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“インクルーシブ”という言葉は、シンプルで易しい言葉

のように見えますが、障害者雇用の中心となる促進者は、

その可能性を高めるために、大きな努力と挑戦をしなけれ

ばなりません。 

 

新しい年は始まったばかりで、私たちのたったひとつの願

いは、特に知的な“障害のある人のインクルーシブな雇用

機会”です。 

 

すべての人の権利が守ら

れ、機会の平等が支持され

るインクルーシブな社会を

実現するために、東南アジ

アのほとんどの国の政府や

障害関係NGOは、雇用機会

を増やすために、懸命にとりくんでいます。しかし、様々な不測の事態に

よって、持続可能な発展はいまだ成功していません。 

 

重要なポイントは“インクルーシブ”であるとは、まさに“言うは易し行

うは難し”です。残念ながら知的障害のある人は、いまだに基礎教育と雇

用機会を奪われています。 

 

働く力に着目し、彼らには“インクルーシブな雇用”が必要です。学ぶ機

会を提供する“インクルーシブ教育”は彼らの基本的な権利です。 

 

NGOであるWAsia自身が、率先して福祉を充実させ、平等を促進し、障害の

ある人の雇用機会のエンパワーメントのために取り組んでいることをとて

もうれしく思います。私の団体デュアル・ブレッシングが、WAsiaのメンバーのひとつであることもまた、と

ても誇りに思います。 

新しい年の願い 

“インクルーシブな就労機会” 
 

キーリアン・ロー 

 

WAsia 理事より 

インクルーシブな就職－デュアル・ブレッシン
グ・ジョホールは、ジョホールバルの社会福祉局
によって企画されたキャリア・エクスポの障害の
ある人の就職説明会に参加しました 

彼らに働く機会を  
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働く力がありながら雇用されていない障害のある人は、約85％います。アクセシブルでないイン

フラや環境、職場が主な問題ではありますが、企業の社会的貢献の実践として、障害のある人に

より多くの機会を作りだすことを強化しなければなりません。 

 

障害のある人の雇用を促進するために、マレーシア政府は障害のある人だけでなく雇用主に対し

ても、雇用サービスや補助金を提供しています。2008年の障害者法制定以降、様々な関係政府機

関は、障害のある人が雇用でより良い評価を受けるために、サービスと対策の向上に努力してい

ます。それらの支援は、社会福祉局に登録された障害のある人に限定された権利です。 

 

様々な政府機関によって提供されるサービスや補助金には、以下のようなものがあります。障害

のある従業員個人の減税措置、雇用主に対する障害のある従業員給与の二重控除、障害のある従

業員の訓練費用の二重控除と障害のある従業員のための職場の設備と環境変更のための費用の控

除。 

 

それらのサービスや補助金はあらゆる場面で強調されていますが、結果につながっていません。

行動を伴わなければ、願いは願いのままにすぎません。 

 

願いにむかってただ行動するのみ。“インクルーシブな就労機会”のための“エンパワーメン

ト”。一緒にとりくみましょう。 
 
 

 

 
 

  
  WAsia 理事より... cont. 

能力に着目して 
十分な訓練を受ければ、知
的障害のある人は自立して
働く能力があります 
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私はカンボジアの首都プノンペンを初

めて訪れましたが、右側通行であるこ

とを除けば、タイと似通った人々と生

活がありました。 国家や国境といった

私たちの思考にこびりついた概念を取

り除き、同じ人類として様々な人をと

らえ、お互いの状況に身を置くように

努め、友情と、自尊心と人間の尊厳を

尊重して、お互いに助け合うことがで

きれば、カンボジアは、ダイナミック

で相乗効果の力と好機の国になるだろうと私は個人的に考えています。 

 

2016年1月26日に、プノンペンのトンレ・バサックⅡレストランで開催された「障害のある人の

雇用に関する全国ワークショップ」は、主催者の手際の良さと才気を反映した多次元の視点を

私に与えてくれました。私は、政府高官や、障害者雇用の促進活動をしているNGOや、障害者雇

用をしているまたは未雇用の民間企業や、カンボジアで活動する国際NGOなどの障害者団体の代

表に会いました。参加している多分野の団体が、政府の法律や政策、関連調査結果や、障害者

が直面している問題についての情報を積極的に発表していました。さらに、すべての参加者の

情報や意見が、お互いに進展のギャップを埋めることに役立ったでしょう。このワークショッ

プの最も重要な成果は、すべての関係者が行動を起こすように求めた具体的な提言でした。 

 

