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会場風景

講師の皆さん

(左からピーター・コーノレリッジさん、小梶猛さん、山口美知子さん、野々村光子さん)

松井亮輔・日本障害者リハビリテーション協会

副会長による開会のあいさつ

午後の進行役をつとめた林かぐみさん(前方

中央)、尻無浜博幸さん(前方右)
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参加者同士で講演についての振り返り
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グループセッション グノいープごとに、話し合いで導かれた内容を発表

講師を交えた対詩集会
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はじめに

2012年四月 13日に問機した、 CおRセミナ」の結果を報告舎に交とめど長した。

今践の CBRセミナーでは、 CBRガイドラインのf生計j分野の執筆に関わられた、ピ-

11…・ごヨ}ルリッジさんをイ:f!ジスから総鰯として招待しました。

:コ…ノレ1)ッジさんはき見夜はフリーのリサーチャーとじて活躍されています。これま別立

アラブ絡協を撃での言慰霊祭活動や講演を行ってきて主した。

日本の講演者は、京近江市から、ノト梶怒さん、山口美知子さん、野々村光子さんをお迎

えしました。主主近紅子行は、 ilitむこ活躍した近江商人発祥:の地で、 f予言りずゐよし、闘い手よ

し、設問よしjを合言葉に、 l桟淡の人々に還元することを考えていた人たち旬、 CBRの

選考えに大変近いと考えられます。

セミナー後やでは、グループディスカッシ臼ン、ごコ…ノレジッジさんと東近江市の 3人と

の対話惑ととおして、閣を越えて共通することや取り総みの途いな参加者と確認しらうな

ど、意識のあるゼミナ}となりました。

なお、本セミナーは、 iをヨ<:9系民共済生活協興組合の助成を受けて開催されました。

ここに厚く御手Lrflし上げますの

ヱド報今:警が長きさまのお役に立てましたら ごさずいます。

公益財閥法人間
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- プログラム

{午轍]

1 0:00 -1 0:05 開会のあいさつ

10:05 -11:00 進行:高嶺農民、琉球大学教授

競演:ピーター舗コールリッジ払フリーリサーチャ…

11:05鵬 11:脂 質援恋答

参加者による擦り滋り

11:25 -11:30 休憩

11:30 -12:15 滋行:河野良氏、杏林大学滋教授、関本作業療法玄協会

議演:東近江市の地域作りと総減福祉の取り組み

く霊能演者>

小梶猛氏、学校法人司学館校長、

NPOしみゐふくしの家J¥B布、建築士

山口美知子氏、東近江市緑の分権抜高庫銀三駐車宇

野々村光子氏、鋤き・暮らし応援セント“お主治一"セント長

12:15・12:40 質疑応答および参加者による援り滋り

{午後】 午前中の積演者の皆さんとの対結集会

進行:称かぐみ氏、アジア保健研修所事務局長

尻無j英博義経氏、絵本大学准教授

13:45・14:00 午前中のグループ毎の発表

14:00・ 15:50 対話集会

15:50憎 16:00 をまとめ〈高嶺豊氏〉

閉会

~ 

0 
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+CBRセミナー

CBR vs三方よし

φ 進行説明

潟会 時間になりましたのでCBRセミナーを始めたいと潔い三をすむ本戸は日本障害広告f'1)ハげザテー

ション協会主催のこのセミナ…にお袋三主りいただきまして、議案にありがとうございます。この(潟民セ

ミナーは、とこ数年喜きから滅後レていまして、その様変、海外から務名な方をおおきし途上i滅寸才のお

~;111Ì:附くという会を絞けてまいり恋したのヌドおのタイトルは rCBR vs こん。いずれも算なれな

い設淡と，¥!!，われる方もいらっしゃるかもしれ攻守合ん。

とのやでC僚た襲警いたということがあるというか、どのくらいいらっしゃい設すか? かなり手が

挙がってらっしゃいます。ありがとうどざい渓ナ。 c!はもう一つ、三jjよし。とこれについて開いたこ

とがあるという方? ああ、ずいぶんいらっしゃい淡ナオλ あちがとうございました。それぞれどう

いうことなのか、これからス1:::".ーカーの僚機からゆっくりおき毒殺跨いていただければと緩います。

三主ず開会に先立ちまして、機会の挨拶を、私ども主催絞殺代表しまして、副会長め暑と外線議選よちさ

しゐげます。

。開会あいさつ

松井 どうあおはようござ?います。紛介がありましたが、日本総害者ヲハげリテ…ション協会副会

長の校三村れ率的制士、かつてi重要望労鋭機lJ.!t(I川アジア太平前進ゑ気畿弁寄付ンとコク) ~こ勤務し、

アジア太平洋地域におげる機業分翼手での CBR!こも携わったことがあ号ます。里見夜l土アジア太平泳控室害

ブオ‘品ラム (APDF)といって、アジア太平洋地域の約 40uつ襲撃後僚を系図体から構成される綴織がござい

三ますけれども、その事務長さ炎として、アジア太平洋際苦手すぎのぬ俸の終悲喜にNGOサイ戸》ミらかかかって

ということです。

今紛はげーター-コーノ'v明、yジさんきとお燃きして、 C己主分野の闘際的な絞り率三みがどうなっ砂ている

のかについて淡淡芸としていただきますo ;;J…ルリッジさんに伺うと、今総絞めて告本にみえたという

ことですが、コ…ルフッジさんの著警については、中関幽起子さんが釈されたものがございますので、

恐らく今お重量刻されておられるかなちのゴ対守護究家れているのではないかとえ立い潔すユそういう意味で、

今ヨコーノl〆リァジさんから民支援お誌が伺えるのは、キム義援としてをう大変光栄に成い次ナ。

そ才Lから今日は耳王子絞れのほうから 3名の方においでいだjといて、国内におりる池波づくりがどの

ようにすすめられてし、る!l)かぶっし、てお伺いできることそ犬繁うれしく思います。 a誌というのはさた

して主主上国だ、りのテーマではYなくて、地峨づくりという選i:1J;長では鈴本も、これからます家ず絞り連立ん

8 
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?いくべき課長認だろうと患いどとす〉

ご承知のように関連の需主主善寺誉総efl]条約の中マも、総i際協力、終iとrt.ぞもインタ/レーシヅ言語ヲきについ

て言及されJておりますし、決然告 fj0)1望遠総会iζ合わせて、 i療zt手と誇喜多喜;こ認するt校wサミットという

のが行われることになってい設す。これはとれまで間連が滋めて:-ts 1:こ隠発ヨ議妻、ミレエ二アム・ダベロ

ップメントゴーノレ〈榔設に織害が含まれていなかったん?十けれども、接客機苦どきちんと、その中lこ

絞殺づけるということが笈燈されているわけです。っ一之江とれまで障言撃の問績は)jIJ級に綴ってきた

ととが、江主j或の開発のrtにきちんと{立総づけるということです。 CBI色、つり障害と再開殺というとと

が、これからの火きな、アーマになるふ添われますべの?、そういう意思まであとのセミナーが、銀協:に右

3ま言語な機会になみように願っており、ます。最後までご参加くだ怠るよう、よろしくお綴いします。

7 
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伝統的価健体系と樟醤と生計に対する

地域に根ざした取り組み
ピーター・コールリッジ

〈フリーリサーチャー)

それでは早速、午前ゅのプログラムiこ入りま長十。お一人のjJと、ぞれから三人の方をグルー

ブでお総合しております。法ずお…人訟のま主演者、目、…タ…・コーノレヲッジさんの紛介と、とのセッ

ションの議選行会琉球大学教授の語義者数殺さんにお願いいたし決す。

高嶺 機dん、おはようございます。内織とゆします。ピ…タ…おんの紹介が、惨さんのお鈴ちの社冊

子の 25ページ〈ヌド孝義務務65ページ)にあり渓すので、そちらをど型転いただじればよろしいと淑Lい次れ

際容とr，喜多量分担予てア務4Vt方であるということは、皆さんご存じであると思いますし、それから燦々

と々込}援物も泌されており仇ヌ。

仁iゴ主友j議i成のヨノレダン、パレスチナ、レバノン、ぞれから南アジアのインドとか、そういう池i淡の気

葬送、絡に障害と開発問是主役務多記されて笑践されて会ている三きで、十。

災アジアのほうは、正ちまち米られたことがないというととですが、今回、問2本ドiにと議※毛て

大君変若うれれJしく総つてお号まγqぞれマあまり災くなるとなんですので、早速どい内タ…冬λAと談話需をお

願いしたいと緩い?とす。よろしくお願いし設す。

ピ…タ]・コ}ノレロッジ氏講演

「静丹後とは、社会共通の利畿のために関係が強化会れていくなかで進んでいくものである。J1 

はむめに

東京で開催されるとのセミナーに綴符され総需主する機会を与えられたこと会光栄に忠弘縫い綴旅

立〉反対側から人投手羽くというとことはすなわも大会な駁終告と持たせることである。そのような綴待合還を

じたととに恐縮するとともに火後名誉に思う。

除後手会部?に$:H1る私の取り似みは、 4叙こや近束、アツガエススタン、インド、 2えてFアアリカ南部など、

1 Malcom MacLachlan， Stuart C出マ~ Eilish McAuIi並e(2010): 1'heAid 'f}台'ngle.Reeogni7Jng the 
Humanよiynamicsof Dominanc吟justiceand idθ!11白.むとおedBooks.

8 
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すべて泳上自主における章受毒素である。十分に発途した議選手法治tlEまのみる允進諮問の拘禁容分野で主仁被きどした

経議案紋2添い。しかし、税が話そうとしているととは、先進圏、送金よ滋の双方に関連していると滋九

幸子為 (J)絞教は 304可決ーともさかのぼるが、その閥、考え方、政策、~銭において太きな変化があった。

こと 10年前後、総は燈警と殺計に:終点を当ててお号、お10然発行の腕10の fCB立ガイドラインjの「生

計j の章のごh軌を表彰であった。そとで、正予闘はインクノレ…シブ言語発との関i監で生討について話すこと

にする。

国連際審務犠利条約

過労 30位向、襲撃機の状況を苦言3愛してし、ると、関i進障害者宇転手首灸毛主〈穫さflj条約)が陣後lと支守する考

え方とI訟ち綴みにおける基本的なパラダイム・シブトとして!然史っーている。際事銭安i主怒妻子、装疑576的治

療、 lkび社会的保淡の f対委員j とvてではなしかしろ、本都立さと有し、その機示lをさ綴じと滋らの人

会長について決断を・することができる f主体iとして見なされる。権利条約i土、障答者惑と隊後者自殺に

変化をもたらすぎ主体であると兇iなし、インタfい吋シヅ、な令士会合構慈しているのでるお。

権利条約について育委したいことがニぶある。一点際、総務;条約は綴襲警な功績マはあるが、その彩ずま

だけで線三専各の生活令交えることはない。人は機不JJと法律ではさ主ぎていけない、つまり、人は滋会が

制制匂るをお撃によって被告主主していくのではないえ三宅金主戦略と漁船2夜、実でふふ機華社条絢i立、政策及

び3庫県議栓過して緩行されなければたらないー漆の緩ま罪であるc

二ぷ宮、インクル)シブな校長きという綴;創立新しいものではない。今緩め言葉演のさ:襲警な点は、 岡本

な合ù'多くの淡の必毒患吉<)11制限や~系に注意事~rぬりることで<!bQo これらの凶々では公ぷ守インクノレ〕シ

ヅな人道的校長きが伝毒空会合fdlif総体系の最もな要素となっているG 意よは今日の講演で、伝統的総総体

系と緩和条約、:ljfJJ或iζ校ざしたジハピリテ…ション (C日設)とコミ品ぷティにおIt0インクノいーシヅ言語

発 (CBI粉、モれぞれの閣の関係を蛾考察しようと感心工業化の巡んだ社会ではとれら¢伝統的側総体

系色火滋く見失ってしま主っている。そして、孝義務j糸約、 CB託、 CBInというヌつのツール治宝、準えたらの

人潟機!，::欠くことので念ない定予誌の深速な頑強食ねたちのやに惨びたこしてくれる。

縦揺日条約め互主たる推進カとなっているのは議事後者自身の行動である。キ露軍守護霊童書としての隙ミ害者のtた

と粘り強制;tj役界各:ltちで一般市民の意識に多大な露五絞殺及ぼしたの古家謀議が極めて事事しく変化したの

は、経iと委主タ己t総務簡のりハピヲテーションの過程においてであ号、とれらの国ではCBRは障害与:1l!-i::.絞

動する上で改造も宥力な戦闘替となった。

CBRとCBID

草寺え立子会主変化すらに“つれて、 C減自体も自らの進{むを経てぢtco 80年1-'(;191綴の当初は長院にリハピヲ

2 CornieJj，正当 H&Bogop，却 e-Zulu，H The必l1plementatIOl1ofPoli，αおinαJmmunityBas.θd 
長訟>habilitation(CBR) in Hartley et al. C13R Polir::y Development制dlmplem倒的tj，問 UEA，~宮崎
date， but post 2006) 

合
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テーションに焦点差をさ設でていたが、今日でははるかに大きな枠組みのなかで特えられている。すなわ

ちCBRは、障害者(J)IP苓主主いよごいズに対応する、多分野にわたる町釧害であ号、役会参加とインクノレ}ジ

羽ンを議官ヨ起にし、隣等弁智の!守三j湯の債を向上させるものだあるの王丸夜、 Cs設はまず、緩和j、食凶削減、

IAびインクルージョンの災磁fおな隠さきとしている。

予ハザ!Jテ…ションからインクル…ジ釘ンへというこの然二本会合ft~愛車が、コミュニティにおけるイ

ンクルーシヅ静目安芸 (CBID)という概;おそi締役み似した。コミュニティにおけるインクルーシブ機発とは、

建設的な相互交祭器署名案を事実す言い方である。殺害i会会よく見てb、ただけば、お3長の伝統的錨{産体主将の付，

心をなすところの室主翼賛会号な粉1.L支援関係によって絞じさ¥flぎを意味しているのかよく言義務されている。

f会普iゴとは何合主主味するか@

重重しい闘では経済活動からのダ韓設はおそらく障害者遣を引の後大の綴曲であろう。隊機絞め緩熔療は

i設しそのため一般約に奔降芸評議よりも章者しい。

就労.Ji室用;玄人としてのアイデンデイチイど綴Bイメージにとって緩めてき重要な部分を占める。ね

たちは誰もが資欲したい、変化をもたらしたいどいう本債的な機撃を持っている合また、このように

して家族や社会から鮮側与れるのである会

どは単に履舟またはi段入会主家事長するのではftいo 十とは、どうにか生舎でいくためだけでは

なく、後閣と九古を持つ入問どして泌総するために、自分級殺の主主主号を組み立てるff総でちある。

主主凶l土j談話寺よ今後是正だけで測定でiきるのだろうか。主主障とは闘に収入が欠如していることではないー

すなわち霊室長銭どは入院として成長していくための議本的な自由2::機会令復活されているこ土-C;t，00 

貧困撲滅注文j能燃をと;経大阪に伸ばす機会がや宇ペでのJ市民に単線iとある公立な社会を構築するこ

とにより可能である。

1禁:界各地で忠実践されている CBRには、歴史的、文化的、議選済約、地理的及びその他多くの喜善尽によ

って点淡ざまな方法がみるが、会長j滋しているよa械培、 Cll設はまド警察な機会を意IJり燃すための災警告約毅路

であるというととである。中には、 CBRが伝統的価後体系と日酸い給びつきを示している闘もあるG

ジンパブこにわ*'ブアの例の考察

オファは司王いすの利照若手でジンパブ、と乏のヅラワ引の市援で采4妨害:言語っている。大は彼女の障害写会主派

閥で彼女のもとを去ったし、おうまお身の子どもはいえtい。しかし、経が学校にi滋うのな緩主主している。

3 CornIei}ι'，H&ゐ >gopane必 Jlu，H. The Implementatiol1 of Policie，;; in白 'll1munityBa，;;ed 
Rehabilitation (CBR) in Hartley et al. CBR Policy lJevelopment and ImpI.ヲ'I11en初白加UEA， (no 
date， but post 2006) 
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2012ギ!JtCBRぞ ξア… CBHvs=;すとよ， L

彼þ;fまíflJ5宣言安から果物会総入し、 ~IEl f;::ー毒事ずつ淡いすの膝に載廿て意義ぶo jj 1授は察当初約レマあ

る。

彼女は、地元の隊苦手若手灘体、教会のグノレーブ、)¥'I'警グ、/シーブ、 2えぴ町内会など、地域O)j議々なグル

恥-7'1ζ所属している。

オファのことで王立ず驚くのは、その主義司主なま肇子である。いつも笑顔で、前災舎、本土炎的である。不

満は全くないの例るい、楽観的えと紛争rで人生をi去っているc

設ミiこ護憲くのは、彼女のパナて?の経設は$:場の|燃のり手より二倍も長率いととである。とればどうい

うこと会見

燃えは→ウブントウjである。「ウブントウj とは夜アフリカマfflいられている綴念<:、アフリカ

有約のほかのご議で;玄関じ奪還念会l]j1Jの呼ぴ;かで使われている。

著名な繭アツ!Jカの指導者であるうグズモンド・ツツfたは、 fウブント!7J '.dたのように説明してい

る。

「ウブントゥさとj寄っ人i土、寛大で絞殺の役i之江ち、他者宅守燃し、俗芸子が有難民

で立派だからといって、脅威を感じるなとはなしL すなわら、その人物には当分

がより偉大な1設弊の一員であるという詩意識に由来する量警告むな自僚がある。

他者が紙、言とかいたり、傷つけられると、自分も傷つけられたように感じる。J

「もし他人主主務つけば、私も惨っく。J~孟たちはより大会 t.:↑北界の~1i主である。総支こちは単なる{隣

人ではない。以たちは共通の人関般の一俄であるD ぶ?とらすペーての聞にはつながりがあるq

fふたらを人間たらしめるのは係か。私が人間であるのは、 fょが{可かわーまsになっているからである。

参加しているからである。分かち合っているからである。つまり、 f総会まあるのはあなたがいるから

勺あるん私主主窓事をするのは、平~fま私の関与の人 jさの関係から、1f;d fと怒以外の人々との関係から生

まれる人間である、というこどである。

しかし、工業窓イl::J.Jlj食むにつれて総?とちはとの理想を玉三ず設す至急失い、自分自身な…人'人の鱈人と

考えるようになってきた。

オツァはパナナを隣人より隠し吋面絡で販売しているが、これはジンパヅょたでは今でもウブント?の

原則が機能しているからである。彼女には災t義務。コネットワークがあっ亡、これらの人々は、駄に彼

女の災援ネットワータめ…主主であるという綴閥、守、主主女の売るパナナに喜んでお金受多く炎ふってい

るの

ウブントゥ泳三とたでち老若の業者の医者、丈、整基金設している。 オヅァが自分の富喜?去を震まれて果物を買いに鈎)

11 



2012 fj;ゴNCBR-t:;"プー… CBR附

予言号室めどとろへ行つでも、!殊のj古金三がそのあとの紛倒'a::siI，てくれる。市場の業者i士長年お互いに政Jt11き

っているむこれは、市場を主に緩今めで為るt:Ji乱Q玉県代めま基淡常務長i士、余く異なる「市場原王室j の

処方ある。

ヌ?ブプは緩う。「事u立本卒'a::おそれます。粗末なお金の佼い方はしません。高聞かいことにま託金交付きま

す。お客さんとけ是正主義;こえ立ち会す。 もし私が成功したと免らましている絞ら、このようなことのおかげ

です。」

しかし、オプアの成功!J)本当のi創立、じっと療にいて「お分の権利を要求」するというのではなか

った。彼女i材費極的であ号、前向きで楽観的tJ~考え方で人数に取り納んでいる。人々に手を主去し伸べ、

議遂に絞り、良三示録身、当分の時間、自分のさつずかな総会食騰しみえ泣く主義しよむしている。オファは一

えよ約五文芸義喜左係の…官目である。

オブアのi絞入以f!60ドノLもしかし、彼女は設しいだろうかり

権利条約と CBまの係員。

後初条約の原則について，EEい穏としてみよう。

1. 長期ギ干の毒事局安、倒人の自律〈自ら選択する自闘を念仏〉主主v1際人の約戒を毒事主義するこど。

2， 議緊迫リおれないとん

3. 役会iこ予揺さ長かっ効糸約;こ参加し、及び社会に受け入れられるこど。

主 人間のさ多様1"1.主主主tJ人総数の…郁として、障害者の差異を尊:!tし、 &tJI滅容手挙手およJ入れるとど。

5. 機会の均毒事。

呂町 施設及びヤーどスの利子話番子将官民lとすること。

7. 男女の平等。

飢 曜ま害のある児童の発達しつつある総カ喜子毒事ま蒸し、及rJ~卒警のある児童量がその同一牲を保持する

中義務J'a::毒事三重守ること。

(芸評務総主主:1~8 Il~ド悪主将仮訳による)

8 ~襲崇め最長剣i主党えにくいかもしれない。しかし次の二つの言葉に夜紛でさる- rインクノレ…ジョ

ンj及び fエンパワメントJoそして Cs誌は、これらすべての権利条約の原剣を議入すると閥的に、 f終

続性jを付け加えている。

12 



間半干の終局堂、個人の自葬場ら主義者ミナる

関ド討を含む)及び偶人の自立を毒事滅寸る

こと

差3号されないとと

ネ士会にきちぎ主かっ支持!lと均に参加し、及び干上

ぎきにさ芝iす入れられると左

人隣の多様性及び人i湾総の一線どして、

隊害者の羨具を空宇滋い 3えびF線療絞殺受p

，t入れること

機会長うjち毒事

総首貸主えて芦νザーピスの私用を可能にすると

と

男女の平等

選手苦手のある!氾援の多議後しつつある捻カを

毒事録し、 Jえぴ限装2撃のあるl忍霊童がそのi高

校駅約者ト十引鮮1]:ti:尊重ずること

20.12 C1I1I士ミ、ナ-- CBR VB _三，/}よ ι

インクルージョン

持続'性

エンパワメント

これらの主主義さはさらに つの援す終ーウブントすーに婆約できる。最;誌の CBまとは、降綴者のみなら

子関係者Tべてのさとおに闘と悩{僚会縫燃する支援演係のネットり…ク対抗。媛、災のCBRプログラ

ムは次のようなものである。

.学際的なづら…ム、 2えてヌ〈もしくは〉障害とリハどりテーションのあらゆる側面で語11憲章受受けたヌ

タッツ事f関わらせる。

・紛らの限界会承知しており、専門家に総会すべき時を気持っているスタッブがいる。・対象グfVープが表明するニーズに総づいたヅ。ログラムを作成する。

・3む淡孝士会開発、及び技術的スユわレの議長豪華をスタッフに行う。・{号立は孤立して存政できないことさと潔議議している。つまり、 C担Rはメインストロームのサービス、

及びさまざ己主なリハザリラ子、内ション専問家主主提供する、より機内化tきれたすーーどスを補完するも

エ3



2012 時三段'CBR 古宇ナ~ CBRvs ケi:L. 

