
すべての人に“我が家”と 
呼べる場所を



25周年   すべての人に“我が家”と呼べる場所を2

THANK  
YOU!
国連ハビタットアジア太平洋地域事務所（ROAP）は、25年 
にわたり日本政府、福岡県そして福岡市の皆様によって支え
られてまいりました。 また皆様の支援を通じて、国連ハビタッ
ト太 平洋地域担当事務 所が福岡市に設立されました。

“我が家”と呼べる場所をつくるために、都市の分野を中心 
にすべてのSDGsを促進する活動に取り組んでいます。

1976 
国連ハビタットが ケ
ニアに設立されま
した。

1997 
国連ハビタット太 平洋地
域担当事務 所が福岡市
に設立されました。

2015 
2030年までにグローバルに開発を推進する17の 
目標を含む「持続可能な開発目標（SDGs）」 が 
国連加盟国によって合意されました。この目標 
は、例えば気候変動や災害、移住、都市開発と 
いった私たちの世界が抱えている課題に焦点を 
当てています。
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この25年間、福岡県および福岡市の行 
政関係者の皆様には、アジア太平洋地 
域の国連ハビタット・チームに力強い 
ご支援をいただき、深く感謝します。

私たちは皆様とのパートナーシップ、 
知識や経験の共有、そしてご支援をも 
とに活動しています。緑にあふれ、レ 
ジリエントで持続可能な場所をアジア 
太平洋地域により増やしてまいりま 
しょう。

繁栄
どの場所も取り残 
さない都市の計画 

と管理

健全
私たちの地球や 

気候にふさわしい 
緑あふれる 
清潔な都市

安全
災害・危機に強い 

都市とコミュニ 
ティづくり

公正
誰一人取り残さな 
い、コミュニティと 
住まいにおける 

基本的ニーズの充足

マイムナ・モハメド・シャリフ 
国連ハビタット事務局長・国連事務次長
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すべての人が暮らし 
やすい環境をつくる

国連ハビタットは、2021年にスリランカの茶摘み労働者 のための住
宅プロジェクトを完了しました。 このプロ ジェクトは40年前にスリラ
ンカで始まり、現在も国連ハ ビタットとドナー機関によって大切に続
けられている People's Processのアプローチを適用しました。

• 清潔な水

• まち全域の衛生管理の普及

• ゴミを捨てない、 
きれいなまち

• 安全な公共交通機関

• 土地の所有権利

• 強制退去の禁止

• 手頃な価格の住宅

• すべての人のための公共空間

• 持続可能なコミュニティ

2020 - 2021

26 
プログラム

＄1.53億

都市とその先へ 
繁栄の共有

国連ハビタットは、ベトナム・ハノイの「クリエイティブ・キャピタル」  
構想を支援し、UNESCOやUNIDOとともに、都市再生 
と社会変革を促す若者向けキャンペーンを始めました。

• よりよい都市・地域計画

• 良好な都市ガバナンス

• 汚職の防止

• 交通・輸送の接続性の向上

• 職場、消費、生産によい場所づ
くり

• 公正な地方税と助成金の分配

• 公共予算の適切な管理

• 地域のイノベーションと投資

• よりよいサービスのための 
新技術の導入

2020 - 2021

11  
プログラム 

$1.1千万の 
技術支援



25周年   すべての人に“我が家”と呼べる場所を 5

気候変動に対応する 
行動の強化と都市環境 
の改善

現在、アジア太平洋地域の全域で適用されている気候変動プログラ 
ムのアプローチは、国連ハビタット・フィリピンによって開発され 
たものです。気候の脅威、災害、廃棄物やプラスチックごみによる 
汚染、パンデミックの影響に対応する都市の問題に対して、各国の 
プログラムを通して支援しています。このように国連ハビタットは 
計画策定から資金調達、実施支援までを行っています。

• 大気汚染の改善
• ヒーターやクーラーの削減
• 再生可能エネルギー
• 自然に根ざした解決策
• 生態系の保護
• 生物多様性
• 再利用・リサイクル
• レジリエンス
• 気候変動への適応
• 緑にあふれ、開放的な空間
• 海洋ゴミの削減

