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１． 基礎指標 

１－１．基礎指標1 

一人当たり GDP 2,286.16 米ドル 2019 年 

セクター別政府支出 
  

保健医療（対 GDP 比） 4.45 ％ 2017 年 

教育（対 GDP 比） 3.30 ％ 2018 年 

社会福祉（対 GDP 比） 0.01 ％ 2019 年 

人口 
  

総人口 25,716,540 人 2019 年 

男性人口比率 

女性人口比率 

50.5 ％ 

49.5 ％ 

 

都市人口比率 

農村人口比率 

51 ％ 

49 ％ 

 

平均余命（全体） 

 男性 

 女性 

57 歳 

56 歳 

59 歳 

2018 年 

保健医療 
  

栄養不足蔓延率 20 ％ 2018 年 

新生児死亡率（1,000 人当たり） 33 人 2019 年 

教育 
  

教育制度 

 初等教育年数 

義務教育年数 

 

6 年 

10 年 

 

2020 年 

2019 年 

成人識字率（全体） 

 男性 

 女性 

47 ％ 

54 ％ 

40 ％ 

2018 年 

 

 

 

                                                      
1 世界銀行（https://data.worldbank.org/indicator（参照 2020-12-09））に基づく。 
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就学率 

 初等教育2（総就学率） 

全体 

男子 

女子 

 中等教育3（総就学率） 

全体 

男子 

女子 

 高等教育4（総就学率） 

全体 

男子 

女子 

 

 

100 ％ 

103 ％ 

97 ％ 

 

51 ％ 

61 ％ 

48 ％ 

 

9 ％ 

11 ％ 

8 ％ 

 

 

2018 年 

2019 年 

2019 年 

 

2018 年 

2019 年 

2019 年 

2017 年 

 

 

雇用 
  

失業率（全体） 

  男性 

  女性 

3.4 ％ 

3.2 ％ 

3.8 ％ 

2020 年 

 

１－２．障害に関する指標  

１－２－１．障害の定義 

コートジボワール共和国（以下、「コートジボワール」）では、1998 年制定の「障害者優遇

枠組法」（Loi no. 98-594 d'orientation en faveur des personnes handicapées）5第 1 条で、障害者を

「先天的に、もしくは病気や事故の結果として、身体的または知的な完全性（l'intégrité 

physique ou mentale）が一時的または永続的に低下し、その結果、自律性（autonomie）や、

通学・就業に必要な能力が低下した者」と定義し、身体障害（handicap physique）、知的障害

（handicap mentale）、視覚障害（handicap visuel）、聴覚障害（handicap auditif）、脳性まひ

（infirmité motrice cérébrale）の 5 種類に分類している。 

 

１－２－２．障害に関する統計整備状況 

雇用・社会保障省（Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale）障害者保護局長（Directeur 

de la Protection des personnes handicapées）の発言6によれば、2014 年の国勢調査（Recensement 

                                                      
2 7-13 歳の 6 年間 
3 前期中等教育 4 年間と後期中等教育の 3 年間を合わせた 7 年間。年齢の設定はない。 
4 後期中等教育修了（大学入学資格試験合格＝バカロレア取得）が条件で年齢の設定はない。 
5 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/52973/126975/F-35520648/CIV-52973.pdf（参照 2021-01-12） 
6 Agence de Presse Africaine 2019 年 5 月 24 日の記事”Environ 453 000 personnes handicapées dénombrées en Côte d’Ivoire”。
http://apanews.net/fr/pays/cote-divoire/news/environ-453-000-personnes-handicapees-denombrees-en-cote-

divoire#:~:text=Environ%20453%20000%20personnes%20en,dans%20la%20capitale%20%C3%A9conomique%20ivoirienne. 
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général de la population et de l'habitat de 2014: RGPH 2014）の結果、コートジボワールの障害