のである七

ことねぶには、今殺のセミナーのテー?である、よしJという考え方がある。あとでほかの

スピ}カ}ぬよi住から託手しい説明があるが、基本的に意味するところは、言語人も月後人も、いい商品を作

れば人はそれな焚いたいとえ思う、ということを知っている、ということである。人が商品を買えば、

言語人は僚会均、お殺さんf~:tl除泌総し、主!IlJ泌上会のためになる。これは、蓄をの災い絞殺、及。糠孝子との透

き号y公取引に基づいている。 三三M べてにメリットがあるのである。

インドの例会挙げて「三方よしj を説明しよう。

インドのハンセシ指導ミッション職業訓練校

ハンセン総ミッションは、インドにおいて、若いハこ/i;:ン約者、もしくは毅主主ハンセン病者である

表者のたbちに多くの数談話11議事絞殺虫護官ぎしている。今日でi土ハンセン病以漆怒さ訟に冷癒することがで

きるが、依然としてi.liii凡が非常に総数く緩やているc

これらの務業言:)11繍交は、 titg平苦手織で総選勝練校が教えている自動車修縁、大工住宅事、官臨号託書官品取り

手Hす{学総裁緩などの職業技術を若部こ級事事している。般界各地にある多くの験室長司iI~車校の2事案要伎の

憲主綴話料まあまりよくない。しかし、インドのハンゼン約ミッションの遣事営する職業1111隙絞め然多義主役立〉

§奇警は卒議議後一主f.W，1相ζ意志堅議している。

何故か。滅菌はご~.J;あふ

一瞥岡、これらの談業訓練校l立、 t幼縦約議事豪華だけでなく、生汚技術にも去最ぷ説会~てているc

隊動機修業奈さと学ぶだりでは十分<.'はない。憲主総で長文めするには次のようなことも必然勺ある。

・主発言設

• • 率上会的資後

• 革主ん<.'リス夕食絞る;家本• 楽観主義

• 親しみゃすさ

• 失敗に直面した草寺の車寄り号車d

• 剣道5件• 他人の考え方を受け入れること

• 批判的に考えるとと

• i衛い{潟人泳三議室答
• AdaptedをひmCornielje & Bogopone-Zulu. 
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2012 CBR 'E' "ナ一正:BRvsぷ方式乙

そしてこれらの警奇跡士、三宅事Utとよ君、口」ωj川ラズノv(とより、またとれらの側{曲線が設さ詩託され言語く

言乎イ泌さまもあ議11練校lこ一つの文化を郵送量ナるこどにより、教えることができる。

滋、これらの議業訓練校には紋織さ設、誌をまがおり、その仕事は、悪意'"注意義著者との関係を築いて卒

淡般に就職を紹ゴトすることである。一氏会役会宝、言11練校の本業主E;Ò~1:支衡のiまかに多くの貴重な個人的

資f遺伝備えているとわかれば、怒らに多くな採対してほしい長税特トナミふ~，要はなくなるのである白

三番目、学校には表号発令間窓会があるので、ず吃?に絞殺している本業主主は、ぞいz宇多量さ主会主鋭機1，、

主重用安維持していくJ二で、支援するこ止ができる。

会長をま支衝窓11線、就職担当官、ゑVI湾総妥当というとこれらミ三つの要素は磯裟寄11絞校の成功の縦、絞でみる。

:::~/ケすべてにメリットがあるのである必ぶ3殺さ設は就職できて満足し、菜室潟収支給、阪でも人i脊約なllfi

でもよい作家主'任せられる人物<i?綴たこ去で満足している。

とれらの言1)審議授は、 iミミf:Jよしj を基盤}こ運営されている。 どいうのは、害時綴とは単なるま支術以上

のものであること、務善治療:修理工場の経営を成めさせるためには的動家修理の知数以上のものが必獲さ

であると去、 り綴釈の思聯及び労働者f簡の鱗燃を，1憾に霊堂主要である、正いうこと制i練校は

知っているからマある。lEl~で透明な「、ジネスのや存立まさとし守口、るという評判IH~主党まさしたこ終義務tめな函

定容の然農誌な織なする。このような枠制は、際協J時吐き君主薬塁手法ハンセン病者&J議閉じている去か、ハ

ンセン弁当の抱える偏見を含む{永のすべての検討務;懐より優先されるのである。

これらの言11練校はまた、「ウ トれの原則に従って運営されているη すなわち、就職担当官ゑ

V同窓会を還して、学校刷、日双ち主主雲隠係(})ネットワークを橋事事vcいるのである。

権利条約長新しいむお設ガイドラインは、熊毛警にだするぷたもの見方iこパラダイム・シブト4ともたら

した。e:いうのは、これらfj:、休日互支援際係、の文緩めぬで、障害者を、障害者自殺に運転化を併もたら

す食休でめる長捻ているからであるおこれは、隊機絞徐々、や自力で独力ですべてH'fうこ長会主期待さ

れているe:いうこどではないむ大切なとこどは fケ〆ントウj の考えの耐にうたわれている…もしほか

の人が縫っけば、私も傷つくむ寺弘たね立、 3まいに助けあうことは認さ去に彩、たちのためになる去いう共

淡の人間性の部である。

この点iよ俗世紀にもわたって恥港支の主義レベルの人たちに詩型角卒されて却さたっ しかし、私たちはいかにし

てこの考えを政府の政策の中に篠立させ、あたりまえのこe:1こマきるだろう会L

政府ij;ヰ立'滅的iと敏感に反応する、すなわち、市災・図院からの圧力に反応する〈少々くとも決定友

達議E刻家においてiま〉。そこで、とのようなぽコりさをかりるのは自民の義務である。公lEなお;会の事葬祭i立政

府とt↑lae:の合同責任でみる。市民からのカには淡々な方訟がある。災関マt士、ちょうどオジンピ

ッタどパラ:Jンヒ。ックがき署総会れたばかりだ。災関{及び悠(})総長室)で隊機長‘関;ごするパラジンと。ツ

タの影饗は計り知れないものだった。毒患ま支援は満員だった。 1以ワメートノレt訟の決勝を見るために 400
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2012守:'j受CBRす ξナー CBRvB 三三タぷ乙

万人がチャンネノレを合わせた。マス口ミはメインのオリンピック競技大会と附じ付'JAく線道した。競

技会場T:顔合itとことは3::襲警なニュース議総のトップ校総った。英還にいる多くの人iとどって、パラワ

ンヒロックはメインのオジンピックよりも刺激的で腹話会いもの絞った。私たちは突然、総警察努がぎ薮くべ

きレベノレの身体議会後と滋効能力安達成する光景を悩にした診あと主総いすテニスの澄手がさきうように、

「障害手者が出来ないことはfりあないj のでみる。

しかし、銀48年英国における第一切パヅリンザック競技大会以前は、持費護主義務誌をは数年の寿命しか

ないと凡なされ、人生残りの日々をーできるだけ後芸能に過ごさせることとされていたことそ、私たちは

ぶれてはいけなし、。似たちはとのお俸の燃にどれほど針り知れない箆懇霊安進んだことか。りハピPテ

ーションという狩首?に総責務きな緩念に2毒づいた機憾の捉えゴ7から移行し、療害者l立均五三fょ議長級学まであ

ち変化をもたらナ機総約な三記録まとしてA，られるようになったのだ。

パラリンピックt主主主返事詩還における非常に劇的などーブ'Jv'パワ…の一例だが、グローバル・サウス

(劇務局注.アジア、中南米、アフ1);h、中東の途上唇〉の各閣には、絞め後シベんの捧害者が?株会

闘機政緩や災後;こ大きな影毒事在・及ぼしていQi泌がさ多数ある。

一審iJそどさ挙げると、ウガンダのデイピッド・ノレ万ンボl士、私がこれまであった数よりも「ウブント亨 i、

?ヨモヌ7よい、 2えぴ綴平IJ条約の涼員IJ、主主て71ζαRガイドラインをき是認している人物である。

デイピy ド・ルヨンボの露首

デイピ、ッ iごはカンパラから.'"(' iJ!i 1;:三時間ほどのマサカ}とある終講義研修ぞンターを運営している。

:ごとでは革新的かっ湾続得穏な絞判的1活用して道事象及び行湖ゑ延長引〉紙期以い久をど災修している。宅初

予器l燃は校区ずべき話である。

ラゴイどyJどは幼いH寺小児まひになった。そちそも長主主誌が主張したと左から数手手当社受けるようになっ

た3 ふさい3寺は鋭意誌が抱えて一学校に連れて行雪、成後してからは母i主役会主自分で主義校寸あと長さとさ三援

した。委主iま頑丈冷機H以後づえ代まっちに絞ってかろうじてさかくとどができる。(父親は障害事が長率設立で殺

さを主主召した。)

中等学校終了後、デスクワ〕タだからどいう認出で、カンパデモ究会資1<:1::としての都議事を受けた。し

かし彼l士会計士にはなちたくなかったω 防当さのあるマサカの農村地域で隊警察衡の多善意警のために像きた

かった。

彼は農村激減マヴ隊験者が必要とするのは、主義のみなど|可じように農業技術であると考えた。障害務者

に手工会を教えても防総闘処i土日:1来なし、。そとで、地主己のNGOの支援の下、マケレ大学マ動物理母警護士

の語11豪華を受けた。

1宮90年、独力で障孝信者の勤災iとえ安司王した、しかも告伝家でい、成家ひのために自i総事に乗るのが滋
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2012宇!JfCBR-pゴナ Cl子1Rvs…で会一J:L-

謝fぞふるにもかかわらず)。 後は段宅地区の農村;機械な闘転主主:で湿り、滋繁華子のいる家淡を特定しよう

とした。王手;こ{函ノ九ではなく家族tこ集点をおでためには一つ理由があった。ゑすへお話合によっては織を葬

者が子どもでヰ袋入会総る準備が出来ていえ主い、もしくは隊害が]Ij;すぎててアぎない入会主いたためo)!i('ζ、

家族全員合迭さきiふりととで、罪主害者l立蓄えま設<:は必く主主iこ立つ人と護主総が符えられるように絞るためで

みるQ

ど?ッドl土良質の乳午、 fljミ段、隊、七1[鳥、そして総合綴い、障害者とその欲放に後れた海産の

~か淡を惨11絞し始めた。彼はこれらの家主主に、最初に余波れたテ合後iこ引き主主すという条件で動物を与

えた。)lIJI])家族にらげるこ.L:ができるからである。

デイピッ!ごは、ま護れた蛮還をの司11統をするためにはそデル農場、 2えび、議HIf路緩く慧11毒事5豪華釜tこ参加<:

きる宿i肉設倣{寸{与の修修センターが点、悪さである左いうことをど浮い長設備で災l逃していた。差益金畿では撃しゃ、

交雑草震のflj"i立と隊、良質のむ言語，誌と要惑が、災〈イ乍られたi翠いのや》ザ飼われていた。その総然、級生善セ

ンタ…は4'<:f'il磯害者、非i章容当者mJJ!と左ってウガンダ魚体の長約?滅多量のための資総と yなったのでみ

るの

デイピyドから学ぶベ会専攻割11

・デイピッ?ごは燦卒、1!1!;:域の農家lこ在って長をもq立入主主になるこ H:納:浴した。 つま号、手工芸芸で

はなく護主義語句ある。

・主主は{閑人とではなく家室長と彩殺し寸ごいる。

・主主iまF議終学子のロ-}レモデル会して行動している。

・委主t立大きt.t.ピ、ジョンを持っているが、最初は小さなことからスタートし?とc

・畿は技指導をしている。

・4皮は障害をど告主の際機関燃に結びつけた。

・彼はヨ分たちの{土壌さと隠挙手者と関連づけたとこどがないメインストリ…ムの襲警喜遣に携わって

いる人の主主当なきiいた。

デイピッヤの持っこに/パヲメントの感受t!立、自分自身だけというよ持ち他の人を助けたいという然

翠に反事長三されているο 彼が人生で成功しているのは、発展ーすなから人の、際害者の、役分の鮒長裁の

発展ーに対する3鈴、露翼望があるからであるむそのためを支は、剣道量的・符A告さに考え、計画詩、し、仕事の

改選差万絞殺害色え簡なく模索している。当初は湾与の人i江主主iこ対して懐疑的だったが、今マ}主主主を信じ

ており、彼はより広い華美村コミニゑニティの発震のための感激カのーっとなった。

デイピッドの隙替は々となっ、てはほぼ然襲高燥である。むしろ、後お身d入そして後のコミュニティ

1])変革のきっかけに'"とっているo

最後に…CBRどCBroは支援的関係憾のエネットヅ』クを構築する戦終である。 f喜善要きとは、数妥当共通

の利議のために襲警告宗主主強化されていくなかで道きんでいくものである。jジンパブエのオファ、インドの

殺楽器11練校、そしてウガンダ、のデイビッドーこれらすべてが、1'7ヅントウ|や f三JJよしjめような
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i伝事定約{淡泊線治~;ま t~lí;語っていて、CB立やæroの中心街I~どなしているということを，\1，い出会せてくれる。

-質疑応答とパズセッシ設ン

日割嫌 =コーノレヲッジさん、続賞支え持滅、;!>，容がとうございました。l'Xi立t愛媛応答(1)待問を取らせて

いただいてj3ちます。最初に質問なお受けする高iHと、ピーターさんのお義務令綴いて、隣の方、前、そ

れから室長ぞうの方さと含めて 3、4人のコらぬとパJ毛¥笠宮ノション(振り返り〕をしたいと 4宅まいます。 どういう

こどで総絡会受けたかということを含めて、 4、日分、 IEI己紹介も兼ねてお宮若者としてもらって、その

やで、その後iこグ/レーヅからでもよろ1/いし、似人めかのご繁罪悪さをお受け1./たいと思い設すおその後、

ご資憾について、まとめて、ど}ターさんのほうにお落事えいたJさきたいと思っています♀ここれさと11善寺

25分までに完給したいと緩い決す。それではお隣i司会、少し今設のお認を閣いて、感主撃ち食品ちて、よ

ろしくお願いします。

(パズセッジョン〉

話若者議 員寺燃がまいりましたので、パズ号室ッシ滋ンのほうを終了したいと怒います。このぞツション

のやで、1:::'ータ~ðんにこの点をもう少しま免闘してもらいたいということもぞきめて秘湯んの質問をお

受けしたいと慾い淡十けれどち、今、質務を言?ってもらって、宅金でど}ターさんのほうにはまとめて

お答えしてもらいたといど忍い亥すけれども、いかがでしょうか。ご安院がある方、手を挙げてくだ各

い。グノレー屯プでお話されたことヤもいいし、なんでも震燃していただきたいと思いますが、いかがマ

しぶうかω はい、どうぞ。

長話機 j3言語をi:'うもあちがとうごd:い百とした。今ヨのお話を聞いて、大波新しいそ量点在いうものが

あることにラ起がついて、とてもうれしかったでナ。

ピータ…さんは、伝統的価値ということをど労がおに大切に話されました。そL

のいい吉蕊雲μ去分主、助け合いとか、そういういいおうまについて、ポイントを置かれて話しておられま長したけ

れども、伝統的なイ削イ僚の中には、たとえば偉容は神様の関マあるkいうようなスティグγ につえ立会主る

ようなネガティブ、なものもあると忍います。伝統自制服自家どた'1す言寄ってしまうと、ポジラf-，ィブゐ?綴とぶち

ガティブな箇左両方を炎奇襲してし蕊うような気がするんです町主主、々のへんはどういうふうに考えてお

られるか、お開きしたいと応い?どれありがとうごぎいました。

R話機 i立い、あちがとうござ7いまし?と。総にいかがでしょうか。はい、げう

会主量 級人員告な襲安問どいうよ習は、 4人でd号、 i:'ん荷役したかというこ左をと話したいと段、います。

まず全員主主主望、いましたのが、今臼のお言蓄を滋いて、ド獄事事のある方土いうのはパヲーがあるんそして

議後のウガンダの例の方、、 i縁寺善治宝みることが変本のきっかけになったというのが大変印象表軽かった笹

こi::i::、それが今後日本でも、 dらiこ鍵となるような形で:コミ ::Lごコティが動いていく左いいんだが、

というこ kです。むしろ、総必殺のガが中心になって案を似していただいたりするというと士があれ
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ばいいのかえCl::l!堅u、ました。そして笈た、主主計会以てるl::いうこl::fこ泌さとおいてやっていかれると

いうのは、大変参考iこ必り士、した。今日グノレ…ブのやマディスカッ、ン況ンがあるそうですが、 i記鋭は

E議会是認えても同じであると滋う在、こういう隊後ぞの路窓会主埋もれてしまわないようにするために、

好うしたらいいのかどいうの紋非常に難しいと駆っています三

もう一人のjJ!立、三三才子よしとか、ウブントゥは、非常にすばらしいけまし!!も、ご:れ~j唱さつ降、事長い

黄色械ではなく、ぶいい/ペルで広げていく ξいうことはなか"とか燃しいというと73支見でした。

高嶺 まわりがとうございました。それではもうひと払いかがですか。

会会議今認はお話なありがとうございました。機漆4人で話し合ったのは、日本のように、伝統、

いわり〉る人と人土の紡ぴ十j舎が希著撃になったようなi場所に、もう .....A安定パワーをMすということを、空

うやっていったらいいのかというととろさとお察署詩￥設いただきたいということです c

もう一つ、一議長をj総こJ爽関されたかに除割減しているんですけれ!!も、非常に綴主主め議事いとE、われる

交仁会合障害や精神!被秀容の方主主iこ f生言わな燃すということに燃して、事例をど存;じでしたら教えていた

だ;すればと 4芯い淡す。

高嶺 iまし¥;:t;，哲がとうごtすいました。それではのお三方に対して、1:::"ーターさんからお紛なお

願いしまナ。

エ'~Jレジ yジそれでは、今おの午後iこ‘

マi立緩くお答えしたいと思います。

さらに議官主十る線開があるかと思いなすので、~ ~ 

まず1点録。とこのを三意志約係{直のネガティブ"主ポイントについて。それはどういうちのであるかとい

うことは、長年dAν、よくわかっていると思います」けれどちウブ、ントゥというのは、とてもえてジデイ

ブないし、尚ヘマナ。そしてこれが今でも約発に活用tきれているというのは、ぞれが持続可能だからで?。

すよ後がこれに焦点を当で、号車綴ずるのは、文化合校寸もてはならないという盤崩からです。 c器製プロ

グラふさ多く;之、コミュニ二MデイのタトからやってきE長十。つまりよそ者会主綴王女迭の考えをもって入ってく

るというこ左です。けれども開発というのは、そごういうものではありませんc 言号事きというのは、人々

が問分遊撃の問題を然記長するための強み、そして対怒を見つけるとことです。そのよそ攻、アウトサイダ

…どいうのは、ブアシラテイターなどとして、何かをきっかけに後退去する立場にはなるかと患います。

けれ!!も…宅詳の役割というのは、議題くこと、耳を傾けるととです。そのコミニL_二ティで、何tJlポジ

ティブなのかというととを見きわめ、そのとに物事を綴み上げることです。そのブロセスを察手すする

ことで、このよ字、jJティプなものなJl¥I，Iとi廃いや号、ポジティブなもの安その議議司祭主Eさせることがマ会

ます。

けれl::'も総主ミiと元々ある文化を否定した場合、 f必~tJ主持ち込んだものもポジティプなむのには念り

ませんa つまり鰍続可裁というと左は、まずそこにいる人々がその勾えな信じて、そしてそれなや号

車道けたいと，EうとJさが大惨なのです。それが 1点目のお答えです。

これに潔しまして、また午後にお話がめるかと思いまず。:これはとても重要きかっ燃波探い点です。
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怠道義おの感想ですが、議議、つかの震言語tあちたれ 1教は、どのように淡燃の政策を変えるか勺す。

そじていい考えを!!のように紋大するか。これに関して;立、主主要呈言いましたようにポジティブなプレ

ッシャ…というのは、ネガテイコft.ょプレyシヤF よちも造語然喜きです。

在、はパツ!Jンピタグ主主エリートのj常務iだということはわかっております二けjもども、パラリンピッ

クは、障害警に綴してとてもポジティヅな児二与をと提供してい'"十。そしてそれぞれめ以ミ品コティにお

いて、控室幾多;がどれだけ活躍できるかということを、オアァや、ラ戸、イt;"ッド、インドI機議室訓練校など

のように、こういうことができるのと、ということを、デモンストレ…ションしていかなければいけな

いと思います。

インドの自助グJ"ハーブワす‘詩人 1980&p代に後初に立ち上がった日寺i立、 ttんの紋治約なJ々もありどとせ

んでしたりけれど'b々では倒防、 jnj千とありま、ずの‘守、それぞれの:地滅、切れ断念で、連還のようtt縦

総会主義くことができるまでのカになりました。

そこで後潟、政治家も彼らに関心の僚をえ奇けるようにPなったのです。つまり、協かなければならな

い宍を、後らが上げるからです。そごン行皮らは今では政治約なブフ会事きつようになり五とした。彼らは自

分違ができるとことな小さいところから絡め、それが各地に主主がちコたさきなi恵湿などの協力体総さと作るこ

とになり、三主体とじて大きくなったので十。

3ぷ飼の質問浴、弘司王においては伝統的な{削除が選挙れてきて、どうしたらそれを強められるかとい

うことでした。これはイ得、!Jスや惚のき~，ヱッパの:認でも同じ状況、ずれぞれに関しでは、 F車場事につ

いてだけではなく、環境とか民主主支策、そうしたことについてもルーツを綴レ口、かなければなち

/υ。絞燃は自分漆だけでは隊長整役j終決することはできたttん。

うた墾ヅl川「ンテ}ションのやでも術、ましたけれども、人々が自分違の榊I*-:樹号L.、社会をよち

良くしていくというのは、 干市存民と草紋主件附Tとのj共主同イ作宇芸業主で

ステムとか、そうしし4去たとさ金をでの分野野'1にこ才お3しい、lピ、E淡主すず為は自分至遼整のも:とて寸マブやつでい〈ということ会がt大纂纂:ですo

そして人々がそれぞれの分野において約かやっている、動主主dれ・ごいるというのをJit!Af、政府も

在住関するようになり次ナ。これはとても大ぎなトr:"yクですので、笈た午後仁、さらに紛争tj却をめるよ必

還さがあるかと患います。

もう一つのご質的というのは、知的障害の人霊堂の状況はどうしたらいいかということでした。ぞれ

l土木l~Hとその還りです。そして議た、それも大変縦しいものですので、できればそれに対する答えは、

今日の有吋設に絡む議選させていたどき“たいと患います。 けれども、これに関しまして、がっかりするこ

とはないと怨いまナ。というのは、わ告さ滋警のある人逮がね二務*-:1号たり、淡さきしている{日iJI立I止界各池

に数多く主うるから寸アナ。

完全後にまとめとし寸?をきいたいのは、総議警は、「インディベンデンスj、期立ということを《燃している

のではなく、「インタ…ダィベンデンス」、つど主り籾1uこ依存する、お潟:いがお互いに欽必ずるという

こと、それについて話し合っているのです。つまり言言、主主i立、お互いに交え・frっているのです。

以上マす。

高機 げ…タ…dん、明解なご務総連ち号がとうござい欲した。今尽の午後のラ戸、イスカッションのネ

タがたくさ~;\ノ紛できました。それでは後後にどーターさんな綴少でぶ認をして、ぞれから体重量を取り

たいと思いどと
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Paperp問 sentedat Japanese Society for Rehabilitation of Persons 

With Disabil泌es(JSRPD)Conference2012 

Tradiをionalvalue systems and community based appro滋chesto

di開 bilityand livelihood. 

Peter Coleridge 

'Deνelopm官ntis what happens when re/'αtionships strengthen for the common good.' 

5 

Introduction 

I am very privil悲喜edtoむeinvited to speak at yourむonferencehere in Tokyo. I have ωm控fromthe 

other side of the world，語ndto bring someon控 sofarimm告di抗日Iyra ises lar宮eexp恐ctations.1俗世l

humbl邑d昌nddeeply honour程dby this invitation. 

Myexperi告ncein working in disability 加 s加を司君ntirelyin dev官lopingcountr緑色 inpa比icular，the 

Middle East， Afghanistan， India and 50uthern Africa. I do not have any世，xpenenc邑 ofworking in 

disability in an industrialised country where there is a w思11developed welfare system. But what I 

h語vetos昌Yi5， I think， relevant to初 thindustrialised and non-industriali5ed countries. 

Myexperienc悲喜O苦sback more than 30 year百" and in that time ther母hav君主eenmajor changes， in 

attitude， in polici芭sand in practice. Over the past d告cade口r50 I have focused on disability and 

livelihoods， and was t加 i悲喜dauthor for the chapter on livelihoods in the WHO CBR Guidelines， 
puむlish母din 2010. 50 I hav母chosento speak about livelihood within the context of inclusiv告

development. 

すheUぉConv，自ntionon the Rights of拘 rsonswith DlsぬlIi主ies

When I survey the landscap日indisability over the past 30 years， the UNむ:onventionon the 

Rights of Persons with Disability (CRPD) standsαJt as a fundamental paradigmぬi免除 attitude5

5 Ma1com MacLachlan， Stua詑 C位五 EilishMcAuliffe (2010): 忽wAid知加〆'e.R，配 ogniz金19五he
Human持71amicsof DomiIlance， justic皆 andidenti~μZedlヨ∞，ks.
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and approach告5to disability. Persons with disぬi1iti詑5a re not viewed as objects of charity， 

medicaltr告書tm思ntand social protection，ちむtrath控ras sutザーectswlth rights， who語「世 capableof 

claimin話thoserights and making d伐 isionsfor their lives. The C畏PDviews disabl日dpeople as 

詩蕗entsoftheir own chang母， and it悲nvisionsan inclusive society. 

Ther告白retwo th ings 1 would Ii主邑tosay about the convention. Th桂flrstis that， while It Is a major 

achievement，lt出iIInot change the lives of dlsa説記dp号oplejust by its existenc号.People cannot 

live on rlghts and legislation; they do not d程velop色yan act of parliament. 

6 An Impl告m患依然ionstrategy and手roc控S5is required. The Convention Is語setof standa rds that 

ne邑dto泌 implement日dthrough policy and practice. 

