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事業計画 概要表 

プログラム名 ミャンマー避難民人道支援プログラム（緊急対応期） 

事業名(日・英) 

バングラデシュ・コックスバザール県ミャンマー避難民に対する水衛生環境改善事業

Improve of Water, Sanitation and Hygiene for the displaced persons from Myanmar 

Refugees in Cox's Bazar District, Bangladesh 

開始日 2018 年 9 月 10 日 終了日 2019 年 9 月 9 日 日数 365 日間 

団体名 認定 NPO 法人 IVY 担当者名 安達 三千代 

事業目的 
キャンプ住民とホストコミュニティの住民の水とトイレへのアクセスを向上させ、住環

境を整える。衛生関連サービスの提供により、水因性疾病の防止を促す。 

事業概要 

本事業はコックスバザール県で行われる。コンポーネント 1 では、クトゥパロン難民キ

ャンプにおいて、深井戸掘削及び水衛生関連サービスの提供を行う。コンポーネント 2

では、同キャンプ内に衛生（浄化槽付）トイレの建設及びトイレ関連サービスの提供を

行う。コンポーネント 3 では、キャンプに隣接しているパロンカリユニオンのホストコ

ミュニティに対し、新たに深井戸を掘削し、水衛生関連サービスの提供を行う。 

事業内容（骨子のみ記入） 裨益者（誰が、何人） 

1.難民キャンプにおける深井戸掘削及び水衛生関連サービスの提供 

クトゥパロン難民キャンプにおいて、深井戸掘削、メンテナンス及び包括的な

水衛生関連サービス（衛生トレーニング、衛生キットの配布等）の提供を行う

ことで、キャンプ住民が水にアクセスできるように図ると共に、衛生意識を向

上させ、水因性疾病を防げるよう促す。 

避難民 10,000 人（20

基×500 人：女性 5,000

人、男性 5,000 人） 

2.難民キャンプにおける衛生トイレ建設及びトイレ関連サービスの提供 

クトゥパロン難民キャンプにおいて衛生（浄化槽付）トイレの設置、メンテナ

ンス及びトイレ利用に関するトレーニングの提供を行い、キャンプ住民が衛生

的なトイレにアクセスでき、衛生意識を向上させ、水因性疾病、排泄物による

感染症を防げるよう促す。 

避難民 3,600 人(90 基

×20 人：女性 1,800

人、男性 1,800 人) 

3.ホストコミュニティにおける深井戸掘削及び水衛生関連サービスの提供 

パロンカリユニオンの 2 村において新たに深井戸 20 基の掘削、メンテナンス及

び包括的な水衛生関連サービス（衛生トレーニング、衛生キットの配布等）の

提供を行うことで、水支援を行うと共に、衛生意識を向上させ、水因性疾病を

防げるよう促す。 

ホスト 2,500 人（20基

×125 人：女性 1,250

人、男性 1,250 人） 
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理論的枠組み（ログ・フレーム） 

事業目的（事業全体とし
て目指す成果） 

・キャンプ住民とホストコミュニティの住民の水とトイレへのアクセスを向上させ、住環境を整える。 

・衛生関連サービスの提供により、水因性疾病の防止を促す。 

現状（事業開始前） 目指す成果（事業終了時） 
目標値（成果を測る指標）と確認方
法 

成果のための活動 
✓ 前提条件 

◇ リスク、外部要因 

クトゥパロン難民キャン
プでは難民の数に対して
井戸の数がスフィアや
WASH クラスターの基準
を下回っている。 
ヘルスクラスターの 22 週
間による調査では、2018

年に入り毎週 4,000 ケー
ス以上の水因性による下
痢が報告されている。1 

生活環境が劣悪なだけで
なく、衛生知識が少ない
ため、適切な衛生行動を
取れていないことも大き
いと考えられている。 

 

 

1-1 約 10,000 人が、１年
を通して安全な水にアクセ
スが出来る。 

1-2 住民の衛生意識が向上
し適切な衛生行動が促され
る。 

1-1 井戸から汲み上げた 

100ml あたりの水に、大腸菌がな
いことが水質検査で確認される。 

・1 人 1 日あたり 10－15 リットル
の水を使用できる。 
・井戸の給水所での待ち時間は最大
で 30 分間となる。 
・井戸から各家までの距離は 200 メ
ートル以内となる。 
・ 同じ井戸を使用する人数は最大
で 500 人となる。 

 

1-2 720 フィートの深さの乾季に枯
れない深井戸が 20 基建設され、
コックス県に引き渡される。 

1-3 2,000 世帯に対し、ファシリテ
ーターによる水衛生トレーニン
グが開催される。 

1-4 2,000世帯のうちの 6割が継続的
に衛生キットを受領する。 

1-5 20 名の清掃ボランティアが清掃
キットを受領する。 

確認方法 

1-1-水質検査報告書、モニタリング

1-1 政府機関 Refugee Relief & 

Repatriation Commissioner（以下
RRRC）・現地提携団体ムクティ・コ
ックスバザール（以下ムクティ）と
の協議、WASH クラスターミーティ
ング・キャンプ WASH コーディネー
ションミーティングとの調整 