者の数は約 453,000 人（男性 58％、女性 42％）で全人口の約 2％を占め7、90％が身体障害、

10％が精神障害であった。障害者の約 7 割が農村部の住民であった。2014 年国勢調査のフ

ル報告書はウェブ上で入手できず、国家統計局（Institut National de la Statistique de Côte d'Ivoire）

のウェブサイト8で公開されている暫定報告書（Principaux Résultats Préliminaire）9やデータ資

料10、プレゼンテーション資料11、コートジボワールデータポータル（Côte d'Ivoire Data Portal）

ウェブサイトの国勢調査のページ12では、居住地別・男女別の人口など基本的なデータを掲

載しているものの、障害者についてのデータは含まれておらず、原典にあたって直接確認す

ることはできなかった。 

 

１－２－３．その他統計 

障害者数（全体）13 

  男性 

  女性 

453,000 人 

262,740 人 

190,260 人 

全人口の 2.0 ％  

 

2014 年 

 

                                                      

（参照 2021-01-12） 
7 計画開発省（Ministère du Plan et du Développement）の「コートジボワール 持続可能な開発目標の実施に関する自主

的レビュー報告書」（Rapport volontaire d'examen national de la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Côte 

d'Ivoire）（2019 年 9 月）に、この障害者数と全人口に対する割合が記載されている。

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23327COTE_dIVOIRE_Draft_Rapport_VNR_CIV.pdf（参照 2021-01-

12） 
8 www.ins.ci（参照 2021-01-12） 
9 http://www.ins.ci/n/RGPH_RESULTATS%20PRELIMINAIRES.pdf（参照 2021-01-12） 
10 http://www.ins.ci/n/templates/docss/RGPH2014D.pdf（参照 2021-01-12） 
11 http://www.ins.ci/n/documents/RGPH2014_expo_dg.pdf（参照 2021-01-12） 
12 https://cotedivoire.opendataforafrica.org/oheqaae/c%C3%B4te-d-ivoire-page-du-recensement（参照 2021-01-12） 
13 Agence de Presse Africaine 2019 年 5 月 24 日の記事”Environ 453 000 personnes handicapées dénombrées en Côte d’Ivoire” 
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２． 障害関連政策 

２－１．障害関連行政制度 

【中央政府行政】 

表 1 障害関連担当機関 

No. 機関名 概要 

1 国家人権評議会 

（Conseil National des Droits de 

l'Homme。以下「CNDH」）14 

 

2018年設立。政府から独立した立場で人権

保護・推進政策への助言・評価などを行う。

中央の 12人の委員のうち、1人は障害者問

題の専門家に割り当てられている。 

2 連帯・社会的結束・貧困撲滅省 

（Ministère de la Solidarité, de 

la Cohésion Sociale et de la 

Lutte Contre la Pauvreté）15 

障害者を含む脆弱者の保護・社会参加促進

が任務の一つである。 

3 労働・社会保障省 

（Ministère de l'Emploi et de la 

Protection Sociale） 

障害者保護局（Direction de la Protection 

des personnes handicapées）が障害者の課

題を扱う。 

出所：Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) (2018) Les personnes en situation de handicap 

en Côte d'Ivoire16を基に調査チームが作成 

【地方政府行政】 

障害関連担当機関  

コートジボワールは 14 の地方（District。首都ヤムスクロと前首都アビジャンの 2 つの自

治区（District autonome）を含む）に分かれ、その下に州（Région）、県（Département）、郡

（Sous-Préfecture）がある。 

 

機関名 概要 

CNDH 州委員会

（CNDH Commission 

Régional） 

州ごとに CNDH 委員会（31 か所）が設置されている。2019 年

の州委員会の主な活動内容は以下のとおりであった17。 

 地域の行政機関、政治家、宗教家との会談 

 拘置所や矯正施設の視察 

 大企業（例えば鉱山会社）が活動している村へ CNDH の訪問・

視察をアレンジ（労働者の人権） 

 移民の子どもの人権にかかるラジオ放送 

 出生登録に関する住民への啓発活動 

 子どもへの性的暴行や体罰の撲滅に関する会議などへの参加 

                                                      
14 前身は 2012 年設立の国家人権委員会（Commission Nationale des Droits de l'Homme）。https://cndh.ci/（参照 2021-01-

