
中間レビュー結果要約表 

作成日：2011 年 2 月 7 日 

担当： フィリピン事務所 

１. 案件の概要 

国名：フィリピン 案件名：地方における障害者のためのバ

リアフリー環境形成 

分野：社会保障 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：フィリピン事務所 協力金額（評価時点）：156,524 千円 

協力期間(R/D): 

2008年 10月～2012年 9 月（4年間）

先方関係機関：国家障害者協議会(NCDA)

日本側協力機関: 

１-１ 協力の背景と概要 

2000 年の国勢調査によれば、フィリピンの障害者人口は全人口の 1.23％とな

っているが、WHO の推計によると途上国の障害者人口は約 10％もしくはそれ

以上と言われている。障害者の権利は、1992 年公布の共和国法 7277 号（通

称「障害者のマグナカルタ」）及び建築物や公共交通機関のバリアフリーを

目指した 1984 年発効の Batas Pambansa Bilang 344（アクセシビリティ法）

によって保障されている。一方、アクセシビリティ法の実施は十分とは言え

ず、特にフィリピンの地方においては、障害者の教育、医療、就労へのアク

セスは限定され、このため障害者が自信を持ち、経済的に自立する機会も限

られている。人々の障害者に対する意識が低いことも、障害者の社会参加を

困難にしている要因である。このような背景から、国家障害者協議会（NCDA：

National Council on Disability Affairs）と JICA による技術協力プロジェ

クト「地方における障害者のためのバリアフリー環境形成」が 2008 年 10 月

よりイロイロ州ニュー・ルセナ、東ミサミス州オポールにおいて開始された。

プロジェクト開始から 2 年 3 ヶ月が経過した時点において、プロジェクトの

達成度、進捗状況を把握し、残りのプロジェクト期間の活動の改善点を関係

者と協議するため、中間レビューが実施された。 

 

１-２協力内容 

（１）上位目標 

フィリピンの協力対象自治体以外の地方農村自治体において、障害者の参加

によりバリアフリー環境が推進される。 

 

（２）プロジェクト目標 

NCDA との緊密な連携のもと、協力対象の地方農村自治体が、障害者の物理的・

社会的アクセシビリティ（特に建物環境、法律、人々の態度のバリアフリー

化）を推進し、バリアフリー環境を形成する。 

 

（３）成果（アウトプット） 

成果 1：実施体制づくり 

プロジェクトが明確な実施・モニタリング体制のもと運営管理され、そのプ



ロセスに障害者が参加する。 

 

成果 2：基礎情報の収集 

協力対象の地方農村自治体のバリアフリー環境形成にかかる基礎情報が収集

される。 

 

成果 3：キャパシティ・ディベロップメント 

NCDA、障害者協会／連合、協力対象自治体、及びその他関連組織の、障害者

の物理的・社会的アクセシビリティ（特に建物環境、法律、人々の態度のバ

リアフリー化）を推進する能力が向上する。 

 

成果 4：啓発と権利擁護 

バリアフリー環境及び障害者の権利についての啓発が推進される。 

 

成果 5：ネットワークづくり 

プロジェクトの実施を通じて構築されたバリアフリー環境推進のための実施

体制（関連組織間のネットワーク）が強化・拡大される。 

 

（４）投入（中間レビュー時点） 

日本側 

長期専門家 

- チーフアドバイザー／障害者福祉 (1) 

- 業務調整／アクセシビリティ研修 (1) 

短期専門家 

- ネットワーク構築(1) 

- バリアフリー建築（デザイン／アクセスマップ）(1) 

- 障害者自助グループ・団体強化 (1) 

運営指導 

- 障害平等研修 (2) 

本邦研修 

- プロジェクト対象自治体における障害当事者参加型によるバリアフ

リー（BF）／ユニバーサルデザイン（UD）環境推進 (6) 

