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特集
●はじめに
国際協力機構（ＪＩＣＡ）は、日本にお

野の協力」を一層充実・推進させると同時

第二が本稿のテーマである「障害者支援の

社会的状況を整備することである。そして、

薫

に、あらゆる分野の協力に障害者配慮を取

メインストリーミング」である。両者を並

越智

り入れるメインストリーミングの取り組み

イン・トラック・アプローチをとることが

行して進めていくアプローチ、すなわちツ

本稿では、ＪＩＣＡの障害者支援メイン

基本方針として定められている（図１参

ける技術協力の実施機関としてＯＤＡ（政

ストリーミングの取り組みに関する現状と

府開発援助）事業を実施しており、障害者
支援分野においても技術協力プロジェクト、

照）
。そして、ここに掲げられているメイ

けるメインストリーミング」
、つまり、障

ンストリーミングは、
「Ｊ ＩＣＡ事業にお

課題について述べる。

等、様々な形態の取り組みを行っている。
Ｊ ＩＣＡの障害者支援分野の協力は

ＪＩＣＡの障害者支援分野における協力

全ての開発課題において、計画策定、実施・

イクル、セクターに組み込むことによって、

害者の視点を全ての協力スキーム、事業サ

および社会の各リハビリテーション分野の

方針は、二〇〇三年に策定された「課題別

モニタリング、評価に障害者が参加できる

一九八〇年代に始まり、教育、医療、職業
人材育成および障害者団体のリーダーの育

指針『障害者支援』
」に示されている。同

ＪＩＣＡ組織におけるメインストリーミン

成、福祉器具（義肢装具等）の製作技術向
しかしながら、障害者支援分野のＪＩＣ

策定したものであるが、途上国において障

グ）
」とに大別される。

ように目指すことと、
「メインストリーミ

Ａ事業実績総額に占める割合は一・二％

害者の「完全参加と平等」が実現できるよ

ングを実現させるための条件・環境整備
（＝

（二〇〇六年度）
と依然として小さい。他方、

う支援することをＪＩＣＡにおける障害者

指針は、外部有識者の協力を得つつＪＩＣ

世界の人口の約一割が何らかの障害を持ち、

支援の目的としており、その達成のために、

Ａ内関係部署のメンバーがタスクを組んで

そのうちの八割が途上国に住むといわれて

二つの協力方針を掲げている。

ＩＣＡにおいても、上述の「障害者支援分

開発目標）達成は困難である。従って、Ｊ

まに開発を進めてもＭＤＧｓ （ミレニアム

を持つ。つまり、障害者への視点がないま

そのような障害者やその家族を受け容れる

自己選択」することができる能力を取得し、

なわち、障害者やその家族が「自己決定・

第一が「障害者のエンパワメント」
、す

者としての障害者の参加を進めていく必要

して障害者を意識すると同時に、事業実施

ミングしていくためには、事業の裨益者と

ＪＩＣＡ事業に障害者をメインストリー

●ＪＩ
 ＣＡ事業における障害者の
メインストリーミング
おり、貧困削減と障害者支援は密接な関係

上といった分野で成果を挙げてきた。

●
「ＪＩＣＡ課題別指針」
における
位置づけ

本邦研修、専門家派遣、ボランティア派遣

が必要不可欠となっている。
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障害者支援へのアプローチ概念図
図１