1-2 アセスメント 

1-3 水衛生トレーニング  

1-4 清掃トレーニング 

1-5 井戸掘削と掘削工事のモニタリン
グ、水質検査 

1-6 譲渡・贈呈 

1-7 掘削後のモニタリング及び管理と
修理 

1-8 衛生キットの追加配布 
 

 バングラデシュ政府が
FD7 を発行する。 

◇ バングラデシュ政府によ
る FD7 発行が遅れる。 

 

 井戸建設中、モンスー
ン・サイクロンの影響を
受けない。 

◇ モンスーン・サイクロン
により、井戸の建設が遅
れる。 

 
1 Health Cluster, 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/healthsectorcxbbanbulletin_no5.pdf 
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報告書 

1-2 施工業者からの完了報告書、コ
ックスバザール県の受領書 

1-3 出席簿 

1-4 受領書 

クトゥパロン難民キャン
プでは避難民の数に対し
てトイレがスフィアや
WASH クラスター基準よ
り少ない。 

ヘルスクラスターの 22 週
間による調査では、2018

年に入り毎週 4,000 ケー
ス以上の水因性による下
痢が報告されている。  

生活環境が劣悪なだけで
なく、衛生知識が少ない
ため、適切な衛生行動を
取れていないことも大き
いと考えられている。 

2-1約 3,600人が衛生トイレ
にアクセスが出来る。 

2-2 住民の衛生意識が向上
し適切な衛生行動が促され
る。 

2-1 鍵付きの男女別衛生トイレが 90

基建設され、コックスバザール県に
引き渡される。 

・同じトイレを使用する人数は最大
で 20 人となる。 

・トイレから各家までの距離は 50

メートル以内となる。 

2-2 720 世帯に対しファシリテータ
ーによるトイレ利用に関するトレー
ニングが開催される。 

2-3 720 世帯のうちの 6 割が継続的
に衛生キットを受領する。 

2-4 90 名の清掃ボランティアが清掃
キットを受領する。 

2-5 浄化槽の充足率が 80％超えた場
合には、2 週間以内に汲み取りが行
われる。 

 

確認方法 

2-1 施工業者からの完了報告書、コ
ックスバザール県の受領書、モニタ
リング報告書 
2-2 出席簿 

2-3   住民の受領書 

2-4   清掃ボランティアの受領証 

2-5 モニタリング報告書 

2-1 RRRC・ムクティとの協議
/WASH クラスターミーティング・キ
ャンプ WASH コーディネーションミ
ーティングとの調整 

2-2 アセスメント 

2-3 トイレ利用に関するトレーニング 

2-4 清掃トレーニング 

2-5 衛生トイレ建設と建設工事のモニ
タリング  

2-6 譲渡・贈呈 

2-7 モニタリング 

2-8 修理・汲み取り 

2-9 衛生キットの追加配布 

 バングラデシュ政府が
FD7 を発行する。 

◇ バングラデシュ政府によ
る FD7 発行が遅れる。 

 

 トイレ建設中、モンスー
ン・サイクロンによる影
響を受けない。 

◇ モンスーン・サイクロン
による影響でトイレの建
設が遅れる。 
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キャンプの井戸の影響
で、村の地下水位が低下
し、井戸が枯渇してきて
おり、十分な生活用水を
確保できない。 

生活環境が劣悪なだけで
なく、衛生知識が少ない
ため、適切な衛生行動を
取れていないことも大き
いと考えられている。 

3-1 約 2,500人が 1年を通し
て安全な水にアクセス出来
る。 
3-2 住民の衛生に対する意
識が向上し適切な衛生行動
が促される。 

3-1 井戸から汲み上げた 

100ml あたりの水に、大腸菌がな
いことが水質検査で確認される。 

・1 日あたり 10 ~15 リットルの水を
使用できる。 

・井戸の給水所での待ち時間は最大
で 30 分間となる。 

・井戸から各家までの距離は 200 メ
ートル以内となる。 

・同じ井戸を使用する人数は最大で
125 人となる。 

3-2 720 フィートの深さの乾季に枯
れない深井戸が 20 基建設され、
コックスバザール県に引き渡さ
れる。 

3-3 500 世帯に対し、ファシリテー
ターによる水衛生トレーニング
が開催される。 

3-4 500 世帯のうちの 8 割が継続的
に衛生キットを受領する。 

3-5 20 名の清掃ボランティアが清掃
キットを受領する。 

確認方法 

3-1 水質検査報告書、モニタリング
報告書 

3-2 施工業者からの完了報告書、コ
ックスバザール県の受領書 

3-3 出席簿 

3-4 受領書 

3-5 清掃ボランティアの受領書 

3-1 RRRC・ウキヤ郡水衛生局との協
議 

3-2  アセスメント 

3-3  水衛生トレーニング 

3-4 清掃トレーニング 

3-5 井戸掘削と掘削工事のモニタリン
グ、水質検査 

3-6 譲渡・贈呈 

3-7 掘削後のモニタリング及び管理と
修理 

3-8 衛生キットの追加配布 

 バングラデシュ政府が
FD6 を発行する。 

◇ バングラデシュ政府によ
る FD6 発行が遅れる。 

 

