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日本ＮＧＯ連携無償資金協力申請書 

 

 

 

 

（ここでページを区切ってください） 

 

 

１． 基本情報  

 

（１）案件名 イラク共和国エルビル県学校補修事業 

School Rehabilitation in Erbil Prefecture ,Iraq Republic  

（２）分野 教育・人づくり 

（３）国際協力重点課題 中東・北アフリカの生活向上・改革支援 

（４）Ｎ連対象事業 開発協力事業 

（５）事業地 イラク共和国エルビル県 

（６）事業費 総事業費：33,979,449 円（Ｎ連申請額：33,411,649 円） 

（７）事業期間 2016 年 6 月  日～2017 年 6 月  日（12 ヶ月間） 

（８）団体名 
団体名：認定 NPO 法人 IVY  

Approved Specified Non-Profit Organization  IVY 

２．事業の目的と概要 

 

（１）上位目標 イラク共和国エルビル県の地元生徒と国内避難民生徒が共用している学校

校舎が、安全で快適な施設に改善され、教員と生徒により維持されていく。 

（２）事業の必要性（背景） 

 

（ア） クルド自治区は 2016 年 2 月現在、25 万人のシリア難民を受け入れて

いる一方で、2014 年 1 月以降の武装勢力の攻撃により家や故郷を失

った 93万人の国内避難民も受け入れている。エルビル県にはこのうち

32 万人の国内避難民が暮らしている。 

 

国内避難民の急激かつ大量の流入によって、ホストコミュニティの教

育現場もまた混乱を極め、教室数の不足を補うため、午前と午後の２

シフト制にして、在校児童と国内避難民児童とで教室を使い回したり、

1 教室の人数を倍に増やしたりして対応している。 

しかし、クルド自治区の公立校校舎は、築年数は10～30年程度だが、

度重なる紛争等による物資の不足により、粗悪な建材、旧式設備の設

置等が原因で耐久性に乏しかったため、破損が多い。補修や耐久性

の高い部品への交換は僅々の課題だが、その矢先に今回の経済危

機と重なってしまい、管轄のクルド教育省では教員の給与も 50%カット

や遅配がされている中、補修費用の捻出は困難な状況となっている。 

（イ）外務省の対イラク支援方針における重点分野の一つとして「生活基盤

の整備（保健医療・教育サービスの向上を含む）」を上げており、学校

補修を実施する本事業は国別援助方針に沿ったものとなっている。 
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（ウ）幣団体では、2014年 4 月より、エルビル県でシリア難民や国内避難民

を対象とした補習校の運営（2 校）、補習校の公立校化（2校）、プレハ

ブ校舎建設（1 校）などをＪＰＦ事業として実施してきた。その中で難民・

避難民が裨益していることに比べ、大きな負担を引き受けている地元

へのサポートは少なく、疲弊や不満が時間がたつごとに大きくなってい

ることを日々の活動で如実に感じている。また避難民帰還後の復興も

見据え、ホストコミュニティの生徒も裨益する公立校の補修及び維持

管理体制の強化が重要と考えた。 

2015年 12月現在、国内避難民の生徒と共用のため 2シフト制になっ

た学校がエルビル郡内の小学校で 69 校中 19 校、中学・高校で 77 校

中 22校あるが、クルド教育省の修繕優先校リストにある 10校のうち、

国内避難民生徒数や男女の割合、校舎の築年数や老朽化度合、設

備の破損状況等を考慮し、クルド教育省と協議の上、安全面及び衛生

面に大きな問題を抱えている 4 校を本事業の対象校とした。 

なお、実際には 1 校の中にクルド教育省管轄とイラク教育省管轄の 2

種類の学校が別々に存在しており、それぞれに校長 1 名、教頭 1～3

名がいる。そこで、補修対象の校舎数は「4 校」、維持管理体制強化対

象の学校数は「8 校」となっている。 

（３）事業内容 

 

コンポーネント１として、エルビル県の地元（＝以下クルド）の生徒と国内

避難民生徒が共用している校舎の破損箇所、危険箇所等を補修し、施

設を安全で快適なものに改善する。また、コンポーネント 2 として、補修

された状態が教員と生徒によりできるだけ長く維持・管理されるよう、教

員対象ワークショップ、補修用具や掃除用具の支援、毎月のモニタリン

グ等を実施する。 

 