機材（事務機器、普及啓発用 OA 機器等） 986,020 フィリピン・ペソ 

在外事業強化費 7,585,564.48 フィリピン・ペソ 

 

相手国側 

カウンターパート／プロジェクト関係者の配置 

- 国家障害者協議会（プロジェクト・ダイレクター、プロジェクト・

マネージャーを含む） (11) 



- プロジェクト・マネジメント・チーム（PMT）：ニュー・ルセナ(25)、

オポール(20) 

- コアグループ (15) 

専門家に必要な執務スペースと設備 

プロジェクト経費 1,767,556.35 フィリピン・ペソ 
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３.評価結果の概要 

1. 評価結果の要約 

（１）妥当性：高い 

本プロジェクトの目的は、我が国の対フィリピン国別援助方針、JICA 国別事

業実施計画及びフィリピン国家戦略／法令等と整合している。ベースライン

調査の結果からも、協力対象の地方農村自治体において、障害者に対する物

理的・社会的なバリアが多く存在し、アクセス可能な施設や社会サービスが

不足していることが確認されており、本プロジェクトは農村地域に住む障害

者のニーズに応えるものである。 

 

（２）有効性：中程度 

プロジェクト目標は計画通り達成している一方、物理的アクセシビリティの

向上（指標 1）、アクセスマップの作成・配布（指標 2）、障害者のエンパワ

メント（指標 5）については、プロジェクトの残りの実施期間において、さ

らなる向上が求められる。また、ベースライン調査、基礎情報収集及びモニ

タリングの結果が適切に分析・活用されていないことが今後の課題である。

 

（３）効率性：高い 



プロジェクトの活動は計画通り実施され、プロジェクトの投入は効果的に成

果の発現に貢献している。NHE プロジェクトでは、農村地域で現地調達が可

能な資材を用いたバリアフリー設備を導入する等、改修コストの低減を実現

している。また、同じコミュニティに住み同じ言語を話す障害当事者が、ピ

ア・カウンセリング、リーダーシップ・啓発研修、自助グループ／組織の強

化研修の講師となったことにより、障害者の参加を促し、研修効果が高めら

れている。さらには、アジア太平洋障害者センター（APCD）による技術的支

援も、本プロジェクトの枠組みの策定及び活動の推進に貢献している。 

 

（４）インパクト：高い 

NHE の普及 

複数の地方自治体が協力対象の地方農村自治体へのスタディーツアーを実施

している。また、コアグループのメンバー（フィリピン建築士連合（UAP）会

員）や公共事業道路省（DPWH）がアクセシビリティ法に関する導入セミナー

を地方自治体の施設担当職員及び技術者に対して実施する等、NHE の普及に

向けた取り組みが行われている。 

 

その他のインパクト 

NCDA はアクセシビリティ法の改定のための作業グループを設置し、ユニバー

サルデザインのコンセプトを反映させ、同法を効果的に実施するための取り

組みを行っている。他にも、障害者自助グループを対象とした雇用／生計向

上機会の提供のためのパートナーシップ会議が関係組織の参加を得て開催さ

れている。さらに、本プロジェクトは、日本で開催された第 3 回国際ユニバ

ーサルデザイン会議（2010 年浜松）において大賞を受賞するなど、その活動

の知名度は国内外で高まっている。 

 