 井戸建設中、モンスー
ン・サイクロンによる影
響を受けない。 

◇ モンスーン・サイクロン
による井戸の建設が遅れ
る。 
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事業進捗状況管理表 

（それぞれの活動に対し、計画時のものを上に、実績及び修正したものを下に表す。） 

成果のための活動 月 

次 1 

月

次 2 

月 

次 3 

月 

次 4 

月 

次 5 

月 

次 6 

月 

次 7 

月 

次 8 

月

次 

9 

月

次 

10 

月

次

11 

月 

次 

12 

１．コンポーネント 1 難民キャンプにおける深井戸掘削及び水衛生関連サービスの提供 

1-1 RRRC・ムクティとの

協議/WASH クラスターミ

ーティング・キャンプ

WASH コーディネーショ

ンミーティングとの調整 

            

1-2 アセスメント             

1-3 水衛生トレーニング             

1-4 清掃トレーニング             

1-5 井戸掘削と掘削工事の

モニタリング、水質検査 

            

1-6 譲渡・贈呈             

1-7 掘削後のモニタリング

及び管理と修理 

            

1-8 衛生キットの追加配布             

２．コンポーネント 2 難民キャンプにおける衛生トイレ建設及びトイレ関連サービスの提供 

2-1 RRRC・ムクティとの

協議/WASH クラスターミ

ーティング・キャンプ

WASH コーディネーショ

ンミーティングとの調整 

            

2-2 アセスメント             

2-3 トイレ利用に関するト

レーニング 

            

2-4 清掃トレーニング             

2-5 衛生トイレ建設と建設

工事のモニタリング 

            

2-6 譲渡・贈呈             

2-7 モニタリング             
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2-8 修理、汲み取り             

2-9 衛生キットの追加配布             

３．コンポーネント 3 ホストコミュニティにおける深井戸掘削及び水衛生関連サービスの提供 

3-1 RRRC、ウキヤ郡水衛

生局との協議 

            

3-2 アセスメント             

3-3 水衛生トレーニング             

3-4 清掃トレーニング             

3-5 井戸掘削と掘削工事の

モニタリング、水質検査 

            

3-6 譲渡・贈呈             

3-7 掘削後のモニタリング

及び管理と修理 

            

3-8 衛生キットの追加配布             
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事業計画書 

 

1. プログラム名 ミャンマー避難民人道支援プログラム （緊急対応期）  

 

2. 事業名 バングラデシュ・コックスバザール県ミャンマー避難民に対する水衛生環境改善事業         

 

3. 団体名 認定 NPO 法人 IVY  

 

4. 事業期間     2018 年 9 月 10 日 ～2019 年 9 月 9 日 （365 日間） 

  

5. 予算      56,562,346 円（うちＪＰＦ助成額 56,562,346 円、自己資金 0 円） 

（希望する助成区分：政府支援金、民間資金） 

 

6. 国内担当者名 安達 三千代  

 

7. 事業目的 

キャンプ住民とホストコミュニティの住民の水とトイレへのアクセスを向上させ、住環境を整え

る。衛生関連サービスの提供により、水因性疾病の防止を促す。 

 

8. 事業概要 

本事業はコックスバザール県で行われる。コンポーネント 1 では、クトゥパロン難民キャンプにお

いて、深井戸掘削及び水衛生関連サービスの提供を行う。コンポーネント 2 では、同キャンプ内に

衛生（浄化槽付）トイレの建設及びトイレ関連サービスの提供を行う。コンポーネント 3 では、キ

ャンプに隣接しているパロンカリユニオンのホストコミュニティに対し、新たに深井戸を掘削し、

水衛生関連サービスの提供を行う。 

 

9. 事業内容 

 

（１）難民キャンプにおける深井戸掘削及び水衛生関連サービスの提供 

 

1-1 RRRC・ムクティとの協議/WASHクラスターミーティング・キャンプ WASHコーディネーショ

ンミーティングとの調整 

月次 1〜2 に WASH クラスターミーティングと調整し、クトゥパロン難民キャンプ内で井戸の需要

に対し供給が追いついていないキャンプの選定を行う。選定後、政府から各キャンプに派遣されて

いる Camp in Charge（以下 CiC）に報告の上、キャンプ WASH コーディネーションリードおよび

パートナー団体と調整を行う。またクトゥパロン難民キャンプでは、これまで掘削された浅井戸に

より、下流に位置するホストコミュニティの井戸が枯れたことを受けて、RRRC より建設場所が制

限されているが、「チャイルドフレンドリースペース（以下 CFS）」「ラーニングセンター(以下

LC)」、「ウーマンフレンドリースペース(以下 WFS)」に隣接した場所であれば RRRC より建設が認

められている。そのため、RRRC と協議を進め、キャンプで未だ隣接したところに井戸がない

CFS、LC、WFS を選定し、選出後には、他団体と重複しないようクラスターおよびキャンプ

WASH コーディネーションミーティングへ報告する。 

 

