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障害のある人の労働インクルーシブな未来のために

VAIDEはベトナム大統領より
第三級労働勲章を受章

タイの障害のある若者が釜山で開催された
2019グローバルITチャレンジで優勝

（韓国）

WAsia会議2020 in ダッカ、バングラデシュ
日程：2020年11月4日～6日

主催 : Bangladesh Protibandhi Kallyan Somity (BPKS)
ご予定ください！

Newsletter

http://static.tapchimattran.vn/uploaded/dodong/2019_04_14/image015_tzqn.jpg


2

障害のある人の労働インクルーシブな未来のために

[2]

現在、どこもかしこも健康上の非常事態を宣言しています。コ
ロナウイルスのニュースは広がり、人々をパニックに陥れてい
ます。コロナウイルスの流行は、障害のある人に大きな影響を
与えています。体を動かすことは誰にとっても非常に重要であ
り、それによって私たちは強くなるはずですが、ほとんどの障
害のある人、特に重度の障害のある人は運動ができません。さ
らに、体力はまた障害のある人の雇用機会にも影響します。雇
用を通じて、障害のある人は生計を立て、自尊心を高め、地域
社会への参加を増やすことができます。

2020年11月4～6日にバングラデシュのダッカでWAsia会議が開催されます。WAsia会員のメリッ
トは、会議を開催し、国際的なネットワークと連携するための機会を持てることです。私たち
は知識を交換し、お互いをサポートすることができます。私たちは、障害のある人のための新
しい仕事やキャリアパスを作るために議論したり、就職支援のためのカウンセラーを派遣した
りすることができます。それとは別に、私たちは可能性を開発し、WAsiaの仲間間で仕事をする
ことができます。企業や他のネットワークとの連携も必要です。私は、WAsia代表として、会員
のみなさんにウェブサイト（www.thevaluable500.com）を活用することを勧めます。その情報
は、目標を達成するための私たちのミッションをサポートするでしょう。私たちは共に偉大な
ことを成し遂げることができます。企業と会員の連携を受けて、3～ 4 ページのような事例を
紹介したいと思います。

加えて、WAsiaやWIの会員になることで、どのようなメリットがあるのかという疑問もあります。
理事会や会員間でのメリットが具体的でない場合は、各会員が協力して知識やアイデアを交換
し、リソースを共有しています。会員同士でガイドラインプランやプログラムを作成して支援
し合い、セミナーを開催しています。国際的な団体や多国籍企業との連携も可能です。私たち
はこれらの取り組みを開始しなければなりません!
感染が拡大しているとはいえ、これらの活動が活発になれば、アジアの障害のある人の雇用創
出と持続可能な発展のために、会員であることの価値と言えるでしょう。

Mr.Suporntum Mongkolsawadi

WAsia代表
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マイクロソフト

貴重なリーダー：サティア・ナデラ
地域：タイ
マイクロソフトの価値ある500のコミットメント:
マイクロソフトのミッションは、地球上のすべての人とす
べての組織がより多くのことを達成できるようにすること
です。これには、世界中の10億人以上の障害のある人も含
まれます。このミッションを実現するために、私たちはす
べての人にとってアクセシブルな製品、サービス、Webサイ
ト、企業文化の創造に努めています。私たちは、障害イン
クルージョンに対して統合的なアプローチを取り、4つのア
クセシビリティの柱を企業のDNAに組み込んでいます。
文化：インクルージョンの文化を構築するために障害を受
け入れること
システム：最初から最後まで体系的なインクルージョン
製品：追加されたものではなく、製品に組み込まれたアク
セシビリティ
未来：障害者のために可能なことを変えるための破壊的イ
ノベーション
テクノロジーが、それを使用するすべての人の多様性を反
映するとき、人々が達成できることに限界はありません。
私たちが行なうすべてのことにアクセシビリティを組み込
むことで、障害のある人を含むすべての人をエンパワーし、
多くのことを達成できるようになります。

