
令和元年度日本ＮＧＯ連携無償資金協力署名式典 

 

特定非営利活動法人 難民を助ける会 

「モデル地域での実践強化および評価制度の確立を通した，障がい児のためのイン

クルーシブ教育普及事業（第１年次）」 

 

令和元年８月２日（金），令和元年度日本ＮＧＯ連携無償資金協力に係る署名式

典を当館多目的ホールにて執り行いました。同署

名式では，堀之内秀久特命全権大使が（特活）難

民を助ける会の向井郷美カンボジア駐在代表代行

との間で「モデル地域での実践強化および評価制

度の確立を通した，障がい児のためのインクルー

シブ教育普及事業（第１年次）」（供与限度額３

１０，７７７米ドル）について，贈与契約書に署

名を行いました。 

 

（特活）難民を助ける会は、２０１３年からカンダール州クサイ・カンダール郡

において、障がいの有無にかかわらず子どもたちが共に学ぶことを目指す「インク

ルーシブ教育」の推進事業を実施してきました。今回の事業では、インクルーシブ

教育の更なる国内普及を目指し、障害児を教える教員に対する日常的な支援体制の

構築や、インクルーシブ教育評価制度の策定に取り組みます。本事業を通じて、カ

ンボジアの人々がインクルーシブ教育の価値をより深く理解し、障害を持つ子ども

たちの学習環境が改善されることが期待されます。 

 

式典では，堀之内大使がスピーチを行い，今回の支援が対象地域の住民に直接裨

益し，カンボジアと日本の更なる友好促進に

つながることを願うと述べました。続いて

（特活）難民を助ける会の向井郷美カンボジ

ア駐在代表代行が，日本国民及び政府への感

謝の意を表明するとともに，着実に事業を推

進していくことを約束しました。 



令和元年度 日本ＮＧＯ連携無償資金協力 

贈与契約署名式典 堀之内大使スピーチ 

２０１９年８月２日（金） 於：日本国大使館多目的ホール 

 

特定非営利活動法人 難民を助ける会 

「モデル地域での実践強化および評価制度の確立を通した，障がい児のため

のインクルーシブ教育普及事業（第１年次）」 

 

- 教育・青少年・スポーツ省副長官 

チア・チアット 様 

- 特定非営利活動法人 難民を助ける会 

  カンボジア駐在代表代行 向井 郷美 様 

- 御列席の皆様 

 

本日，日本ＮＧＯ連携無償資金協力案件に係る贈与契約署名式典を開催で

きることを大変嬉しく思います。 

 

本日署名された事業についてご紹介致します。 

 

今回，難民を助ける会に対して，日本政府から約３１万米ドルを供与しま

す。同団体は，障がいの有無にかかわらず子どもたちが共に学ぶことを目指す

「インクルーシブ教育」の国内普及に向けた取り組みを行います。また，公的

な組織である「障がい者支援委員会」の能力強化を支援する活動を行います。

本事業を通じて，人々がインクルーシブ教育の価値をより深く理解し，カンボ

ジアの障がいを持つ子どもたちの学習環境が改善されることを期待しておりま

す。 

 

本日御出席の皆様の御健康と御多幸，両国の友好のますますの発展を祈念

致します。 

 

ありがとうございました。 
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Japan Provides US$310,777 

for Promoting Inclusive Education in Kandal Province 

 

 

 The Government of Japan has agreed to provide US$310,777 to AAR Japan under the 

framework, the Grant Assistance for Japanese NGO Projects. The Grant Contract has been 

signed today between H.E. Mr. HORINOUCHI Hidehisa, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia, and Ms. MUKAI Satomi, Acting 

Country Director of AAR Japan, to carry out ‘Project for Promotion of Inclusive 

Education (IE) for Children with Disabilities by Enhancing the Practices in Model 

Area and Developing IE Evaluation System’. 

 

 In this project, AAR Japan will create an evaluation tool of Inclusive Education practice, and 

carry out the activities to support capacity building of the ‘Commune Committee for Persons 

with Disabilities’. Through this project, learning environment and quality of education for 

children with disabilities will be improved. 

 

 The Grant Assistance for Japanese NGO Projects started in Cambodia in 2002 to support 

activities by Japanese NGOs to help Cambodia's reconstruction and development efforts at the 

grassroots level. Since 2002, the Government of Japan has provided over US$36 million for 

118 projects, mainly in the field of primary education, health, agriculture and mine clearance 

in Cambodia. 

_________________________________________________________ 

Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia 

Tel: 023-217-161, fax: 023-214-330 

Email: eco.jpn@.pp.mofa.go.jp 

Website: http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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