（５）持続性：中程度 

プロジェクト終了後も、NHE を継続的に促進していく重要性が、NCDA 及び協

力対象の地方農村自治体関係者により表明された。一方で、コミュニティに

住む多くの障害者が、未だプロジェクトの活動に参加していない。地方農村

の障害者全体のキャパシティ・ディベロップメントのためには、参加に消極

的な障害者を NHE 推進のプロセスにもっと巻き込む必要がある。また、持続

性の確保のため、関係機関とのネットワークを強化し、他省庁の障害関連予

算を活用することにより、NHE 推進のための予算確保が求められる。 
 
２．効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること 

 基礎情報収集活動により、PMT が障害者に関する正確なデータを得られた

だけでなく、地方農村の障害者に能力向上研修への参加を促す良い機会と

なっている。 

 プロジェクトは多様な関係者・政府機関を PMT、コアグループとして取り

込むことにより、それぞれの専門性、経験、情報、ノウハウ及びスキーム



を活用し、NHE を効果的に推進している。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

 ピア・カウンセリング、リーダーシップ・啓発研修等のリソースパーソン

である障害当事者は、適切な教材・研修手法を用い、草の根レベルの障害

者が参加しやすい雰囲気作りに努め、研修を効果的に実施している。 

 
３．問題点及び問題を惹起した要因 
（１）計画内容に関すること 

 NCDA は政策策定、調整、プロジェクトの活動実施を監督する機関である。

一方、他省庁との連携や、地方自治体に対する技術的・政策的支援の実施

機能は比較的低いといえる。 

 NCDA の理事会を構成する他省庁のフォーカルパーソンが頻繁に交代する

ため、他省庁とのコミュニケーションが不足していることが課題である。

 
（２）実施プロセスに関すること 

 アクセシビリティ法は、特に民間セクターにおいて、十分に実行されてい

ない。これは、法律の施行とモニタリングの不足、ガイドラインの遵守に

関する情報・インセンティブの不足、民間セクターにおける障害者支援の

欠如が影響している。 

 協力対象の地方農村自治体のフォーカルパーソンの業務負荷が高い。ま

た、金銭的支援がないため、障害者がプロジェクト活動に参加できないこ

とも課題となっている。 

 

４ 結論 

本プロジェクトは、妥当性・効率性が高いと判断され、中間時点において多

くの正のインパクトを生じている一方、残りのプロジェクト期間で、有効性

及び持続性向上のための枠組みの構築が求められる。将来的にプロジェクト

実施予算の確保が困難である協力対象の地方農村自治体において、持続性の

確保のためにはネットワーク及び啓発活動の強化による予算確保が必要とな

る。 

 

５ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（１）NCDA への提言 
プロジェクト終了後 3～5年で上位目標を達成するために、NHE の他地域への

展開のための実施（プロセス）方法論の取りまとめと、NHE 実施に必要な資

源の形成と蓄積を行う。 

 NHE 普及に必要最小限な事項を盛り込んだ実施（プロセス）方法論を取り

まとめることにより、将来的な他地域自治体への展開を容易にする。実施



（プロセス）方法論の取りまとめには、協力対象地域における実践からの

学びの抽出（「目的に沿った」経験や事例の抽出と蓄積）、協力対象地域

での実施状況の分析（種々の取り組みの有効性と実現可能性、必須要素、

貢献・阻害要因の分析）、それらの一般化・簡易化により他地域で実施可

能な方法論として形成する過程が含まれる。 

 投入の効果を客観的に測定・分析し、さらに関係者の能力開発の質を検証

するために、研修及びセミナーのモニタリング・評価を確実に実施する。

 NCDA、RCDA、州／自治体レベルの関係者との協議を通じて、将来的に NHE

を他地域に展開するために必要となる各組織のフォーカルパーソンの特

定や予算確保など、適切な制度・仕組みを整備する。 

 