詳細はこちらをご覧ください。Microsoft.com/Accessibility

[3]
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セントラルグループ

- 多様な労働力の一部として、障害のある人を雇用する機会を創出する
- 障害のある子どもや若者のための医療支援や職業訓練の提供を目的としたコミュニティ・エンゲ
ージメント・プログラムを支援する

- 意識を高めるためのインクルージョンプログラムにおいて、障害のある従業員が、他の従業員に
話をする

貴重なリーダー ：ピチャイ チラティバト
地域：タイ

セントラルグループの価値ある500のコミットメント：
2020年には、私たちは789人の障害のある人を雇用しますが、これは740人を雇用しなければならな
いという法律を上回る数字です。
小売業として、常に障害のある人を歓迎し、障害のある人のための完全なアクセシビリティとサー
ビスを提供していきます。
私たちと一緒に仕事をする際には、どんな障害のある人でもサポートできる環境を作るように努力
しています。
私たちは、総じて障害のある人の能力を信じています。
私たちは、国の要求を上回る障害者雇用を継続していきます。
当社の障害のある従業員は、他の従業員と同様に、トレーニングや調整を含む標準的な福利厚生を
受けることができます。
当社は、障害のある人の生活を向上させるために、タイ全土の様々な障害プロジェクトに協賛して
います。現在は、卓球、陸上、水泳を中心とした「タイ障害者スポーツ協会」に協賛しています。

リンデ

貴重なリーダー ：モロイ・バネルジー
地域：南アジア

リンデグループの価値ある500のコミットメント：
インクルージョンはリンデのコアな価値の一部であり、障害のある人に平等な機会を提供することで、
私たちは成長し続け、この価値を支えています。
そのために、私たちは以下のことを誓います。

[4]
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Vietnam Association of Invalids and Disabilities Enterprises (VAIDE) 

ベトナム社会主義共和国大統領より第三級労働勲章を受賞

式典ではVAIDE会長のレ・マ・ルオン少将は、「国家の輝かし
い伝統に向かって、『水を飲んで水源を忘れない』という原
則を実行します。長年にわたり、当協会は傷病兵と殉教者の
ために、多くの感謝のプログラムを実施してきました。協会
と会員企業は毎年、多くの代表団を組織し、重傷兵士や看護
師のセンターを訪問して贈り物をしたり、殉教者の墓地を訪
問したりしている」と述べました。彼は、協会の過去16年間
の実績を総括しました。

VAIDE会長のレ・マ・ルオン少将

労働傷病兵社会省のレ・タン・ズン副大臣が、
VAIDEに第3回労働勲章を授与

「当協会では、会員企業の代表を招き、海外での生産経験体
験を学ぶ多くのミッションを実施してきました。毎回の訪問
の後、多くの輸出受注がありました。

障害のある人や傷病兵が作ったこれらの商品は、世界中の友人に送られました。そのため、会員
企業の収入は大幅に増加し、会員企業の従業員の収入も向上しました。16年以上にわたって成長
のために努力し、約1,000社の会員企業を擁し、職業訓練を組織し、全国の傷病兵や障害のある
数万人近い労働者のための仕事を創出しました。とりわけ私たちのメンバーと共に、党と国家か
ら「改革期の労働英雄」という崇高な称号を授与されるようになりました」と、レ・マ・ルオン
少将は述べました。。（※注：具体的な称号は、割愛）

[5]
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労働傷病兵社会省の
レ・タン・ズン副大臣

協会のシステムの中で会員と企業は、協会が実施したプログラムと解決策を通じて、数兆ドンの
税金を国家予算に貢献してきました。

VAIDEと数百の加盟企業は、自主的に多くの実践的な活動を行ない大きな成果をもたらしました。
例えば、住宅を寄贈すること、「慈悲深い兵士の年長者」、「チームメイトを見つける」などの
意味に対応した感謝基金の創設です。

これまでに、協会が立ち上げた「感謝そして感謝」運動は、何千人もの傷病兵と病気の兵士が困
難を克服し、日常生活に溶け込むことを促し、多くの家が建てられました…。」とレ・タン・ズ
ン副大臣は言いました。