すれ控secondthing is that the泌総合f畠ninclusive sOciety Is no士間w.A main point of this talk is to 

draw attention to the tr昌ditionalvalue systems in many countri告ら includingJapan， where a fair， 
inclusive， humane soci宕tyhas b控控nan essential part of traditional value systems. In this tal主i

am going to draw connections between tradition語Ivalue systems and the CRPD， Community 

Based R邑h富むilit昌tion(CBR) and Community B器S告dI ncl usive Dev官lopment(CBID). In 

industrialized幸oci記tieswe have largely lost鋭意htof these traditional valu官事Y主役ms，and these 

thr志君tools，CRPD， C日Rand CBID， can r告書wakenin us the ag宮古Id，profound ideals that are 

essential to our humanity. 

The main driving forc告ち告hindth自CRPDhas been the mひもilis昌tion口fd isa bled peo評ぬ

themωIv日s.Th告irdetermination and persistenc号昌sa rights mov日m日nthas had an告normous

influenaon仰桜花昌ttitudesacross th母world.Wher邑attitudeshave changed most significantly 

is inth母reh器缶詰itationprocess， especially iれnon-industrialisedcountries， wh告f告CBR加sbecom日

thedomin昌ntstr品tegyfor working with di線基i程dpeople. 

CBRandCBID 

As attitudes have cha湾側，CB托hasitself gon号 throughit草ownevolution. Where泌絞め告

beginnlng in the early elghties it was prlmarily focused on rehabilitation， it is now view控dwithin

a muchwid昔rfr昌mework: It is a multi崎sectoralstrategy to address the broader needs of 

disabled peopl母，記nsuringtheir participation詰ndincl usion in soci控ty語れd告nhancingtheir quallty 

oflife. CB耗isnow primarily about ri喜除草:， pove吋yalleviation， and making inclusion a practic昌i

reality. 

6 COl'l1iel;:・'e， H&l元'fJDptJl10ちぬlu，H. The Implementation of Polici回初出lmJ11unijむT Bo.sed 

RehabilitatiolJ (CBR) in HartJey et al. CBR Poli誌vJ)OVehψ'ment o.11d I111plementation UE.ふらoda胞，

but post200紛
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This radical change from p控habilitationto inclusion has駒郡泌氏htoth日conceptof Community 

Bas剖 InclusiveDevelop附 nt(CBID). Community Bas日dInclusiv告恥velopmentis a way of 

descri詰ingpositive， mutually supporting r，控除tionships.Taking a close look at livelihood is a good 

way of illustr昌tin詰whatI mean by positive， mutually supportin詰除おtionships，which hav日been

atthe h告artof器ge-oldtraditional valu控 syst告ms.

Whatd側 '5Uvelihood mean? 

Exclusion from economic activity is proむaむIyth日prim日reasonおrdiscrimination against disabl日d

peopl君 inpoor countri日s.Disabled p郎幹給油V桂 loweremploym控ntrates and therefor日 ar'在

日日nerallypoorer than non-disabled people. 

Work and employm珪ntar，告書 crucialpart of a person's id昔前ityand self乙image.We all have a 

built-in d也君Ir日tocontribute， to mak，桂昌 difference. It is also the出 ayin which w控昌問 valuedby 

ourfamili悲喜 andsociety目

Livelihood does not only mean employm吉ntor in∞me. It is the way in which 出'eorganise our 

1ives not just to survive加talsoto刊ourish-語shuman民 ingswith dωires and aspirations. 

C昌nw担 measurepoverty only inをαonomicterms? Pov告rtyis not simply lack of incom桂;it is a 

denial of the fundamental freedom and opportunity to develop as a human being. The 

elimination of持OVIεrtyIies in the creation of a just society in which all citiz日nshave equal 

opportunity to develop their full potential. 

Th告r母 isa wide variety of w昌IysCBR is implant閥抗rossthe wor1d d日P日ndingon historical， 
cultur百1，political， economic， g邑ographical，and many other factors

7
， but th日commonthr，桂昌dis 

that CB畏isa practic沼1strategy for creating equal oppo吋unities. In some countries it aJso shows 

strong Jinkages with traditional value syst告ms.

Consider the控xampleof Opha in Zimbabwe. 

Opha is畠wheelchairuser wh合sellsfruit in the marlく告，tin Bul昌世昌yo，Zimbabw目白 Hεrhusむ昌nd1告ft

her b告caus母ofher disability， and sh告 hasno children of her own. But she suppo吋5a niec芭togo

th rough school. 

She buys her fruit from器wholesaler，transporting one crate at a time on her lap in the wh由自Ichair.

7 Ihid 
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H告rearnings are about $50 a month. 

Sh日belongsto a range of community groups， including the local disabl剖 peopぬきorganisation，a 

church group， a savings group， and a residents' association. 

τh告firstthing that stri kes you about Opha is her happiness. Sh控issmiling， positive， and outgoing. 

τhere is no complaint. Sh告 livesher life wlth a sunny， optimlstic s戸irit.

The second thin喜thatstrikes you Is that the price of her bananas is twice as high as h日r

neighbour's in the mar陶t. How can thisむ号?

The昌nsweris ubuntu. Ubuntu is a c念行総戸tused in South Afr回， and the sar判官 conc官ptis also 

used in other countries of southern Afriむaunder different names. 

Desmond Tutu， a welトknownSouth African leader， descriむ号'5ubuntu as follows・

"A person with ubuntu is open and available to others， c!がrmingof othe伐 doesnot feeJ 

threatened that others are able and good; they are based on a proper self-assurance that 

comesJトomknowing that he or she belongs in a greater whole; they feel diminished 

when others are humiliated or diminished." 

'If others are diminished， I am diminish世d: We決longto a greater whole. W桂昌伶 notjust 

individuals盆 W息詰r告 partof a common humanity.布告reis conn日ctivityむetw総 nall of us. 

What makes us human? I am a human because I belong. I p呂rticip語紙 Isha re. I n essence， I am 

h普宰auseyou are. I taki日myown meaning as a p日rsonfrom my relationships with those around 

m告"and indeed from my relationships with the rest of ma括主ind.

But increasingly as industrialization has progressed we havi日lostsight of this ideal器ndw告thinkof 

ours担Iv居5as individuals. 

Opha sells her bananas at a higher priωthan her neighbour bec総 S在的邑 principleof ubuntu still 

ope治犯sin Zimbabwe. Sh告 hasa network of people who support h担巳 andthey are ha詳pyto

pay more for her ban昌nassimply because they are part of her support n日twork.

Ubuntu also operates among the market traders. If Opha leaves her説allto go and collect fruit 

from th恕 whol呈saler，her neighbour looks after it. The marl<et traders all hel担控achother. This 

givお昌初級lIydifferent view of 'mar主役 forceダthanthe one presented by modern economists， 

whose在的桂 marketas primarily competitive. 

24 



2012 f.[j.l.言問81':ごヅヘ CBR間三ぇ?にJ:L

Opha says:勺feorGod. 1 do not use money recklessJy. 1 hove an eye for detail. I malo昭 friends

with my customers. If 10m regarded as suαessfuJ it is because of these thingsグ

But the real key to her success is that she does not sit at home 'demanding her rights'. She is 

proactivε，and appro器cheslife with a担ositiveand optimistic frame of mind. She reaches ol皮切

手控ople，sh告 makesfriends， she giv程5，of herself， of her time， of her very limited money. Sh告 isp昌rt

of a wide 5et of mutually supportive r告lationships.

Opha earns $50 a month. But is she poorフ

The principles of践leCRPD and CBR. 

し告tus r巴mindourselv巴5ofthe principles ofthe CRPD‘ 

1. Resp記ctfor inherent dignity， individual autonomy including the freedom to ma総 on君主

ownchoic告s，andindepend官nceof pξrsons‘ 

2. Non-discrimination. 

3. Full and effective partiむipationand inclusion in society. 

4. Resp巴ctfor differenc告 and acむ若ptanceof persons with disabilities as part of human 

diversity and humanity 

5.E号ualityof opportunity目

6. Acc邑ssibility.

7. Equality between mξnandwomen. 

8. Respect for the evolving c器開citi告5of children with disabilities and respect for the right of 

c泌総伶nwith disabilities to prωerve their identities. 

Eight principles are手erh羽pshard to rememb悲r.But they can be summarised in two words: 

inclusion and empow聾符汲ent. And CBR， while 翠doptingall the CRPD principles， adds 

su搬 inability.
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Respect for inherent dignity， individual 

autonomy including the freedom to 

make one's own choices， and 

independence of pe路ons

Non-discrimination 

Full and告恥ctiv日partici持ationand 

inclusion in society 

Respect for difference and acceptance 

of persons wlth disabilities as part of 

human diversity and humanity 

Equality of 0持portunity

Acc宕ssibility

Equality between men and women 

Resp日ctfor th告併合Ivlngcapacitie5 

of chiidn邑n wlth disabilities and 

respect for the right of children 

wlth disaおilitiesto preserve their 

ide持tities

ι 

Indusion 

Empowerment 

Th郎官 principlescan al50む告書ummarisedin one word: ubuntu. CBR is， at its best， a nをおNorkof 

supporting relationships which provide pUrp05告andvalu号tothe lives of all th05e conc告rned，not 

just of disabled people. Theお宮stCBR pro躍隠mmes:

olnvolv母multトdisciplinaryteams， and/or st昌fftrained in ali aspects of disability and 

r君h謹むllit泊針。n.

o Hav患staffwho are aware of their own Ilmitations and know when to refer to specialists. 

• Develop programmes th波書冷 basedon needs as expr恐ssedby the client groups. 

・7悶 intheir staff in community development as w官11as tをchnicalskills.
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-罰君主ognis告 thatCB丹ωnnotexist in i50lation; CBR i5 complem郎総ryto mainstream 

services and to more specialist servic日sofたredbyvarious rehabilitation professionals." 

Here in Jap呂nyou have the concept of sampo yoshi， th自 themeof this conference. It will be 

explain日dfurther by oth担rslater， but in essence it m告書nsthat trad日smenand craftsm君nknow 

that ifthey mak巴agood product， p告oplewill want to buy i1. If P告。評lebuy it， the tradωmenma惚

moneも thecustomers are happy， and the community bene告ts.It is based on high quality 

workmanship and transparent d日alingwith custom告rS.ltis winべNin-winall round. 

Let me iIIustrate sampo yoshi by an example from India. 

Leprosy Mission VTCS in India. 

τh母LeprosyMission runs a num忌告rof vocational training cをntrぉ inIndia for young people who 

have lepros私自rwhose parents have 1号prosy.Nowadays leprosy c器丹加 complet日Iycured with 

d rugs but the sti草ma陀 mainsv世rystrong.

τhese VTCs train young p告opl君inmotor mechanics， carpentry，悲lectricalfitting， tailoring and th君

other voωItional skills that VTCs teach all ov邑rthe world. Many VTCs around the world hav告 a

rath告rpoor record of告mploymentfor their graduat告s.But 90% of th告 graduat邑sfrom the VTCs 

run by the Leprosy Mission in India find日mploymentwithin a year of graduating. 

Why? There are three reasons. 

First， these VTCs foc詰snotjust on th巴technicalsklll事担訂tonlif，暗 skills.

It is not enough to learn motor mechanics. To be success縦 in号mploymentone also needs to 

have: 

• Det巴rmination

• Aspirations 

・Socialr思sponsibility

• Willingness to泊kerisks 

• Optimism 

• Fri日ndliness

• Perslstence in th官faceofset七acks

8 Adapted金omCornielje & Bogopone-Zulu. 
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• Creativity 

• Openn控ssto other vi告ws

・Criticalthinking 

• High p芭rsonalstandards 

And these qualities can b記t昌ught，by example， by rol思 mod告15，and by creating a culture in the 

training centre where t陶器記 valuesare demon5trated and priz記d.

5告cond，t陶芸控 VTCshav日 placementoffic宮内， whose job it is to develo戸 rel語tionshipswith 

手ot告ntialemployers and place罫raduates.Once a compaれyh昌主総enthat graduates from these 

VTCs have so many valuable personal qualities besid部 theirtechniω1 ski IIs， t hey do not need 

p担問uadingto take more. 

η11rd， th告 schoolshav日vibrantalum凶器ssociations，wh控除 previousgraduat自民 nowin jobs， can 

support younger graduate事infinding and k忠告pingemploym思nt.

These th問efactors， life ski 11 tra in ing， plac控mentof百cers，and alumni associ語tion5，a陀 the

secret of the SUCaS5 of thes日trainingschools. It i5 win-wirトwin all round. Th控 graduate5are 

h昌ppγbecau5告 th日yget jobs， the控mploye防 ar日 happybecaus在 theyh昌vepeopl日 whocan恥

F昔話告don to do a good jobちothfrom a technical and a human persp日ctive.

These schools operate on the basis 0/ sampo yoshi because they know th詰ttraining is more than 

just t悲むhnicalskills， that operating a SUOむessfulcar rep日irshop requires mor合thanknowledg担 of

motor m釘 hanics:relations with customers and relationships within the workforce are equally 

important. A reputation for honω.t and trans砕ar日ntd吉alingin詰usin巴sswill establish a secure畠nd

sustainabl告 customerbas芭.This reputation overri母esail other consider冨tions，Including the fact 

that a car repair business em ploys people with le戸ros'弘withall th日stigmathat that carries. 

泌総eschools also operat宰 onthe評rincipleof ubuntu: through their placement officers and the 

alumni associations th控'ybuild networks of mutually SUp手ortingrelationships. 

The C罰PDand the new CBR Guidelines mark a paradigmめれ inour view of disability because 

they see d凶器bl担dpeople as agents of their own ch語nge，within a context of mutually supporting 

relationships. It is not that disabled peo予i告書renow expected to do everything on th想irown and 

by themselves. Th日 pointis enshrin珪din the id日aof ubuntu: If another human being is 

diminish剖 I1 am diminished. W邑 areall part of a common humanity， in which it is en甘relyin our 

own interests to help each other. 
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The point hおおeenunderstood by p君。ple昌tth控 gr謀総 rootslevel for ωnturies. But how do we 

establish this idea in government policy and ma泌 itεommonpractic日?

Governments are ess日ntialIy reactiv号:th母yr哲actto pressur母fromcitizens (at least in d君mocratiζ

countries). 50 it is the responsiむilityof citizens to apply that p陪 ssure.行総 creationof a just 

society is a joint responsibility b日tw忠告ngovernment and citizens， Pr官おお伶 fromcitiz巴日stakes 

many forms. In Britain we hav日 justhad thを Olympicsand Paralymゃics.Th邑 impactof the 

Paralympics on views of disability in Britain (and elsewhere) is incalculable，τhe stadiums w自re

packed. Four million p告opl号tunedin to watch the如 alofthe1∞metres.Media ∞碍rag恐was

aswid思議sfor the main Olympics. What happen日din the ar邑naswas h巴adlinenews on th告 main

news bulletins. For many peopl号 inBritain th担 Paralympicswas mor君主!xcitingand interesting 

than the main Olympics. We suddenly had語 vision白fdisabled people achieving持henomenal

levels of fitness and畠tl首位icprowess. As a wheelchair t母nnisplayer said， 'Th告rを isnothing a 

disabled person c詰nnotdo: 

Butwe hav控tor母memberthat b睦forethをfirstParalympic comp告titionin Britain in 1948， spinally 

injured p控oplewer号 regard日das having a lif号spanof only a few years and wer芭tロbemade as 

comfortable as possible for their remaining days. What an enormous distance w吉 hav母comein 

the last sixty years! We have mov号dfrom a view of disability based on a very limitedむonc舎がof

f告h詰おilit昌甘口nt口onewhere disa主ledpeopl日areseen as full p詰rticipantsand proactiv告書gentsof 

change. 

The Paralympics ar邑 oneexample of v日rydr百円laticp告opl日-powerin an industrialised country， but 

throughout countries in th告GlobalSouth there a r珪 many部 ar叩 leswhere disabled p告G辞ぬ atthε

grass roots have be巴nable to叙告は majorinfluenc日onsocial developm思ntpolicy and pr羽ctice.

On官官滅的pl邑 DavidLuyombo in Ugand昌i童書 rn昌nwho d世monstratesmore than anyone els芭 i

havi日evermet the principles of ubuntu， sampo yoshi and the CRPD and the CB畏Guidelin控s.

渋滞霊toryof Davld Luyombo 

David runs昌nagricultural training 紛れtr在 inMa鈎 ka，about three hour幸driv母westof Kampala. 

It runs short courses in animal husbandry and crop production using innoll設計V号 andsustainable 

techniques. How it all happened is a remar初わぬstory.

David h羽dpolio as a small child. He got hims官Ifeducated primarily b官causehis mother insisted 

総 didso; she carri日dhim to school when he was small， but wh告nhe grew she insist母dhe got 

thefi告もγhimself.抗告 canwallくwithdifficulty using a stout stav桂昌5a crutch. (His father reject告d

him because of his diぬ bility.)
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Aft告rleaving secondary器choolhe train担das an accountant in訳書mpalab昭causeit was a job that 

wass日dentary. But h思議dnot want to be an accountant. He wanted to work forthe 

developm世ntofdisabl告dp告。持lein his home rural an告昌 inMasaka. 

He reason制約atin a rural area what disablをdpeopl曹n官官dis agrlcultural s主ills，lik日everyone

else. Teaching them handicrafts dむ控5not maketh芭mself.鵬 sufficient.50 h邑trainedas a vetinary 

t珪chnicianat MalのreU n iversity， sponsor控dby a local NGO， 

i拘1990he set out to mob泌総 disabledpeople 0れ hisown -by bicycl昭(despitethe fact that polio 

made it ha回forhim to use a bicycl巴). He cycled all over the rural areas of his home district to 

identify families with disabl日dpeople. He focu総 don families， and not simply on individuals， for 

two r官語sons: first， in some cas告5thを disabiεdP日rsonwas a child and not ready to earn an 

inむ:om母， or was too disabled to do 50， 5君主ond，involving the whole family enabl日dthem to 5告患

th告disabledp日rsonas an ass告t，持ot器5a lia bility. 

He began to bre噌，dgood号ualitycows， goats， pigs， turk告ysand chickens， and to train disabled 

p日opleand their families in better anir抗議IhU5bandry. He gav日 animalsto these famili日son

condition that they gav告 himthe first offspring， which could th巴nbe giv告nto another family， 

。昌vidrealised early on that to train p号oplein better animal husbandry required a model farm 

and a training centre with器ccommodation，where p関 pl母couldcome for training∞urses lasting 

severa 1 days. The farm has cows， cross-br官dgoats語ndpigs， and good quality turk号ysand 

chicl<ens k告ptin well件 constructedp官ns.Th号 待sultis that th日trainingcentrモhasnow become a 

resourc邑 forru冷 Id母velopmentin tr隠滅101告 ofUganda， for both disaちledand norトdisabled

p日ople.

泌総onsto be learned倫明1David 

• David identi長泌総告 mostobvious source of income for rural farming f司milies:livestock， 

not crafts. 

• He works with families， not with individuals. 

. 村桂昌ctsas a role model for disabl婦問。ple.

• He has a large vision， but start君dsmal!. 

• He works by d告monstration.

He has linked disability to other de四 lopmentissues. 

• He has attr苫伐材th告noticeof people in mainstream development who have never IInk日d

th母irwork with disabl日dpeople. 

David'ss君ns告ofempowerment is reflected in his ambition to help others rather than just himse託

行eis making a success of his life加causeof a driving aspiration for development of people， of 

disabled peopl日， and of his area. This leads him to thin主Cぬativelyand positively， to plan， to 
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continually seek ways to improve what he does. Initially people were sceptical about him; now 

th控ybeliev芭 inhim and h告 hasちecom告 oneof the driving forces for the development of a wide 

rural community. 

David's disability is now more orぬお irrelevant. Or rather註 h昌5 been器 triggerfor 

transformation， in himself and in his community. 

To conclud日 CBRand CBID昌restrategies for creating n君tworksof su pportive relationshi手s.

'Development伝whathappens when rela白ionshipsstrengthen for the common good.' Opha in 

Zimbabwe， the v図書tionaltraining schools in India， and David in Uganda all remind is that 

traditional values li対 ubuntuand sampo yoshi ar告書liveand well and are at th邑 h切 rtof CBR and 

CBID. 
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.鱗漉

東近江市の地域作りと地域福祉の取り組み

IJ¥梶猛

{学校法人司学館校長、 NPOしみんふくしの家八日市、建築士〉

山口美知子

〈東近江市緑の分権改議事録主幹〉

襲撃々村光子

〈傍若ト議事らし応援センター“Tekito-"センター長)

司会 それではふ議官やの次の講演に移りたいと忍います)いよいよ三かよしについてお話をくださ

る東近江の三人のみーをお潟えいたします。このセッションの滋行は、号制本火匁(/)"f経教授の河野員さん

にお綴いいたします。

f河野 それではよろしくお願いいたしまナ。 rCBRvs三方よしj ってしヴ、もの十ごゴいテ…?のJt

絞め三三方よしについてのお話が姶まちます。とこのテ…?について鰐単に述べさせてもらうと、 CB主と

C vsJ マ結んじゃってるんですけれi::'弘、二二っとも意書縄問じ ~llを登っているのではさとし、語、

ど主立ってい家十。ピーターさんの発表の中で fCBlDとは選挙後告さえ主将2王丸後関係のことであるj といろ

ことがぎわれましたが、まさに三jjよしが目指している状意義も、 Jそのような状終ではないかと思うの

です。

CBR に携わってし、るおみと、日本の地主義づくりに携わってし、る策iliiIの僚会んのやっていることと

は、並べてみると響きあうどいうか、呼応しあうものがあるのではないかということで、とのような

内総のセミナーを今回全醤させていただきミましたe

;d-c¥:こ才じがら主主ili主Eのお三方、ノl併さん、 ILII=Idλへ野々村さんにご発表をいただきますの際会ん、

とても援護室長会才しているといいますか、察遠いえ主義幸t:役持たれているとのことで、そんなことはないと

いうこと令れっとお伝えしているところです。き主ず小総dんから、大きな主主ilii.工のi宮崎づくりのおす震

をしていただいて、次に山口さんから行震からの関わりの級殺し℃いただき、主主f去に野々村さんから、

特に三方よしの絞り総みのやでも障害分野iこ潔わるところをお綴しいただききま寸。

ど}ターさんのお話にもら存否たしたように、障害分野で、例会せゑ絞めやでやろうと思っても、必、ず主主毒

液づくりとか地域開発について綴発ぬまないと、うまく進まないんだということがあり蕊す。そういう

塚線とで、今、京近江で活発に異色若草(7)";j;'1ア級協Jdれているお三方の誘i士、必ず今Iri]Oコテーすで、ある αま

につな治まっているものと考えていま戸九<:、すから、:td三三三まには自信をもってお務省どいただげればと思

い設す。すみませ主ん。 後々 失礼しました。:td三三人作〆:コツィーノレは資料の 25ペ』‘ジ{三幹線級議総… 66

ページ)ど淡くだ2きし、では小梶さん、よろしくお紛い
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lぐ土?三三f-竺1一一時-NPO Lみんふくしの家八羽市、建築士〉

小燃やfさん、こんにち民ぺ幌です。よろしくお綴いい?とし公れ先程河野さんがおっしゃって

いただきましたように、大変緊皇室しており欲十。イ河か壕草壁いなととろにやってきたように忍え玄ず。

ただ、党草呈の講義主吋?三三よしという議多震が出てきましたので、少しその務を全ていただいて、空襲の

ほうは終わちかなと思います。

近江商人

掛駒郡1

飛書展開議{ひ}ろ'eft(ウ対剛山間載}

{写楽じ
義建I士、 この 1)大原凝りのき綾子委員長をやっていまして、 i宗外iと!対る日寺にはいつ

も、必ずこの写真を遺って派しているんですが、今おはこの写主義さと持ってきて良かったえ会あと思って

し

手ょ;主義主賀県の主主i!Ii.:cというところに主主んでいまして、近校総人というのは滋線照的身の商人会奇策3夜、

大阪で成功されておられまして。そういう方々を指して、 i!Ii.:c詳哲人と率 近江商人の宮武器をとし

てよく言われるのが、三方よし即ち「宛り手よ LJr疑い手よしJr t世間よしj というものでいれ

どんなことかと取しますと、うも絞1:::'いいターさんの議会~!まとんど正解なん?すけれども。少し{寸付加

えさせていただ、くと、たとえば物tsの運搬について、今ではトラック会設さらせた時i亡、 fit撃で織物を

積むというのは潟たり前のごごとになっていま十が、近江商人が考えたのは、こちらの火絞近辺の産物

を然主主へ淡る。その締りの{緩マ東京の葱母港会大阪近辺に持ってくる。それによって護基準警が省けて科織

も闘でくるし、務費者にもまとく提供できるというそれが「売り不よしJr買い手よしjなんですね。そ

のことによって、大絞め近辺の産業が栄える、東京器忍立〉塁議後治玉栄える。これが rt設関よしj という

ことです。
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なおかつ、)[[1.ぶ際人の気質というのは弘会主主してきriるlといい、要するに然駄遣まいをせずに一生