2020 - 2021

22 
プログラム $5.9千万

危機のより効果的な 
予防と対応の改善

国連ハビタットは、近年発生したカンボジアの洪水の復興をはじめ、 
多くの国でコミュニティの再建を支援しています。

• レジリエントなコミュニティ

• 社会的統合

• 難民・受け入れコミュニティ

• 移民の包摂

• 帰還民と再構築の支援

• 災害後の復旧

• 復興

• 建築基準の策定

• 建築技術の向上

• インフラストラクチャの向上

2020 - 2021

14 
プログラム

$5.6千万
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UN-Habitat Mongolia

UN-Habitat Afghanistan

UN-Habitat Pakistan

UN-Habitat Nepal

UN-Habitat India

Bhutan
Iran

UN-Habitat Sri Lanka

UN-Habitat China

UN-Habitat Lao PDR

Bangladesh

Maldives
Solomon Islands

Papua New Guinea
Indonesia

Thailand

UN-Habitat Fiji

Malaysia

UN-Habitat Philippines
UN-Habitat Bangkok

UN-Habitat Myanmar

UN-Habitat Cambodia

UN-Habitat Viet Nam

UN-Habitat ROAP
Japan

国連ハビタット福岡本部の活動の目標は、変革やイノベーションを求める政府やパートナー 

機関と協力し、アジア太平洋地域で常に15以上のカントリープログラムの実施を通じて都市 

やコミュニティを支援することです。

Myanmar  
$27m

Lao PDR 
$13m

Philippines  
$17m

Pakistan 
$11m

Viet Nam 
$10.7m

Cambodia 
$8m

MON SOl

FIJ CHI

JPN

IRN

Afghanistan 
$121m
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国連ハビタットと福岡のパートナー機関– 政府、大学、民間企業、団体と連携して、革新的、 
スマート、実用的、持続可能で自然に根ざした技術や解決策を提供しています。

福岡方式 
気候変動に対応した廉価 
な廃棄物埋め立て技術

ためとっと 
廉価な雨水地下貯水 
システム

松藤康司 
福岡大学名誉教授 
NPO法人SWAN福岡理事長

私はこれまで25年近く、アジア太平洋やアフリカの 
多くの国で国連ハビタット・アジア太平洋担当とパー 
トナーシップを組んでまいりました。このパートナー 
シップとともに私たちは、低コストでシンプルな都市 
廃棄物の管理方法である「福岡方式」を導入し、各地 
で取り組んできました。これはあらゆる場所で増加を 
続ける廃棄物の問題に取り組む上で、持続可能で現実 
的な方法です。廃棄物管理と安全な埋立地の整備に向 
けた改善は、SDGsの実現と世界の平和への道である 
と私は強く信じています。

温室効果ガス排出量の 
70%は都市で発生

地域ではSDGs目標13 
達成と逆行する動きに

人類存続の危機

ためとっと 
廉価な雨水地下貯水 
システム
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アフガニスタンにおける国連ハビタット

清潔で緑に 
あふれる都市
ゴミを捨てない 

ゴミのない 
すべての人のための 

公共空間

すべての人の 
ための都市

安全な土地、豊かな 
コミュニティ

「これでようやく 
自分の土地の登記が 
できたと実感します」

社会への 
再統合支援
帰還難民の 

包摂
安全・安心な 

インフラ

アフガニスタンは再び危機と不確実性に直面していま 
す。国連ハビタット・アフガニスタンは、日本政府、 
世界銀行、欧州連合、USAIDなどの支援を受けてきま 
した。25年以上にわたって事業を通じて構築してきた 
コミュニティ運営協議会の幅広いネットワークをもと 
に、国内の最も貧しい人々に手を差し伸べるプログラ 
ムに再び取り組んでいます。

アフガニスタンの人々は、都市を再建 
し、清潔で緑にあふれた都市を維持する 
ために重要な役割を果たしていく必要が 
あります。国民と都市に投資することが 
平和への道です。