1-2 アセスメント 

月次 1～12、建設前のアセスメントとして、１地区につき成人男女 2 名ずつ、5~18 歳の子ども男女

1 名ずつ、60 歳以上の高齢者男女 1 名ずつ、井戸を使用できる程度の軽度の障碍者男女 1 名ずつの

計 10 人を対象に対して「使いやすい井戸」について 1 人ずつ聞き取りを行う。これを 3 地区で行

い、井戸の設置場所、設備の使いやすさ、女性の使用時間等について配慮する。アセスメントは建

設後の月次 6、月次 12 にも使用感などについて調査を行う。 

 

1-3 水衛生トレーニング 

月次 3〜4、建設する深井戸周辺に住む約 2,000 世帯を対象にファシリーテーターによる水衛生トレ



2018 年 4 月 24 日申請   2018 年 9 月 10 日改訂  改訂番号：07 

認定 NPO 法人 IVY 

ジャパン・プラットフォーム提出用 （フォントはＭＳ明朝、10.5 ポイントを使用のこと。） 

- 8 - 

ーニングを実施する。その理由は、住民の衛生意識の向上と疾病拡大の予防である。1 回のトレー

ニングにつき、世帯の代表者 1 名ずつ、約 30 人を CFS や配布場所等の貸会場を借りて集め、座学

と実地のトレーニングを計 67 回(2,000 世帯÷30 人＝67 回)実施する。トレーニングは、男女別に

行う。 

座学では、水が汚染される原因と予防策、水因性疾病の説明を元に、住民の健康被害を防ぐために 

①ゴミ（特に腐敗を伴い、大腸菌などの汚染源となるもの）を井戸周辺に散在させない 

②井戸周辺及び井戸上流で排泄しない 

③排泄後や調理前、食事前に手を洗う 

④生水をそのまま飲まない。沸かしてから飲むか、沸かせない場合はアクアタブ（英語名

Aquatab、塩素系水浄化用の錠剤）を使用してから飲む 

⑤調達後の水の管理方法 

等が重要であることを説明する。 

また、井戸の適切な使用方法についても説明を行う。その後、実地で手の洗い方、井戸の利用方

法、アクアタブの使用方法等を指導し、衛生キット（石鹸、アクアタブ）の配布を行う。 

 

1-4  清掃トレーニング 

月次 3〜4、井戸を利用する 2,000 世帯から選出された衛生に関心のある 20 人の清掃ボランティア

（無償）に対して、衛生促進のため、井戸が適切に管理されるよう、清掃方法についてトレーニン

グを行う。また清掃キット（ブラシ、石鹸）の配布を行う。 

 

1-5  井戸掘削と掘削工事のモニタリング、水質検査 

月次 3〜5 にかけて、CFS 等に隣接した場所に 720 フィートの井戸を 20 本掘削する。井戸掘削中

は、ムクティのエンジニアにより、井戸が適切な場所に設置されていること、設計書の仕様と材料

に添って掘削されていることなどモニタリングを行い、また安全管理にも十分な注意を払う。ま

た、スフィア・スタンダードの給水、衛生、衛生促進に関する最低基準における給水基準 2 :水質を

参照し、「100ml あたりの水に含まれる大腸菌がない 」ことを公衆衛生工学局(Department of 

Public Health Engineering 以下 DPHE)の試験所、またはバングラデシュ農村向上委員会

（Bangladesh Rural Advancement Committee、以下 BRAC）の試験所で水質検査をする。 

 

1-6 譲渡・贈呈 

月次 4〜6、掘削された井戸は、譲渡・贈呈時にはコックスバザール県とムクティ及び IVYが了解覚

書（Memorandum of Understanding、以下 MoU）を締結する。また譲渡後に井戸が住民自身によ

って適切に管理されるように、井戸の裨益者となるエリアのリーダーに対して、井戸の適切な使い

方、定期的な清掃と管理方法の説明を行う。 

 

1-7  掘削後のモニタリング及び管理と修理 

月次 4～12、モニタリングスタッフによる井戸のモニタリングは、住民対象と清掃ボランティア対

象の 2 種類を設ける。 

 

【住民対象】 

モニタリングの実施時期は、建設前をベースラインサーベイとし、設置後 1 週間以内に 1 回、月次

8 に 1 回、月次 12 に 1 回の計 4 回行い、最終調査をエンドラインサーベイとする。 

住民への調査方法は、井戸 1 基に対し、その井戸に水を汲みに来た人 10 人を対象に実施する。 

調査内容は以下のとおりである。 

①その日水汲みに行った回数 

②1 回あたりに汲むバケツ（容器）の個数、バケツ（容器）の容量、各世帯の人数 

 ※②の質問を行い、1 日 1 人当たりの水の使用量を算出する 

③井戸の待ち時間 

 ※井戸が最も込み合う時間帯を選択し、10 人の井戸の待ち時間を計測し、平均待ち時間を算出す

る 

④各家から井戸までの距離 
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⑤手洗いの習慣（料理前、排泄後に手を洗っているか等） 

⑥ごみ処理の方法 

⑦井戸から汲んできた水の処理方法（煮沸、アクアタブ） 

これらの質問を点数化し、行動の変化を計測する。 

 