懸命数くというのが陶人の気震ですから、おぜ設が機ります。そのお念会、寄託みな悠治で然駄遣い

すのではなく、地減社会iこ幾三忘していく G そこのkころが f世間よしj と雷われている所以なんです

ね。

ただ、こんなふうに近江語導入会主浅く震われるようにえ立ったのは、つい最近のことなのです。淡々が

ぞ子どもの脳、表い号芝、 30寺三、品自主ド紛々というのは、差別的な言苦楽が入っているので許じていただきたい

のです佃が、支Iま工事芸人とともに、お隣のとミ滋賂吋?すね、こちらも非常に多くの;与が企業を災ずユザがいら

っしゃいまして。まきは f近江盗人、伊勢手三?をjえがJて言われカもしたのて?れ絡に近江を江州と呼λノ

でいたので、 fまま:ト詩人が通った後には、ベンベン議事、役えない」とさえいわれて会ました。最近になっ

て、近江長詩人の余念}jが研究され、三方よしの給付という形で見直され、絞らのやってきたことが本

淡に建売草されて、t!t聞に/:i:¥できたのかなと，きまってま十。

大耳元まつり

との人ム月九(前頁写真心、 11ω泰弘建設舎の大爪です。会言語で l'制と 11EJ、 100畳敷きがさ警がるfi泳淡つり

が妻女か際通わり玄すむこの大爪は伝統胤といまコれていますが、余闘の伝統月九というのは、だいたい胤聞

というプロのぷ作りの方がいらっしゃい設して、その方が作ったものがま喜本然なものなのですが、政

近江ではがE誌が、だいたい延べ 600 人ぐらいかかって作るんですよt~

この大;界記;とはtお話震がありまして、)れの向こう宮市i、遣をけてるんですねQ あれば切切抜きI法といいま

して、表区穫でi浮プfJf立揃担保するけれども、カがあまり縦にかからないように風がt却するとLヴ技術で

議ちると会L それからもうーっ、これは 100畳のもので総 13メ、‘トノレ携 12メぃトノレあり設、ずが、緩め

竹'0コ特''ii::抜きますと、グノレグノレと縫いて筒状になりま匂れ殺はお家主んとかお寺を絞って然っていま

したが、何日もかかるさ議会i主総合~~撃ってきますよね。夜会主縫って~t!:. ら、グ、ノレグ/レと巻いて:Jt文章拘 Lて

おけるという、そういった工夫がdれてし 1まず。

それからちう つ;大きな特徴l土、判じ寺舎とさぎいまして、夙に警かれた総と笑芸事針呈み合わせて十常幸誌

を伝える。これ(議定主主写真1)は!非殺のき齢、jという凧なのですが、然災会主祭安かれています。 r飛ぶ【
を fヒj と緩みど長ナ、「;魚j を fウォー-J、戦者fi'i:統んで、警いというヤさとつけて f?l'戦の警1，'Jとい

う判じ事告にしていますか

これが地域の中で作り議長けられたとし、うことで、やどちから大人まで作るわけTけ%号、総;iljえごfどに

約えず大きさを競うたちしたことで絞術:の向上が聖書がっていきγ乏した。作る過澄のl千ァマ、そ子ども主主が

りとか、計事事ができるようになったりと語、;議ぶったぐ紛い吊り糸を燃えで決とめて太い

綱につなぐのですが、吊り糸(1)主語浅の機密室~:::ょうてF誌の主騒がりユかが淡い亥すから、主丞の号車さによって

調議室をし設す聞のそん〉なことをいろいろ絞燃した結果、だんだんと大会くすることができて、今までマ

は最火で2長G緩め;紙が揚げられましたP

この滋機では、そういうようなことが行われ;1ごい設すが、東近江以外のあおこも、いろんな行楽や

妻美りがあち子どもたらはそんなやで育っていきます。たとえば近江海人の初めはγ機泰公をします8

3駐車塁の機業語l倣1交の紛の中寸了、ブオーマノレな技術te.けじゃなしに生活面ーや様々なことが 絡に教えら

れていると聞きましたが、了絞殺公しても、読み警合」そろばんだりじゃなしに、そのtt殺の段取ちで

あ，ったり、進め方みたいなものが、 4淡々な行事:や祭りのψで身についてし、たのではないかと般参議して

い欲十。そこで渓角を表して、こういうふうな近江滋人会主主主汝れて~たのではないかなど、緩似した
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のじゃないかなというふうなととそ湾えています。

ぞうした蕊念のみる京近江:で、ねたちはいろいろな活動そとやっていますが、うた緩めどータ…さんの

話番令部いて、なんかん，[句会5見えてきたなどUヴ言語ぜそ三人でしておりまして、キ，~請に今ヨ;主将/ν可子いた

だいて、ありがたかったなと総Lっていますα

もうけ以写真

2)ヨこれはIL)身健

やかという;11えです

けれども、費量露三番

かれτ:います。

は「たつ」という

匁になりまして‘

これを?災jとし、

います。 r)j発jが二

つで「朕(しん)

主主{しん)J、I心身

i総今かj という、

ここんな耳元です。 善寺

際経がよ主りません寸了、

たょっと予定して

いた言語よりも、この部分だけ1すも紹介したいなと患いましたの守、入れさせてさせて

い7とだきミ去した。

主主主主江市マの活動

淡々、何をやっマル、るかというと、この訟は後で山口さんのほうから、詳しいことは震われるかも

しれませんけれど、京近江市は、人口、面積iこしても、いろんなとこど?、ヨヱドのお00，ケの 1のそグノレ

があるじことマの成功モデ、Jレi立、日本で感隠しても成功するのマはないかと、後々念活言語総数的

にやっていくということが一つあ努ますq

私iま元々幾多選二とでして、特高絞め草子河芸まではないのですが、総長手前iとEl~家主支援を鈴化社会になるという

ことを;努めて知ったんです。そとですぐに、俗語、ゃらんとあかんなということで、たぶん少綴が謀題

になるだろうと。そのやマ市民がどう関わっていったらいいかなということを考えて、すく守乙:lPO合

作って、決?介護の問議題告と考えました。ところが尚齢化針惨というのは介識だけじゃないんだと。少

子化という課題にち問時に取り系住己主y設ければということで、そこの3とま幾も NPOの事裁として関わって

い決す。

そんな中で、滋言葉のノえが員2械の人遺書のことをいに支援しあわなければならYないということで、そ

れぞれの地域f':NPOをたく dlvf宇ろうということで、 H防災後惑とやり始めましたの 自分遂の主長名きのや

ーで、暮らしのやゼ気づいた必華客なサーと?スさと、淡々自身が始める活動でず。

また、数々も近い将主義、&;.、子死ぬのですが、医療体制がどうなってるのかと考えた時に、よく分か

らなかった。じゃあ援で一事務に考えましょう、ということで、 f市民が考える際線ア才}ラムjという
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のでやらせていただき言たした。ここで秘義堂前災と、ぞれから医療関係者、怒門家そして行政ですね、

その人たちがー絡になってやれば、かなちいろんなことに可能性が見いだせる々というこkを気料き

した。こういうことから、私としては、後で似てくるいろん々1吾妻与の発言語11となったのかなじ今ま

?やってきたものが、少しネ士会イむしてきたのかなという然がしています。

そのゆでlねてきたのが、立まぶしぶ野究会。これが当初i主総ぶ吟の総繍恵携クリティカノレパス(J)薬草潟

をどう文臨めるかという研究会だったん\"~971l、この研究会に芸協繍(J)jJが集まヮてきまして、今寸ぎは

だいたい 150人ぐらいの医療制係者、十編妹、介護襲潟係者、 t村氏、行政TJ:ど、事長々 な業種立コヌア主主ー絡に

活動してい設すのこここで最大のテーすというのは、脳卒中の人たちもりハピリでき3復したら必ず地相~

i::帰るということで、その人たちを含め我々もどん必形で地域でのタ…ミナノレ設迎えるのか、そのた

めの募らしをどうしていったらいいか、みたいなことが昔話題になってお号法す〉

よしAiJf究会の進めブアというのは、草案のJI.，える関係。必ず自己努ゴトを始めてやるということで、

…人一人のつながりを大切にしてし、くという、こうし寸総数ですね。

義重苦計会から飲まれた芸苦言語

もう…つi立、その様速で、地i淡から係機綴中止を考える主主近tT.若島ms~ミというのができまして、ここ対

もいろんなぎ長緩め方々に集まっていたど王寺設したむその中で訪問者機関係彩、ゴ予言襲撃業者、際機関係

者、宗教家、行総と市民が一絡になってぷ究会合運委めているわけですけれども、地域に何が起こゲて

いるのか、そしてあるべぢ擦はどうなのかということ俊一緒に語り合って、やっています。

指~で何尚己之ゲCいるのか会一絡に考え、:これ影解決するため必重さと，椋われる襲警源料自握したう

えで、言語かを悪者lとして総数約ぶさない。そんなととそ議言いながら、それぞれの数段ぞ、できること

からやっていとうというふうにじむし、ます。委員のゆに5議議委主義父がおりまして、彼女i立総ラケの図書号館

のIゃにB長野柱、僚級コーナ』を千平り互主しtL.Uそれで、今、約8000織ぐらいの}餓蓄ができるということです。

そこに考察隠さん<J)やで、小児科日誌とか病認さのうb生方主主言語JJじて、病院の閲誉総とつないだりとか、ぞ

れから盛i袋内の

介議施設やっ

ちとか、 医事護主主

義交の済報誌がと

こてござ在郷集まる

ようにJなりまし

た。

それか

もを持つ::f，;lf設d

んの委員さんは、

仲間違と勉強会

安委めました。 こ

こにはメンバー

《三更が
遣 問楠帽師υ

g 判事…

5一千 ・
; mm  検 :鶴t言語鑑y

z 世組処個開

書 ':7".-.... _時十 … 

刊、

高器輩聾珪?F'齢制帆仙叫

、町一出げだ村町一切一……切一 … … 叩 仰 向 惚 附 杷 匂 旬

。時伊滋滋迄纏揖昌明醐備隊榊畑町←.::-: "̂山一一一

乙ぷ

である消防士が出ていって、ま韓問1として救急にかかわる総合し?とり、また小児科書霊会主似て

いって、季語巨的iこ起こかやすいを誌病などの知識を言葉暴露するといったとともなされてい設すむお母さん

主義が力会合会っすて、子どもの縦二子がjぢかしかうたらというよう々、こんな紛子{関心象{ヤペコたんで
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すh 発熱とケコザ~~終舎とまずったu手iこ集約して、安いおま迭さんゴゴが考えられたので、ゅの父宝容もちょう r

携帯電話で打つ介サレの文章の去さの文tこしていて、淡々の裁では考えられないことを、ちゃん土や

っておられ淡十。

守込〉 う

yな汝恥しい三功治か弓な土いうこ~~安と七、 d今干あどる);総総絞dの〉機守鐙をを集めて{何可かでfき宮えな立しい、淡誇》、吃jξfいうと土で、 こんなマンダ

(1紛糾令、皆で2年ぼ1:"かかやておし会ってきました。ぞれが今、今年度中iこ3つの建物ぜなが併後し

て従事えするとと左なりました。

{関 2)

たうーっ;土、井正近江の 2030 学の将栄養議後援るというこ長で、環参議勺 2030~料こ∞1，を 2000 年よじで 50%

読まらず土いうような計画会したのマナ治宝、ここにも医療土か教号事長か、いろんなこ左を緩め、官壊滅だ

けじゃなしに、様々 な分聖子守品会主t槍きました。我々はこれ合、ブォ…マノレ}と作るrtすの捻合計闘に対し

て、 これは市民主主十字ったお主注目京総合計画や長いうふうな際 しています。これに主義わった人たち

を中心iと、インブォ…マノレti:i活動をされている人たちを緩めて、今、皆さんJ々 のお男子にあるような

(tJTり込み側)、数級事寺務の養母寄りの、こういうネットり…タができています。{町を・やっているかEい

う去、 3芸会ぜかやってるわけですげれげも、ブオ…?ノレti:活動はちちろんですが、その人たらがやって

いるインツオ恥吋ルなことをつないでいくとどによっーて、地縁がなんとかつながってし、かないかな長

いうこ去な進めていくというのが、淡々のやり方です。

食事量の義芸事i上モール、少し燃しくふれていきますと、今、|磯警手当警のを動舎の災襲撃左、高齢者の{動き去、

37 



2012 5J'IH." CBR 合 ξ ナ~ CBRvs 

ぞれから主鋭或で安心して毒事ら牧るような、こういう綴合約1，t.方量殺さを作ろうということで、霊童東という

小さな重義務に限って、誰もがまる心じて生活しながら、幾多能fぶ惨殺もちゃんと育てられる、そういうふ

うなシステムづくりを、先事呈il)マンメ10ぅ時三から、とれ(閥的さまさ主窓会Lてき復して、今年の3月1;:1立、

たぶん鎚泌するマあろうということで、 もうz既正iにここうしい、づう支形多で3ヱニ警漆率諸が2芝滋奪λfてマき雪て3お3り3玄主すo 存潟話重鈴誇毛者まの

ラデ公〆

を結紘'ぶ長燦是望家京レストf汐子ン、そんなものが芳成をしています。

8粍

(図 3)

そのi脳宣iこはソーラーな入れたりとか、薪スト命ブーを入れたり kか…m ソ…ラ…発泡で?尋た利益i士、

ソーラーに以後していただいた人たちに還元しますが、日割合だ17令返していとうと。白書1)は地域の

ために佼かせてくだおいどお踏襲いしています。 また還元する 8挙制iも i訟i芸誌の語道z主主要挙者~~司J)刊して、東i在ì.r:

F守内の潟業主主間性イlうするよう々 。よそんな総数分今始めて、そんなつながちがでできて;j:;，り

手よi主、今、東近iIさ色体で艇とゲているとこ去のお話をさせていただきました。どうもありが長う

い乏した。

減喜子小綴さん、ありがとうございましたs 私の税務が凝りなかったのです‘が、資料の中にA30り

綴低音畿の液近江総知事警務長室~立経〈折り込み凶)とし、う紙があち'"十。とれが今、東近?τrt:の中で浸関

されている4淡々 な封POの総数や、プロセスの回っ、ている状態会ぷし"とい淡す。ものすごい去をの活動が

あるのが、よくわかるま緩います。その説明を今のわずか 15うまぐらいの悶マしてもらおうと忍ったの
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ですが、あのすごい情報機毅e'、いろいろ、みれ、これはなんなんだろう? と思われたこともいっ

ぱいあると燃いますが、また午後にもゆっくち号室関していただければとを号、います。

では~l:ねさん、お義援いし淡ず。

~劇団州附緑の織改革一四割支 (東近江市緑の分機改務課主幹〉

山W fまじぬミ支して。東近江市のどk驚i務にあちます絡の分権改輩誤どいうどころで働いておりまT

rlJ口と申しまよろしくお製糸、いたします。

緑の分孝義母k議事

絞め分絞殺革というをぎ宮謀者了、ほどんどのゴゴはど作じないのではないかなふ思います。 げいタ}さん

の織を旨イ品りると、言還のお、然によってできた霊薬会いうふうにも設えるなι患いえとがら議題い?とんですけれ

と河川そもそもは総務後が地域資源を絞大総務治して、封也主まのお号F主化、 1刊さの再生会以1'0て、分散穿京、

全日ill筆H位消、低炭泰男芝、とにかく持久力と燃を生みtHす力会援護める地域を作りな浅いというふうに総務

省主主資いだしたことから、その言言き騒が句会ています。

この爽近江のでは、それぞと

ト・モノ・ 3主主宇治主総戎で問る枚組

みHやり互交しようというふうに飲

して'&dんに説明をしてい家すp

去っかちやすい絵にすると、ここうい

うこと2なんですね(閥1)。じド炎集

字義型設からi丞方分苦主主誌へということ

で、前半、今、 Jj綴さんのお話が

あったような、いろんな様々な浴

室主が、塁互に東:i1Iね:fこはありました。

それき旨よちi若手或の自立とか、食会

生みiまiオ下三うさを夜めるものに勺ない

でいくためにできたのが、総ども

の謀者時効というふうに総襲撃そしてお

り設す。

東近江市立〉務次

鑑理圃

中央集権型から地方分散霊へ

グ沈吟ff
静物守切除省主お習時

主主一極集中 地域分賛金~工L

{図1)

皆怠ん、?議事若者議会1どこにあるかはど手子じですね?J窓辺71:市は三重の然奪還から主霊登淑までつ々がった

1市6問問3合併してできた大数々剖]であります。 T防災がよく、日本の 1000分の 1モデ、んと、允季最も小

緩dんのほうからありましたりれどもc そうです土入海と大都市以外段、全でありますのそればいい

ことも緩いことも含めて。e'すので、この害者i滋のよくある町ででマド言語、成功モデ、ノレが作れたら、それ

はさ友関に役立ぅモデルになるのではないかというような期待も込めて、この欝?に器等じっています。

様々な地域の財務、従事室から出ておち;t-l-2}Jよしというのは、もちろんcs廷の燦ぷにな、っている

」どですし、濃毎年の妻女、文化財の数本?考えても、かなちEきくから人が暮らしていた!'I!ll:君主であるという
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ことが、よくわかります令

また、選手A本会2ぬ1賓の半分以よ~ぶめております o 1f. it、滋賀県人って、どこに住んでるんやろうっ

て、よく終外の方が言われるんマすけれどもo 山と滋養護湖しかないのに、長54さん、どこに住ん"はる

んですかと霞われるんですが。 5撃は滅寸iEiIは、唯一湖東学際会¥[主がっており設して、フZ変重量かな震基織

令抱えているのも特徴であ号ます。

そんな町の最も終微弱ぬなのが、光線、デヅツと絡会、があ明言長した、この市民自治fざというふうに布、

は主立っています。 A3の閥(折り込み図、各7ページ)には、 JillJ!I4でがんばる様々 な総動が注文り上げて

事選弁さ守されています。とどこに級人名が入つ'口、るというのが、この謀議(f)特徴のーっ。1f.たその分野が

ボランタジーなものから、え立ちまついになっているもの、また環境、総数、医療、農業、;j;j;~議、後三関

係、様々なものがここにあぶっているというのが、その終殺になります。

ヒJータぃdんの滋;こもあった一機最後の事例で、総i窓会主本当に理仰とT?)、関援すものだなあとい

うふうに盟、ったのが、地域の青果脳令角専決するということに関して、健常務、際空等ミぎも高裁も若者心も子

どもも鶏主義ないということですa 行政、言語業者も関係ないというふうに毛えは今、考えておりまして。

とにかくお傘、人もないやでは、素暴力ぬなんです。とiとかく撃誉会主力を合わせて、この危機をきをち主義

えないといけないという要義援そもっている人譲住というのは、勝手手につながっていくんですす立。我々は、

そのさをっかけを様々な究室マお手ノゅ、しているということに過ぎないと，~ってし守れ

多分野泌総

51';李主から言寄っているよろに、多分鯵淡撲の仕純みが燃に東j庁江iとはあちもこちで生まれて:jQI? ，ましたe

その一つが、どイヂcの方ち多いかもしれませんが、 r~長のイきプlスジェタ}、 j 寸fあります。環境、幾多選の

関係者、そとこに行i攻も塁塁まつって、 t誌とニ工ネノレギーの自7ぎな:というのを、かなりぶくから提案して道義めら

れてきたものであち注すし、先穏もIUてきましたが、三主協:feノ号ネノレを市民がたくさんま長まって出資す

らことで、皇室擦を持たない人も発箇毒事3震に券会詩できる。なおかつ、それを何ではなくて、地域商品券

していくことで、地t或の終済が渋うというようなこと安災普通している市民共倒滋賀言問?という主主与

総みも効求っておりました。

また、ハンドシエ』少協滋会というところでは、 i縫挙違系 NPO、求ちづくりに取り彪か隠然、美幸滋、

行政が委主力日し亥して、主患者支のおばちゃん達が、ヨ緩め料理を持ち鳴子って、レシどを作るというような

ことをやってこられました。それが設さはつながって、事協):t!:モ}ルのやlこ，容を紋レストランがオ…ブンす

るということにつながっています。

家た、森林、{宇多誕の関係者が、持POやデザイン事務所在淡携をとすると ξ句、長!l:7eの財唱と生かした発禁

ふミ脅発をしながら、淡1とすー}どス提供殺しながら活動をじといる kikitoという悶体もどt!い玄すのと

とも紛の分権改築総がでiきる裁から活動なしていたところであり iとすし、緑の分後後2713菜ができてJか

ら、 3院は次iこ話してくだおる野々村さんともつながって、今、持者絞殺のふかと協カしながら後Jおそ提供

するということにもつながってし、ます。

51';災、主主i万rcで開催された分後保険の全国サミットf;::参加してくだ己主った方が、確かとののにおら

れると』思うんマすけれども、与をの義務こ記念品で入っていた薦ぷを留j与しているのが、この図像"す。

あのパッケ…ジングをしてくれたのは、いろんな僚主警があったり、事情合総メヒ?)jj々 で、協力きとして

いただきました。
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薪プロジz グト

そして絞め分権ミ主戦初主主主近江

tこで~てから生まれたヅ開ジェク

トの災被伊jが、この I薬草ヅ口ジェ

グトJ(関 2)iこなり三とす。主!.J士三廷

はま己々 ;休業の争奪及効会しておりま

した。人工称、杉どかじノキとか、

人が植えた本ねていうのは経済キドで

すから、もあろん採算に会わない

といけ決吟ん。それも厳しいとい

う双またが3誌はみるんですけれども。

そうマはない議w休というのは、

はなから採算に突をるbけがないと

いうのが林業界の告守織でれ

21Jl2ぶ1f{CBR i': ~ヅ CBRvs どえグぷ L

.1':の4

多分野遺書取り鰻み事例(昏
溢滋欄綴緩頭頚議選翠議議襲側欄腕糊鞘耕輔臨時欄綿織櫨議議議繍;

む筆書ブロジェクト〈怒りスマイル検討会)

1 D塁討を皆伐すると薪原本lt(遺書7DDkg)の資源叢

伐祭 z 搬泌・運搬蓋薪生産第請書潔遠の経済性は

専門家が行うと赤字、市民協働裂は累字

。市民サイドの言語き

否星山保全;活動

響獄事害対策

集襲撃がい者雇用

篭広葉桜 z針案樹併用型の

薪ストーブ(f)際多量

圏 .1
閤

ですが災は関闘のほうでは、その孝弘バてが徐々に枯れていくという照騒が訟とこり始め {溺2)