16） 
15 https://solidaritecohesion.ci/（参照 2021-01-12） 
16 https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1803_civ_handicapes_113301.pdf（参照 2021-01-16） 
17 CNDH Rapport Annuel 2019. https://cndh.ci/wp-content/uploads/2015/10/RAPPORT-ANNUEL-CNDH-2019.pdf（参照 2021-

01-22） 
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２－２．障害関連法律の詳細 

2016 年制定の憲法18第 32 条で、国は子ども、女性、高齢者、障害者など脆弱者の特別な

ニーズに応えるために必要な措置を取り、保健医療、教育、雇用、文化などへのアクセスを

保障するとしている。第 33 条では障害者の差別を禁止し、保健医療、教育、雇用、文化な

どにおける障害者の権利を保障するとしている。障害者優遇枠組法（1998）が障害者に関す

る基本法である。 

 

法律名 障害者優遇枠組法 

施行年 1998 

概要 障害者は教育、雇用、娯楽に関し非障害者と同等の権利を有すると定め

ている。 

 

法律名 教育法（Loi no. 2015-635 portant modification de la loi no. 95-696 relative à 

l’enseignement）19 

施行年 1995 制定、2015 改正 

概要 第 2 条第 1 項：6 歳から 16 歳の子どもは男女ともに教育を受ける義務が

ある。 

第 2 条第 2 項：国は 6 歳から 16 歳の子ども（特別なニーズのある子ど

もを含む（y compris ceux à besoins spécifiques）。障害のある子どもとは言

っていない）を教育システムの中に維持する義務がある。  

 

障害者政策 

計画開発省（Ministère du Plan et du Développement）の「コートジボワール 持続可能な開

発目標（Sustainable Development Goals。以下、「SDGs」）の実施に関する自発的レビュー報告

書」（Rapport volontaire d'examen national de la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable en Côte d'Ivoire）（2019 年 6 月）（以下、「SDGs 自発的レビュー報告書 2019」）は、

SDGs の中で特に SDG4（教育）、SDG8（経済成長と雇用）、SDG10（不平等の解消）、SDG13

（気候変動）、SDG16（平和）の 5 項目に絞って書かれている。平等と包摂の推進が基本方

針となっており、どの項目でも障害者についての言及がある。 

コートジボワール政府の障害関連政策として下記の国家障害者政策（Politique National en 

faveur des personnes handicapées）（2007 年頃）以降にも20新規のものがあることが各種文献か

                                                      
18 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/105198/128596/F-1769604843/CIV-105198.pdf（参照 2021-01-12） 
19 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/104175/126972/F-86456363/CIV-104175.pdf（参照 2021-01-23） 
20 1999 年にクーデターが発生。2002 年に政府軍と反政府勢力との対立が発生し、事実上国が二分される状態となっ

た。2007 年 3 月、和平プロセス合意（ワガドゥグ合意）が成立し、4 月に新内閣が発足して、国を二分する状態は解消

された。2010 年 10 月に 10 年ぶりの大統領選挙が実施されたが前大統領が権力移譲を拒否した。2011 年 4 月に軍が前

大統領を拘束し、同年 5 月にウワタラ大統領が就任した。2015 年 10 月の大統領選挙でウワタラ大統領が再選を果たし

た。2016 年 11 月に新憲法が発布された。（出所：日本外務省ホームページ） 
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ら推測できるが、ウェブ上で原典を見つけることができず、内容を確認することができなか

った。 

 

政策名 国家障害者政策（Politique National en faveur des personnes handicapées）21 

施行年 発行年の記載がないが、序文と政策発行宣言に記名している首相と大統

領の名前と本文の内容から 2007 年頃と推測できる。 

概要 以下を取り扱っている。 

 社会保障と障害者関連の法律整備 

 教育と職業訓練 

 雇用 

 生活環境 

 

以下は、障害者に特化したものではないが、障害者にも関連する政策である。 

政策名 国家社会保障戦略 （Stratégie Nationale de Protection Sociale）22 

施行年 2013 

概要 特に配慮すべき脆弱者の中に障害者も含まれており、保健・教育・雇用

などすべての項目で障害者について言及されている。 

主管は労働・社会保障省 

 