ハジ・モハメド・ハミディ 
国連ハビタット・アフガニスタン 
クリーンアンドグリーンシティ 
ナショナルプログラムマネージャー

カンボジアにおける国連ハビタット

沿岸居住地における小規模 
防災インフラの導入

気候変動への適応
気候問題を 

開発計画に統合

レジリエンシー

防災能力の 
向上

再利用と 
リサイクル

包摂的で 
スマートなまち

トボング・クムンにおけるレジリエントな住宅プ 
ロジェクトは、「よりよい再建」のアプローチを 
通じて、災害から復興すると同時に生計を改善す 
るカンボジア初のプロジェクトです。この経験を 
もとに、私たちは国内全域で規模を拡大すること 
にしています。

ベン・ホン・ソチアト・ケムロ  
住宅総局　総局長

国連ハビタット・カンボジアは、政府機関や地 
方自治体と協力し、脆弱なコミュニティの支援 
や災害復興支援に取り組んでいます。また、日 
本政府、アジア開発銀行、適応基金などのパー 
トナー機関とともに、安全で健康的な生活環境 
と包括的なサービス利用を目的としたプログラ 
ムを提供しています。

地方 
歳入

WASH
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中国における国連ハビタット

人間優先の 
都市公共空間

住民参加型の 
遺産の保護 

子どもになじむ 
コミュニティづくり

中国の未来の 
地方議会

スマートシティに 
向けた 

イノベーション

持続可能な 
都市計画 

プログラム

計画の改善 
環境保全 

イノベーション
戦略

CCUDとの協働

ニュー・アーバン・ 
アジェンダ 
低炭素都市 

農村部の再活性化

廃棄物管理

国連ハビタット・中国は、中国の国家機関や都市と 
協力し、都市計画、イノベーション、農村部の活性 
化、公共空間や子どもに優しい都市の推進、廃棄物 
管理などを通じた持続可能な都市開発について取り 
組んでいます。また、国内外の会議やフォーラムに 
おいて、SDGsやニュー・アーバン・アジェンダを 
推進しています。

子どもたちは生まれながらのデザイナーです。 
国連ハビタットとWLSP（武漢土地利用・都市空 
間計画）は、子どもたちから革新的なアイデアを募り、都
市プランナーやデザイナーとして私たちに刺激を与えて
くれます。私たちは現在「1メートル」の視点を大事にして
都市やコミュニティを改善し、より「あたたかい」ものにし
ています。

カン・デジ 
中国武漢市土地利用・都市空間計画研究センター副所長

ラオスにおける国連ハビタット

国連ハビタット・ラオスは、水と衛生に関する様々なイニシア 
チブを長年にわたり実施し、気候変動にレジリエントなインフ 
ラプログラムを構築してきました。州や地区レベルの包括的な 
都市計画や気候変動計画、土地管理、防災プロジェクトはラオ 
スの多様な課題やニーズに対応しています。多くのパートナー 
の協力のもとで、気候や災害に対するレジリエンス、復旧・復 
興に向けたプロジェクトを支援しています。

防災は日本の開発政策の大きな柱の一つ 
です。（中略）これらの住宅の建設にお 
いて、よりよい再建の原則が採用された 
ことを知り、大変うれしく思います。

竹若敬三 
駐ラオス人民民主共和国日本国大使(2020)

気候と災害レジリ 
エンスの構築 気候と災害レジリ 

エンスの向上

「かつて水を汲むた 
めに私の村から1日 
に2回、20分かけて 
川に行きました。乾 

季ではさらに歩き回 
りました。このプロ 
ジェクトのおかげ 

で、家に水が届きま 
したし、庭で野菜を 

育てられます。」

住居の修復と 
復興

災害後の復旧 
建築基準の確立 

再建

汚水処理と 
水の供給

再利用
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ミャンマーにおける国連ハビタット

国連ハビタットは、これまでミャンマーの人々に対して長 
年スラムの改善や水と衛生の支援を行ってきました。近年 
では、都市化や気候変動対策に対する住宅政策、災害リス 
ク軽減などの分野にも支援の幅を広げています。危機や困 
難に対応し、最も脆弱なコミュニティや居住区を対象に人 
道支援や復興支援を行っています。