【コンポーネント 1：校舎の補修】 

（事前準備） 

・補修工事に関するクルド教育省およびイラク教育省との協議 

イラク教育省から修繕の優先順位を含めた意見を聴取したうえで、校舎

を管轄するクルド教育省にも意見聴取を行う。クルド教育省からは、す

でに本事業の調査等に協力する旨の公式レターを受領している。8名の

学校長とつないでもらい、訪問調査以降のプロセスを進める。進捗は常

に両教育省と共有し、必要時には適宜相談、協議する。 

・学校訪問調査および学校長との協議 

午前のクルド校、午後の国内避難民校の時間帯ともに訪問し、各学校

長と修繕内容について協議する。また、各学校長の立ち合いのもと、修

繕希望箇所の現場調査を行うとともに、生徒や教員からも意見を聴取

する。 

 

・修繕箇所候補・方法の決定 

現場調査と聞き取り結果をふまえ、 

－生命、安全に大きく関わる 

－衛生、尊厳に大きく関わる 

－基本的な電気・水道・配水設備が使用できない、また機能が著しく劣

化している 

－学校の授業期間中の施工可能性 
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－各教育省、学校長、生徒等のニーズ 

を総合的に判断し、修繕箇所および施工方法を決定する。 

 

 以上のような開始前の準備はすでに終了しており、各校の概要、現状、補

修箇所の要望結果は下記のとおりとなっている。 

 

(1) ガル男子中学・高校                     

午前はクルドの生徒 600名、午後は国内避難民の生徒 700名が通って

いる。 

【現状】 

① 中心部に近い立地のため、正門前の道路の交通量が増え、昨年、

生徒の交通事故が５件に上った。そのため、交通量の少ない方角

に正門を移動する必要がある。 

② 窓枠が旧式で、雨季には雨水が侵入し、教室が水浸しになる。 

③ ドアが鉄素材だったため、錆びてきちんとしまらないもの、破損して

いるものが多い。 

④ 電気設備が壊れたが、柱、壁の中等に配線されているため修理で

きずに放置されている。 

⑤ トイレの排水設備が旧式で詰まりやすく、使用できなくなっている。 

【補修箇所】 

・建築構造物関連 

① 正門の移動 

② 旧式の鉄製窓枠を PVC 製（ガラス厚さ 6 ミリ）へ交換 

③ 鉄製窓枠の破損ガラスを交換（厚さ 4 ミリへ） 

④ 教室・廊下の壁のペンキ塗装 

⑤ 教室のドアの補修 等 

・電気系統関連 

① 電力盤の交換 

② 教室の天井扇（シーリングファン）の補修 

③ 教室の照明器具の補修と電球（105watt）の交換 

④ 防犯カメラの設置 等 

・衛生設備関連 

① トイレの全面改修 

 

（２）チュアチラ女子中学・高校校舎                       

1990 年に建設され、午前はクルドの生徒 400 名、午後は国内避難民の

生徒 600 名が通っている。 

  【現状】 

① 試験を行ったり、大人数の生徒が集まる講堂は天井が高すぎるた

めに電気設備の管理が行えず、照明が使用できていない。 

② 1 年ほど前に突然、職員室、廊下、ＰＣルーム、トイレ、校舎のいく

つかの部分に亀裂が走り、特に頭上にある亀裂について崩落などによ

る安全上の問題が懸念されている。 

【補修箇所】 

・建築構造物関連 

① 講堂の補修 

② 校舎壁のひび割れ箇所の補修（内外両面） 

③ 校舎壁の補強（16 ミリの鉄筋を入れる） 

④ 鉄製窓枠の破損ガラスを交換（厚さ 4 ミリへ） 

⑤ 教室・廊下の壁のペンキ塗装 

⑥ 教室のドアの補修 等 

・電気系統関連 
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① 講堂の電気設備の補修 

② 教室の天井扇（シーリングファン）の交換 

③ トイレの換気扇の交換 等 

・衛生設備関連 

① 壊れた洗面ボールの撤去と交換及び排水設備の補修 

② トイレのマンホール、タンク等の補修 

③ トイレの壁の塗装等 

 

