参照）

2014年度日本財団のご助成により2014年度日本財団のご助成により

事例集作成中。



本 事例 覧日本のCBID事例一覧
名称・設立年 場所・人口 地域の課題 活動 特徴 対象者

ハックの家

法人

岩手県田野畑村、

人 人

東北震災後の復興、

居場所づくり

働くことの支援、カフェ、裂

き織り 居場所作り等

災害と開かれた土壌の再

発見 ミ テ 開発

子どもから高齢者まで

ＮＰＯ法人2004 人口3,500人 居場所づくり き織り、居場所作り等 発見、コミュニティ開発

（社福）こころん、

ＮＰＯ法人2002
福島県泉崎村、

人口15万人

農業地帯、高齢による

後継者不足、就労、食

育

働くこと・生活支援、カフェ・

直売場運営、

ビジネスパートナー、対等

性

精神障害者、発達障害

者、知的障害者

ＪＨＣ板橋サンマリー

ナ、

1992

東京都板橋区、

人口542,544人
インクルーシブな地域

社会作り

自助グループ、リーダー養

成、自助･互助、居場所作

り

自助、国際指針、パート

ナーシップ

精神障害者、知的障害

者、発達障害者

（一社）草の根ささえ

あいプロジェクト、

名古屋市、人口

227万人

社会的孤立 調査、研究会、相談事業

他

インフォーマルサービス、

アウトリーチ、ネットワーク

発達障害者、知的障害

者、生活困窮者

2011 の拡大

のわみ相談所、1998 一宮市一帯、60
万人

ホームレスなどの困

窮者、就労困難

シェルター、相談、学集会、

共同墓地

貧困と学習 様々な障害者、困窮者、

ホームレス、ＤＶ被害者

等

（社福）麦の郷 和歌山市、人口 困っている人をほって 自主療育の立ち上げ、作 地域の困りごと、多角的展 精神障害者を含む困り

1977 368,780人 おかない社会作り 業所、27の事業所 開 ごとのある人たち

チームチャッカ、2010 東近江市、人口

12万人

経済的困窮・社会的

孤立、放置農林

障害者などによるコミュニ

ティビジネス（薪割り、着火

剤）

出会い、企業ネットワーク、

人脈の発展

精神障害者、知的障害

者、発達障害者

（社副）むそう、半田、 愛知県半田市、 生まれた土地で誰で 地域での10の包括的支援 重度障害者のノーマライゼ 知的障害者、発達障害（社副） そう、半 、

1999
愛 県半 市、

人口12万人

誰

も一生暮らせる地域

の仕組みづくり

域 括 支援

の実践

度障害者 ラ

イション、包括的アプロー

チ

障害者、発 障害

者。高齢者、子ども、身

体障害者、家族

（社副）むそう、東京、

2013
東京都23区対象 医療依存度の高い子

どものケア

居住支援、日中活動、社

会参加、医療、権利擁護

スペシャルニーズ、多職種

連携

子ども、身体障害者、

知的障害者、発達障害

者者

ＮＰＯ法人いけま福祉

支援センター、2004
沖縄県池間島、

人口672人
コミュニティの再生 民泊事業、島の資源の事

業化

高齢化へのチャレンジと島

の活性化

高齢者

上野悦子（ふわりんくるーじょん、2015、1,17）



第三回アジア太平洋会議で第三回アジア太平洋会議で
期待される成果

以下のことが見込まれる。

☆CBIDへの理解促進。☆ 解促進。

☆CBRの実践からの学び合い。

☆コミュニティへの意識を高めあう。防災、開発、権利、すべ☆コミュ ティ の意識を高めあう。防災、開発、権利、す
てがコミュニティで実践されることへの理解促進。

☆障害と開発の国際協力のあり方への示唆。

☆海外と国内との交流の促進と担い手の発掘。

☆国内の少子高齢化、障害のある人のエンパワメントへの
取り組 影響取り組みへの影響。



CBR会議では、アジア太平洋地域と国内の実践者を含CBR会議では、アジア太平洋地域と国内の実践者を含
む多様な人々との出会いと交流の場を提供します！

皆様の参加をお待ちします！

すべてのセッションに日英同時通訳、英語文字通訳
(Captioning）が付きます。(Captioning）が付きます。
日本手話通訳、要約筆記、点字資料を用意します。
（国際手話通訳は希望者がいれば検討します。）（国際手話通訳は希望者が れば検討します。）

オンライン参加登録受付中オンライン参加登録受付中
http://www.apcbr2015.jp/