まして、:守主長約iこエネルギーとして鉱潟できる、もしくは水源の森とじて火装をE重要な位置づりであっ

たととろが、話。ブゴを失ってきているという隷遂に畿運fしております。

そとでえ主んとかできないかといろんな方にど校絞殺し亡、実i立野々村議んと出会うととが寸ぎきまし

た。与をこ、で総務省からいただいた務査事業をflfrJjjして、ゑ彰台1本会伐さ来しながら更新を選きめていく。そ

の伐採した材を薪としてお安F脅していただくことマ、地域に添えそしていく。多少のお4訟をどいただきな

がら、ぞれをどジネスとして回していけYないかというような調支援なやらせていただき決した。

その結果、ボランティアの方ですとか、 F祭主冬季rÇlコ方ですとか、様々な方にき~:;りをどしていただいたら、

採算合うでという薬害総会主的たんです才みそこから実は務夜も継続して事業主主淡いておちまして、隊後

者の方にも新約りをと手伝ってし ながら、雑木寺本塁そ絞殺ぶせていくというようなことが、少しず

つですけれ，~~)..続いているということがあります。

ブ工乏からj理』たこの事業の感畿は家1と野々村dんにお任ポするとして、卒本宮撃に関わってきたねからす

ると、ここれはすごい函鎖的々と:とでありました。

平成24停度の取号議長み

来、どもの課では、とにかくこのむト・ぞノ・カネが絶滅で限る士滋塁みを子学るための支援が勾ができ

ないれもしくは地域線題を解決したいといって活動するの支援会主侭かできないか。がんばってい

るこの人と、闘っているこの人告とつなぐことで、主喪主義告ともっとよくできないか。そんなととな常に冷

えながらだ壌をとしております二

今主pJ.t、災型的な取号線みとして、まちづく号ネット主主近江というのがスタートしました。とれは

行革支と?計E誌の問をつないでくれるゆ潟支援の籾織守あります符 5震は10停以上前から、そ傷、マヰゴ際交と差

是設織というのが作られてい設した。ですがどあらかというと、それはぶヲンティア支援であったりと

か、そういう色が強かったんですね2 でたなに句タ}さんのお言語今にもありました行れども、隙宮のある

かにバスケットを挙支えるのではなくて、幾多菱総続教えなさ糾、けないんじゃないかというような発

究裂が、実はここにもありまして、草AE撃l土地総のソーシヤノレビジネスやコミュニデイばジネスを支援す

41 



2012 rN~' CBR -1:ミナ- CBRvs 

る千行革はみな作っていかなければならないんじゃ必いか、と考えています。そのためには;jo"，誌と僚絡が

とても主震災マあるどいうことを、団体の傍さんから議控えていただいて、その仕組みづくりなしており

ます。

一つは5苦手撃の資金務総合、号寄付という形て築与ちとらお手伝いが匂数々いかどいうこ左で、そ評議室指1巨傷

付というのを今生ド皮やろうどしております。また市民参加の1背搬手華僑というととで、パブリッタプ夕

食スという言葉があるんマすけれげも、公jさの情報発信のツーノレ令市民主主容をう緩和J~持っというよう

な考えだがあワます。実は東i江主工iとは、泌総のごコミコニティ F輩、ケーブルテレt:+iO'善意備怠れるんです

ねのぞれを浴浴して自ら企濁し、祭事整会喜善後するという、そんなイゴ:経みが作れたら、もっといろんな

淡激がっ々がって、個人がつながっていくのではないかど考えています。

またう抵絞めった、あのA3の~(釈明込み闘で欽み公安やっているだりだとおっしゃい三としたけ

れ~も、設さはそんYなお手伝いも、このまちづくりネットぶ近71:がしています。行革支がやると、~うじ

てもフォ…マノレ主主会になってし支うんです才九でも爽近江守アメ二議芝E室主見しているのが、インブォ…マノレ

どフォーマルの織な警護淡々くつなぐどいうこどで、いつも主量級しており家す。ですから、実はその飲

み会れ、うのは後紗なんマすね。ぞれは仏じさんは{仕事でやってい:Q(I)均¥ぞうじゃないのかと言わ

れると、うーん、街方なんで「九校壌の詩集滋言葉主主しているミッ、ン笥ンの災害総こも、もちろんつなが

り決ナし、仕事を離れてインフォーマルなっ々がりとして、ちょっと蕊いけど?、とこれお揃いで、きます

かというようなことを言える関係がでぢるというのも、実はとても重宝さですのf:f益支は行政だけで事IJが

作れると、これまで3勘違いしてきましたけれども、そうではないということを米紙机旬以はオ正当に実

体験として教えていただいています。

もうーっ、ウ広ブムでもつながる場を作ろうというとことて了、菜食主義情報ポ}タルサイト策ilIまこという

のがホープンしまい乙多さはここには商業の情報も入れようということで、もう つま事妹のすイトが

実はできており主主ナ。そららのほうも、大変人気ですね。こんな閥会"で?とこんなものを作っても、殺も

Fもてないんじゃないかという波丸もだいぶあヮたんですけれども、なげかf話臼護支s字下のヌ7iと見でいた

だいて、かな哲妻子評なものになりつつあります。

地域際主足立〉葉支ち絡み

ねどもの議長としてはブオい『マノレには、際李会顔立〉彼女~阿絡すというととで、内綴虫記入会んどいう三診

が事是認されてい殺す町 r1託とぷネノレギーξケアの闘:lz:Jなね摘して、様々な社説けをしており家寸。総

どもの殺には分野というものがどさfいません。阪られたスダ yブ句て?できるこkというのは、本3さにた

ずかなんですね。 々ので、阪3支の撃まさんと一緒に、いろんな3主主畿の文子、いろんな分野の方と一事泰弘

こんなことを考えてみたらどうだろう、こんなことをやっ}てみたらダうどろうどいうのを、う}ん、

守もそれできるかな、難しいなといいJながら悩みつつ、喜毒事事談役総務込ん寸?いくということをやって

い決ナ。

とにかく、あるものを生かすというとん分野さとこえて逮携させるというとどな笈議議して、なおか

っそこにモプジネス表作っていくということp 火奇襲げはできなくていいんです。大イ信者けは含撃も求めてい

ません、問者警の人援護f;l.ーですが、自分主主が総務会していく、もしくは次制活動につな定まっていく。そ

んな収益がす専ら才e0t上級みをどうして得るかということ長、内予告均残長室よちは少し強い自治のft総み

ということで、災以三も々あった主主j校主ζの重量みを、地域て?今後主主Eたれてくるであろう課題の解淡にどう

つなげるかというのが、以どもの伎を務だというふうに考えてし仇 ，0 
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李よからの自容はWl:寸プすむあちがとうごきずい設した。

河野 必 r~ さん、どうもありがとうご三ずい設した ;J、憐さんが、すごく彩災カと崩磁波的力のある市

E誌のt1…ノレモダノレみたいな人で、そういった人主撃が集団になってやっていた後近江の燦々な活動を、

~li ねさんのような行政の人芸震がう淡くよ;ト→ラゴJ ネートして、うまくさ1<d体ヤi滋していけるようにしてい

くというのが、よく必かったかfJ:e liliいますc

そういう東近江市の術災の人長選と行咳の人達が一体となった然繁jのゆで、では、降三警の分野ではど

のようなととが行われているか。何が起きているかというお言語役務々村さん、おi漂いいたし家、れ

|.…1ぬ明O峨翰嫡叫一見恥つ一援斡釘一哨吋野

{鍬iき聖.華纂事らし応援センタ一‘匂マ忠徐永iれ七O〆…"センタ}長) I 

聖子#村 皆さん、とんにtうは。米治絞め畿き・暮らし応援センタ…ぉki1，0 の野々宇te申します。

よろしくお車齢、します。絞ってお泌をd'をていただきます。

隣にいるお二人は、野ド段のそ支から前米りをして策交を機思議v亡、ゆとりたっぷちで、今反返って‘はる

んですけど。私ば襲撃を支はお絞め精神障害の方が、今、ヰヨ父議んと二人でゴミ屋敷に往んでおられて、

そのゴ、ミ際立設の中で淑子治宝覆いだの、入院したいだの延々そんな誌去を聞かされた上、先手浅草草波紋iこえ室1

'e:、なんか除後ftけ院な感じというか、主主Jil:臨時ど昨日。〉号交の雲まの状態のギャッブlと、 3なんかちょっと

ボーッ2うしている状態でお誌をさせていただき議十。よろしくお緩いします。

隊苦手のある方の就磯、生活の応援

;お二人からは、主友iをjての~l自滅寸?の散り紐みξいうお誌があり京、した，)\3毛豪華表分いただいた、そのや

で障害のある立まのさ主義をはどあったんですけれどち、東ilî:tζ<7:>!決り総みとは~IJということではなく、あ

くまで東近況の泌総のやに、これからお話しする降雪撃の;!>，oカが働く、暮らすというこ去があるkい

う視点c:考えていまず。

今問、;!zsコ人の綴を際iいて、攻めて私のとてもありがたいメ予ット庁、なと思ったことがあちます。

殺は望変革ヰのほうにもありますが、罪事容のあるニザの鋭機、生活の応援をするというなき騒マ、分襲?で言言う

と手議絞てブす。 c:も東近江の行三主にぎ?く織に、まず悩f崎製iこ足を主主ぶよりも、激う線iこ短を遜ぶほうが

委主{ぎ多いということです。玄武三地な棄のやでは、 !il捕の何か福祉のセンタ くeいうよりは、どち

らかというと商工会の会長のきまに行ったりとか、企業さんの労働紛糾こ行ったりとか、企業さんの飲

み会に行ったりとれ的カヰ制上と言言われない演に行か設で宅〉らうことが、たぶん社事の8知jか日閉そk

占めているのではないかなと。たぶんd今日も、そういう関係守私は隊んでし、ただいたような感じが・・・。

なぜ呼ばれているのか、もうひとつわかっていないところがあります。それは当主こ号線に々決c:きた

んですが、改めてお点?のお二人の話を聞いて、ありがたいことだなと思いました。ちょっとここで株を

ふげ℃おきたいと瓜います。

10年後

資料のほうにi士、 rlO匁後の銭安Fもつめた就労支援j と書きました。これは以がすごく大事にして
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いるラユ}ずです刊。)¥:;f:品、コーノレリッジ先後のお昔話のゆぜも持続性とあちました。 うおも「働くという

ことJ(関心を務j艇に織げていますので、際義主警のあるんaやご家族の方がうちにf助会?といんですという

ことで相談に来られることがほとんどです。

その時に、来波働いていおここと命日機にするのではふくて、 10午後、このJj出或ーでrt初芝、滋分がが

んばってるなあ、自分らしい議事らしができてるなあ、というようえt人伎を送ることを応援d伎でくだ

さいねと、よく雲いますユなので、限月はではなく 1む年後のあなたと…級制鰍くことについて考えたい

ています。と
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fj働くということJ(凶1)ど書いているんですげれども、まあいろんな人が、うちの

ドアをノックしはり設す。本当に 11鋭く j 左いう…一文然、「暮らすj という f必主義j というどころで、

いろんな方が来られるんですが。いろんな方の働'i'5?!:Eぶ緩してきで、本当に;本人さんへの工夫どか、

解またすべき課題、家族稼ゑーとか、いろんな課題、降幸容の縫いだどか、支援のボりュームが夕立さきい人ほ

ど、働くというアイテムはとても司有効だと、本当に毎日感じでし

(図1)

{動'I'5-薬事らし応援センター

うちのでンターの主導介なんですけれダも、議長室電線では働き・主主らし応援ゼンタ…どいます。ここ

東京や、語表奪還l役以外、念闘では、毅一望ささやぷ支援をtンターになります。語長室壁際がなぜ綴!合，暮らし右援

センターかどいいナど、就業生活支援守主ンタ -l::.いう悶の害事業よりう主iこ、滋事壁際，.1模湖考葬祭どして、

三主袋内容 業務内務は…卒者なんですけど、偽き・薬事らし応援センタ}どいう家主義が始'*り五去した。な

ので、滋賀県だけは、隠の統議室致活支援センター在、寝室望号燥機絞め縁寺・暮らしJ;t;主義センタ…どいう

二本立ての媛n還になっていますc

ここで車じ終生活支援令ンターって、ど存じの方、いらっしゃい決ずか? ああ、知名獲が意義しL

ういうことかどいいます左、また基金rEdんどか、まちのへんにまた繍いてもらったらいいと思うんです

けれれ紘もわかつてないんですが。

障害警のある汐の就労kいうと、ハロ…'7~)の理事内線談が窓口であるかど，添うんでナが。なかなか

そこのハロー汐ークの導門相談だりで総合苦とされて紋織をして、継続的にがんばってmいく kいうこと

が、スム}ズf;:f子く方ばかりではないというこどがわかゆてきました。それはま主要存。〉ザツチングもそ

うですし、あど生活ですすみ後泌がうまくいかない左、妥当然校家主主うまくいかないので、絞殺惑と主主tこ

したゑ訟の応援もトータル設さにやっていきましょう左いう感:3議会号、この就業生活支援センタ…、参議?き・

らし応緩センターと言ふれてい欲十。

p 
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うらはまだ、平成 18年から

スタートしたばかりの~ンタ

}です。うらめ主主義患のことは、

先程山はさんの;まうからも提

示があり三としたの手IJJlj状況に

ついて、少し縫いています{凶

幻。 6f];長の段階で65骨名の

平時総会2、うものセンターにあ

む豊富き・暮らし紛持軍センター“Tek長。一"初湾総lill

社向者/659人 (H24.6月末現在〉

襲容器軽減 年齢楢園別 空t.~慾

主語体 56入 1~19? 149人 グループホ-b.

長日的 321入 2U"'39;1' 300人 社員設など

事側 173入 4かそ主3;1' 186人 l 自宅

そ夜〉慾 109人 60主I'Jlよ上 16入そWitg

ります。かなち包装さな泌総て?の、との李IJf若者(1):1設というのは、たぶんかなち巻善いと留か

らもわれています。

20人

2入

621入

16人

(図 2)

先程、お二人からは、いい地域だ、いいj数名義だという認がありましたが、この委主を見ると、どうい

うととかどいい士、主主主lil'Elってんねんkいう紹器産ほしにくい、かっこ罪悪い。けども、織さ?といね

んという本開設告はしぶやすい、かっといい。これや、とすごく主立って7決寸勿だからいろんな伏線みがある

やでも、五長1ざまだ隙害のあるかが、とんtlことしたいねん、あんな意義きしたいねん、こんな主主総E寄っ

てるねんというニューズを!!ん!!ん似せる主喜善まには、まだ五とだなっていないのかなというのが現状ですの

働きたいの現実iと向けて

そんな地域の中で、うあ

のセンタ)がしていること

は、 8つ書きました(関 3)。

ままち柊言葉はそうえtんですけ

れども、ふとぎな芸能さんの関

わりです。線通、厚生労働

議、のほうからは、憲主制''''委主

役上げなさいと、事主殺さ司会

えZ冬いというのが必約なん

マす。求人隠煩からハロー

ワークの紹介、後のアツタ…

ケア、会長続初議員、会てトー

[盟書1f:~¥の実甥にi省けて]

G) 領訪/鱒くこと器:tllDに生きていく事£ついて終広奪える.

Ii?l 金業の'Il才〕培浴室業 (企業にしかでき註~¥jjIj纏)/露る a抵吾・選択する。

ワ…タシェ?・莞学、語通告、翼線・.• 

⑬ ステップi'ツブフラン/寄在する喝の在?イヂム主輩えて活環する。

∞・作薫所・通ワJ¥・トライWORK・6 ・

@ 隊讐!こ:)~\て/薄欝を!#lωにし患い海軍象

@ 暮らしについて/幾〈事は24hの広告にある。

ひきこMîll綴・~欝憐溺栂毅・‘'

主主 事ヲトワ吋ヲ吏11/人生のプロセス1J宝繁と1Jるiまんまちんぬ緩庭書。

(関3)

タ)~約 iとうらめセンタ」ーでやるん"寸けれども、室主耳議するまでの応援を、絶対必華をやというふうに思

ってき欲した。だから企業さんには、「民L学1芝、けさしてえな念講義Jというのを作号ました。発表用ではな

く、'IE殺の内が際いていれば、添いつでも口五社長谷んJ"を緩めました。イ効いたととのない障害の

ふるカEか、 25年引きこもっゐている人とか、いろんな主主、企業の仕事会、まず兇<5.家とイ可主主逮う

というところからスタ}トする。学校と{可が主義うっていうこ左からスタL ぺ、ずる。けっこう見学をし

ている左、何総持寸?くと企業さん言わばるんでプけ立。「今日の人も際事葬祭か?Jって言わはるんでナ。

fなんでですか?Jと五寄ったら、 fあの入、ス…ツ毒まとんのに、お古布、いつものジ』ソ4ンゃないかjっ

ていうね。 rji己主と滋七五長然違うし、検拶も、野々 幸せが fおお、社長、ごめん、ありがとうJって、おつ

きの人、めっちゃ深々潔下げてたぞjヅぐいうtlof主主長、ほがぬいj という士、 fなんや?J、fピ，や

まち社長、説話線事談所に格上げでナj ゲていう、企業さんも本当に襲撃号詳のある方が働いている法淡じゃ
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yなかったんです、 7年前は。企業怠んも、滋3撃のあるJかが企業で働くっていうことが、どういうこと

かわからfよかったんですね。だ、から見学からスタート。公然8んも体験事業所iこ;格上げしてもらえる

とし、うで、ょうわから人北震関係で。企業さんが望遠望号 OK、じゃあ建議用していこうという、企業さん艇

のステップち 絡に作ってきました。

そのやで、やはり合議窓会んのこういう応援を受けながらなんです刊行れども、隣接手のあるコ加土、意欲

がないとか、そういうことヤはなくて、すごく今も毎日実感するんでれ7れども、 i滋滋4担択?火己寸る;力fカjの乏し

tさ5というか、経験もないと，詰怒主う/んν吃マ了

滋綴i言前立司の〉力の構築に絶対入オれLえなzま為う幼治か弓，;，んν2な公、 というのも患っているもののーっーです。

薬野プ口ジ且クト

そんft.ゆでタ61裂のIUJO)言去に出てくるんですりオLども、うらは議後というカテゴ、リーがみるんですが、

最近は本潟に約約襲撃警警の方がま当然多いんですが、発送襲撃撃事務ず〕コ段、 1精神隊苦ぎがある方、席次脳機官官隊機

の方、それと最もさ与いのが引きこもりの方です。平均引きこもり年数、うをうの主準金までは 25年です。 25

年間、家から似てこらましないかが、うちに家主実ぷ来られて、うちの午、与そろそろ{ぬかやたいねん、も

う切手前なんやけど、というような校露英会主人るというのが常です。

そう忍、うと、今ある梯祉の液剤、ザいじ?スにのらない方が、とてもたく dんいらっ l〆やるということ

が後よ伏?す。そんな中で、先事長の議寄ブロジぷにクトの織が!イjてくると忍うんですが。ilJねかλJどのt句会

いであったんですけれども、彼女から認をもらった時に、多発る総会すのきっかけになったのが、とこうい

う公害事役作るから、障害者の人がしないかつて聞いう紛ではなかφ た、っていうところで、す。殺のヅ訳

ジニzクトがあるんそういう重量演の在露呈み、システムがある。?とだ、ここの薪割り作業とし寸、なん

ともやっかいえと社務会首選け委主うでくれるとこ、知らんかい々というような言活からスタートしjとんで与す。

だから、|燈燃のある二をのために何か、ということではなくて、生i!ll!jtの校総みの中に、ここを塁っとん

ねんという認があった袴に、災以 15俸家lとおるんやけど、体、めつをうや1と大やでっていう人がいるね

んというどころからつながずで、そのj;が統芸皆殺iるという作業に展開した白いうのが長会まちですユ

だから直後ではない地域の仕紛みのゆに入るどいう、それがすごくうもの取り緩みのかマは、スム

…コ可ゃった台いうところです。

台、工場で働いて失敗して、おられなくなったkいう障害の方なんかにとって恥も、

とても夜空発ゃったのが、もう一度働くっていうアイテム殺スタ}ト d1芝るのに、失致がないんなす、

議静jちは、善良立す;ら今日は若草展さんの社長会まいないの?、声子会々 とこと言言えるんですけど、大きかっ』て

も、小さかっ・てもいいん?ず。燃えてしまうんで。別にそんな2義務会まないので、大丈夫なんですね。

こうすると本人おん燈は、料金・しても、議急対そこに、仕事というものに災長女がない、作業に失敗がな

いというのが、とても絞らにどってはブてきな3りになったなきちと。

それ令西日透してお客機のところだで総けるという、どういう仕組みの中ゼ自分は1t家宅とじているの

かどいうこi::もよくわかうていらというのが、i::ても火祭ゃなと患いました。

その，草作イ併殺をきっかけに、現在はそういう引きこもちの方どか、たとえば最近はヰ建設整学校ち行かえt

くなった司立総校のそ予もうらにくるんですけれ比そういうや送患がもう一間関くということの準備に、

もうー閉さ学校i之、ちう…夜祭自でがんばろうやというここどのための、働くというアイテムで、いろん

な努力をすると総うんですけれ氏その時に、たどえば々はJf(illi':U討のi滋議事長官余殺のグヲーン管理会

受けています。緑化絞王後ですね。オてを切ったりとか、掌在、抜いたり bかぶ令官〉襲警察ま震はかなりすご》、
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ですよ。絶対並立刈りのことを考えずに設言1しはったな長いうぐらい、広いんで寸オλ 告とi務みたいにな

ってるんです‘。それをうちのセンタ…背け長えってるんです。

fiぜかいいかというと、地域にそのさ議所tがあるというこん今まで、池波にそんなに闘なかった方も、

祭器護李総はだいたb寸子ったことが 1約ぐらいあったりとかするんです。ぞうすると、あの械が使ってい

る顕著書館をきれいにしたのは、僚やでゲていうような、何かそういう詩主主遂のゆで生まれるつながりと

いうのは、とても多くあ{)と義務じています二

ネットワーク文緩

最後に Iネットジーク支援Iと書いていまナ役立々交誤認針。「人生のプロセスがさ益絡に絞るほん己主

もんの勝機数Jと巻いています。これはどういうことかといいますと、就職する設での、そういうい

ろん没取り組みな、履歴書iこ善幸こうど言寄ってふいますむ先手震の毅プ百ジェタトの綴も、品与す縫長菱重重審'1と書

いてちらっています。やはりその徐マ、織をと糾ったことが大事なのではなくて、紛争ぜることによっ

て後たものというのは英大なので、ぞれが宝物やと話をじています窃

そういう中では、何かそういう紋誉主役作ってもらうというよりは、政分担コ往んでいる地域のやで、

地域の取与緩みのこk校校燃としているという完成というのが、とても火事かなと思って一いたれ

ある社去をから喫ん完さとと

「あ併殺からヤんだことj

と譲二いたんwpすけれども{図4)、

刻、は俗問、1È~詰さんに、いろん

な会主主の社長さんに出会い念す。

そのある社長さんに、うちに来

ているノえは、えらいい会ぬくい

わって言っ1とんで十。い合ぬく

いってまっかり家?生きづら

い。泳三づらいわあって霞った

んです3 ほんなら、その社長か

【ある主主主主力、ら学んだこと]

T1羽くtJ・5主務者5tJ遣を霞む
Iその人口コ“総量撃"を発売できる環境]

関誌 方法

情電車(う当然f審議書 .j進元金量撃の状況・制度〕

司F 就職がゴールとならない交緩

{急立していくブロゼスという筏点]

4) 

ら、その人会主主主きやすくカをつけるだけではなくて、生きにくいと感じないiちを棄にしてしまうほうが

思いんじゃないかという認をいただ、合法Lた。

ああ、そうかと怠ゲム今、うわさと応t還してくださるそういう金殺さんの妥当役校長会を作ったりと

か、部長会を作ったりとか、総f議会合作ったりとか、ろちがお宇j者会いdせていただいているいろん

な企業さんに祭設ってもらって、菜室用というもので紋なくて、この主主ぱ泌をどう{十っていくかというこ

とをスタートしたりもじてい注す三それは全て、先穂のIl!odんなんかの考え方を学ばせてもらって、

それ会行数ちんともずるし、企業とむやるというような形ぜな今、少しずつ浸潤してい設す。

あと;犬繁}としていることとしては、裁憲議ということがゴ~lレにならない支援というとと勺ナ。意全機

とによって、自分の人生が太ってぎたなあと、いいなぁと思えるような文畿がし，たいと思って

い殺す。

大切にしている事
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[大切にレている事]

V いつからでち始められる就職活動

T r鎗きだしUの燃にあるそノを見つめた就労支援

V 障害者が地域の食事量!こ紛入りする害事が当たり前の抱滋ヘ

最後には、火切にしてい

ること会 3つ議き渓 L

{潔 5)0 rいつからでもま台

められる立tJ:l!坑苦動」 と望書き

渓した。 うちの:t~封或には筆書

4宇野手番手の1'fがどでも多かっ

た号、引きこもりの方会主多
{雪量5)

かったり、なかなか全自主去のゆで見えにくいしんどさをもっておられるカもたくさんい

ら惜しゃいま寸。その方逮iこ、意書衿殺に入院しwぐむ、Q待から造校総舌動はできるマム ijIi'!: ::こちってい

る粋から航機活動はできるでと。いつからでも綴織がwぞきるんやでという話をしてし唆切れ引きこも

っていた閉がふダiこ必らえ主いような応援をさせてくまざtきいという誠司としています。

次に rrf効三きたいjの災jとあるモノを見つめた就労災主義内と緩いています。うちは、後きたいと

てドアを~nかれるプ玉井去、だいたい 100%ですので。綴きたいから航機、ということではなくて、この

本人さんが機ぎたいと緩うではる援には侭がみるのかなと隠いながら、…害者tこ応緩させてほしいとし、

う話ーをしていますc

あとは f燈害のある1'fが地域の会淡に汎人りすることが当たり訪の地域へj と長懇意欲した。障害の

あるヌ子会主、後滋のf菖祉謀しかlJ:l入り?とらことが害事i麹じゃなくて、コンビニとか念撲に隊機殺の方がよ白

人号するとことが特別に見えるような浴後ではダメ六三、と思っていEZす。ということは本人おんの自動舎が、

ィアではなくて、当然本人iこも企業建にとっても夜、ずプラスでなければいけない。その入金支約

滋努になっていくどいうことは、地域全体が5t澄の言露であったように、いろんなものが混ざっていく

というようなことにえとっていくと怒っています〉

そうしづ意住者では、イヤ多選さ奇といわれる適所授産肱設なんかを'務分の{餓舎のtおやとがんばっておられ

る、障害が重いと設立コれる会総の綴J'i':もうちは応援します。その人道撃がイゃった:コップなど、いろんな

ものは、絶対にそこに絞らせない。そこそ企業の市壌に載せていく作業というのをううちがやります。

そこそ作業所の方とー絡にやっていき1f:'To

うらはただ、単に、仕事上、企業tちんとの付券会いが多いので、それを作業所のみが務IjJ認していただ

くというようなネットワークで、陣容のある力主主役みは1すものhきちんとお金にかえて、そのの凝

らしが建設かにYなるように遊先していく、ということ会してい王立す。

15分と言ぎわれて、もょっとオーバーしました。府し誌聞ないの以上マす。あちがとうごまいました伶

f可野 ありがとうごさずい設した。待織のほうは組定内ですミヰヨ双方0):;3首誌なうかがって、すごくお

もしろかったんじゃないかなと緩い交す。魅スJ的なお話だと言文芸うて忍いました。

t:パズセッション

河野 先ほどのげ…タ…さんのお話のi待と照じように、議官後。コテ…7")レの方々で、少し今のお識者f

共有していただ診たいと応、いますの何かわからなかったぶどか、自分の怠っていること安ちょっと訴

し合ってもらって、その後、機っかご僚間をお受けして、というととそをやろうと忍います。日分ぐら
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いというととで、すごく短いですが、ちょっと約後(})7fで話し合ってみてくだ浅い。