政策名 国家保健政策（Plan National de Développement Sanitaire: PNDS）2016-202023 

施行年 2016 

概要 障害者については特に記載されていない。 

主管は保健・公衆衛生省（Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique） 

 

政策名 国家雇用計画（Politique Nationale de l’Emploi）2016-202024 

施行年 2016 

概要 女性・若者・障害者のディーセントワーク（働きがいのある人間的な仕

事）促進が柱の一つとなっている。 

主管は労働・社会保障省 

 

 

                                                      

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/cote_d/data.html（参照 2021-01-16）） 
21 https://www.societeinclusive.org/images/pdf_files/Afrique/Politique_Nationale_des_handicap_Cote_dIvoire.pdf（参照 2021-01-

13） 
22 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ivc158101.pdf（参照 2021-01-16） 
23 https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-11/pnds_2016-2020.pdf（参照 2021-01-23） 
24 https://www.mutualisation.ccmefp-uemoa.org/system/files/mesp_politique_nationale_emploi_2016_2020_rci.pdf（参照 2021-

01-23） 
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政策名 教育・訓練セクタープログラム（Plan Sectoriel Education/Formation）2016-

202525 

施行年 2017 

概要 すべての子どもと大人に、質の高い、衡平な、インクルーシブな教育と

職業訓練を提供することを目標とする。 

主管は国民教育・技術教育省（Ministère de l’Éducation Nationale et de 

l’Enseignement Technique）と高等教育・科学研究省（Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique） 

 

政策名 コートジボワールディーセントワーク促進プログラム（Programme de 

promotion du travail décent en Côte d’Ivoire）2017-202026 

施行年 2017 

概要 「女性・若者・障害者の、生産的かつ持続的な働きがいのある人間的な

仕事への雇用機会促進」が優先分野の一つとなっている。 

主管は労働・社会保障省 

 

政策名 脆弱者の雇用促進国家戦略（Stratégie Nationale de Promotion de l’Emploi 

des Personnes Vulnérables）2018-202027 

施行年 2018 

概要 女性、障害者、35 歳以上の男性（失業率が高いため）を対象としている。 

主管は労働・社会保障省 

 

政策名 政府社会プログラム（Programme Social du Gouvernement）28 

施行年 2018-2020 

概要 保健医療と社会保障、教育、基本的サービス（電気、水、道路など）へ

のアクセス、若者と女性の雇用、農村部の生活向上を目的としたさまざ

まなプロジェクトに資金を拠出する。 

省庁をまたいだプログラムであり、調整は首相府が担当する。 

 

                                                      
25 https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/plan_sectoriel_de_leducation_-_cote_divoire.pdf（参照 2021-02-16） 
26 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_643766.pdf（参照 2021-

01-23） 
27 Ministère du Plan et du Développement (2019), Rapport volontaire d'examen national de la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable en Côte d'Ivoire 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23327COTE_dIVOIRE_Draft_Rapport_VNR_CIV.pdf（参照 2021-01-

23）この政策の原典はウェブ上で見つけられなかった。 
28 https://psgouv.ci/welcome/details_presentation/vision490（参照 2021-01-27） 
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２－３．CRPD批准による対応状況 

コートジボワールは 2014 年 1 月 10 日に国連障害者権利条約（Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities。以下、「CRPD」）を批准した。選択議定書（Optional Protocol to the 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities）は 2007 年 6 月 7 日に署名し、2021 年 1

月時点で未批准である。CRPD に関する政府報告書（以下、「政府報告」）の提出期限は 2016

年 2 月 10 日であったが、2021 年 1 月時点で未提出である。市民団体からのパラレルレポー

トも提出されていない。 

 