障害者の完全参加と平等

連 携
相互作用

メインストリーミング促進
のため条件・環境作り

職員研修
研修教材の多様化
職場環境のバリアフリー化
職員採用と就業上のサポート
専門家・ボランティア派遣制度の見直し
etc…

エンパワメントのための条件・環境整備

（出所）「JICA課題別指針」。

メインストリーミング
エンパワメント

を除き、障害者が裨益者を代表するグルー

施された。調査自体は障害児に限定したも

また、アフガニスタン「基礎職業訓練プ

のではなかったが、実施プロセスで障害児

件のみならず、全ての案件について、案件

ロジェクト」
（二〇〇五年五月～二〇〇九

が配慮された好事例といえる。

計画・実施・評価の段階で、裨益者として

年三月）は、当初、除隊兵士の社会復帰支

という反省のもと、障害者を対象とした案

障害者の参加を確保し、事業の便益を障害

援を目的とした職業訓練の技術協力プロ

プの一つとして十分認識されていなかった

者も平等に享受できるようにすることを

第一ステージでは、除隊兵士を対象とした

ジェクトとして開始され、プロジェクトの

現状では、これを実践できている事業は

職業訓練を行い、第二ステージでは除隊兵

謳っている。
ごく限られているが、裨益者として障害者

士を含む社会的弱者（難民、国内避難民、

を行っている。第一ステージ終了時の国際

が配慮された事例として、二つの案件を紹
セネガル「子どもの生活環境改善計画調

労働機関（ＩＬＯ）共催のセミナーでは、

若年失業者等）を対象とした基礎職業訓練

査」
（二〇〇一年一二月～二〇〇四年八月）

一般の指導員訓練に障害者のパートを入れ

介したい。

は、セネガル国カオラック州、タンバクン

込み、指導員が障害者に対する基礎職業訓

この二つの案件における障害者配慮は、

ダ州において、〇歳から六歳の就学前の子
また、調査実施を通じてセネガル側カウン

いずれも先方から自発的に出てきたもので

練の知識も身につけるようにした。
ターパートに対し調査手法等の技術移転を

あり、ＪＩＣＡから提案したものではない。

どもの生活環境改善計画を策定すること、

行うことを目的として実施された開発調査

先方がこのような意識を持つことはもちろ

せたままでは、
「全ての案件に障害者配慮

ん望ましいことであるが、先方の意識に任
実施した後、パイロット・プロジェクトと

を」を実現させることは困難であり、ゆく

のために、両州で子どもの生活現況調査を
して「子どもセンター」を建設し、二年間

ゆくは、ＪＩＣＡとしてプロジェクトに障

である。同調査では、マスタープラン作成

に亘ってその運営を行ったが、
「子どもセ

害者配慮の視点を制度的に組み入れていく

ＪＩＣＡが客員専門員に委嘱した研究成

ンター」の建設にあたり、センターの一つ
うに、スロープや配慮されたトイレが設置

果を取りまとめた報告書である『開発にお

ための仕組みづくりが必要である。
された。また、教員、保育士たちも障害を

では障害を持つ子どもも受け入れやすいよ
①事業裨益者としての障害者の参加

持つ子どもに関する最低限の知識を持つこ

ける障害（者）分野の Twin-Track Apの実現に向けて』
（二〇〇三年、参
proach

みていく。
課題別指針においては、従来のＪＩＣＡ

とが必要と考えられ、そのための研修が実

がある。この両者についての現状と課題を

CBRの実施及びCBRワーカーの育成
関連職種専門職の養成
教育政策の策定
福祉政策の策定
コミュニティーでの啓発・広報活動
etc…

事業では障害者を直接的な対象とした案件
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JICA事業への障害者の参加支援
各セクターで実施されるプロジェクト
への裨益者としての障害者の参加
障害者を対象としたプロジェクトの実
施者としての障害者の参加
etc…
直接支援に係る協力例
リーダー養成
自立生活訓練
自営・職業訓練
CBRへの参加促進
当事者や家族への相談事業
障害当事者団体への技術指導
福祉機器の提供 etc…