Credited by : Ms.Le Mai Huong, Head of External Relationship Department

Vietnam Association of Invalids & Disabilities Enterprises (VAIDE)

Tel. 024-37347767 Email: maihuong82us@gmail.com [6]
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式典に出席した労働傷病兵社会省のレ・タン・ズン副大
臣は、協会に祝辞を送り、次のように述べました。「ベ
トナムは国を守るために多くの戦争を経験してきた国で
す。現在、革命への功労者は900万人を超え、人口の10％
近くを占めています。80万人近くの負傷兵や戦傷病者な
どの政策受益者、病気にかかった兵士は18万人以上、32
万人近くのレジスタンス活動家は有毒化学物質の影響を
受け、620万人の障害のある人がいます。」
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タイの障害のある若者が釜山で開催された2019グローバルITチャレンジ
で優勝（韓国）

.

パタヤ・レデンプトリスト・テクノカレッジ（PRTC）の学生
であるJidapha Nitiwirakunさんが、ロボット制御プログラミ
ング競技会で金メダルを獲得しました。また、マイクロソフ
トパワーポイントプログラム競技会で銀メダルを1つ、インタ
ーネット検索競技会でもう1つ銀メダルを獲得しました。 リ
ハビリテーション・インターナショナル韓国（RI韓国）主催
の「若者のための2019グローバル IT チャレンジ (GITC)」で
のことです。

この大会は、韓国の釜山で開催されました。イギリス、韓国、
中国、タイ、ベトナム、インド、チベット、カザフスタン、
スリランカ、ラオス、ミャンマー、エチオピアなど20カ国が
参加しました。

帰国後彼女は、プラユット・チャノチャ首相から祝辞を受け、
社会開発・人間の安全保障大臣から栄誉の盾を授与されまし
た。

著者 :レデンプトリスト障害者財団

若者のためのITチャレンジ

[7]
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ＣＯＶＩＤ-19：誰が障害のある人を守っているのか？- 国連の人権専門家

WAsia事務局から
-あなたの団体の情報、知識、経験をWAsia会員やネットワークと共有してください。
-写真と一緒に記事（1～2ページ）を送ってください。
-2020年5月10までに、workabilityasia@gmail.comまで送ってくれた記事は、次号
に掲載されます。

CONTACT US:

WORKABILITY ASIA

Address: c/o The Redemptorist Foundation for People with Disabilities, Box11 Pattaya City, Chonburi 

Thailand 20260

Tel. +66 2 5724042 Ext.8201   E-mail : workabilityasia@gmail.com [8]

ジュネーブ（2020年3月17日）-進行中のCOVID-19パンデミックにおいて、障害のある人の多くが
ハイリスクグループに属しているにもかかわらず、障害のある人を保護するために必要なガイダ
ンスや支援の提供はほとんど行なわれていないと、本日、国連の障害者の権利に関する特別報告
者カタリナ・デバンダス氏は警告しました。

「障害のある人は、自分たちが取り残されたと感じている」と国連の人権専門家は述べています。
「社会距離戦略や自己隔離などの封じ込め手段は、食事や衣服の着脱、入浴などを他人の支援に
頼っている人にとっては不可能でしょう」

「これらの支援は彼らが生きるための基本的なものであり、各国はこの危機の間、安全な方法で
支援の継続性を保障するために、追加の社会保護措置を講じなければならない」

国連の専門家は、障害のある人が接触や感染リスクを減らすためには、合理的配慮が不可欠であ
ると強調しました。彼らは、収入を確保するために、在宅勤務や有給休暇の取得を認められるべ
きです。家族や介護者も、この期間に障害のある人を支援するために、合理的配慮を必要とする
場合があります。

彼女は、障害のある人は自分たちの生存が優先事項であると安心させられるべきであると強調し、
医療資源が不足している場合に、救命措置を含む医療へのアクセスが障害のある人を差別しない
ことを保障するために、公衆衛生上の緊急事態のための明確なプロトコルを創設することを各国
に要請しました。

全文はこちら : 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
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