２－４．障害関連施策の状況 

① リハビリテーションを含む医療サービス 

フランス難民・無国籍者保護局（Office français de protection des réfugiés et apatrides。以下、

「OFPRA」）の「コートジボワールの障害者」報告書（2018）（Les personnes en situation de 

handicap en Côte d'Ivoire）29（以下、「OFPRA 報告書（2018）」）によると、障害者に適した医

療サービスを提供するには施設面も人材面も不十分とのことである。 

②  教育 

教育・訓練セクタープログラム（2016-2025）は、特別な支援ニーズのある子ども、女子、

恵まれていない地域の若者の就学状況を改善する必要があるとして、女子や障害者のニー

ズに対応する新たな高校（lycée）を 2025 年までに計 12 校建設するとしている。また、経済

的に恵まれない学生や障害者対象の奨学金を用意する計画もある。 

CDNH 年次報告書（2019）（CDNH Rapport Annuel 2019）30によれば、この年の障害のある

児童・生徒関係の取り組み実績として以下が挙げられている。 

 視覚・聴覚障害のある児童・生徒計 378 人が通常小学校・中学校に就学した。 

 教員 157 名がインクルーシブ教育の研修を受けた。 

 地域の障害者の教育の推進・モニタリング委員会が 13 か所で設立された。 

 

インクルーシブ教育を基本としつつ、州ごとに障害者のための特別支援学校を設置する

方針である。アビジャンにはコートジボワール聴覚障害者学校（Ecole Ivoirienne pour les 

Sourds: ECIS）31と国立視覚障害者推進学校（Institut National pour la Promotion des Aveugles: 

INIPA）がある32。課題としては、身体障害のある児童・生徒の通常学級への受け入れはある

程度進んでいるがアクセスの問題が解決されてはいないこと、他の機能障害も含め障害の

ある児童・生徒を受け入れるためのインフラ整備が進んでいないこと、資格のある教員が不

足していること、知的障害のある児童・生徒のための特別支援学校はないことが挙げられて

                                                      
29 https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1803_civ_handicapes_113301.pdf（参照 2021-01-16） 
30 https://cndh.ci/wp-content/uploads/2015/10/RAPPORT-ANNUEL-CNDH-2019.pdf（参照 2021-01-16） 
31 https://ecis.webs.com/（参照 2021-01-15） 
32 http://www.gouv.ci/impact-developpement/accueil/resultat_detail/un-instrument-d-inclusion-sociale-pour-malvoyants424/8（参

照 2021-01-15） 
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いる。 

③  ジェンダーと障害 

 コートジボワールは 1995 年に国連女子差別撤廃条約を批准した。 

CDNH 年次報告書（2019）によれば、障害のある女性・女児は司法、教育、雇用、保健へ

のアクセスが十分でなく、政治や公的活動への参加も限定的である。同報告書は、教育分野

における差別の排除とインクルーシブ教育の推進、政策策定・実施において障害のある女

性・女児に必ず配慮すべきと提言している。 

④ 訓練・雇用、就労支援 

「SDGs 自主的レビュー報告書 2019」では次のとおり障害者の雇用・訓練にかかる取り組

みをまとめている。「国家雇用計画」（Politique Nationale de l’Emploi）2016-2020 で、女性・

若者・障害者のディーセントワーク（働きがいのある人間的な仕事）促進が柱の一つとなっ

ている。「コートジボワールディーセントワーク促進プログラム」（Programme de promotion 

du travail décent en Côte d’Ivoire）2017-2020 でも、「女性・若者・障害者の、生産的かつ持続

的な働きがいのある人間的な仕事への雇用機会促進」が優先分野の一つとなっている。「脆

弱者の雇用促進国家戦略」（Stratégie Nationale de Promotion de l’Emploi des Personnes 

Vulnérables）2018-2020 は、女性、障害者、35 歳以上の男性（失業率が高いため）を対象と

している。中小企業開発戦略（Stratégie de Développement des petites et moyennes entreprises

（PME）：通称フェニックスプログラム（Programme Phoenix））は中小企業の育成を通じて

正規で質の高い雇用を生み出すことを目的とし、新たに 30 万人から 40 万人の雇用創出を

目指す。同報告書では、障害者の就業と雇用の維持を進めるための政令が必要とし、障害者

のための、仕事で求められる能力要覧の作成（mettre en place un compendium des compétences 

des personnes en situation de handicap）ことを提言している。 

国立職業訓練庁（Agence Nationale de la Formation Professionnelle: AGEFOP）は障害者と若

い脆弱者のための職業訓練プロジェクト（Projet de mise en place de dispositifs de formation au 

profit des personnes handicapées et autres jeunes vulnérables : PFPHJV）33を実施している。理論