（３） マム小学校の補修                                

1981年に建設され、午前はクルドの児童600名、午後は国内避難民の

児童 400 名が通っている。 

【現状】 

① 玄関アーチはゆがみや傾きがあり、専門家からも崩落の危険性が

指摘されている。 

② 教室の壁や庇に 60 ㎝以上の亀裂や崩落箇所が多い。 

③ 電気設備が旧式のため、本来得られる電力が得られておらず、使

用できる設備が限られている。 

④ 窓が旧式で、水漏れ箇所が多い。 

  【補修箇所】 

  ・建築構造物関連 

① 玄関アーチの補強と補修 

② 校舎壁のひび割れ箇所の補修（内外両面） 

③ 旧式の鉄製窓枠を PVC 製（ガラス厚さ 6 ミリ）へ交換 

④ 鉄製窓枠の破損ガラスを交換（厚さ 4 ミリへ） 

⑤ 教室・廊下の壁のペンキ塗装 

 ・電気系統関連 

① 電力盤の交換 

② 冷風扇風機の修理 

③ 教室の天井扇（シーリングファン）の補修 

④ トイレの換気扇の交換 

⑤ 教室の照明器具の補修と電球（30Ｗ、36Ｗ）の交換 等 

 ・衛生関連 

① トイレのマンホールとタンクの清掃 等 

 

（４） ジン小学校の補修 

2007年に建設され、クルドの児童 750名が通っている。海外の団体によ

り建設され、築年数は新しい。同校の校庭に、弊団体が JPF のプロジェ

クトで国内避難民用のプレハブ校舎を今年の夏に建設することが決まっ

ており、今後、学校間での摩擦が発生することが予想されるため、補修

リストに上がった。 

【現状】 

① 60 ㎝以上の壁のひび割れが校舎の至るところに見られる。 

② 設置された電気設備や水設備が粗悪品だったため、すぐに壊れて

しまい、現在は全く機能していない。 

③ 水が流れないため、トイレも詰まったままである。 

   【補修箇所】 

   ・建築構造物関連 

① 校舎壁のひび割れ箇所の補修（内外両面） 

② 校舎壁の補強（16 ミリの鉄筋を入れる） 

③ 建物の接合部分の雨漏り補修 

④ 教室とトイレの PVC 製の間仕切りの設置 

⑤ 教室・廊下の壁のペンキ塗装 
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⑥ 窓、ドアの補修 

⑦ 通路のコンクリート舗装 等 

   ・電気系統関連 

① 照明器具・電球（36 ワット）の設置 

② エアークーラー14 台の修理 等 

   ・衛生関連 

① 水飲み場と手洗い場の補修 

② トイレのマンホールの補修 

 

1-1 業者選定及び工事発注 

・業者の決定は、 

①価格が適正かどうか 

②該当箇所を事業期間内に工事完了できるキャパシティがあるか 

③対応の早さと的確さ、誠実さ 

等を比較したうえで判断する。 

・同時に複数校の補修になるため、事業期間内での補修完了を考慮

し、2 社に 2 校ずつ、発注する。 

・選定業者の見積もりに基づき、①-③の優先順位によって修繕箇所

を選定、特に生徒への安全の配慮や期間中施工完了の可否について

クルド教育省との協議・合意ののち、修繕箇所を最終決定して業者に

工事を発注する。 

 

1－2 補修工事（予定） 

第一期：ガル男子中学・高校/チュアチラ女子中学・高校 

第二期：マム小学校/ジン小学校 

 

1-3 工事進捗の確認と完成の確認 

・工事期間中は、スーパーバイザー（建築エンジニア）と弊団体スタッフ

が各工事箇所の開始前に「事前打合せ」、各日の作業終了前に「進捗

状況の現場確認」を業者と必ず行う。 

・完成の確認は、各補修箇所ごとにクルド教育省、学校長、業者、幣団

体スタッフにて行ったのち、クルド教育省と工事完了に関する書面を取

り交わす。 

・維持管理体制に関する引き渡し覚書（MOU）については、コンポーネン

ト 2 のワークショップ終了後に校長と交わす。 

 

 

【コンポーネント 2：校舎補修後の維持管理体制の強化】 

2-1 広報チラシの配布 

・生徒向けに学校をきれいに使用することに協力してくれるよう、呼び

かけるリーフレットを作成して、配布する。 

 

2－2 ワークショップ開催（2 回） 

・1 回目（10 月開催）は「きれいな学校を保つには」をテーマに、8 校の

校長、教頭、各教育省職員が一堂に集い、プロから日常の補修や掃

除の仕方について学んだり、各学校の事例について情報交換し合い、

「きれいな学校を保つ」ためのアイディア出しを行った後、各学校の今

後 1 年の取り組みを決定し、全員の前で発表する。 

・ワークショップの最後に、弊団体と校長の間でＭＯＵを交換する。 

・2 回目（2 月開催）「学校はきれいに保たれているか」は学校ごとに 10

月から 1 月までの 4 ヶ月間の取り組みや、成果、課題を発表する。 

・後半は課題の整理と解決方法について話し合う。 
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2-3 各校で「きれいな学校を保つための活動」実施 