{パズセッシ潟ン)

コ}ノレヲッジ 善幸綴のプレゼンテーション、とて色興事長移民く聞かせていただきました。隊機殺と地

域防徐々紡びつけるということは、とても火事だと思いまますので、降絡の関長震だけでなしたとえば

淡尊重とか行政とか、似のものと総びつけて、全体で発露議していくというここど、そして動燥していくと

いうとと、これがとても大事だと添い笈ずし、それ11::災行されているどいうのは、本討にすばらしい

と滋います。

まずそれぞれlAまずつ串し上げたいと思b、ますの !J経さんの:{3~li(7)判こ、近江事務人のお言書がl:I:lて脅

して、波紋尚人i主、無駄澄いしない左か、 f手1ましていたj どいう?をま実は本当にどてもE主要さで、きよもま子

会な言葉で、世土界的に求められているものではなしゅ法思い設す〉

つまり f手詳しているj どいうとどがどうして宝重要と慾うかというと、l0lタ士会主事、Jをやっているかをと考

えているから左いうことになります。厳なる余儲げのためにやっているのではなく、 tちらにyたさな、

その然。コ社会のとど訟で考えている、ということになるからです。

fiIはさんは、車訟の分権化についてお綴しくださいました。この分;惨というのは、ヌド5訴にそうだと尽

いダず。それも童話減、最後済、障彩、 Tだとの分野におiきまして、 i民主誌で潟三示達の解決策きと胤つけるとい

うたどはどても*後だと患い玄す。ただ つまコからなかったのは、フォーマルとインツォーマノレとい

う言葉をお使いになりましたけれJども、どういったものがインブ才、ーマノレになるのかというのが、も

ょっとわからなかったので、ぞれについてお閣かせください。

また翼手々 本すさんのお務lともありましたけれども、たとえば建議総主三が待を求めているかということを

聞いて、次に銭安者に仰が句、;きるかというこどを考えるどいうこと、それはとてち大事だと，hiい設す。

そうサることによって、tち弘兵や争λんノと強いもの4役t綬{洪共しあ三え乙ミる51::いうことがJあわzる3のてで:1は土なしい、汲走かミど絞
写京利1司j兵潟3準各f数か6出59人ど主お這つしやいど茨主し7たとり』けTれど、なぜ絞ら士士事をしたいと思ったかについての続査は

され1とんでしょうか。それについてお燃がせくだ、おい。荘、からは以上守ぎず。

河野 ではた。…タ)さんから銭関が2つ、fiIごJdλJど野々村さんにあります3

filJ:l :;も絞め説明の時iこも、 5認はフォーマ/レ土インフォ…すんというのが、問がとても襲撃しいとをき‘

ったようなぎ廷がします。ム

インブオ…"Y')ルレ2な注喜綴塁李係宗き令旨4作作作ヤいい‘，プて口Uい、壮1たこだくということ詰が宝、…つの図的にもなゲています。{納綴った時

tこ、生均十持骸話1みでキ絡をできる関係を勺ないでいくん議選(})y主える関係なつないでいくということに

なち亥寸。ですが、それをブオ)マルて九やろうとすると、どうしてこヂ〉人迷を人選したのかというよ

うな綴にな号がちです才λ 行政i念公卒、公亙会求められますので、その人選;こ、微減でがんばってお

られる万々を緩めたつもりですというような鳶い汐安しても、々かなか主主しい。

ですが、 3誌はそのインフォ…マノレなつながりが、フォーマルなぎを、たとえば後義務会をやるというよ

うな時にも、大変効力を発襲撃し℃いきます。げういう方にお緩いそしたら、行政が燈殺とするような、

たとえばまをちづくりにつながってし、くのか、市民の方が本当に長授かまちづくりというのが仰なのかをと

理解したカ治宝、公式会発言舎の場に出てきていただけるというような、私たち主主役事をする上でインア
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ォーγノレなつなが存会主、突はブオいγノレな仕事に役立ってむ、き仇 70

それをど主警はうちの3奈は微妙につないでいるというような状況マナQ

IJ'I遂 との閲(折り iふみ協なんですけれど、インヅオ}マんどし可うのは、団体~間体がつながっ

たりとか、 f医薬が企業とつながるという時に、本来ブオ…マノレだけでつえ立がるというのが築業種交流

かなと。災量産後交流でないつながり左いうことは、党総のと徳一ターさんのおき蓄の中で総淡訓練校があ

りましたよま'J."その中では絞節約1J:習絡がフ;!-ーマノレだu乱うんですね。たぶん生活技術'Ii::身につけ

るというのがインヅォーマノしだと，滋う。そのことによって災潟'に泌ができて、えロんというか、いろん

なカ々がつながり冷すくなるというか。そのへんそ我々は言童話棄しながら活動しているんです。

減努 ~やがとうと~ð

野々卒、l' 659 名の三ぎの号車~~きたい状況ということなんマプすけれども。 うあのセンタ~に幾られる経践

としましでは、だいたい半分が地域の自?会長きの方とか、話事いのは職業安主主見守、あと行政、約機、学校、

そして企業から織があります。今、機V ているけれども、 う主主くいかないという相談も含めての柁警告

になります。あとの半分がだいたい 2，5が本人さん自身から、 2.5が家主義からといわれるような季語言葉

状況になってい設す。

?と}段、そこからですね、うちに4副議告がみつてからのニーズ、本浅のニーズというところです;t。先

稼言まいました、 f脅詰きたいJの裏iこ{むがあるねんという。その牛ではi紛きたいって本人さんが見そられて

も、よくよく穏をすると、父緩主主 30淡淡1:"と働かないと家主ど出なさいと2さつもているとか、そういうヌド

人さん防護j'Oり本当のニぃズ切れまないニぃpぐが務:景にゐるということがほとんどです。

本人会んがイ約する状況のこ仁火もわからないのマ、{徽It151悲現実というのが、イ跨かということは明確に

は意えないですけれども、今、自分会主意思?きたいという思いと、働ける状況にわる方、明日、じゃあ事g

s憾とιから行けるかっていう労っていうのは、総本的iこ移譲支がある中の 1害対ぐらいです3

河野野々村さん、あ号がとうと-";!Cいました。l::::"…ターさん、々 の説努でよろしいですか。

の後、いろいろ謝いて.いただければふ思います。以上で一応、主主i!IiLの方々の率最後は終わりにさ殺て

いただこうと思いますα をまさλへもう一段拍手を。

司会 主友主主主ζの皆さん、総にありがとうございましたりこれで午前r，I:Iのセッショシさと終わりにいた

します。お後に入る前l己、司被:ぜ〉セッションの鈴ち方について、言書単に午後のファシリテイターの林

dんからご説明していたださFEとす〉もう少しお持ちください。

林 とてち著書療の淡い、また防総裁の多い午前の菱自で、したのか、午後はそれを?小グノレ}ブのゆ守、

他のと災有しながらこなす左ころから始めたいと思います。先手数多長iまくの方とパズセッ、ンョン安終

ってくだ万っていますので、それ安全:かしながら、話つのグJいーツ''Ii::イヤりたいと烈、います。

グノレ…ヅリーダ-O)}j、交ってくだ、浅いますか。 A'手泌さん、 B陵商Ifさん、 C，!雪氷さん、 D!B:l1.ild

んと金沢dJv、 E山本さん、後後F河野さん。計約機の郊は、1s寺5品分から村合。よろしくお脳い

いたしますn
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• 午前中の講演者の皆さんとの対話集会

進行:林かぐみ

(アジア保健研修所事務局羨〉

尻無浜簿霊祭

{松本大学総合経営学部観光ホスピタリテイ学科准教授〉

5立総事毛 ;これからの待問少し進めていき

そ、よろしく必綴いします二

縁、図表監浜と申します。所燃は総本大会まです。どう

キl' アジア保健制餅?というお:GO寸?縦長えをしている林とのしま七

では、それぞれのグノレーヅでおおいただきたいのはどたのことでオ九時間は1時間ほe'見てL

のぬっヨi土、午前の 2議設のかたちの滋を f消化j しましょう、ということです。初めてラ誌がっし

ど、あらためで去最援護だと』怒ったことをよ告し合ってくだおい。やっぱちこれが難しさや線路tt:è，~主主:);11，

たこどもあやたかむしれません。

-つ潟i主、 4予約めテーマであります rCB立と しj、あるいは途上翠での襲撃機縁のブ口グラムや

プ口ジコιタト、仁E去のプロジェクトと時点。コ員患をま?のいろいろな福祉のぬり義援J今、あるいは地域づく

り、との怠つ(J)3主主主から得られるものな盟会えてみてください。共i磁の線義援な重量絡会ちに出してし、ただけ

ればと殿、います。さらにもうひどっ。それぞれにをって告なに進めていくためには例会ミ必要かも角財もで

いただければと思い玄ず。

議隠の方たちにはとこ(1)1長李総もいろいろ司って、惨さんのぶ綴の機子を聞いていただこうふ緩いま

すーので、途中京た加わっていただ、くことも可能かと舷い殺す。 はい、それではよろしくお綴いし*-tQ
各グル}ブの言語L〆かいの内容を発表していただきたいので、どなたかメモをとってくださるようお

島知、します。

(グノトプ雪機中}

尻費居浜 それでは、いつも時間のこどiiか切言って愁織ですが、:これから 50分間、 3持 50分設で

の時間の中で、各グノl〆…ヅマ妥話し合っていただいたものをと後議長じていただいて、最後まとめに終って

いくという形で汲めたいと潔いますφ

それぞれのグノレ…ヅで経穫しているようであれば、後のグループのほうがちょっど鈴l後し々がらそ

れぞれグル…ブの成巣を発表していただ会たいと，~，ぃ*寸。

それでは人グノレ…ブからお願いします。

A'BグJv-プの発表

人数の関係でA、B合体のグノレ…ヅで?プr-，守主身の言i'iiまいろいろなところに広範綴に及びまして、参

加者も海外経験のみる方も多いし、日本の状況をtJ::1Jなどで受まっているなど、バラエティに寓んだメ
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ンパ…句、したので5きも派議:にいろいろなところに鴻び記長した。

キー!7ぃド会主葬げさせていただきますど、守二設立ゅの言震は、共通のこととして、総々 の孝司会主ではなく

社会の利益金大級にするという考え方であるということが機げられていました。それと共返し五とすけ

ども、手:1するどいう議議がありましたけども、共通することだ、k表幹げられていました。それから、 CsR

はつなぐことでみる、ということが籾ずられました。それに関連装レて務々のグパ~ブとしては質問主雪

上がってい1とんですけども、そのつなげる基盤があるからできるのではないかふ宅まっているんですが、

その基盤をどのような仕組みで作っていくのか、という質問があり家した。

ぞまもからもう 2点、ピーターさんのお総マウヅントゥの誌が法ていたと滋い五とすりど、もう少しこ

れについて爽っ込んでお聞きしたい。伝統約tj:側総ど京近jIO)李総とを考えた時に、このウヅントゥ

の誌と東の 例iと共i換点をえよ仕すには、ちょっと治不後々としてはいろいろ考たてみるとyなかなか

見い出しにくいということをうあったので、ウブントゥのことをもう少し深く知りたいなというのがあ

りました。

それから CBRのいいぶというカ¥キーワー iごとしては、とた:.rパピ7…tされたというこどが挙げられる

のではなしゅ吃。その中てお!線機管の人主哀が委主郊できるようになると。五とた大ぎな発覚薬会主インプットさ

れて、そして生活できるようにして、語、つ成り立っていくというところが必詩?に芸名巡していたのでは

ないか、ということが挙げられてし

ぞれから、マーケティング、マッチンよ夕、フォローアッフ。が持続PJ言語iこする視点¥!あると我々は考

え次したα 主主1とそのための入品旬、るという殺も午前中の献で/J:¥てきていましたけどを〉、それが必重要な

ぶじゃないかということが燃ていました。

懸念としては、ーかでかっ祭っていく人がいないとなか?なかそれは難しいんじゃないか。 i援にき雪う

と先ほどと閉じTアす止入人会主いることと、引っ凝っていくという人がいないと、どうやって去さめてい

くのかというととが綴念であるど考委げられていましたの

我々のグループとしては、ちょっとまとまりがないですけど、いろんな;際見の中で尖遂の意見とか

関聞としてはとのようなのがあり五とした。以上です。

lA表襲護主 主ちちがとうごさ、し、ました。4'の号室燃に 1 つ 1 つ答えていただくほうがいいかえ~Q よろしい

で寸か才み

つえ主げ主主総書窓会どう作るか、方法論みたいなととろ役γドパイスいただきたいということと、ウブ

ントゥと三三方よしとの側主義殺さどもう少し聴きたいというこコメントだったと思いまが、いかがでしょう

会主。

幸容 つなげる基盤f:t糸ー近y.この方~;:: でいただくといいですね。

院銀総でt士、渋近江の方からお願い

つなげる遂灘の役綴み

山口 一番幸わか与やすいのがA3の区I(新号込み刻)などう{ゃるかという認だとえ思うんマ1'1ナど、

最初からあのi習が?きたわrtではもちろんありません。 dっさ容もしゃべってたんですけども、 3ィコ、

4つ会社{の人がいて、それな1O~還にした入金丸、て、それな 50/阪とした人がいて、そういう何人かの
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与砕を祭めてくるとと句、町Jの中でこんな僚に、ごこんな人いるん冷、あ、ごこの人奈良らんかったとかb、う

ようなことが燃えるイじされていったということで、ゼ:ィコかくならこの人淡4どいっぱい集めてみたら総

白いのと迫撃うかという発銀がとまれて、じゃあ、必fJHま今一マンの 20人ぐらいを金支み会で長年で緩まっ

てみよう。与をとからど当分漆だけじゃもったい以いからもっと夜会かけて、 2ういうことでそれが1∞人

集まる飲み剣と多量益金宇るという、こういうインフォーマルY包装紙ぞれをフォーマんな銭安までも<:ぎ

る撃事測で支えているというのが京総ヨ:の状鋭かなと思います。

4修善今、 UIWさんのおわれたように我々もキーワード(折り込み図 A3のき誌にある)を立てて

いEとす。行王立と総弾事iこならないのは、要求事誌でなく援策測にする。行政ど総!護長ずるんじゃなしに、

絡にやるんだけど弘、還を求していくんじゃなしに、軽量絞殺していこうんぞれとプラス思考。 a求めら

れることの夜行向点。そういう人達を、何人かぜを本主警に緩めてみただけなんマナよお。共i湾で純そをやろ

うとし、う数約マ、じゃ宴会でもやろうという紛守、この方々が、なんというかキ』勺ー;々で患うま遊撃の

匁っているよグル…ブなとりあえず会わせたんTすね。それが大手李総人ぐらいだったんです。じゃみそ

こで~l三3集会をやって、もっとこんな務自い人いるよと、約終つながちが出てきて、やゆと;ニ <l)j修に

なっ

;この仁村でもあやしいものがし、っぱいあると患うんですけど、それ込含めてラ違反していけると思って

いるんです。

尻無浜 ありが土うございます。私なんかは予言々、浅野滋松本市に{主ん'C:v、るものですから、沼会

が見えるんですオλ人と124万人ぐらいでナ。ここに芸書いておるような双'0法人マあるEか等々はどい

でちふるかど綴Lいますが、私、総人約;ζ ったことは、ひとつは行欲、寸ニうやって(折りiるみ機)ひ

とつのぷ数とききいましょうか、一つめ議委としてどチッとまとめてあるととが京近江はすごいなと，潟う

んていれこのようにまとめられる殺かがいるというととです。

で、今宮最後にどータ…冬んが、知り合う、士号号会いは心的関係のネットワーク合後事裂する戦略で

あるとおっしゃい渓した:。とこれが戦略なんですね吻そういうメ γセージからすると、これをまとめて

いったものを策波江はこの炎、数量I'f.'::してやっていこうというようなヒ、ジョン合走者終ちですか?

JlJ口 それば市役所に謂いて下さいQ

あのう、おそらく私が知らないところ勺いろんな戦略を皆さん建奪三災こ立てておられると鳳い3どれ

行政とし汚点挙結もすると、行政は発生管これをど戦略約に利胤していこう土は患っています。もあろ

ん成功への課長露沿いろいろ、私自身も兇えていますので、それな解決するのに、こういうつながりが、

この人ならこんなことできるんじゃないか、じゃあとめ人にちょっとこうし汚議室長令一線にやって‘み

渓吹んかと声をかけていくということが、私遼i土3空機jニでiきるので、そういうこ去を~;援にこれをどう

やって利用していこうか々といろのを私は私で考えていますし、おそらく!H;思議んはIH足さんで、野々

きずさんは聖子#村dん旬、きっと戦終をそれぞれ;jQ持おじゃないかな。それが知らないところで、主主え

ないところいつの関にかつながっているというのが東近江の最大の綴みじゃなし、かなと思い五とれ

抗告韓議定 はし¥み号がとうござい1ました，lたへ進みます。今の 2つ関 <l)蓄電僚としてウヅントゥマす

ね。げーターさん。
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ワブント'7とは

ピ}ター 今等書ちょゆとわかりにくかったら中し議開ありませんでした。訟が一絞殺初にこれを始長う

たとっかか哲というのは、 t投界i立?な者集約状況にあるという符えからでした。つまり泌総的iこも社会約

も総務約にも政治的にも本どれと議室きもしている状憾です。ここればう主主建国、途上国ヌ¥'V'iにと当ては変ち玄

す得マすから、私達は告分譲撃の会潟、薬事らしをどのように災く"ずるかということに関していい二ぢ泌を

見つけ以ければなりません。そして大支持線な干士会的変化というのはどても時間がかかります二けれど

も手心議は何かポジティブなものの1:1こいろんなものを積み重ねていかな付ればなり玄せんれ手ムカ~~ヤ閲

ワブン Lゥそそ炊事上げたのは、そうしtたポジティヅ、な{日jの一つだからです。

ワブントゥ以外にもいい伊jは数多くあります。例えばパングラデシみですが、女{誌が市場をコント

コールしているという例がありますの女子主治苦渋手よ薬会事ぎてで発り、そして5惑を窓会2でそ~t;立い方法で経済を

コント泣ーノンしています。

もう一つの良い点は、大会必至長楽へ毅んでやーってもらった号、そこのコントロャゾレな受げながらや

らたくてもいいという点です。ニスミエ1.::ユディが自分逮で綴分友達のタ向を導いて行かなければな号変せ

ん。!クブントゥと三方よしのまさi蚤宇佐というのは、まさにそれマれとコミニぇニティがg分主棄て?際分遊撃の

やりJiH乱つtナてやっているという点マす。

ウブン λゥというのは民主に経済t古川護主だけwれま議ちり玄ぜん。ただ埼iiこ障撃のJおよりも高くパナナがラ怒

れる、そういう状況のことではありません。ぞれよ事ももっと大きなととで、綴人会もっと大きな絡

組のやで従えるということです。つま号ブてきな人関倣の防の一部にこの総入金!{:立機づけられている、

そういう見方を、するということです。

さでてコ守よしもまたl附筒じようえな主司そEうラ7ノルレの佼震づけだと1綴夜

事綴議3殺旨f公公j芯又lにと扱うとLい、うこと、ぞれがすべての人に良しとなる主考え方です。

これでワブントゥと三方よしの関係について、もっと紛らかになり設したでしょう語、

尻要義語毛 ;まい、あ号がとうご2ずい己主したo <:"立、次iこ進みましょう。

Cグノレ}プのぬ議提

では、 Cグループで総していたことをまとめま十。

設す思1番目の午前に言語おれていたことで重要な、大切に緩うことですね。そのゆで納氏三主主義潟孫、

子十三ケだけが何かをするという際線ではなくて、?肖方にとってメリットになるこうした関係、会常に意識

していることが大事なんだと燃いぶした。

そしてブ'7スの締綴蓄えですね。よそ々だからというのは、こめらの献なんですりど、そのた納:土地

にいい伝統徐々イ矧直視があるりれども、それはそこに住んでいる人は々かなか気づかない。よそ殺だ

からこそわかるプラスの価値、そういうイ機敏義議会どうやって伸ばし“口、くのか、そうした視点はとて

ち大事だと怒し:);した。

さえに、何か懸念すこ台、議事務だど思うこどなんマナ主主、この裏返しで粉災緩関係}として也一方

向の関係ではなくて、 i対ふ校長舎にメリ y トになるようなものがないといけないんですりど、メ予ットつ

てなんなんだ、どうやって善養成?と3んだろうか、そしてそれそとどう感じてもらうのか、ということが

なかなか嫌しいと患いました。

もうーっ双葉霊iと思うことは、絡に日本で、{むの主主の都市でもそうでしょうけ友、オ密葬量、地j療の縁と
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いうのが意義マ1節子りに楽ている人も多いときわれてい:i:寸が、現代社会に合うささ総社会どいうの安どう

作っていくかというのが課題だと諮しました。

2羽生ねがCs長と三三方よしですけど、今、防T議官iこ言きされたことそ受けて、どうi授かしていこうかとい

うこと安話してみましたα 付加側綴というのが大事だなと忍い主主した。そのf，jカ[悩{直というのはがiか

というと、ピーターさんの必滋マ戦災罰11練校では単に技術だけではなくて、主主術プラスアルファの付

加絞首重をつけて滋り衡した芦ざからごA そ成功したど感じ-Z'おち決す。その{寸JJU価値の中で、

なのは、自信をつけおそfるというととだと想lいましたω あとは成功1m乙数れさそfるj1総みづくち言をし

たということが大嫌勺、成功を干等生産していく校総みな作:っていけたらと 2志いま寸。

そういったことは我々がそれぞれの立議で殿、り組んでいける、非常にE重要害なメッ刊さ…ジど思ってい

ます。

信者げる学芸誌にこだわるのも大事ではないか、という話も出ました唱総本止め滅後学まだと結局マーケッ

トとニーズ:a:Jもた哲しない人が多いと d問、う附旬、ピーターさんの識の 3議室隠句、三方よしの磯業誇1:織に

ついて厳に障答者だからイ秘Jo主義統合作ってあげるのではなくて、役会の中で必要とされるとごとさ仕事業

して、そこに労働会絞然してお食会徽ける、そして綴Jいてお会合意議けるということはそのま蕊

ち警きがるし、家H室内での対話{なにもつながるし、とても滋還さだということが確認されました。獄後はそ

うしたことをお燃して今後の総数;こつなげていiきたいと燃い愛すp 以とです。

尻無事主 ありがとうございました。では、さにひグル]プ、お願いし亥す。

Dグノレ…プの発表

総ðん、こんにちはn ひグノレ…ブl立時名の立ぎで話し合いをし渡した。 E主寸喰者~乏のことについて、長を

さん 様に、日本人としてを及、主主上阪の著者F初ですとか、京近江び主連事例iこいろいろ学ぶこどが多いとい

う感:慢でした。そのやで…‘つげータ}さんにお伺いしたいことがあります。バナナ会絞っているガで

すどか何人かの理事例均苦闘でくるんですが、皆さんどであパ?アノレで、多分最初からその地点にili'J選撃し

ていたのではないんじゃなむ、かど想像できるんマすね。それでね達蓄は途上国[.:外郎から係わるわけで

すけ2子、そういった彼女遠のエンパワメントの警自分が私たちが係わる湯径のーっ勺はえよし、かと思うん

です。多喜i然主o.:ご入、オファさんとデイピッドさんがどのような形でご又ンパワ…tされていたのかを伺う

てみたいなあという話になりました。

次l立、私遂のどドでよく誌によ似て惨たのは、 "f-~フードとして「もっとゆるく生きたいJ !::いうこど

勺す。それはなぜかどいうと、いヌドっ、てどかくカチコチに溺められた作芸誌形態が恥じで、ぞれよ立タ仇は

なかなか適用できなかっ句会とちするんですけp、本当はもっと多綴なそしてもっと柔軟な、告'dえばイン

フォーマルな活動や降雪議院さどさえですとか、それこそ仕壊のそ士ふさ】守すどか、活動の仕方ですどか、さとiきて

いく方訟で守どか、もっとあっていいんじゃないかのあんまり議員互にがんじがらめにしないで、ゆる

い主義じでし、かしてもらったら、もっといろんな人淡のいろんな活躍の擦が増えるんじゃなし、かなとい

う穏になちました。最終的にはもしかしたらいろんな図レベルのシステム家六守護をえなければいけない

んじゃないかどいう、ちょっど大さな綴iこまでなりましたむ

ぞれから、少し誌もお話あったかおしれないんですけど、こういった会鋭淡のつながり作りというの

は小さい単位でやるのが議域防寸了、 i殺に大fきな単位でやるのはいろいろ縦しいことがあるんじゃない
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かという言百になりました 2 守幸iこ先ほど都市部に闘できている人遠の考え二与とかお音声があう1とんですけ