二件のような好事例をさらに組織内で収

なければならない。そのためには、前述の

ためには、各案件の担当者の相当の理解が

全ての案件でチェックリストが活用される

れたとしても、実際に障害者配慮の必要な

実施の方法についてより詳細な検討がなさ

示すように、チェックリストの内容も含め

の障害配慮指針」が整備され、同報告書が

野マニュアル」や「カウンターパート向け

リスト導入の前提となる「ＪＩＣＡ障害分

内容を目指して作られているが、チェック

プロジェクト実施チーム自身が確認できる

害分野の専門家によってではなく、一般の

いる。同チェックリストは、基本的には障

チェックリストの試案が作成・検討されて

進とその確認」を行うことを目的とした

査において「障害者配慮と障害者の参加促

ＣＡの技術協力プロジェクトおよび開発調

者を直接のターゲットとしない一般のＪＩ

的に組み入れるためのツールとして、障害

考文献①）では、事業に障害の視点を制度

また、プロジェクトの実施にあたってその

ンパワメントで大きな成果を挙げており、

やピアカウンセリングを通じた障害者のエ

短期専門家として派遣され、ロールモデル

ロジェクト」では、重度の肢体不自由者が

平洋障害者センター（以下、ＡＰＣＤ）プ

の技術協力プロジェクトである「アジア太

えている。例えば、タイを拠点にした広域

を有する短期専門家や調査団員の派遣が増

害者支援を目的とする案件において、障害

グは、近年確実に進展しているといえ、障

事業実施者としてのメインストリーミン

②事業実施者としての障害者の参加

とを目的とした調査研究を実施している。

に理解するための基本的論点を整理するこ

り、障害者支援に関する援助効果を多角的

上している事例を掘り出し、示すことによ

ことによって事業の効果、インパクトが向

ＣＡでは現在、障害者が積極的に参画する

ストリーミングは進まない。そこで、ＪＩ

は、ＪＩＣＡ事業における障害者のメイン

者の間でそういった認識が主流である限り

るだろう。

う発想に切り替えて取り組んだ結果といえ

すれば障害者が事業に参加できるか」とい

係者が「障害者だから難しい」から「どう

対応可能なものとはなっていない中で、関

や制度が必ずしも「障害者の長期派遣」に

滞在、いずれのステージもＪＩＣＡの環境

ボランティアとしての選考、訓練、現地の

努力があってのものであるが、それに加え、

ティア本人の強い熱意と実現に向けた訓練

実現は、もちろん第一にはシニアボラン

マレーシアに派遣された。この長期派遣の

ンティア（職種＝マッサージ師）が長期で

たが、二〇〇八年一月に全盲のシニアボラ

査団員等、全て短期間の派遣に限られてい

とおり短期専門家、短期ボランティア、調

「長期」派遣である。これまでは、上述の

一つは、ＪＩＣＡ初の障害を持つ人材の

画期的な出来事が二つあった。

実施者としての障害者の参加」において、

者メインストリーミング、とりわけ「事業

国ほど非障害者への支援を優先すべき」も

を示していくことも重要である。
「貧しい

るだけでなく、
「障害者配慮による効果」

加えて、
「障害者配慮の必要性」を訴え

必要があるだろう。

当者がより具体的に捉えられるようにする

ポーツ分野を中心に短期隊員として派遣さ

ボール、視覚障害者の水泳等の障害者ス

ランティアに関しても、車椅子バスケット

て派遣されている。青年海外協力隊等のボ

団に、視覚障害者やろう者が調査団員とし

プロジェクトの成果を確認するための調査

枠組みを検討するための調査団、あるいは

プに参加した各国の当事者、支援者、家族

者の専門家としての活躍は、ワークショッ

ＩＣＡ専門家として派遣された。知的障害

開催するにあたり、初めて知的障害者がＪ

族、支援者を対象にしたワークショップを

ＰＣＤにおいて、周辺国の知的障害者、家

年一月の知的障害者の派遣である。タイＡ

もう一つの画期的な出来事は、二〇〇八

集・蓄積し、障害者配慮の実践を各案件担

しくは「障害者配慮は経済効果を下げる」

へのエンパワメントにおける成果をあげる

と同時に、ＪＩＣＡ内での関係者の認識を

れている。
二〇〇七年度は、ＪＩＣＡにおける障害

といった認識が、ＪＩＣＡを含む開発援助
従事者の中に散見されるが、開発援助従事
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すれば障害者が事業に参加できるか」とい