・ワークショップを受けた校長、教頭が各学校で生徒対象に、きれいな

学校を保つための清掃活動等について指導を行う。 

   ・必要に応じて、持続性の確保のため、保護者会等で清掃活動の必要

性を訴える等して、保護者を活動に巻き込む。 

   ・各校の取り組み状況を弊団体スタッフが毎月、モニタリングするととも

に校長、教頭の相談に乗る。 

 

（４）持続発展性 1．工事完了後はクルド教育省と MOU を交わすため、教育省の責任により

校舎の維持管理される。 

2．ワークショップ終了後に各校の校長と MOU を交わすため、日常のメンテ

ナンスが本事業のワークショップを受けた校長や教頭により継続的に行わ

れていく。また、生徒に対しても広報活動やワークショップを行うことにより、

清掃の習慣を身につき、教員や生徒の自助努力により、出来るだけ長期間

の「きれいな校舎」の使用が可能となる。 

（５ （５）期待される成果と成

果を測る指標 

【直接裨益者数】 

生徒 4,250 名、教員 210 名（国内避難民生徒 1900 名・教員 90 名、ホスト

生徒 2,350 名・教員 120 名） 

（１）ガル男子中学・高校 生徒 1,300 名、教員 60 名（国内避難民生徒 700

名・教員 30 名、ホスト生徒 600 名・教員 30 名） 

（２）チュアチラ女子中学・高校 生徒1,000名、教員60名 (国内避難民生徒

600 名・教員 30 名、ホスト生徒 400 名・教員 30 名)  

（３）マム小学校生徒 1200名、教員 60名（国内避難民生徒 600名・教員 30

名、ホスト 600 名・教員 30 名）  

（４）ジン小学校 ホスト生徒 750 名、教員 30 名   

【期待される成果】 

1．4 校の破損個所や危険箇所等が計画通りに補修される。 

【指標】クルド教育省、イラク教育省、エンジニア、校長、教頭が評

価 10項目 5段階評価で補修工事の品質を評価し、平均で 4以上となる。 

 

2．8 校で教員と生徒に維持管理の習慣が定着する。 

 

【指標】8 校の 8 割以上のクラスが 10 月から 5 月まで清掃活動を継続

する。 
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３．事業管理体制 

 

（１）人的体制 【国内本部】理事会（理事 8 名、監事 2 名） 

       事業総括 1 名 

       副担当 1 名、会計担当 1 名 

【イラク・エルビル】 

エルビル事務所：現地事業統括 1 名（日本人）、現地事業統括補助 1 名（日

本人）、プロジェクトコーディネーター1 名（クルド人）、フィールドワーカー兼

エンジニア 1名（クルド人）、フィールドワーカー兼会計 1名（クルド人）、専門

家－建築エンジニア 1 名 

（２）現地連絡先 IVY 

240/3/247markrdag St. Ainkawa Erbil Iraq      

電話： +964-(0)66-2250332 Mobile:+ 964－(0)75－10355165 

E-mail: ohtani@ivyjapan.org 

大谷航介 

（３）自己資金財源 会費、寄附金などを財源とする自己資金から約 60 万円支出予定。予算を

超えた場合も自己資金から拠出する。 

（４）事業実施計画 開始前：補修工事に関するクルド教育省およびイラク教育省との協議 

    学校訪問調査および学校長との協議 

    補修箇所・方法の決定 

月次 1 中旬：業者選定および工事発注（2 社を予定） 

Wellse 社－ガル男子中学・高校の補修工事開始 

Solaf 社－チュアチラ女子中学・高校の補修工事開始 

スーパーバイザーと共に弊団体スタッフが工事状況をほぼ毎日確認 

月次 2 中旬：ガル校、チュアチラ校の補修工事完成 

Solaf 社－マム小学校の補修工事開始 

Wellse 社－ジン小学校の補修工事開始 

スーパーバイザーと共に弊団体スタッフが工事状況をほぼ毎日確認 

月次 3 下旬：マム校、ジン校の補修工事完成 

月次 4 月初旬： 第 1 回ワークショップ開催「きれいな学校を保つには」 

  （校長 8 名、副校長 8～16 名、イラクとクルドの各教育省から各 1 名） 

  ＭＯＵを交換 

月次 4 月中旬～月次 7：各校の取組をモニタリング 

月次 8 初旬：第 2 回ワークショップ開催「学校はきれいに保てているか」 

月次 8 中旬～月次 12：各校の取組をモニタリング 

（５）安全対策 弊団体ではリスクへの対処法として組織内で合意され文章化された

「エルビル事務所安全管理ガイドライン」を持つ。組織内での共有化

を図ることにより、緊急時の職員の安全はもちろん、重要書類等の紛

失等を最小限に防ぎ、迅速な事業再開に役立つと考えている。 

   