ど¥やはりあまりづてきなところでやろうとすると汚水人ですから、施設とかもで会てしまうかもしれ

設せんし、こういったネットヅ…ク作り拡大きくない互換殺がいいだろうとs思い設した。

それから交を後にいろんなセクタ…際の速さ発ということで、例えば先程職業務事事の中で金三きていく力

も一絡に務総会iこ身に着けてもらおうという認があったんマナけど、これはおそらくいろんな縁関の

人づくりで苦言えることでしょうし、三注予とそれが例えば日太でいう綴絞の分野と連携をするとか、そう

いったさまざ、波な泌さ健受築いていくととが、ごこれからます愛す必擦になゥていくのではないかという

ことになりまレた。

以上です。ありがとうとプダいました。

主総主張緩 為ちがとうどおい決した。

今、ひグループからl:i:IたrJ:γヴーつど…ターさんに宝章闘がありました。オブア dんとデイピッドさん

のことで、広ンパワーされたもう少し絡しいストーリー惑と隠さきたいというとどでしたのマ、お話いた

だけまナでしょうか。

エンパワメント

口一ノレザ yジ はし¥とでちいいご質問事どありがとうごぎいます。

1l::ずラゴイピッドの::.~からお箔します。ダイどッロl土小おい時，~こボ 9*!こえまり、その途端に父選誌は

主主役絞苦言しました。 農言葉もでiきないし、お吉ちなんか大した人間にはならないど総後しました。けれど

忠告弘幸えのほうが彼を信じまして、主主を学校に行かせ、やそ撃事空交を終えさせ、日誌号事絞殺にも進ませよう

l-:し1l::した。

デイ k、ッド、議身会主Jやはり母親が者支の人生にとって一望書大きな隊機を.LJ，‘えたと言っています。彼女が

いなかったらさ訟ではおとらなかっただろうとをきっています。

これを凡でもおわかりのように、やはり後族企!1'~じること、サボ…トするとと、織害者がイ町治、惑と主主

成ずるこどができると俄じる、それがとても主義燃であるというとと主主主つかっていただけると燃います二

〉寸ブアのことですけど、先ほど含いましたように、ず彼女を見て最高むに強奪〈のi士、とても主義しそ

うにしていることです三皆さんと?絞殺があると思い設すけど、ネガティブ段、考な人とー絡にいると約

分のコニネJレユぞいも吸い取られるような気分になるということがおわかりいただけると沼、います。けれ

ども、ポジティブttxネノレギーの人のそばに行くと、私達きi土そのポジティブなこr:.ネJv~恥備さを分け与え

てもらえるのだす。そこでオファi士、お長女(j)依然のポジティヅな，'1:ネjレギーの部分から始めたのて?す二

インドの事務芸能割脱線i交もまさにそういうこときをしょうどしましたのつま長り人々に彼らのポジティブな

こ又ネルギーを兇て欲しいどいうこどから始めたわけですF すよ差きは遜安全;畿の考え15ーによってき隆文ーという

ものを創りだしてい求す。そして私達もそとからヤぶとどができますω インドの磯業務練校ではままお

にそうしたことを毒支えてい家ナ。

ぞれがお答えになってい設すでしょう吉元

尻無話芸 ありがどうございました。政分霊堂の考え方によりで作りよ告している、ということしょうか

ねちピー夕、 dんの講演の最後の設とめで、市民と政府と共i刻字議長どが大事であって、ぞれさを数分遼
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工中っていくとことだと。淑近江の取り組みさと丸ましても、お分達で汗してやってらっしゃるという姿

があらわに発表のゆで必てきたような感じがして、どとか全部ここにつなが合 ψぐいくようなそんな感

じがし、たしました 3

それでは、次にEグループお絵いし家十。

Eグノレーブの発表

冷淡([)ダβハープでi立、やはり泌総伎が火事だとし、うこと、 3記事裂のど…タ)さんのおっしゃったよう

に自分主主の伶濁を見つりていく、それが大事だと総じ家した。地主義のニーズをtf'l還してから、文化な

ども考慮しながら対応していくという点が薫必だと緩い設す。

懸念点としては、ウヅントゥという助け合う章者千惑がちともとあるのだったらいいと緩うんですが、

地主去によっては主義いがあると患いますので、タeiまetじたよう¥，都市部と問会の淡いであった号、途上

留とかうセi縁関の淡いであったちとか、そういう室長があると思いますのて?、どう限り組んでいくのか著書‘

かに線建議だと思います。

あと紋一点、孜々のグ〉レ…ブで治?とめは、災害などが起こった時間立、務答者を守るという主採点まに

なると線電うのですが、 そう、で;は立 y々k く七、隊2審奪をもつていても臼づ分fで苦激裂総Ù~けするような干社上会づくり札、 3滋誕噴奴窓f念旨作

つていくというの語が1とれからの日総泉皇鐙童lにこy々:忌主るとk思雪豆lい三亥主

それそぞ*れどのよう;にこ役議劉1き令と主災是主たとしていくのか、事寄っていくのか、線績になると爆し品フ Q

ピーターさんのお誇霊会災支iiての事例が、やはりのグノレーブj資様出たんですけ2子、;犬舎な鋭機でやっ

ていくのは燃しいだろうという懸念点があります。閣とか然単位ではまだちょっと築設しいのではない

かという考えがよ11渓した。

三主とめとして、々あるものの{西/lをちゃんと漆解する左いう取り級みが考委げられました。以上ですね

u/.費警護毛 あちがとうございました。今の発表で侭かコメントまわワ

うございました。それではド、お晴樹いします三

Fグノv-プの善筆者受

しょう語、はい、ありがと

Fグノレ…ヅの幸設f号令させていただきます。ドグノレーコff立金書事でS名で、イランの隊容のある方の支

援をしていらっしゃる閲体の方4名とると火阪からの7J3名、わちと似た耳絞殺のプJ/J'緩まりました。

よ子苦言ゅの言去の中で、他のグループども芸名i滋していましたけども、こちらのグノレープで出たのはウブ

ント?の然分で十ね。三方よしもそうですけど、ウブントゥkいう海aえ)jf会決してアフリカに湖有の

ものぞはなくてアジア磁にも問じような考え方もあるし、イラン寸?を〉隣;じような考え方がある。

ft，視点がある考え方会'J:!，られたとmえています。その総うをさとさ七かしていけるとちっといろいろ制度が

できるのではないのかという泌が出ました。

ウブントゥでポイントになるのは、個々のつながりのところではないか、個々のつえとが号が大事で

つながることに緩僚がある、ネットチークさと燥していくことが火事だというとこkが読者としておました。

つながりという kころで言いますと、降客等詳のある当署事者の方なんか埼玉、例えば自分がどういう将予突

の会長誌をきぞ勾えていこうかという時i之、議ちんまり透くの偉大なロールモデルみたいなものは参考になり

にくいのマ、ちろちょっと身近なけ…ルモデルとどうやってつながっていくかということをお話のにド

マ似していただけると、障害等:(t，もっている人逮もf手来を考える時iとゑ特iと必るのではないかという
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も討~でき~した3

一方で人と人どのつ々がりの話で言うと、ままい入、灘に主主んでいる入、現代の我々はふと総数分の

プライベートな時織が犬家なので、人とのつながりは求総ているけれど、でも人1;:干渉されるのは機

陶しいというととろがあって、そのi況のi湾立をどうやっていけばいいんだろうかということが、これ

は悠のグループさんと共通してい設すが、そのような話が出ました。

…つのこのグAープの中で出た先手また努きとしては、務発のようなものが幾重喜マあるということです。

うと、障害に潟するヲスクというのは万人に共通なものであるのマ、こういうことを

…菟をの人選患に殺害器していくことが大事なのではなかろうかというととが似てきましたの多分CBまとか

三方よしを少々えた時;ムつながりつつも、 7芝、ftC:"やっぱやそっとしておいて欲しい、どいうととろが

我々の勝手な綴なんで・ずけど、との勝手なことをどういうふうに3実演していくかということが犬繁な

のかなと組Lい五とした。

あともう一つは、。タツしいごfのダイピ‘ッドさんはどんなふうにと£ンパワーされていったのか、とい

うのと似ていると，事ょうんですけ1:'、デイピァドさんみたいな人在酢どんど、Iv~校域のやで生み出していく

には、そうした人主主会まれてし、くには、イ調;えiまタ宇都者としてそとに入っていく憾に外部者はどういう

ことができるんだろう、外部者がどういうこときとしたらデイピッドさんみたいな人が絞まれるような

状況になるのかという議簡が出ました。それについて具体的にこれだといがつめ燃えというか、発事

またのアイデノアとして以1たものは、現地めとごいズiとあった商売、ビジネス、現地の状況にあやた民譲歩言、

ビジネス、 ì;lf~めというもの身、その留に合った、社会iと会った解決策を考えて一いくとこ左が大理事なのだ

ろうというこ kが、アイデ、イプとして出てきましたけど、こましだという、外部者はとうすればいいん

だというととの総論家でははi三主張、んでし1とやその辺も仮設、コメントいただければありがたいなあと，総

います。

まとまらないのですが、このようなところがFグループからですユ

m型軽護主 はい、ありがとうござい王とした。ごこのよう々グノいープのディスカッションなそれぞれのグ

Jレ…ヅ寸?と?を急カいただきました。ありがとうごさfい設した。

務主議会したt殺としては、皆さんが自分の取り員長みと書記けた概念と務イとして婦ってい允だけたらとA患

いまして，ダイスカゲシ潟ンするやで参考になればと胤ってこのような}fgで進めさせてい允校舎なし

た。

幾重な報告を今全体で長会革ましたわけですが、最後の待織になち設す。そんなことも踏まえて、もう

、せっかく東近江の主主をl~誌でいらっしゃいますし、乞ょっと午前中少しJÊ りなかった部分を含め

て補足してもらい、ノト縫さん、 iねね議ん、野々村さん、今回のセッションの隊長訟の設とめいうととで、

コメント:a::いただけたらと患っています。

東近江のつなが号

4鳴 fiiJっーといて、懇話;念されている部分は我々 あ桑元首泌がを多いのかなあと患いました。}附波紋1

$6町会宝合疾し三ましたのとこの守二，tと1$6密7の人たちがまんべんなく入っているのかというとそうとゃ

ないですね。ほとんr入ゅでいfよい灯もありますし、そんなやマ幾紛争李総(折り込み図)会出してい

とこうと。との中に個人の名前詩主人っていますよね。個人の名詩立さをさ挙げていただくと、僕らみたいにそ
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れどこそ 65然ここに後んc'いる人もいれば、ぷ郷、ブむを五あたりから会社がとちらに来てその三長女漁効-('

3終られ-cいるかもいらっしゃいますし、はmおんのよう;と襲撃の市から東近江lと通われている;むもいて、

線機バラバラで、主翼で考えるほど葉撃しくえtいんじゃないかなということなんで、ぞれ主ざけ際わってく

るのは結構議ましいどいう慾込書yあん守すIjど、とめロの活言語をすることでどんどんと数きそ広げてい

かれた方も結檎おられ設す。

人と係わることの爾臨みたこ知なく、なんとなく好ましくえまっておられるjjもいらっしゃるかな、

そんなこどもぷじてい波すtJ。

それからさっ舎のように、やっぱりブ才一マル以:三どだけ匂つながっていては、なんとなく悶いも

のになって弘行政と協働というと!::が善意わーっていまナりど色、双方が自立しでなければならな

い、みたいな索、いみをされるんですけど、与をうマぱなしにもう少しお互いが支え会うことc'ぷいが自

殺:ナミらどいう、そういうところが凡夫~てくると、このようなつながりができやすいか々とdl立っていま

争す。

最後に、大阪で薬物事支彩からの閥復;支援をされている大阪ダルクの1'jのをぎ淡々のですが fグ、ツドア

ドバイスなど開き?とくない、以遠が繍きたいのはあなたのグッド・ぷ品川スだj というととを言われ

たんで、我々はグッド・ニa…ス安惨さんに投げかり、そのとごとによってみんな前広きになれる、ポ

ジティブになれる、そのとどを合言楽に地域編械をやっています。

災受襲事毛 糸りがとうございました。[lJはさん、よろしくお瀕いしますむ

山口 そうですね。私、束、iiIiI.からしたら潟イをによそ者なんでーすよま込途う綴淡からF院で、実はも

ともと燥の磯員でしたので、派i驚マ市役衝にいって、この人何年いるんやろう、という，君主閥気の中で

仕事をし始めたんですりど、ぞとめH守l立私はずっと潟わりたいと思ったから燃をと絞めて策益江市役所の

職員に入らせていただいまとんなすけど、そうですねえ、なんかここのすごtちというのは、カチッとこ

んなもの(折りiふみ駁〉ぶ邸主長上がって[すごいJ!::言寄ってぬいただきましたけども、全然カチッとも

しでなくてで、すね、カデヅとしてしもうたら絶対うつどうしいと魁いますよ。とんな人数を災めよう

とする行政γ ンl土曜ち立すいませんし、こんなもんな伴に2関室譲渡毛主;しって言われたら、多分2またやるも

のはいない土思います。

だからネヴトワークという言害総会ミ似合わないです刊ねと、号貯金大学のIJ、1fI1切先主主iとも官ぎわれfこんです

けどを〉、 4字選主総胞のようにブッとつながるときもあれば、そのつながちがツッと切れるときもあるん

です。それでいいんじゃないのというような関係性をドンドンドンドン作っていくようなイメージ。

ある程度の大きさ会総えるbもうあとは勝手に、いつの間にかつながった号、アッと関係が切れたり。

でも思い出したようにど主たつながったり o だからそういうこど公開Jてる在、市長会3いつも言うんです‘

け♂も、とiとかく行革安定まコントロールできない泌総iとして詩文しい!::うんですね。

な11YC了、事同会てを総事差していて、じゃあIJ'I柊ささんと会議とかが引っ張っている6うかと言寄ったら、

然そんなと.!::も島ちませんし、市長がリ…ダ…シッブさと絞って引っ張っているのかど長きったら、会

くそλJなとともない地域になってし

{宇多量の分担など、引っ張る方主主，g，、災対とおっしゃる方がいますけども、ヌド~I;:・そうなのかなど季五ち

ょっと疑問です。ちょっどだけj凝りのお手伝いなしてもし、いかなU!l.う入金5苦手ゥているだけなんです

よ。だから隆弘著者のjjの徹jさきど文俊ずるような野々村さんのようなjにがいるように、とういうつなが
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りができたらいいなぁと思、う人がそれ告とらょっとお手紙いしてるだけで、主義かがそれ以jコすべてさとt逸

機しているかと含ったら、いつもね、全くそんなとこどはなくて、事よもわからないことばかりで/J~さ

んに紛然する@小梶さんも皆iこ認さながら、そうか、やっぱりそうやなあと開催する場所だった号、

とこう絞ったりナるのを議論していく、そんな関係で今やっているので、そんなに衡しv、一ドルをどう

ぞ皆さん綴えてア浅いとさぎっているつもりは全くありませんω こんなに自殺かのためにと認、って浴室諒さ

れている梼さんだったら、いとも綴単iこそんなことはま也域でできると私iゴ;胤い家す。 はい。

尻無浜ありがとうごさfい交し?と。野々村会ん、お綴いします。

双方のメリ?ト

県華々 村 ありがとうございました。 Cグルーブのみ'がおいに支援関係があるのはメヲットがない

と、どいうね-dbiされたと思うんです。まさにそうだなと lli!i"ったんです。水道にそうですよね。メリッ

トをどう感じてもらうかつて考えた時に、今いくつかの会祉の社炎の議議治吉野かんで芦とんですけど、先

ほどお言議会さ没。てもらった時iAF殺害警のまbる方の修きとか引きこもっていた人材効務 kか、地域主主献

というのがその人にとってもプラス“ぞ、企業にとっても地域にとってもブテスじゃえといと隊総が緩い

と言ったと思うんです。でも長会えてみたら、ほんまゃなと忍った。自分で震っておいて、麻人だけに

メヲットがあるんちゃうかJなって、今らょっと41目、ったんですけど。

家、金言語さんにとってのメリットはtJ:λfぞナかel議?って余講堂iζ淡長うてもらってし、るん』ですユあのう、

必綴ずるんですけ♂、本人さんが、この議官いはった洋諸診し被持義務総事警のカなんですけど、脳梗譲震によっ

て総機関議と炎祢座と感情コント口ーノレ由主食くできない、&f41議遂の劣後なんですけど、どうしようも

ない伏線なんマナけど、でちを支?主主義かないと生活ができないの可子、じゃあ 絡にやろうかということ

で企業さんに行ったんぐすさま、企業の社長にはくってかかるし、{:t事i立，l:'んだけ宝まえても若手おが初め

てなので、 fこんなことは関いていないJというのが毅から夕方までずっとなんてづ明。で、そのを支の働

きって「企業のメりすトって数炎、なんなん?Jて言うたら「お自ながi盛れてきたんじゃないかj うで

認をするんですけど…。

彼i立、ょうよう考えたら、 l時附以たのぎ忠告設がもたへんということがすごくよくわかってきて、じ

ゃあ工務、の総分化と持簡単位で、今1時似たヴてどうかどいう、阪分の状況がわかる環境設定をじて

いやたらどうやろうという話になったんです。ぞうもすると後は1時間宇治の務分になると自分で自ら

自分のき誌に縁寺ぬすんですね。自分が l草寺i揚言むにやったf:f:紛いな。ぞうするとなんとなく繰り返しの中

で後が役者葬から際分のやるべきことがわかってくるようになったんマナ。そんな時、会社のメリット

が符かと校長、に闘いたら、もうー閉会祉の金約の詳細にわたる作幾分析がマきたe 主主誌を中心に後なチ

ームワークができてきた。あいつもうじき絞りよるぞという時には、務い女のそ子役機iとれカ吋mょうと

かね、なんかよくわからないマナけとゑ言葉にとってのメリットって{向かってやっぱり外からは計ら

れないんです;A，その企業でずっとその会絞殺作って楽た方とか、その地域を作・ってきた}jにとって

のメりットなので、なかなかこれが潜りないのマ、この人がこの稔j或でこういう働き方や暮らしをし

た狩に、この地械のメヲット、この五三業のメリットは予普段ふ詰まう、とヲ留守主の人に聞くことがとても多

いから、そのメリットは何かと一緒iこ考えてくれはるよう必関係がA議:なのかなというふうに患って

います。

それと Fグループのふさをぎ義代人の機想、とす‘る生活のつながりjjとi士、という言きがあっまこんですが、
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本当にうちも、ぞれそ今、領令:という業界の中で語気綴じていました。関わり合いとかつながり合いと

いうのが、どういう義務総会tー若手いいのかっていうのさ号、本当に人によって淡うのなその時とある

ゾ、の隊絞殺のカが教えてくれたんですけど、はみしくない移疫に闘Fa-eありfていJo天才ゃなあと

j夜、ったん?すけど、殺しくない程度に闘E釘守あるっていうのって?とゴく火務どと殿、うんです Q でちぞ

れってぶ.t:11iねさんでちがうと慾うん匂す〉主主はf土交的なのが去三事長ダメなので、休みのEはひたすら

じっとしてる感じなんですけど、多分アクティブに動かはる人もいるし、人によって添うので、ぞれ

もやはり選ベる、渓択がマきるつながちも十ごく火事だ々と，隠っています

魅知普請の喜護側;とあるちの

あとは東i江主ζの終{績なん-eすけど、おご二人がしゃべってくれはった後でこんなん縫うのゆし釈ない

んですけど、めの支誌はこれ{折りjるみ長期)が紙1枚dコベラペラで、作らはったのl'ょすごいですよ、す

とやいとえ誌うんですけど、うちの滋金量としては、これの裳t司iのほうがす、ごく大劇で、これによっていろ

んなものが作られているというのが、

すよ。毛主んかいっぱいあるんで久

とかではなくて、これ;まネットワ…クとかでもないんで

例えば、うち言ったことえtかったかちしれないですりど、とこれによってお、障害者の人もそうなん

ですけど、私らも際会って会然主主物がないとトイレに千?け必いんですよ、 トイレiこ。 トイレがさ絞然な

いでしょ。そうするとここのやに絞ってるところは、ゑ務官トノ(1/1こ行っていいんですね。ぶき当iこそうい

うことなんで十よ。いつでちトイレが借りられる燃名義づくりなしたいと思ったんです3

ぞうすると化以J子少しお話したんですけど、 aI).:5滋僚主主の人とかも 般の長ηf動いてはるんです

IH子、そごこ 3時附lこ1本しか透らない羽毛きなのマ、パスがね、来えといんマすよりその簡に婦ちは必ず

1苦李総あくんです。普通会社って 1絡線あくと会社はその待問で終わるの勺、どうしていいかbから

え立いんで、すけど、そこで考えたのが、綾城iとあるパス停の近くの1E多量的持議議、持者潤の場所に使って

うんで寸α だからパスが楽る決での 1時間i立、その企業で茶会飲まf. それも企業さん同士のつながり

はないのに、議草案という級事担があるだけでつながってしまう。それも爽は、これ(荻り込み関) で刷

会った企業さんなんですりと二そういうチ~-ムと金ぜ上級みとかだけではない、裁緩や孝士会に後わせザて

もらっていて、うわiまうおで活用させてもらっていると思っています。それが、税ら支援者というの

を応援団と呼ん勺いるんですけど、そういうものが会撃さ全部、図体全部が応援l現にyなればも多分地域

主主罪事警のあるカ勾の働くことの応援団}こなれば一役、支援者が楽かなあと患っていたずB 以上です。

B主要義浜 はい、ありがとうごダい亥した。;!i.;にピーターさんに、午後3コセッションを聞いて江メン

ト令いただきたいんですが、いかがでしょうか。

口ーノレ!Jyジ あちがとうございます。

まず~番号震いたいのは、今努この場にいて、惨さんとう〆イスカッションを共有できたこと、本当に

とても楽しかったです。こういう状況の時にはねが泌す以ぷこ、教える以上iこ、数、わることがとても

多いでれヰキtこぷのお守三iこ主主っている主主近ìlの惚浅まからのお話を薄くと本~IこE毒気づけられます。

長整会設の言百を闘いてアインショダインが絞ったととを思い出し家し?と。アノレパ]ト・アインシュタ

インのことはご存知ですか? を支は、総送撃は問題を起こした:人議と問じ考え方、精神構造ではその完署

員援会議事またすることはできない、 と雲ぎて)tとIT)マすQ
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です4 から、問題が作られた方法と鈎じように努えていたらその問題を解決することは絶対に?ぢ