ティエンビン埋め立て最終処分場の改善が、 
目に見える形で認識できるようになりまし 
た。今では増え続ける廃棄物を管理し、安全 
な作業環境を提供することができています。 
国連ハビタットと福岡市の専門家の指導のも 
とで、我々スタッフは福岡方式を学びまし 
た。ヤンゴンの別の2つの最終処分場でも、 
その手法を展開しています。

ウー・ミン・ソー 
ティエンビン最終処分場チーフスタッフオフィサー

ミャンマー 
気候変動 

アライアンス

知識と気づき 
戦略 

ローカルな行動

WASHと廃棄物管理を通した 
COVID-19に対する 
レジリエンス構築

「私たちは高価だった浄化水を、 
今では手頃に飲むことができます。 
また、料理や洗浄目的に水を使う 

こともできます。」

廃棄物管理の向上 COVID-19

NUP

防災

洪水や干ばつがもたらす 
水不足へのレジリエンス 

の強化
災害にレジリエン 
トな学校インフラ

建築基準 
インフラの向上

自治体 
ビジネスプラン

低排出

パキスタンの都市の成長を導き、都市化を開発の推進力に 
するために、国連ハビタット・パキスタンでは、JICA、 
適応基金、ECHO（欧州委員会人道援助・市民保護総 
局）、アジア開発銀行などのパートナー機関とともに、環 
境と社会のレジリエンスを強化し、都市を住みやすく豊か 
な場所にするためのプロジェクトを実施しています。

パキスタンは気候変動の影響を強く受けて 
おり、その適応はパキスタン政府の優先事 
項です。国連ハビタットによる気候変動へ 
の適応に関する取り組みは重要であり、都 
市におけるレジリエントな対処能力を構築 
することに役立つでしょう。

イルファン・タリク 
気候変動省　総局長

パキスタンにおける国連ハビタット
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フィリピンにおける国連ハビタット

マラウィにおける 
コミュニティ主導の 
住居と生活の再建

海洋プラスチック 
ゴミの削減

自治体と 
コミュニティ 

ベースの 
廃棄物管理

都市計画と 
デザインを 

通した 
気候変動への 

対応

フィリピンは地震や台風、気候変動など複合的な社会・ 
環境の問題に直面しています。国連ハビタットはフィリ 
ピンのパートナー機関を支援し、政策立案、国や自治体 
の能力開発、コミュニティや専門家との革新的アプロー 
チを試行することに取り組んでいます。

COVID-19の大流行による大きな困難にもかかわ 
らず（中略）これまでドゥレイ・ウエスト・バラ 
ンガイ、ダルサラム村、パマヤンデグ・サ・ラ 
ナウ・レジデンス、キララ・バランガイで住宅が 
完成し、引き渡されました。（中略）マラウィで 
の私たちの取り組みはまだ終わっていません。私 
たちは、移住してきた家族のためにさらに多くの 
家を建てる努力を続けます。

越川和彦 
駐フィリピン日本国大使 (2021)

ベトナムにおける国連ハビタット

メコン・デルタ沿岸部における 
レジリエントおよび包摂的で 

持続可能な自然と人間が 
調和した住居開発

レジリエンス 
気候変動への適応 
小規模なインフラ

都市開発のための 
行政能力の 
構築と強化

包摂的な都市開発 
統合的計画 

ステークホルダー 
との連携計画

ハノイ・クリエイティブ・シティ
都市の再生 

創造的な産業創出

ベトナムは海面上昇や洪水、干ばつの長期化・深刻化 
など、気候変動に対して世界で最も脆弱な国の1つで 
す。国連ハビタット・ベトナムは、都市管理、持続可 
能な計画、都市再生、気候変動への適応に関する能力 
開発に焦点をあてた多くのプログラムを実施していま 
す。

ここ数年、政策立案者からクリエイティブな実践 
者まで、ベトナムの人々の社会意識に大きな変化 
が起きています。さらにグローバルレベルに追い 
つくためには、文化遺産を再生し、強く明確な声 
を発信していくことが絶対に必要です。