前述したすべてのことは、経験者にとっては新しいことではないでしょうが、私はワーク

ショップの雰囲気に「本物」を感じました。すべての関係者が、障害のある人の雇用機会を生

み出したいと願っているということは、紛れもありませんでした。カンボジアが障害者権利条

約（CRPD）を批准したということは、素晴らしいニュースです。 

 

プノンペンの小学校を訪問した時、素晴らしいことがありました。４年生が、子どもの権利条

約について学んでいました。私は、近い将来彼らは障害者権利条約についても学ぶことになる

だろうと思いました。 

 

政府２％、民間１％の障害者雇用率を定めた法律をカンボジア政府が制定したことをとても嬉

しく思います。重度の障害のある人を雇用した場合は、２人としてカウントしています。しか

し、様々なバリアの問題と法の施行の間で奮闘している他の多くの国と同じように、政府高官

はワークショップで、「障害者雇用を拒否する人を見つけたら、お知らせください。私が、実

際の雇用を作り出すように交渉に行きます」と発言しました。彼はまた、セッションの中で

様々な成功事例を報告しました。 

 
カンボジア：相乗効果の力と好機  

WAsia理事 スポンタム・モンゴルサワディ        

WAsia代表 藤井 克徳 
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  カンボジア  ... cont.               

 
民間企業に関して言えば、その法律はまた法令順守のために障

害団体を支援する手段を提供しています。つまり、職場は雇用

されるべき障害者の賃金の半分を払う選択をすることができま

す。そうすることで、障害団体の数を劇的に増やしてきまし

た。これは、興味深い選択肢ではありますが、それについての

詳細はわかりません。 

 

2007年のハンディキャップ・インターナショナルの報告では、カンボジアには68万人の障害者がい

て、その半分が20歳未満であるとされています。教育の機会、アクセシブルな交通、バリアフリー

な公共の場が不足しているので、ほとんどの障害のある人は他の好機から疎外されています。 

私は、タイ・パタヤのレデンプトリスト障害者職業訓練校のカンボジア人卒業生の一人に聞いてみ

ました。「カンボジアで障害のある人の権利を実現するためには、どんなことができると思う

か？」彼は、まず物理的な環境と公共交通を、障害のある人にアクセシブルにすべき。次に、自ら

の可能性を信じるために勇気づけエンパワーメントされ、社会に出るようにすべき。３つめに、彼

らは雇用されるべきと述べました。私は彼が言及した３点の重要性に同意します。しかし、権利の

実現にむかって前進するために、同時にしなければならないことがたくさんあります。 

 

その日のセミナーでは、公共機関の職業訓練に対する構えと民間企業の障害者雇用の構えについて

議論し、障害のある人の意欲と可能性について言及していました。つまり、単なる知識やテクニッ

クだけでなく、社会的なスキルも含めた雇用前の準備プロセスです。雇用主と従業員の出会いを支

援する仕事マッチングサービスを提供するだけでなく、障害のある人の雇用のためにジョブ・バン

クを提供すべきという提言が参加者からありました。このまる１日のワークショップで度々聞かれ

たことは、政府が障害のある人の雇用を促進してほしい、そして、権利とアドボガシーについて障

害のある人に伝えてほしいというリクエストでした。 

 

ハイライトの閉会式では、すべての関係者（行政、民間企業、そして市民社会）が考え、行動を起

こす提言をまとめあげました。閉会の辞は、障

害行動カウンシルの事務局長でした。事務局長

は、政府は今、障害のある人に焦点をあててお

り、A S E A Nパラゲームで全国的な評判を得た障

害のある人を表彰する法律を最近施行したと述

べました。そこには障害者の能力や才能を認め

る国際的な賞も含まれます。 

 

それらの賞は、家を買ったり、小規模な起業に

投資するに充分な価値があります。最後に大切

なこととして、閉会式ではすべての提言の受け

入れと行動が求められて終了しました。すべて

の関係者で互いに支え合いましょう。 

WAsiaのカンボジアメンバー 
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  カンボジア ... cont. 
 