と実技から成る職業訓練プログラムを、技能によって 2 週間から 6 か月間提供し、就職や

起業につなげることを目的とする。 

CDNH 年次報告書（2019）によれば、公務員の障害者採用特別枠（recrutement dérogatoire）

で 2018 年に 158 人、2019 年に 200 人の障害者が採用された。この制度が 1997 年に開始し

て以降の累積採用人数は 1,295 人となった。 

⑤ 社会保障を含む障害者への社会サービス 

2013 年の国家社会保障戦略（Stratégie Nationale de Protection Sociale）34には、特に配慮す

べき脆弱者の中に障害者も含まれており、保健・教育・雇用などすべての項目で障害者につ

                                                      
33 http://www.agefop.ci/le-projet-de-mise-en-place-de-dispositifs-de-formation-au-profit-des-personnes-handicapees-et（参照

2021-01-16） 
34 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ivc158101.pdf（参照 2021-01-16） 
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いて言及されている。コートジボワールの社会保障制度は表 2 で示すとおりである。障害者

の取り扱いについてはウェブ上で確認できなかった。 

 

表 2 コートジボワールの社会保障制度 

No. 社会保障制度 対象者 保障内容 

1 国家社会保障基金（Caisse 

Nationale de Prévoyance 

Sociale:  CNPS）35 

民間セクターの

従業員と、個人

事業主 

家族手当、出産時の手当、老齢年

金、労災保険 

2 公務員年金基金（Caisse 

Générale de Retraite des 

Agents de l’État: 

CGRAE）36 

公務員 老齢年金、遺族手当等 

3 公務員共済（Mutuelle 

Générale des 

Fonctionnaires et Agents 

de l’État de Côte 

d’Ivoire: MUGEFCI）37 

公務員 健康保険 

4 国民健康保険（Caisse 

Nationale d’Assurance 

Maladie: CNAM）38 

住民すべて

（populations 

résidant en 

Côte 

d’Ivoire） 

自動的に対象に

なるのではな

く、登録し保険

料を納入する必

要がある。 

基本的な医療サービスを受けるた

めの強制健康保険。2 種類があ

る。 

1） 基本制度（Régime Général 

de Base: RGB）。1か月 1人当

たり 1,000CFA（約 190円）39

の保険料を納める。 

2） 医療支援制度（Régime 

d’Assistance Médicale: 

RAM）。低所得者対象。 

他の健康保険制度は、これ以上の

医療サービスを受けるためのもの

である。 

出所：CNDH 年次報告書（2019）を基に調査チームが作成 

 

⑥ バリアフリーなまちづくり、防災計画における障害関連の取り組み 

・バリアフリー 

OFPRA 報告書（2018）によれば、医療施設等を含め、公共性のある建築物への障害者の

アクセスは十分配慮されていない。 

 

 

                                                      
35 https://www.cnps.ci/（参照 2021-0-27） 
36 http://www.cgrae.ci/Fr/index.php?cg=Lec&p=ok&IdL=45#prettyPhoto（参照 2021-0-27） 
37 https://www.mugef-ci.com/（参照 2021-0-27） 
38 https://ipscnam.ci/（参照 2021-0-27） 
39 1CFA=0.192690 円（2021 年 1 月 JICA 統制レート） 
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・防災  

コートジボワール政府による兵庫行動枠組の進捗報告書（Rapport national de suivi sur la 

mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo）（2013-2015）40には、避難時、避難所、病気やけが