【清掃ボランティア対象】 

モニタリングスタッフが、井戸１基に対し、月に一度、井戸の現場確認や清掃ボランティアに聞き

取りをする。 

モニタリング項目は以下のとおり。 

①井戸が譲渡前の取り決め通りに管理されているか 

②衛生的な状況で使用されているか 

③井戸の水の出具合 

④手押しポンプ等に損壊している箇所がないか 

⑤井戸及び周辺にゴミが落ちていないか 

⑥キャンプ住民による井戸の使用状況  

 

モニタリングスタッフは毎月のモニタリング後にムクティ及び IVY に対して、モニタリングレポー

トを提出する。 

 

修理が必要な箇所が見つかった場合にはエンジニアに報告する。 

エンジニアは現場を再確認の上、費用がかからない場合はすぐに修理する。費用がかかる場合は稟

議書を上げて、コーディネーター、IVY に判断を仰ぐ。 

 

1-8 衛生キットの追加配布 

月次 5〜12、6週間間隔でモニタリングスタッフによる衛生キット（アクアタブ、石鹸）の追加配布

を行う。 

 

 

（２）難民キャンプにおける衛生トイレ建設及びトイレ関連サービスの提供 

 

2-1 RRRC・ムクティとの協議/WASHクラスターミーティング・キャンプ WASHコーディネーショ

ンミーティングとの調整 

月次 2〜4、 WASH クラスターミーティングと調整し、クトゥパロン難民キャンプ内でニーズとの

ギャップが埋まっていないキャンプの選定を行う。選定後、CiC に報告の上、キャンプ WASH コー

ディネーションリードおよびパートナー団体と調整を行う。キャンプ選定後はムクティと協議を進

め、キャンプ内でトイレへのアクセスが難しいエリアを選出する。選出後には、他団体と重複しな

いようにクラスターおよびキャンプ WASH コーディネーションミーティングに報告する。 

 

2-2 アセスメント 

月次 2～12、建設前のアセスメントとして、１地区につき、成人男女 2 名ずつ、5~18 歳の子ども男

女 1 名ずつ、60 歳以上の高齢者男女 1 名ずつ、障碍者男女 1 名ずつの計 10 人を対象として「使い

やすいトイレ」について 1 人ずつ聞き取りを行う。これを 3 地区で行う。アセスメントは建設後の

月次 7、月次 12 にも使用感などについて調査を行う。 

 

2-3  トイレ利用に関するトレーニング 

月次 4〜6、これから設置するトイレを使用する予定の約 720 世帯を対象にファシリーテーターによ

るトイレ利用に関するトレーニングを実施する。その理由は、住民の衛生意識の向上と病害虫、感

染症拡大の予防である。1 回のトレーニングにつき、世帯の代表者 1 人ずつ、約 30 人を CFS 等の

貸会場を借りて集め、座学と実地のトレーニングを計 24 回（720 世帯÷30 世帯＝24 回）実施す

る。トレーニングは、男女別に行う。 

座学では、住民の健康被害を防ぐために、 

① 排泄物に含まれる病害虫の危険性と発症の予防策 
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② ゴミ（特に腐敗を伴い、大腸菌などの汚染源となるもの）の処理方法 

③ 排泄後の処理方法 

④ トイレで出たゴミの処理方法 

⑤ 家庭で出た排泄物（赤ちゃん及び高齢者の排泄物など）の処理方法 

⑥ 排泄後や調理前、食事前の手の洗い方 

⑦ トイレの利用方法 

等に関して説明する。 

その後、実地でトイレの利用方法、手の洗い方、アクアタブの使用方法などを指導し、衛生キット

（石鹸、アクアタブ）の配布を行う。 

 

2-4  清掃トレーニング 

月次 4〜6、各エリアから選出された、衛生に関心のある 90 人の清掃ボランティア（無償）に対し

て、地域の衛生促進のためにトイレが適切に管理されるよう、正しい使用方法をトレーニングする

と共に、トイレの清掃方法についてトレーニングを行う。また清掃用品（トイレ用洗剤、ブラシ、

石鹸）の配布を行う。 

 

2-5 衛生トイレ建設と建設工事のモニタリング 

月次 4〜8 にかけて 2 槽式浄化衛生トイレ（以下衛生トイレ）を 90 基建設する。エンジニアによる

衛生トイレ建設モニタリングは、①トイレが適切な場所に設置されていること②設計書の仕様と材

料に添って建設されていることを確認する。 

 

2-6 譲渡・贈呈 

月次 5〜9、建設された衛生トイレは、譲渡・贈呈時にはコックスバザール県とムクティ及び IVYが

MoU を締結する。また譲渡後に衛生トイレが住民自身によって適切に管理されるように、衛生トイ

レの裨益者となる設置エリアのリーダーに対して、トイレの適切な使い方、メンテナンスが必要な

部分と交換時期、定期的な清掃と管理方法の説明を行う。 

 