前述したすべてのストーリーは、私が「権利を実現する」ために、カンボジアにはたくさんの課題

があるということを伝えたかったのです。それは、以下のような好機を導き出す様々な分野の協力

における挑戦です。 

 

（１）障害者の潜在能力は、国をつくる力になる 

50％の障害のある人が、20歳未満であるということは、大きなマンパワーです。この数の中で一番

多いのは、障害のある女性でもあります。それゆえ、障害のある人に教育、職業訓練を提供し、雇

用を促進することは、もっとも挑戦的なミッションです。そのことは、彼らが自立できるように支

援するだけでなく、彼らは国内の経済発展の主要な力になることができるでしょう。 

 

（２）すべての人のためのインフラ 

カンボジアは、公共交通を含めいたるところで、建設中であり発展中です。カンボジアの多くの学

生は英語を話し、いたるところで４ギガのインターネットとW I F Iを使うことができます。インク

ルーシブな社会にむけて、この発展を全体的なものにするためには、発展のすべての領域で障害の

ある人／すべてのターゲットグループを含むべきです。これは、一世代の予算的な負担ではないの

で実現可能ですが、考え方や目的によります。私はカンボジアの人々ならできると心底信じていま

す。 

 

（３）パートナーシップの拡大 

特にプノンペンで、私は世界中の国際団体を含む多くの市民社会のパートナーシップを見てきまし

た。すべてのカンボジア人とすべてのパートナーはカンボジアの発展にとても積極的です。もし、

私たちがすべての分野の団体に相乗効果をもたらすことができれば、発展はより力強くなるでしょ

う。 

 

（４）ASEANにとっての好機 

 “１つのビジョン、１つのアイデンティティ、そして１つのコミュニティ”というモットーにあ

るように、A S E A N 共同体の中で一つになることで

す。私たちは一つに固まりお互いに離れるべきでは

ありません。カンボジアの相乗効果の力は、ともに

前進しようという、すべてのA S E A N諸国と特にアジ

アの他の国々の連携した相乗効果の力を刺激するで

しょう。 

 

W A s i aを代表して、私たちは相乗効果の力と好機を

担えることを嬉しく思います。それは、インチョン

戦略のゴール１「貧困を削減し、労働および雇用の

見通しを改善すること」に沿って「権利を実現す

る」だけでなく、すべての人にとっての平和、友情そして幸福でもあります。 

WAsia 理事 スポンタム・モンゴルサワディ 
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DDSP常務理事、ペン・サムナン氏の紹介  

 

私は、ロン・ノル政権下の1973年5月に、カンボジアの首

都から約212キロ離れたポーサット州の田舎の村の１つで

生まれました。父は、脊髄損傷により私が生まれた２年後

の1975年に亡くなり、ポル・ポト政権下の1978年の終わり

に、母は飢えにより亡くなりました。私は、その後長姉に

よって見つけ出され育ててもらいました。 

 

1979年から1989年の生活はとてもひどいもので、私は生き

のびるために、ヤシの木のぼりやパンケーキ売り、地元の

クメール・ケーキ売り、バナナケーキ売り、鶏肉／豚肉業

者などをしていました。 

 

中等学校の教師になるために、教育学校で学んでいた1992年のはじめに、交通事故で障害をも

ちました。生徒からの繰り返しの行動と、学校の教師から価値を得られなかったため、2001年

私はNGOで働き始めました。その後、私の障害は改善しています。  

 

教育に関して言うと、私は地元で小学校から高校まで通いました。私は、中等学校教員の資格

と統括経営の修士を取得しました。 

 

私は2006年から現在までDDSPの常務理事を務め、LNGO、INGOや民間企業とともに障害や開発分

野で約10年間、理事や（調査プロジェクトの）コンサルタントを務めています。障害当事者と

して、私は国内外で経験を積んできました。私は、軽度から重度の障害のある子どもたちの権

利と福祉を促進するために活動し、コミュニティレベルから州レベルまで、障害問題アドボガ

シ―と政策発展における専門家であり、助成団体などと直接連携しています。助成団体は、ス

タート時は少数でしたが、現在までDDSPを支援してくれているドナーは９以上あります。 

 