安全管理体制 

事業実施の際には、「退避勧告地域」への邦人スタッフの立ち入りは行

わない。今後、危険情報が見直された際は大使館に相談の上、対応を

改めて検討する。日本人スタッフの移動は日中のみとし、移動の際は、

常に複数の移動ルートを確保し、現地の治安状況に応じて、適宜移動
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ルートを替えるなど、安全管理に万全を期す。尚、自爆テロ等が発生

した場合には、外出を禁止し、自宅待機とするなど、安全を最優先に

して事業を実施する。日本人スタッフは、常にパスポートおよび復路

変更可能な航空券を携帯し、空路あるいは陸路から、より安全なルー

トで、いつでもイラクから退避・出国できる体制を保持する。現地の

治安が悪化した場合には，現地大使館等とも協議し、事業実施につい

て、事業の中止も含めて検討する。また、邦人スタッフがイラクへ渡

航する予定がある場合には、出張検討段階から民連室に対し情報共有

を行う。 

 

なお、弊団体の「エルビル事務所安全管理ガイドライン」では、情勢

の変化をレベル１（平常時）～レベル 2（要警戒）～レベル 3（退避）

～レベル 4（業務地へ戻る）に分け、情報収集から分析、判断まで組織

内での役割分担を文章化し、明確化している。以下、要約。 

 

レベル１（平常時） 

移動は専用車両を使用。事務所兼宿舎には防犯カメラを設置。退避ル

ートの確認（国連・ISOS・領事館の退避リストへの登録、航空機・長

距離バスの運行スケジュール、車両チャーター先、同乗を頼める「知

人・友人」の多数確保。衛星電話の充電、モバイルによるインターネ

ット回線の確保、重要書類（契約書、会計書類、パスポート等）のコ

ピーを Drop Box とメモリスティックに保管、現金は退避時の最低必要

額を金庫内に保管等。食糧、水、灯油の備蓄と発電機の点検等。 

 

レベル２（要警戒） 

自爆テロ等が発生した場合は情報変化をいち早く掌握するため、現地

代表は、現地での情報収集と分析を中心的に担い、常に本部との共有

を行う。情報収集元（UN、大使館、現地メディア、NGO 間の緊急連絡網、

テキストメッセージ、スカイプメッセージ、現地スタッフからの口コ

ミや噂、クルド語、アラビア語メディアなど地元情報）また、本部担

当者と毎日、安全管理ミーティングを行う。 

 

レベル 3（退避） 

IS の急襲等で治安が急激に悪化した場合、国際便の相次ぐ運航休止、

JICA や国際 NGO の駐在員の退避開始等を退避の指標とする。急を要す

る場合は現地代表、本部担当者、代表理事が協議して判断。さらに本

部への連絡が即座に取れない場合は現地スタッフは独自の判断で退避

することができる。航空機での退避が可能な場合はアンマン、イスタ

ンブール等の周辺国都市。陸路退避の場合はトルコ。現地スタッフが

活動継続可能な場合は退避先から遠隔で事業を実施し、活動できない

場合は休止判断。 

 

レベル 4（事業地への帰還） 

退避勧告の解除。国連スタッフ、国際 NGO スタッフ、ＪＩＣＡが市内

で活動し、安全が確認されていること。同行者（現地職員等）が確保

できること。安全な拠点（滞在・宿泊場所）の確保ができること等が
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確認できれば、現地代表は状況確認のために現地入りすることができ