グエン・クオック・ホアン・アン 
LENNGANのユース創設者

公営住宅の開発
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太平洋地域は気候変動の影響や火山噴火、津波、地震などの自然災害の影響を
特に受けやすい地域です。
気候変動や災害に強いインフォーマルな居住地への支援が、国連ハビタットの活動の中心です。
これまで水と衛生設備の提供、コミュニティ農業の支援、コミュニティの避難所や保健所の設立
など、さまざまな支援を行っています。
COVID-19パンデミックの発生により、この支援の重要性と適性が改めて認識されました。

誰一人  
どこにも取り残さない

レジリエンス  
適応そして回復
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人々とともに計画をつくる、
人々のために成果をもたらす
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私はイングリッド・マカバレです。 
今日と明日のオルモック市を、より清潔で 
緑にあふれる街にするために、誇り高き女性 
リーダーを務めています。
子どもの頃、人の期待以上を成し遂げる女性になることを夢見て 
いました。公衆衛生看護師という仕事は、大変やりがいがあります
が、ずっとどこかで「私はもっとできる」と小さなギャッ プを感じて
いました。環境自然資源室に配属されるまでは。

現在、私は廃棄物管理の責任者として、環境衛 生の改善を通じて
コミュニティと公衆衛生を促進しています。

チームワークとお互いの尊重、そして集団的な意思決定によっ 
て、オルモック市の10カ年廃棄物管理計画を策定できたことを誇 
りに思っています。ゴミの収集と埋立地の運営は改善され、バラ 
ンガイ（村）ごとに独自の廃棄物管理計画を策定する権限が与え 
られました。私たちは使い捨てプラスチックの規制を含む、市の 
廃棄物管理政策と条例の立案を行いました。

さらに、私はチームを率いてコミュニティに働きかけ、適切な廃 棄
物管理、4R、廃棄物転換のための戦略などを教えることや他の市
および機関と協力し、廃棄物管理の問題や懸念に対処する バラン
ガイ・イニシアチブやプロジェクトを実施しています。

女性、子ども、若者、高齢、障がいを 
抱えている人々のために、そしてともに

国連ハビタットは現在インド、ネパー 
ル、スリランカ、アフガニスタンで、 
障がい者のニーズに対応した新たな政 
策策定を支援しています。例えば、イ 
ンドネシアのスラバヤでは、地方自治 
体を中心とした地震防災戦略の改善を 
支援し、その際に障がいをもつ人々か 
らの評価を得て、改善策の策定に取り 
入れました。

2015年に発生したネパール地震の後、公共空間の再建のために、 
国連ハビタットは地域の高齢者がもつ知識をコミュニティの若者 
たちに伝えていく取り組みを行いました。
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国連ハビタットは、私たちのコミュニティにリーダーズグループ
を立ち上げました。この女性グループでは、ニリ族の女性のため
の意思決定を行い、女性の経済的エンパワーメントのためのプロ
ジェクトを選定しています。自分たちのために意思決定への情熱
を持つことは、国連ハビタットの支援のもと、私がコミュニティ
に対してできた貢献の1つです。こうして初めて女性たちが一緒に
座り、話し合い、問題を解決し、コミュニティのニーズに関する
意思決定を行うことになりました。

ナズ・グル
アフガニスタン　ダイクニ州、ニリ市

人々の権利に基づいた参加型の開発
アジア太平洋地域では、ひどく疎外され、脆弱で貧しい人々やコミュニティを保護することは極めて重要です。

立ち退きや強制移住に対して、この保護は土地の居住権や保有権、適切な住まいを得る権利を守るこ 
とを意味します。私たちはスラムやインフォーマルな居住地に住む人々、紛争や災害によって家を追 
われた人々を支援しています。

国連ハビタットは人々、コミュニティ、地方自治体を巻き込み、私たちが"我が家"と呼べる場所を国 
や地方自治体がつくれるよう、政策の改革や能力の向上を目指して活動しています。
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