2006年の最初のNGOでの経験から、私はインクルーシブ教育、障害戦略計画に関する国内政策発

展に関わるだけでなく、インクルーシブ教育やCBRに関するトレーニングや、国内外のNGOとと

もに、コミュニケーション、プレゼンテーション、ファシリテーション、スタッフの意欲喚

起、リーダーシップ・マネージメントに関する公開セミナーを開催してきました。 

 
カンボジアの障害開発サービスプログラム

（DDSP）  
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  DDSP... cont. 
 

DDSPは、2003年始めに設立されたカンボジアのNGOです。DDSPの活動

は、社会的に最も弱い人々に焦点を当てています。すなわち地雷により

障害をもった人、重度の障害のある人、下半身麻痺／四肢麻痺、脳性麻

痺、ダウン症、知的障害のある人、視覚・聴覚に障害のある人、そし

て、その他の社会的弱者です。シングルマザー、障害のある子ども、

HIV／AIDSに罹患している子ども、孤児、貧しい家庭の子ども、そして

コミュニティのなかで最も貧しい人々をもまた、DDSPは支援していま

す。 

■ビジョン：カンボジアを、障害のある人が自由に、幸せに、尊厳を    

もって生きられる平和な国にすること。 

■ミッション：私たちは、障害のある人が平等な機会をもてる社会に向けて、持続可能な方法で活 

動します。 

■目標：関係者とのパートナーシップをエンパワーし強めることを通じて、障害のある人の福祉を

促進すること。 

■主な目的： 

 ・障害のある人が幅広いサービスへのアクセスを支援すること。例：生活の質を高めるための健

康／リハビリテーション、教育、社会的統合、自営、職業紹介、生計手段のサービス。 

 ・障害のある人の権利について、コミュニティの中で意識を高めることと、差別を減らすため 

に社会統合にむけた活動、そして、障害のある人の社会参加を促進すること。 

 ・障害のある人とともに活動するために、他のNGOや政府部局を支援すること。 

 

■プロジェクト：前述の目的と目標を達成すること。クライアントの生

活の質を改善するために、一連の活動をしています。 

１．CBR：地域に根差したリハビリテーション 

障害のある人、その家族、そして田舎の地雷の影響を受けた土地にある

コミュニティとともに／のために活動すること。健康／リハビリテー

ションサービスや機器、教育サービス、社会的統合、収入創出活動など

の幅広いサービスを提供するために、障害のある人や家族、そして貧し

い人々を、自助グループとして組織しました。収入創出活動は、家畜の

飼育、ガーデニング、SHG／当事者団体または農協を組織して家族の収入とエンパワーメントを向

上するための小規模なビジネスを通じて行っています。このプロジェクトはまた、行政スタッフ、

特に、コミューン・カウンシル、退役軍人と若者のリハビリテーションの地区と州の部局、村落障

害者委員会に対して、障害のある人との活動方法に関しての能力構築もしています。今までのとこ

ろ、このプロジェクトは、８コミューン３郡１市の中の60村をカバーしています。 
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  DDSP... cont. 
 