る。理事会はその報告をもとに事業再開の有無について判断する。 

４．その他 

（１） 事業実績 （ア） 現在、実施中の事業（ＪＰＦ） 

イラク共和国キャンプ外難民・国内避難民への教育・越冬支援事業 フェー

ズⅣ 

（イ） 過去に実施した事業（ＪＰＦ） 

イラク共和国エルビル県のキャンプ外難民児童に対する教育支援フェーズ

Ⅲ 

イラク国クルド人自治区アルビル市のシリア難民児童への教育支援（フェー

ズⅡ） 

イラク国クルド人自治区アルビル市のシリア難民児童への教育支援（フェー

ズⅠ） 

イラク共和国エルビル県キャンプ外シリア難民への越冬支援と生活物資配

布事業 

イラク共和国エルビル県キャンプ外国内避難民への生活物資配布事業 

クルド人自治区のイラク国内避難民に対する越冬支援イラク国クルド人自

治区の首府アルビル市のシリア難民を対象とした越冬支援 

イラク国北部地域のシリア難民を対象とする支援事業策定のための基礎調

査 

（ウ） その他団体が実施中の事業（Ｎ連） 

カンボジア・2 州における農業協同組合の有機農産物販売強化を通じた貧

困削減事業フェーズⅠ 

カンボジア スバイリエン州小学校算数教育支援 

（２）現地提携団体 クルド教育省、イラク教育省 

*補修する校舎はクルド政府管轄のクルド校を国内避難民が使用して

いる状態のため、修繕に関する直接の許可、交渉はクルド教育省と行

っており、調査・調整に関する協力を承認するレターを受領している。

イラク教育省からは国内避難民の通っている学校のリストを受領し、

補修についてイラク政府側からの許可は必要ないので、クルド教育省、

各学校長との相談のうえ、進めてほしい旨、伝えられている。 

（３）特記事項 ・弊団体は、当該地でクルド教育省、イラク教育省と連携し、シリア難民児童

のための補習校・公立小学校開校各 1校、国内避難民児童・生徒のための

補習校・公立小学校開校、プレハブ校舎の建設各 1 校等を行ってきており、

実績を有している。 

・実施におけるジェンダーへの配慮として、教室、廊下、トイレの電

灯がつく、トイレへの三角コーナーの設置等により、特に女子生徒が

安心、安全、快適に学校生活を送れるよう配慮する。また、維持管理

について話し合うワークショップのメンバーを選出する際にはジェン

ダーに配慮し、女性の意見も反映した取り組みとなるよう努める。 
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「イラク共和国エルビル県学校補修事業」総括表 

                   団体名：認定 NPO 法人 IVY  

上位目標  

事業の必要性（背景） 
期待される成果 

（事業目標） 
成果を測る指標および確認方法 活動内容 

クルド自治区の公立校校舎は、築年

数は 10～30 年程度だが、度重なる

紛争等による物資不足により、粗悪

な建材、旧式設備の設置等が原因で

耐久性に乏しかったため、破損が多

い。そこで補修は僅々の課題だが、

経済危機の中、費用の捻出は困難な

状況となっている。 

【期待される成果】 

1．4 校の破損個所や

危険箇所等が計画

通りに補修される。 

 

【指標】 

・クルド教育省、イラク教育省、エンジニア、

校長、教頭が評価 10 項目 5 段階評価で補修工

事の品質を評価し、平均で 4 以上となる。 

【確認方法】 
・全員の評価票 

（開始前） 

・補修工事に関するクルド教育省およびイラク教育省と

の協議 

・学校訪問調査および学校長との協議 

・補修箇所・方法の決定 

1-1．業者選定および工事発注 

1-2．補修工事 

1-3．工事進捗および完成の確認 

 

PTA の中に維持管理部会が設置 

れているが、教員の給料 50%カット

と遅配、保護者の失業等により、担

い手不足で休眠状態となっている。 

2．8 校で教員と生徒

に維持管理の習慣

が定着する。 

 

【指標】 

・8 校の 8 割以上のクラスが 10 月から 5 月ま

で清掃活動を継続する。 

【確認方法】 

・弊団体スタッフによるモニタリングの記録 

 

2-1.広報チラシの配布 

2-2.ワークショップ開催（2 回） 

2-3.各校できれいな学校を保つための活動実施 

持続発展性 
1．工事完了後はクルド教育省と MOU を交わすため、教育省の責任により校舎の維持管理される。 

2．ワークショップ終了後に各校の校長と MOU を交わすため、日常のメンテナンスが本事業のワークショップを受けた校長や教頭

により担われていく。また、生徒対象にも広報活動やワークショップを行うことにより、清掃の習慣を身につくことにより、教

員や生徒の自助努力により、出来るだけ長期間の校舎の使用が可能となる。 

 

 