2-7 モニタリング 

月次 4～12、モニタリングスタッフによる井戸のモニタリングは、住民対象と清掃ボランティア対

象の 2 種類を設ける。 

ベースラインサーベイでは、対象エリアにおけるトイレ建設前のし尿処理方法・汲み取り頻度、ト

イレまでの距離、トイレで使用する水の調達方法、トイレ内で出たゴミ処理の方法や排泄後の手洗

いの習慣を調査する。その後 8 ヶ月間のモニタリングの後のトイレの使用状況及びゴミ処理・手洗

いなど衛生に関わる行動の変化を点数化し、エンドラインサーベイとする。 

 

【住民対象】 

モニタリング実施時期は、設置前をベースラインサーベイとし、設置後 1 週間 1 内に 1 回、月次 8

に 1 回、月次 12 に 1 回の計 4 回行い、最終調査をエンドラインサーベイとする。 

住民への調査方法は、トイレ 1 基に対し 4 人に行う。 

調査内容は以下のとおりである。 

①手洗いの習慣について（排泄後、調理前、食事前に手を洗っているか） 

②トイレ内で出たゴミ処理の方法 

③各家庭からトイレまでの距離 

これらの質問を点数化し、行動の変化を計測する。 

 

【清掃ボランティア】 

モニタリングスタッフが、トイレ１基に対し、月に一度、トイレの現場確認や各トイレの清掃ボラ

ンティアに聞き取りをする。 

モニタリング項目は以下のとおり。 

 

①トイレが譲渡前の取り決め通りに管理されているか 
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②衛生的な状況で使用されているか（汚れたままになっていないか） 

③ドア等損壊している箇所がないか 

④トイレ内及び周辺にゴミが散乱していないか 

⑤浄化槽の換気口が詰まっていないか 

⑥ 浄化槽の充足率 

⑦住民のトイレの使用状況（マナー等） 

モニタリング後にモニタリングスタッフはムクティ及び IVY に対して、毎月モニタリングの結果を

報告する。 

修理が必要な箇所が見つかった場合にはエンジニアに報告する。 

エンジニアは現場を再確認の上、費用がかからない場合はすぐに修理する。費用がかかる場合は稟

議書を上げて、コーディネーター、IVY に判断を仰ぐ。 

 

2-8 修理、汲み取り 

月次 5～12、エンジニアは、損壊などトイレに関する問題が起きているとモニタリングスタッフか

ら報告があり、修理が必要と判断された際はその修理に当たる。また、浄化槽の充足率が 8 割を超

え、汲み取り時期が近づいているトイレに対しては 2 週間以内に汲み取りを行う。（汲み取りをして

くれる有償ボランティアを雇う。） 

 

2-9 衛生キットの追加配布 

月次 6〜12、6週間間隔でモニタリングスタッフによる衛生キット（アクアタブ、石鹸）の追加配布

を行う。 

 

 

（３）ホストコミュニティにおける深井戸掘削及び水衛生関連サービスの提供 

 

3-1 RRRC・ウキヤ郡水衛生局との協議 

月次 4〜5、ホストコミュニティに対する井戸建設に関して RRRC、ウキヤ郡水衛生局と協議し、対

象となる 2 村の中の地域を最終的に選出し決定する。 

 

3-2 アセスメント 

月次 3～12、建設前のアセスメントとして、１村につき成人男女 2 名ずつ、5~18 歳の子ども男女 1

名ずつ、60 歳以上の高齢者男女 1 名ずつ、井戸を使用できる程度の軽度の障害者男女 1 名ずつの計

10 人を対象に「使いやすい井戸」について 1 人ずつ聞き取りを行う。これを 2 村（1 村につき 3

回）実施する。建設後、月次 7、月次 12 にも使用感や意見を聞く。 

 

3-3 水衛生トレーニング 

月次 5〜6、対象地域住民に対してファシリテーターによるトレーニングを実施する。 

内容は、P8 「1-3 水衛生トレーニング」参照。 

各トレーニング、500 世帯対象。30 人×16 回、20 人×1 回で実施する。 

 

3-4 清掃トレーニング 

月次 5〜6、井戸を利用する 500 世帯から選出された衛生に関心のある 20 人の清掃ボランティア

（無償）に対して、衛生促進のため、井戸が適切に管理されるよう、清掃方法についてトレーニン

グを行う。また清掃キット（ブラシ、石鹸）の配布を行う。 

 

3-5 井戸掘削と掘削工事のモニタリング、水質検査 

月次 5〜6 にかけて 720 フィートの井戸を 20 本掘削する。その際のエンジニアによる井戸掘削モニ

タリングは、①井戸が適切な場所に設置されていること②設計書の仕様と材料に添って掘削されて

いることを確認する。また、スフィア・スタンダードの給水、衛生、衛生促進に関する最低基準に

おける給水基準 2 :水質を参照し、「100ml あたりの水に含まれる大腸菌がない」ことを DPHE の試

験所、または BRAC で水質検査を行い確認をする。 
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3-6 譲渡・贈呈 

月次 6〜7、掘削された井戸は、譲渡・贈呈時にはコックスバザール県とムクティ及び IVY が MoU

を締結する。 また譲渡後に井戸が住民自身によって適切に管理されるように、井戸の裨益者となる

村のリーダーに対して、井戸の適切な使い方、メンテナンスが必要な部分と交換時期、定期的な清

掃と管理方法の説明を行う。 

 