の救急対応において障害者に対する特別な配慮はなされていないと記載されている。 

⑦ 障害と開発分野の国際協力実績 

日本政府41 【専門家派遣】 

・保健プログラムアドバイザー（2018-） 

 2020 年 7 月にコロナ対策能力強化に資する資材を供与 

【無償資金協力】 

・保健・医療感染機材のための無償資金協力（約 4 億円）（2020） 

 救急車などを大アビジャン圏にある 5 つの中核病院（大学病院 4 施

設と一般病院 1 施設）に配備 

他ドナー 

 

【国際連合児童基金（United Nations Children's Fund。以下、「UNICEF」）】

42 

活動分野の一つに社会的包摂が含まれており、障害児も対象にしてい

る。 

【米国合衆国国際開発庁（United States Agency for International 

Development: USAID）】43 

民主主義・人権・ガバナンス（Démocratie, droits de l’homme et 

gouvernance）プログラムであらゆる層の政治参加促進を目指してい

る。 

 

２－５．地域に根ざしたリハビリテーション/インクルーシブ開発(CBR/CBID)の状況 

コートジボワールにおける地域に根ざしたリハビリテーション（Community-based 

Rehabilitation: CBR）の取り組みについては、今回のオンライン文献調査やアンケート調査

では確認できなかった。 

 

２－６．盲人，視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用

する機会を促進するためのマラケシュ条約批准及び対応状況 

コートジボワールはマラケシュ条約を 2020 年 9 月に批准し、2020 年 12 月に発効した。 

著作権に関する国内法は「知的財産及び著者・演者・写真や映像作品の制作者の権利の保

護に関する法律」（1996）（Loi No. 96-564 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits 

                                                      
40 https://www.preventionweb.net/files/41074_CIV_NationalHFAprogress_2013-15.pdf（参照 2021-01-16） 
41 在コートジボワール日本国大使館ウェブサイト 
42 https://www.unicef.org/cotedivoire/inclusion-sociale（参照 2021-01-16） 
43 https://www.usaid.gov/fr/cote-divoire/democracy-human-rights-and-governance（参照 2021-01-16） 
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des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes）44であ

る。著作権を司る国内機関は 1981 年設立のコートジボワール著作権局（Bureau Ivoirien du 

Droit d'Auteur: BURIDA）45である。 

マラケシュ条約公認機関については、世界知的所有権機関（World Intellectual Property 

Organization: WIPO）の公認機関（Authorized Entity）リスト46にコートジボワールの機関は掲

載されていない。また、他国との著作物共有に関して、アクセシブル書籍連合体（Accessible 

Book Consortium：ABC）の書籍データの目録サービスであるグローバルブックサービス

（Global Book Service）の参加団体リスト47にコートジボワールの機関は掲載されていない。 

 

２－７．新型コロナウイルスの流行がもたらした影響 

 2021年 1月 20日時点までにコートジボワールで確認されている発症者数は 25,597名で、

このうち 23,867 名が回復し、142 名が死亡した48。 

世界銀行の「コートジボワールにおける新型コロナウイルスの企業と家庭への影響」報告

書（La Côte d'Ivoire Face à la COVID-19 - Quel Impact de la Crise sur les Entreprises et les Ménages）

（2020）49によれば、2020 年 4 月時点の調査で、新型コロナウイルスの流行によって企業は

営業時間の短縮、売り上げの減少、事業活動の削減などを経験しており、規模が小さな企業

ほど影響を受けていることが分かった。家庭の調査では 800 世帯を対象に調査したところ、

71％が収入の減少を経験し、70％が家賃や水道・電気料金、食料などの支払いに困難がある

と回答した。 

①  各国政府が実施したコロナウイルス対策における障害者への合理的配慮 

政府が実施したコロナウイルス対策における障害者への合理的配慮については、今回の

オンライン文献調査やアンケート調査では確認できなかった。 

②  障害者が保健サービスを受ける権利に対するコロナ禍の影響 

障害者が保健サービスを受ける権利に対するコロナ禍の影響については、今回のオンラ

イン文献調査やアンケート調査では確認できなかった。 

④  障害者が教育を受ける権利に対するコロナ禍の影響 

コートジボワール全国聴覚障害者団体（Association Nationale des Sourds de Côte d'Ivoire: 