全体で「障害者だから難しい」から「どう

るものにしていくことが重要である。組織

制度やルールを、障害者の派遣に対応しう

が必要である。そのためには、ＪＩＣＡの

的にその他の分野への参加も検討すること

必要かつ可能と考えられる場合には、積極

協力活動事業に限定されてきたところを、

の課題として、これまでは障害者に対する

障害者の参加は促進されつつあるが、今後

このように、徐々に事業実施者としての

かがい知れた。

帰国報告会への出席希望者の多さからもう

ＩＣＡ関係者の関心の高さは、同専門家の

者が国際協力の現場で活躍することへのＪ

変えるきっかけにもなったであろう。障害

障壁を取り除くと同時に、ハード面での障

また、職員の意識変革によりソフト面の

るアプローチを検討する必要があるだろう。

より多くの関係者に確実に意識を根付かせ

階層別研修に取り込むなどの方法を検討し、

めには現状の方法では限界がある。今後は、

い層であるが、この層にアプローチするた

要な対象は、むしろ障害者支援に関心がな

のものである。本来、啓発・理解促進が必

のある職員が自発的に受講するという性質

象としており、もとより障害者支援に関心

しかし、現状では同研修は受講希望者を対

ＣＡ事業の紹介、等が研修の内容である。

担当部署職員による障害者支援分野のＪＩ

者による介助の基本的な知識や方法の紹介、

ぐる国際的な潮流に関する講義、障害当事

実施している。外部講師による障害者をめ

る。

ストリーミングが重要になると認識してい

ると、これまで以上に障害者支援のメイン

与えるインパクトとも増大することを考え

益者に与えるインパクト、他の援助機関に

取り組むようになること、それにより、裨

はじめとしたよりスケールの大きな事業に

償・有償資金協力によってインフラ整備を

グとも、課題は大きい。しかしながら、無

ＪＩＣＡ組織におけるメインストリーミン

ＩＣＡ事業におけるメインストリーミング、

助機関となる。これまで述べたように、Ｊ

部に一体的に取り組む、総合的な二国間援

力に加え、円借款事業、無償資金協力の一

統合を迎え、これまで実施してきた技術協

点を含めること」を実現させるためには、

により移転する契機をとらえ、当事者の意

ては、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）との統合

障害者支援」国際協力機構、二〇〇三年。

）
、国際協力事業団、二〇〇三年。
Seddon
②国際協力機構（Ｊ ＩＣＡ）
「課題別指針

員 研 究 員 報 告 書、 久 野 研 二、 David

」の現状と課題、そし
habilitation:CBR
て効果的な実践についての考察』
（準客

け る 障 害（ 者 ） 分 野 の Twin-Track
の実現に向けて ―[
開発の障
Approach
害分析 と
] 「 Community-Based Re-

①国際協力事業団（Ｊ ＩＣＡ）
『開発にお

《参考文献》

ＣＡ）人間開発部社会保障課）

（おち かおる／国際協力機構（Ｊ Ｉ

う発想に転換するための取り組みを、次に

壁除去も重要である。メインストリーミン
力隊訓練所、在外事務所等のＪＩＣＡ関連

グ促進の一環として、本部、国内機関、協

述べる。

●メイ
 ンストリーミング促進のた
めの環境整備

ＪＩＣＡ内でそうしたメインストリーミン

見も取り入れた可能な限りのバリアフリー

していく必要がある。ＪＩＣＡ本部につい

施設を、障害者がアクセスしやすいものと

グ促進のための環境を整備すること、すな

化、ユニバーサルデザインの実現を目指し

上述のような「全ての事業に障害者の視

わち「ＪＩＣＡ組織における障害者のメイ

たい。

ＪＩＣＡは今年一〇月にはＪＢＩＣとの

●おわ
 りに 新
―ＪＩＣＡに向けた
展望

ンストリーミング」が必要である。
そのためには、まずＪＩＣＡ職員を中心
とした関係者の理解を促進し、意識を高め
ることが重要であるという認識のもと、年
一～二回、障害者支援に関する職員研修を
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