3-7 掘削後のモニタリング及び管理と修理 

月次 6〜12 、モニタリングスタッフによるモニタリングは、住民対象とエリアのリーダー・清掃ボ

ランティア対象の 2 種類を設ける。 

 

【住民対象】 

モニタリングの実施時期は、建設前をベースラインサーベイとし、設置後 1 週間以内に 1 回、月次

9 に 1 回、月次 12 に 1 回の計 4 回行い、最終調査をエンドラインサーベイとする。 

住民への調査方法は、井戸 1 基に対し、その井戸に水を汲みに来た人 10 人を対象に実施する。 

調査内容は以下のとおりである。 

①その日水汲みに行った回数 

②1 回あたりに汲むバケツ（容器）の個数、バケツ（容器）の容量、各世帯の人数 

 ※②の質問を行い、1 日 1 人当たりの水の使用量を算出する 

③井戸の待ち時間 

 ※井戸が最も込み合う時間帯を選択し、10 人の井戸の待ち時間を計測し、平均待ち時間を算出す

る 

④各家から井戸までの距離 

⑤手洗いの習慣（料理前、排泄後に手を洗っているか等） 

⑥ごみ処理の方法 

⑦井戸から汲んできた水の処理方法（煮沸、アクアタブ） 

これらの質問を点数化し、行動の変化を計測する。 

 

【エリアのリーダー・清掃ボランティア対象】 

モニタリングスタッフと衛生局スタッフがいっしょに、掘削後、井戸が衛生的かつ継続的に使用さ

れているか確認するために、月に一度全 20基の使用状況や井戸の裨益者となるエリアのリーダー・

清掃ボランティアに以下の項目について聞き取りを行う。 

 

①井戸が譲渡前の取り決め通りに管理されているか 

②衛生的な状況で使用されているか 

③手押しポンプ等で損壊している箇所がないか 

④井戸及び周辺の環境 

⑤住民による井戸の使用状況 

⑥井戸の水の出具合 

 

モニタリングスタッフはモニタリング後にムクティ及び IVY に対してモニタリングレポートを提出

する。修理が必要な箇所が見つかった場合にはエンジニアと衛生局スタッフに報告する。 

エンジニアと衛生局スタッフは現場を再確認の上、費用がかからない場合はすぐに修理する。費用

がかかる場合は稟議書を上げて、コーディネーター、IVY に判断を仰ぐ。 

 

3-8 衛生キットの追加配布 

月次 6〜12、6週間間隔でモニタリングスタッフによる衛生キット（アクアタブ、石鹸）の追加配布

を行う。 

 

 

10．事業の背景 

（１）対象地における被災者の状況 

7 月 15 日現在、889,284 人（204,788 世帯）がミャンマーから避難し、バングラデシュ南東部の
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コックスバザール県の難民キャンプやホストコミュニティで避難生活を送っている 1。しかし、半島

部の小高い山々の森を伐採して造成したキャンプであるため、その斜面に建設されているシェルタ

ーも地滑り等、自然災害リスクに直面している。 

 

中でも「クトゥパロン難民キャンプ」（Kutupalong Expansion Site）は、63 万人が暮らしている

最大のキャンプであるが、このようなリスクを察知して、モンスーンに入る前から、西側の森を伐

採して、キャンプ 17～20 およびキャンプ 4Ext、キャンプ 20Ext を拡張して、リスクの高い土地に

シェルターのある住民をこれらの拡張エリアに移住させることが計画され、造成工事が行われてい

る。7 月 29 日時点で地滑りのリスクがある 22,726 人を含む 38,327 人が新しいエリアへの移動して

いる。8 月中には 5,151 人が移動を予定している。2 

 

 一方、92万人の避難民を抱えているのが、33万人のホストコミュニティである。特にクトゥパロ

ン難民キャンプに隣接するコミュニティの影響は、環境、生活、経済等、多方面にわたっているた

め、地元行政から弊団体に対しても、避難民だけでなく、様々な被害を蒙っているホストコミュニ

ティへの支援も行うよう強く要請されている。 

 

（２）課題・ニーズの分析 

＜キャンプの水、トイレにおけるニーズついて＞ 

井戸については WASH クラスターの最低基準である「1 人 1 日あたり 10〜15 リットルの水を利

用できる」に対し、15 リットルの水へアクセスできていない割合は 32％に及んでいる。3また、難

民キャンプ造設時に掘られた浅井戸を利用しているため、乾季になると水が枯渇してしまい、十分

に水が出ない状態である。同地では 720 フィート深掘りをすれば豊富な湧水層にぶつかり水源が確

保できる状態にあるので、年間を通じて水にアクセスできるようにするには、深井戸の建設が望ま

れている。 

 

トイレについては、WASH クラスターコーディネーターの話によると「トイレ 1 つにつき 50 人

利用という基準で 2017 年 9 月～2018 年 2 月まで第一段階は進めてきたが、今後はスフィア・スタ

ンダードに沿ってトイレ 1つにつき 20人利用という基準で建設を進めたい」との説明があった。し

かしクトゥパロン難民キャンプ 22 地区の水アクセス、衛生状況を比較したところ、「安全で機能し

ているトイレ一基あたりの使用人数」で 20人を下回っているキャンプは 3地区に留まっており、今

尚 8 割が 21 人以上で一基のトイレを使用していることが分かった。 

 