ANASOCI。以下、「ANASOCI」）に対し、本調査が送付した調査票回答によれば、国民教育

省が主導し UNICEF と非政府組織（Non-governmental Organization。以下、「NGO」）の Society 

without Barriers（SWB-CI）50の協力により遠隔教育が実施された。 

                                                      
44 https://www.apdhci.org/images/documents_pdf/instruments_ivoiriens_des_droits_de_homme/loi_1996_oeuvres_esprit.pdf（参

照 2021-01-10） 
45 https://www.buridaci.com/web/（参照 2021-01-10） 
46 https://www.wipo.int/marrakesh_treaty/en/entities.jsp（参照 2020-12-18） 
47 https://www.accessiblebooksconsortium.org/globalbooks/en/（参照 2020-12-18） 
48 在コートジボワール日本国大使館ウェブサイト 
49 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34559/Taking-Stock-and-Looking-Ahead-Cote-d-Ivoire-and-the-

COVID-19-Pandemic-FR.pdf?sequence=11&isAllowed=y（参照 2021-01-23） 
50 https://www.swbci.org/（参照 2021-01-22） 
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⑤  障害者の移動に対するコロナ禍の影響 

ANASOCI の調査票回答によれば、全国民に外出や移動の制限が要請される中、聴覚障害

者がそれに関する情報を得て的確に行動するのが困難な場合があった。 

⑥  障害者の就労に対するコロナ禍の影響 

ANASOCI の調査票回答によれば、コロナ禍で企業も厳しい状況に置かれている中、障害

者を雇用することの優先度が低下し、障害者の就業状況は悪化した。 

⑦  障害者への情報保障に対するコロナ禍の影響 

障害者への情報保障に対するコロナ禍の影響については、今回のオンライン文献調査や

アンケート調査では確認できなかった。
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３． 障害関連団体の活動概況 

３－１．障害当事者団体の活動概要 

団体名 概要 

Fédération des associations des 

personnes handicapées de Côte 

d’Ivoire (FAHCI) 51 

（コートジボワール障害者団体

連盟） 

障害者の人権推進を目的とする団体の連合体 

脚注にあるとおり Facebook を持っているが、活動内容

詳細は同ウェブサイト及びオンライン調査で確認す

ることはできなかった 

Association Nationale des Aveugles 

et Volontaires pour la Promotion 

des Aveugles de Côte d’Ivoire 

( ANAVPACI)52  

（コートジボワール全国視覚障

害者の社会参加推進のための視

覚障害者及びボランティア団

体） 

視覚障害者の当事者団体 

活動内容の詳細について情報を得ることはできなか

った。 

Association Nationale des Sourds 

de Côte d'Ivoire (ANASOCI)53 

（コートジボワール全国聴覚障

害者団体） 

聴覚障害者の当事者団体 

1991 年設立。活動内容は障害者の人権保護、啓発、教

育、雇用、サービスや情報へのアクセス強化、差別の

排除、ジェンダー平等、政治参加、手話の普及など。 

 

３－２．障害者支援団体の活動概要 

団体名 概要 

Bureau International 

Catholique de l’Enfance 

(BICE)54 

（国際カトリック児童

事務局） 

国際 NGO。活動内容は以下のとおり。 

1． 子どもの教育・スポーツ・社会活動支援。 

 障害児や浮浪児対象の、遊びを通じた学習活動 

 スペシャルオリンピクス（知的障害のある人のスポーツ競技

会）に参加する子どものトレーニング 

 就学していない障害児のための基礎教育 

2． 保健医療 

医療相談、リハビリテーション、補装具提供など。 

3. 保護者対象の活動 

 障害者の保護者に対する心理的サポート 

 保護者間の意見・情報交換会 

 障害児の保護者の団体運営支援 

 

 

 

 

                                                      
51 https://www.facebook.com/FAHCI-109970200454034/（参照 2021-01-10） 
52 https://anavpaci.com/（参照 2021-01-10） 
53 https://www.facebook.com/anasoci1991/（参照 2021-01-10） 
54 https://bice.org/fr/cote-d-ivoire-handicap/（参照 2021-01-16） 
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