（２）協力対象の地方農村自治体及び PMT への提言 
プロジェクト目標を達成するために、下記のとおり活動と実施プロセスの修

正を提言する。 

 PMT 及び協力対象の地方農村自治体関係者らが、バリアフリー・チェック

（アクセス監査）を効果的かつ効率的に実施するためのスキル・知識の向

上を図ると同時に、障害当事者がそのプロセスに参加するよう促す必要が

ある。バリアフリー設備建設に際し、アクセシビリティ法を順守し、障害

者・社会的弱者のニーズに対応するには、障害者をメンバーに含む PMT に

よる、施工者に対するオリエンテーション、施工モニタリング、施工後の

厳密な検査の実施を徹底する必要がある。 

 物理的・社会的アクセシビリティを他セクター（教育、警察等）において

も普及・定着させるには、地方農村自治体・地方政府組織との協力体制を

更に強化する必要がある。ステークホルダー分析等を通し対象・アプロー

チを明確にした上で、戦略的に啓発活動を実施することが求められる。 

 地方議員(Municipal councilor)など協力対象自治体の立法に携わる人材

のスキル・知識を向上させ、関連地方令の策定・承認を促進することによ

り、同自治体における活動の持続性を担保する。 

 協力対象の地方自治体が、関連機関に対しプロジェクトの成果を積極的に

広報することにより、それらの機関から活動予算を引き出す資金獲得の能

力を向上させる。 

 協力対象の地方自治体内に障害者事務所（Persons with Disabilities 

Affairs Office：PDAO）を設置し、現在 NHE フォーカルパーソンが担って

いる役割・責務の負担を軽減すると同時に、地方自治体内の障害者支援の

制度化を進める。フォーカルパーソンがプロジェクトの実施によって習得

したスキル・知識を、障害者事務所の職員（障害当事者が望ましい）へ伝

達することで、資源の蓄積を図る。 



（３） 対象地域の障害者協会／連合への提言 

 協力対象地域で一層 NHE を普及させるには、障害者協会／連合の影響力拡

大が求められる。プロジェクトで実施している様々な手法を活用し、障害

者が主体となって啓発活動を実施することにより、会員個々の能力を向上

させ、また会員数を増加させることが可能となる。また、障害当事者組織

（Disabled People’s Organizations：DPOs)間のネットワーク強化も、

組織能力の強化に有効である。 

 障害者協会／連合が存続するには、組織運営・管理に関わる知識・スキル

の蓄積が必要である。組織運営・管理の上で重要となるスキル・知識は、

PMT もしくは NHE プロジェクトのフォーカルパーソンから、障害者協会／

連合へと技術移転されることが望ましい。 

 物理的・社会的アクセシビリティの促進に際しては、社会参加が比較的容

易な軽度の肢体障害者だけでなく、重度肢体障害者、視覚・聴覚・知的障

害者等、クロスディスアビリティのニーズを反映させることが重要であ

る。また、ジェンダー平等・貧困削減といった他の課題への配慮も求めら

れる。 

 

（４）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改定 

中間レビューの結果を基に PDM Ver.2 を部分的に変更し、プロジェクト目標

及び成果指標を明確化することが提言され、JCC で承認された。 

 

６ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・

形成、実施、運営管理に参考となる事柄） 

 障害者の多くが貧困状況に置かれている地方農村において NHE の推進モデ

ルを構築することにより、フィリピン国内における NHE の促進のみならず、

フィリピンの農村部に多く住む障害者の貧困削減にも寄与する。既存の組

織や現地調達可能な資材を有効活用したアプローチの採用により、人的・

物的資源が不足している農村地域でも実施が可能な NHE の普及モデル構築

が可能となっている。 

 本プロジェクトでは、各レベルの関係者に対し、多種多様な研修機会を提

供している。NHE の推進では、各レベルにおいて多角的な課題を克服する

必要があるため、このような包括的な能力開発の実施により、NHE を効果

的に促進している。 

 本プロジェクトによる障害者のためのバリアフリー施設の導入は、多様な

社会的弱者ニーズを反映するユニバーサルデザインの振興にも寄与して

いる。「ユーザー中心」の概念の導入によって、現場ニーズにより即した



ユニバーサルデザインが採用されている。 

 地域コミュニティに定住している障害者やその家族のプロジェクトへの

参加は、地方農村における活動の持続性を確保する上で重要である。  

 障害者はもちろんのこと、行政・市民・大学・民間セクター等、多様な関

係者をプロジェクトに巻き込むことにより、それらの機関が持つリソー

ス・知見を生かした効果的な活動が可能となっている。 

以上 

 