２．PQR：下半身まひと四肢麻痺のリハビリテーション 

交通事故、高所からの転落、地雷／または結核で、脊髄

損傷になったクライアントに対して、在宅ケアを提供す

るアウトリーチプロジェクトです。このプロジェクト

は、ポーサット州のすべての地域をカバーしています。健康衛生カウンセリング／

機器、リハビリテーション支援、障害の啓発に関連した在宅ケアと家族に対する収

入創出活動をクライアントに提供しています。社会的に弱い人々が心配事／アイデ

ア、日常の生活経験を共有し、よりよい解決策を探るため、社会的なピア・グルー

プミーティングも定期的に開かれています。クライアントはまた、社会参加を促進

するために、恒例の公式行事である「障害者の日」と「インクルーシブ・スポー

ツ」に招待されています。本プロジェクトは、ポーサット州の32人の女性が、87人の障害のある人

を支援しています。彼らの多くは、下半身麻痺、麻痺性のポリオ、四肢麻痺です。 

３．MKP：コマ・ピカ「障害のある子どもの友達」 

教育とリハビリテーションへのアクセスに焦点化し、障害のある子どもの教育の質を高めていま

す。このプロジェクトは、a)～d)の４つです。 

a)移動や視覚、聴覚などに困難を抱えている身体的な障害のある子どもたちへのインクルーシブ教

育。このプロジェクトは、HIV／AIDsに罹患している子どもたち、児

童養護施設で暮らす子どもたちや貧しい家庭の子どもたちにも支援

を提供しています。学校と教材、保健衛生用品、自転車がこれらの

子どもたちに提供されています。学校設備（校庭）、公衆トイレそ

してアクセシビリティ（スロープ）が対象の学校に建設されまし

た。教師は、インクルーシブ教育と障害のある子どもとの活動の仕

方について、訓練を受けています。加えて、家族に子どもたちを学

校に行かせるよう助言します。日常的によい収入を得るために、所

得創出スキームもまた提供されます。ポーサット州の68の小学校の

子どもが、このプロジェクトの支援を受けています。 

b）ダウン症、自閉症、問題行動、知的な遅れや脳性麻痺を含む知的

障害のある子どもたちのための、特別教育クラス（統合クラス）。特別なカリキュラムと教育方法

が、ゆっくり学ぶ子どもたちのために用いられています。このクラスは、１週間に５日開かれてい

ます。 

身体機能と知的な認知機能を改善させるために、脳性麻痺、脊髄の問題など重度障害のある子ども

たちが、理学療法、栄養食品の支援、基礎的な教育を受けるc）理学

療法センターと、d）CBRデイケアセンター。自宅でのセラピーや

フォローアップもまた、子どもたちに定期的に提供されています。 

４．WATSAN：水と公衆衛生 

健康衛生教育、水のセラミックフィルター、水瓶、井戸、雨水集水

システム、コミュニティの池、そして公衆トイレの提供を通じて、

障害のある人に対して清潔で安全な飲み水へのアクセスを改善する

ことを目的とした分野横断的なプロジェクトです。 
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  WAsia 事務局より                                                                     

WAsia理事会の開催  
   
2016年１月25日10時より、プノンペンのアーモン

ド・ホテルで理事会を開催しました。５人すべて

の理事が出席しています。 

会員数、財政、会議の最新状況などたくさんの議

題について、活発に話し合いました。 

多様でさらに明るい未来にむけたネットワークの

体制を再検討する「WAsiaの持続的な発展に向け

て」とする議論に最も多くの時間を費やしまし

た。  

WAsiaの会員のみなさんは、2016年８月26日にイ

ンド・バンガロールで開催される総会で、この議論にぜひ参加してください。 

理事会は、16時に終了しました。 

   

  
WAsia会議2016（インド・バンガロール） 
   
  -日時：2016年8月25～27日 

  -会場: チャンスリー ・パビリオン・ホテル     http://chanceryhotels.com/accommodation/ 
  -主催: 障害NGO連盟(DNA) 
  -詳細: WAsia HP (http://workabilityasia.kyosaren.com/)でご確認ください 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://chanceryhotels.com/accommodation/


10 

 

 

 

  

IHC＆WI会議2016 ニュージーランド・オークランド 
   
  - 日時：2016年9月26～28日 

  - 主催: IHC 

  - テーマ: うまく機能させるために 
      
 
 

 

 

 

 

”WAsia人材交流プログラム” その後   

特別なニーズのある子どものためのレデンプトリスト・センター から報告が届きまし

た。添付の報告書で、“WAsia人材交流プログラム”の成果をぜひご覧ください。 
 
 

ニュースレターの原稿募集！ 
あなたの活動を紹介する原稿をぜひ送ってください。 

WAsiaの仲間とあなたの知識や経験を共有しましょう！ 

次号のニュースレター用に、１～２ページの記事と数枚の写真をぜひ事務局

（wasia@kyosaren.or.jp）まで送ってください。 
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