校/ν。夜、霊堂は縫う考え方、行動の仕方をしなければいけないわけです。今回、東近江の方々の災例を

際若いて、?でに Aつのコミュニティではそれが望者賊されているというとことが分かりました。

主義っぷちにいるというのはとても危険ですが、エキサイティングでちおり設す。そして通常そこか

ら新しい考えが14二次れ決ナ。年五はいつもノトサレを破る左いうこと愛好んでさき放しιた。ですからノいノレ

主主泌されよているという誇若者ぞ襲警くととてもフロ気づけられます。季五選撃はそ号しながら高むに巡じのですω ノレ

ールを蟻す、つまり先人まとまうがやってをた方法を主義すことで設に進むので寸。

およそ 30年間 C君主を見てきましたけと八その滋化のプロセスj士、古し、ノトーノレを淡して，紛しむVレーん

な導入する、その繰哲返しでし，た。 CBR は開発に闘して多くのことを教えてくれます。つ~りそれは

災技量関係のネットワークをつくるということなの?ず。

多くの入方苦言言い支したげれど、このネットワークや交え分いというのはF章容にi畿支宣されたことでは

あり言免除ん。手ぶ窓会2やる念てのことに適Aされます。そしてこの感E誌のよで議告に浴むための唯一の方

法だれ絞ってし

荘、がざいたいことは以上でナ。ここで、援さまと共iこ過ごすことが日楽て、災iこ3軽普賢らしい綴験なさ

せていただ、きました。i]，本}こi'l19Jめて来三としたが、本当に素晴らしい綴絞殺し向日、淡ナ。ありがとう

ごまいました。

fJt安警護も ありがとうございましたa後放、芸誌はこのCBRの綴念を初吟て潔いたのは、25年ぐらい議言、

この校本総得者リハピPテーション協会に来て闘いたん?ナね句その憾に闘いたことは、よく覚えて

いE長十主主、 C日Ri才、開発主主上E認で控室害者の攻策を進めるのに令交患だと関き五えした。

では日本では?、 i漆惨殺以外では?、 CBRは使えないのかというふうに疑問安感じたんです。

15年ぐらい高白から災!Ilf主義の総本市に{主むようになって感じたのは、地方lこ佼んでいて、ずっと日本

に生んでいて、ふと臼本グ')j議総総長上でも CBRは有効ではないかとし、うふうにずっとd絞ってい設した。

そんなことに基づいて今日も CBR~とやってiきたどータ}さんの CBR の捉え方と、 行本(J)共患者記長類全訟で

践してらっしゃる三方よしですね、<:診ればそのおみの地域iこCBRのいろんな裏芸家主主符効的に多議事務w尽

きるのではなし、かなと思っているんで汁みぞれJ二ま}鱗繊細号、日本の福社政策と共にそのあり方が

どんダ/し/道主化しているということと、今問、自でき設したが、 CBRの擬/tカそのものが進化している

というような状況のやでできているのではないかと 4思い淡す ο

今まで喜善後設さとか偶際綴助犬さとか支援だとかという税足立で取り総んでをきたことを今度は、日本国内

においてき〉露露外l滋での取り総みが隊じような視点で活かすことが?ぎるんではないかと話番じています 3

CsRは CBRだけの対象闘だけではなく、党支察関の日本にも使えるとか、それぞれの災機関でも佼える

とか、湾方の梯ぷでCBRの概念会会主うんと玉理解して進んでいくことが有効ではないかとつくづくと怒

いまして、今回は、イギヲスからやタ…dんのお話、被害電から三方よしの東lli:江の方々 のお義務、

してど参加の傍さんとの意見合集約したかったのマナ。

午後のオ?:";Jションはこれで終わり iこしたい，1::)収い己主す二ご協力iζ感繍jいたします。
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1 
氏支懇話議 議後に午後のセッションと守二自主't'0')ゼッションを受けて、流事詩文学のお織さんlこ総括合お

願いしたいと思

高嶺皆さん、主当事変れ~-eし?と。総括をというととですI:U子、今日一日のお話、ディスカタション

を短い時間で総折ヂることは、それこそ至難の業ですので、今祭主ピー夕、ーさんのお話のやで総じたこ

と、午後のぞッシ%ンや、霊堂書~O')回答で印象iこ綴ったとと告と言きして総括としたいと滋い;，t;す。

ど〕タ}会んは、長を紛tこなぜCB設に関心者旨絞ったかというお郊の中で、党昇、が今いぞうん3公開で危機的

状擦にあるというとと、それがα誌に級車設かきっかけになったと話されていまkした。

紙、幾つもの悶々を回っていますけど、そごういう危機感を感じられるんですね。今年の 7月にスウ

とに…ダンでtl!:~手ソーシヤノレワ -j)…j総監設の案審会があって参加したんですけども、スウェーデ、ン、ヨー

ロッパにおいても豪華済気軽量主主L広がっており、 E重たいムード主主総会のゆ寸?を〉綴じられましたG そのヰコで

印象に残ったプレゼンテ…シ沼ンがありました。それは今i会上閣の紛い犬婦で子供0')委主主音頭打らに絞

っているという設なんて?すね。ノ〈ング、ラデ¥ンュ、ネパール、インドtJ:.t:'の若い大婦でち、予定及。コ建立は

2人種E誌になっている左いう綴告でした。グ白議開のをた々は、ゑ上自主はまだ子沢山でこれが被安疑問道義の

5要望号であるということきとまだ信じていますけれど?弘、;交際今は途上国の人の窓識がど?んどん変かって

いて、表裏話害後展望もi盛んでいます会そのためいろんな紛で途上三塁と先送還の争議後がなくなっているとい

うことが分かります。私は、実際iこいろんな脳会前問します~'"iど、先送事5認と元金ぶ閣の本準々な差が絡ん

ているととを実感しますQ そういう務委員会5もると世の中のグコ)パヲタ…ションがすごいスピー

ドで送金んでいることを減じ設す。今i立、 JÊ~撃もどんどん統合化おれて、そして、それらの大きな企業

がどんどん世界中に浅闘していき、置をと超えて没界そコント p…ノレしていっています。そういう中で、

途上国や先送主総致問bすヘリ車線Jが崩壊されているどいう印象があるんですね。

グ、ローパリゼ…シ3ンの中で、地域が崩壊していくという段階にあると思います。そこで、これか

らは、どのように地域全守っていくか、そういう線葉震がある左思います。言い換えれば、グローパリ

ヨンの中で、我々はどのようにして自分五畿の地域での生活を守り、維持していくかということ

を選挙資J!と渇えなければならないというところに来ているのではないかと義務じています。

双子銭、開発途上国を中心にして、 α廷のぞN:訟を絞って地域をきちんとサえて…卜しながら、障害者会合

めていろんな方の生活を支援しようという裁きがありますが、務1じようにおぶでも今回発表があった

Ai:i1I江の地域での取り総みがあり;，t;す a 今おのセミナ}を闘いていて、会選i畿を支援することに関しで

は、途上国と公主義援立の淡いもそろそろなくってきていると燃え次す。そのことは、我々府本f=倹むを〉

のも、これまでα設で緩やた支援の仕方、コミ ィづくりというのを学;まなければならない昨年別

に来ているま試がしました。

地域型t交えるためには、人主人安つなぐ火哲lJd、そこを'きちんとおさえるこど、いろんな滋ぬが出

したが、ポジテイプな言言語、らのアプ問、から人問主ど支える、フォーマノレ、インフオ〕マノレなつな

がり'!i::;構築することもやっていかないといけない。ということきを考えてし、けばCBRの取り主主みち宗本

0')主義主主認なの取り組みも長年巡な総議室があり、今後、いろんな函で交流しながら相互瑳解と、共遂な絞

り総みを進めていけるのではないか、どし、う感想を持ちました。
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とれてるぞッションを終わりますが、との室長め級選話会で、今日学んだことや、互支り鐙み念館しあう機

会会2議うるとおもい玄すので、その中でささ意義していただきたいと添います。

ということ守、平ふの感想念総括としたいと思います。ありがとうござ、い支した。

華寺会 それでは、午後のセッション亥で、皆さんディスカッションの持僚と最後の時間と本当にお

疲れさE主でした"今の言論者議tさんの亥とめてくださったとと、その発舎に主主げ…〉かい‘(j)惨さんから感怒を

いただいたことから、詩文言誌に多くのこと、それぞれがそれぞれの支援でしていたどければJこかったか

なと思います。私達主催した草子宮とか守ずっと話してき7こんですけl'も、海外の途上限でやってきたこ

とと殿内のこと、高嶺さんが話してい、ぶしたけど、長会i滋ぷ之さまあるのに、なかなか一被i之総数ずるさ騒が

かyなったどいうことから、ぜひこういう場合絞げて議総書食してみることで、何かそれぞれ喜善兇があった

り、紙里子治!L広がったちするととがあれば、ずっと皆さまの務ま誌に役}Lてていただけるのでiまないかな、

という線いでおり家したロ今日の成果を今告だけで終から牧:Q(j)-r:'はなくて、僚らかの形でぜひ統け

ていけたらなというととも淡然とですが考えていましたロそれは今関ご護主主n(j)善寺dまと一緒にお話し

ながら続けていりたらど，~患い決寸。

一つはCB主について出てい五としたが、 C自立のガイドラインの翻訳安定五ども?緩めております。それ

が紛系ヒがった時点で、 CBRガイドラインが71時あって 1加が70ページぐらいのものマ、絡みでがあ

るものなんですね"WHOのサイト会見るとさを官官ダウン口一日できるようになってい設す。それをともう

少しまっかりやずく 1 冊ごとに整条幾きにして餓燃にまとめる作業を、~はR章容分野珂GO i議級会

。必ず絞りで検討会をはじめておちます。 1側闘はおJlぞ、事分終えて、あ止もう 1似は 12Jl 8伐に

や号たいと粉、ってい決す。その案内を皆さんにお絞りし設すので、どなたでも参加していただけ

ですので、ぜひやりたいとえ患います。

その車古巣を売l(.~史認撃にマきればいいと考えていますo CB主ガイドライン惑とや怠しく読み発事くものをft

って、それを関係殺の方々、ぞれとそ地域福祉の方々にはたくさん統んでいた炊きたいようなことが

いっぱい書いてあるの?、惨さんと統みyながらまた議論を重ねて、それぞれの銘主題~-r:'紋 CBR ;Jjイドラ

インはそれが欠けてるよ、とれは日本lこはあて;立支らえEいよ土いうのがいっぱいよおてくると，思うので、

ぞれなパンパン出して、次の段階では問主幹j援のような感1乙ですj丸日本に合うようえ会内岩手の]質問のリ

ストアップ、そんなこともできればと怠ってし、家十。

今日t之、ヌドききにど努力日いただきありがとうござい渓し?と。アンケートの湾総を取っていただいたと

尽い会ずのて春、お議事きいただいて、次の潔径の時iこ役なでd司会て問いただきたいと思仏、ます。

それではこれでセミザ ν 占ぎを終十f 、tacきます。ありがとうございなす。
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講師プ口フィーん

も ビ?…タ…・コ}ノレリッジ (PeterColeridge)氏

イギリス在住。吉野本はごアザーの1]サ←チャーで、議事容と警護者選iこ闘す叩る文筆業c

ヰドi在来、アァjj ぉスタン、イン戸、東部およびF阿部アツジカ守、障害}::.~五訟を当てて憲主管長害義務分野

で4(百年の幕張騒動後対九三)， 1980年代 OXFMI(イギザスの綴祭実?叫0)の中近東地域れど当γ ネ…ジャー

として、 6 'f.fこ渡り、ヨルダン、パレスチナ、 レバノンで罪事ミきへのコミ江ニディアブn…チを多霊長芝さ

き~t;:oILO での主な調主主f.!i重誌でj士、 2003 主主カミら 2005年に』土産量潟と滋ミ撃に、閥、ずる謝簡潔に緩まコっ?と。

nンドシ大学およびケープタウン火祭でミ等級事主主走。 WHOの CBRjjイドラインでt土佐官十のコンポー

ネントの執筆をtfl~ した。

他の苓作;土 F罪事等専、解紋、日持派~ (1993響、石本語訳あり)、 CBRにおりるスキル喜男予告 (ILO、2008年)、

EC開発援助におじさ3隊後"liifザゼ (2000年}、貧富ヨど隊機(レオナノレド・チェシャー (LCI、2010年))、

ハンセン病獄後緩め獄事事~"の線側活動(インド〉、コミュニコディ隣発止しての CBR と主主長定例滅 α，CI、

200&年、議室詩寺島セコ二ンパワメントの章)

:アラブ・中近東研究修士号(オッタスツォ、 ド文学、 1966年)、教育伊4撃た聖子(ウ b ソレズ文学、

ま詩69

関心緩減:コミ zニティの験段、数夜、襲撃警

関心を持つ地域.00 : ~ド況時芝、プツ3号、ニスタン、パキスタン、イン γ

言言語:母i翠懇jま災言語、アラビTil1告は流ちょう、ブテンス絡は綴後、伎にドイツ諾およびダり {パキス

タンのアブダニヱスタン方宣言)の慕磯

家紋.総長脅して3ノえのお子さんがいる

級事~や関心事:音書長(フルート ξ クラッシックボタ…λ 潔境照題、鳥類学、

金小梶猛氏

NPO法人しみんふくしの議主人母子行遂事長

人々が1iいに支え会い、理事激し合って、生み渡れたわが町で、綴分らしく生き続けられる事会議義って

NPO法人しみんふくしの家A田市を設立、援護専主主義tこ就任り地域にこだわ号、主主近江市内で認知絞め

プアの殿場所づくりさEメインテーマに、グルーブホームゃう〆イサービス事業を行うほか、効問介官輩、い

きがいダイサ…1::.ス、保育、学震保育、 NPO3主主畿、 t設代3i:流子育て支援?まちゆたかよぷ義母jなどの事

講義俊民議開している。最近では、地域医療なうF…?に f市民が考える医療フォ…ラムJ'â:~ノザ…ズで問

機し、$1"氏や医療福祉喜善号思考が築家り、ともに三考えるさ襲づくりを行っている。主主導撃は一級建築士、司

学館高等学校校長。地域から寝室淡綴総合法寺える東近江懇話会E室長、闘助ぷ(*泌総J君主主)(f)製作ボラン

ティア団体 IIE毒'10山代表、多賀i反筑間際交流協会会長、八段京大時~~主つり災行委書員会委員でもある。
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込山口美知子氏

1972年j議事変係会長窓会も。 19自8匁に林業技師として議文泰道奥入庁。総滋湖環境部林務絞殺課、大韓控林芸能機:

務所、幸重琵詩話芸奏者逮設立予審議議、主主波紋地域援輿j潟森林喜重綴談(里見、 r.fコ昔11森林空襲鎖事務所〉 を総て、 2010

4三から東近江市派議となり、合|額部絞め分後改革型車?と配属。 2012杯 8月議案事塁線安illJ践し、京近江市

I隊長室となった。仕事以外では、議ま盗塁線JnH，合研究センターびわ糊ヅpジ瓜タド、 kiki旬、 NPO法人jJ

…ボンシン夕、 NPO法人まちづくりネット京近江(申請中)等の滋数に努力目。

対与野々村光子氏

戦直立18主ド~ 淡波紋露富島支 {ぬき・毒事らし応援センタ…偽kito一業務iz支援ワ』もカ…として総務。

ーヤ峨21伴~ 総Jflて?はなく働く場の提供をコYtヅ;、;ζ会襲撃への新しい関わり方提号室し浅野義。

平成23年~ 閤滅寸?の長三緩関ネットワークとして rICHIOS総 NETJをスター h• 

ファシリチータープ=フィール

も高嶺豊B;; 淡球大学法文学部人隠科学外教綬

ゆか1懸子主義氏 モ存林火然保襲撃?予約考会教授、一般社団法人鈎本作多疑義援泳三台協会

高岳 '"本; か守み B;; 公主幸j訪問法人アジア銀総研i静ノ庁事務j局長

も尻然浜同宗主主 ままみ火学総合経営学音1¥観光オミスピ。タリティ学科撚教授
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ひが しおう み み ち ぷ ら 2012/10/1 現在 名 前はハブ・キーパーソン、 rJは市職員。

く掲餓ルール> 1.行政にぶら下がらない 2 プラス思考 3.手をつなぐ面白さを知っている

ゆ業
しん まん だ

東近江魅知普請蔓茶羅
0ヒトミワイナリー 岸本 NPO法人スローライフの会で日本酒、醤油業者などと連携。

0マーガレットステーション 旗開 地頃のお年寄りが活性化した、地産農産物の直売所。

0池田敏掲 池田 地産地消乳製品、獣害駆除鹿肉などを活用した農家レストラン、ジエラートアイスウリームを展開。

O京セラ蒲生エ滑 薄田 グリーンニューディールで電動アシスト自転車&太陽光パネル提案。

こせ細鰍:輔の農産物盟主ヒトミワイナリーなどと連機、 f近江マルシ吋でスーパーとも連携。 ~砂υょ 指 本・「北JIIJ.r藤井J
0菜の花エコプロジェクト 藤井・山国・野村 O東近江ハンドシェーヲ協強会 増田・清水・野村 Oた ，['山口」

油のリサイウルから発展し、市民の提案により愛東地市内の環境系 NP05団体、東部のまち協4団体、財団法人、市で構成。有形 O楠 生産をあきらめない、生

区で始まり、全国に広がったリーディングプログラム。 無形の地域資源を発掘し、それをつなぎ活用することで地域の自立を促し、 Oラ き残る農業の仕組みづく
..6. 1 -+~"'n l "T"~" ~_ 11 'ioã~ ，l= __，. -!o...LI- 、 " 1 1 0ウ りをめざし、 川下から川東近江ハJドンエーヴ協議~ I ::も参加し、 エネルギー、 福祉モールネットi、も連携してLる。 上への提案と横串を

食ベ物の地域循環の仕組みの見える化から、次のー O止 指す

手としてバイオマスまで広がる、 FEC自給圏も想定す 0東近江市体駁交流型旅行協穆金 清水・JII上・『中村J・「谷J I I g晴I!i 。
る。

「ここには何でもある』という考えのもと、 聾かな自然や農林商工業、生活文 Oチ 0獣害駆除と地産地消

0愛のまちエコ倶楽都増田・野村・平尾・園田・村山 化等の生業、人々の生活の姿を伝える体験学習民泊を企画することにより、 Oフ 臥 国井中・『小泉』

「地績を元気にJという合言葉のもと、農業関係の体験 都市との交流、地績の握力・積りを再発見する。 0O子ラ 農業被害を軽減するた

を通じて都市農村交流を実施。理念の『ほんまもん」を OTEAMえん 小倉・西村・北野・北川・「谷」 。 めに捕獲された鳥獣を

「田舎もん」という表現で呼びかけ、たくさんのこだわり 『住民と旅人の縁tえん)をつなぐ、地域にお金(円(えん))I I 0コ1¥ 地慢の温泉や宿泊施段

体験メニューで、交流の中から地元の元気・誇りを取り が落ちるしくみをつくる、旅を演(えん)出する、ええんちゃう .-. で食材として提供。

戻そうと活動している。 ん精神で実建する」をキーワードに、ほんまもんさんたちと ・"'̂-"'"園、 出野し々、
の出会いの中で、真の学習体験ができツアーのプログラム / ¥“つながる 0エコラボハート事業城、働き・暮らし応媛セン9一“Tekltド 村

0モリスマイル研究会 開発を進めている。 まちづくりネット点近江 生まれる 環境配慮製品を障がい者が配送する二とで雇用の創出を生み 併せて、障がい教

井上・大西森下 " 宵、環境教育につながり、環境と障がいのコラポと CSRをすすめる。併せて、葬儀屋、古
野々 村・村山・大林・西村・「山口J 110東近江市民共同発電所西村・野村・「植田』 野村州鵡・「山口」・「谷』 くらしまるごと 本屋、介護屋、部慢、めし屋、洗い屋、精米屋、パン屋、うどん屋、酪農屋、郵便屋など

業者、障がい者、地元、大学生などが連傍して、採算の 地繊に根ざした『小規模・分散型」の発電システム。自然エ つミユニ 坐 1.~市民! これからの障がい者の新たな働き場開発を、異業種連銀の中から進める。福祉モールネ
合う市民協働の薪炭林再生と障がい者を雇用するしく ネルギ発電設備を市民が共同所有し、また介護施設とも ットにもつながる@

みづくりに取り組む。 連機設置したりし収益を出資者に地域商品券で還元。 ひがしおうみ環境円卓会議

“生活総合支援戦略"他 内藤・金・小梶・野村・「山口』
Okikito湖東地域材循環システム協語会 東 近 江 市 モ デ ル 地続1::根ざした脱温暖化・環境 O 若荷村=(社福}美鎗湖の家、(有)美輸湖 仲本・高嫌..回

0東近江市SUN蹟プロジェク卜吉田 、 土++.，- 障 を も と障 e 
田中・大林・薄田・豊泉・『山口J 11 ~_ A _ _.. . •• • • •• . ..  _ •• • ~. . . ••••• • _ •.• 1 r免田』・『泉本j 山本」・ 共生社会研究開発プログラム 「賢愚和楽Jr自然随願Jr物心自立Jr後継養成Jlf刊是iーして、 カいをつ人 カい

商工会韓所が主体となり、エネルギーの地産地消による地 をもたない人が共に暮らす中で、自立循環型・少量生産少量消費社会づくりを目指す。特
「びわ湖の森」を元気にするために、 地域材の安定供給 域経済の活性化を目指す。地域商品券を活用して、他分野 『井口J.r外珂J"青木J 産品や無添加無農薬の食品開発などの地綾;....支媛、トラツヲによる移動販売による買

や木・紙製品の開発などに取り組む。また、人材育成や との連携を目指す。 軍事 い物支慢など地域活性化に取り組む。また‘東日本大震災の被災地支援事業やフェアト

環境評価など、森林所有者や業者、市民団体、行政等 l1「1otしaz，gmそ袷寄のの贈怠貨昏中分L持か野出ら軒そUれ男疾::1社ぞE患どれ晴到まがの海らク盛ず』ロ者『ス環前闘す境崎病る』目循佳r配樹a祉eコけ材健ーやjナ康地T松場医で野療建医』携複『腹江を福案竃4図止』文書の唱化館勤き簿ネまをッJち支トづ『で相梶〈支陣り復なグJ レードによる低開発国支援、サハリン残留鶴居人支援など、 国際的な課題も視野に入が摘成員となって、それぞれの得意分野を活かしつつ、 0遊林会武藤・「丸橋 れ、 幅広い社会的な課題にも取り組む。
異業種間連携を図りながら、「持続可能な森う〈り」に向 l J 

けた事業を展開している。 0ス医の三療方仕関組よ係しみ者研づだ究《けり会でをな推角〈進野、s介し./、k護そ，系れ・や中が亨村医畏・療花も福戸参祉・加福をし考井.顔えるの懇見話え会る1)ーンメンテナンスで陣がい者雇用を支媛、 図書のリサイクルシステムで環境 中で地域連携ヲリ子イカルパ
0退職サラリーマン地域デビュー森田・大縁・社 支援を行つ な ， 

《りを につかる。
仲間作りを通した退職サラリーマンの地域デビューの v 

仕組みをつくり、自らのスキルを生かした役割づくりを A Oしみんふくしの家八日市小梶 O地域舟崎鮒岐考える制溜融 小梶・小鳥・福井・中村

追求。この地域で、 『縁側カフヱ』や婚活事業など多篠な =《t'dt吋ラ1::言るえJるか関係て』4を 地崎市民の助け合いを出発点にして、 高齢者、子ども、障がい者それぞれが支 市民が医療・宥麗・介護・宗教・図書館・救急などの専門家と連携して、医療福祉在宅看
地域活性化の取り組みを進めている。 o加.・おうみサン， ショップ え合うしくみを、介護保険などを活用して進め、その収益をもとに地域医療の提 取り体制を推進する活動を展開し、図書館の患者闘病白書Eコーナー、そして若い母親が

機神・小梶 案、外国人支媛、他の NPO法人支媛など、 地主主の公共を担う NPO法人のあり “はちどりの会"を作り、「病院に行くその前に』を作成し、コンビニ受診の改善を目指す。

0冒険遊ぴ場 Jl回・藤薄・「村山J 11 r国籍が遭ってもおl めざし、 多様性を 方を示し続けている。福祉モールネットにもリンクする。

『子どもたちの自由な遊び場Jr子どもたちの冒険心や 尊重学桟校しザた宝地噂ク域シづョしッて引プいにをる取通。じりま組たた文む、化.ブ古交ラ紙流ジ回のル収促のを進伝通に統じ取音、りブ楽組ラ『むジサ・ルン 里新兵衛さん 南部 0福批モール構想 太田・増田・小梶・川副・野村

好奇心がいっぱいあふれ1遊び場』この遊び場づくりを パ 往0かんじでゃみのーたL，rかじゃの星」実現のため、復祉モールも意援じながら、地域と施 医療福祉を考える懇話会から生まれ、地域で高齢者を支えるNPO結の家が呼ぴ僻け、

通して、 乳幼児期かb思春期までの子どもの育ちを、家 '11 盤、 レイカデイア大学の学生等とのコラボの中で、認知症 50S訓練や健康長寿 福祉・医療等の関係者が中心に、認知症になっても、脳卒中になっても、介護保険の対

庭と学校・圃だけでなく、 地域とともに支援する。 ) 、 促進を進める。 象にならなくても、障がいがあっても、 安心して暮らせるエリア、拠点づくりに取り組む。東

会δ蜘症地域ケア 小鳥・五個在・建部・髄JII地区(一部) 近江ハンドシエーウ協議会から生まれた(株)あいとうふるさと工房が経営する『農家レスト

(: ]』一一1E - 材とリンヲし、 回想j去や建部、五箇荘など認知症行方不明S 障がいのある人が普通に働き生活できる社会を実現するため、福祉モールも

ボ-フンタリ 一宮崎啓肘ポーヲーづくりを実施し 福祉モ一一 向山 一産… 近江商人屋敷地
ネットlこもリンクする。 堂で『つどん喫茶の庖いつべきJを出す。
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