現地では 6 月より本格的なモンスーンに入り、7 月最終週には 853 ミリの大雨を記録している。

そのため、7 月 17 日～7 月 30 日までの 2 週間で 433 基のトイレが閉鎖され、閉鎖されたトイレの

累計は 7,353 基に上っている。また、同じくこの 2 週間で、地滑りや洪水のリスクが高い場所にあ

るトイレの浄化槽を空にする取り組みも行われており、累計で 7,559 基に上っている4。 

 

拡張エリアへの転居の他、閉鎖されたり使用できない井戸やトイレの数も増加しているため、新

たな井戸、トイレのニーズは以前にも増して高まっていると言える。 

 

一方で、生活環境が劣悪なだけでなく、衛生知識が少ない、適切な衛生行動がとれていない等の

背景から、7月 24日から 30日の 1週間で 3,336 件の急性水因性下痢が報告されている5。WASH ク

ラスターでは以前から衛生キットの配布を行っているが、まだ 25％が受け取ることができていな

い。クラスターでは引き続き、下痢や感染症を防止するため難民の衛生環境改善が求められてお

 
1 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/64838 
2 https://reliefweb.int/report/bangladesh/iscg-situation-report-rohingya-refugee-crisis-cox-s-

bazar-2-August-2018 
3 同上 
4 SITUATION REPORT ROHINGYA REFUGEE CRISIS Cox’s Bazar 2 August 2018 
5 同上 
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り、衛生キットの配布及び使用と手洗いなどの予防活動の啓発活動を推奨しており6、現在、国際移

住機関（Intenational Organization for Migration、以下 IOM）が中心となり衛生キット配布のた

めのルートづくりが進められている7。 

 

<ホストコミュニティにおける水のニーズについて> 

ウキヤ郡庁舎によると、ホストコミュニティの中でもクトゥパロン難民キャンプの南側に位置す

るパロンカリユニオンも、避難民による影響を受けているコミュニティの一つである。ここでは避

難民による大量の地下水汲み取りに起因した地下水位の低下によって、元々地元民が使ってきた井

戸の中で既に水が枯れてしまったものも出てきている。ウキヤ郡庁舎はその中でも最も井戸の枯渇

が深刻な村としてムサコラ村とテルコラ村の 2 村を挙げた。実際に２村における井戸の枯渇状況を

確認したところ、難民流入後、ムサコラ村では 30〜40％、テルコラ村では 60〜70％の井戸が枯渇

している。また、WASH クラスターのパートナー団体による衛生キットの配布も進んでおらず、約

1.6%にあたる 1,050 世帯にしか行き届いていない8。 

 

（３）対象地における紛争分析・配慮 

2017 年 11 月、バングラデシュ・ミャンマー政府間でミャンマーからの難民帰還についての取り

決めがされたが、運用については今も議論中である。現在、ミャンマー3 州へ国連が入ることが出

来ず、同国で避難民支援が十分にできるのか調査ができていない。今後、3 州へ入り、十分な人道

支援が出来る状況になれば、国連で帰還に向けた動きを開始するという。現在のところ、2 国間の

明確な姿勢が見えておらず、避難生活は長期化が予想される。そのため、バングラデシュ自体の経

済状態への配慮は重要なカギを握る。バングラデシュの一人当たり実質 GDP（2016 年）は 70 ドル

と大変低い。事業対象地であるコックスバザール県住民の生計は農業が主であるが、2017 年 8 月以

降、大量の避難民が流入し、彼らの耕作地の多くが難民キャンプとして利用されることになった。

また日雇い等の仕事もより賃金の安いロヒンギャ難民へ流れている。そのためホストコミュニティ

の人々の生計手段が奪われており、ホストコミュニティの難民に対する反感は徐々に高まってい

る。このような状況を受け、RRRC からも 3 割をホストコミュニティ支援へと要請されているた

め、弊団体としても配慮すべきであると考えている。 

 

 

11．他のアクターとの連携・調整 

（１）支援分野別クラスターの政策・計画における本事業の位置づけ 

WASH 分野： 

3月・4月と現地調査に 2回赴き、その都度、クラスターコーディネーターと面談して、より現在の

遵守すべきスタンダードに関して状況を聞いた。トイレについては 2018 年 2 月までは 50 人で一つ

のトイレを利用という目標であったが、3 月より 20 人で一つのトイレを利用という目標へシフトし

た。このため、今までの 2.5 倍のトイレが必要とされる。またトイレ・井戸ともに工事期間のモニ

タリング、工事後のメンテナンスを行うことがコーディネーターより推奨されている。 

 

（２）受入国政府当局との連携・調整 

本事業は RRRC の要請方針に基づき、ムクティとともに実施を進める。ムクティはこれまで国連

や他の NGO と共にサイクロン対応を含む 32 のプロジェクトを実施してきた実績があり、現在ミャ

ンマー避難民やホストコミュニティを対象とした 22 のプロジェクトを実施している。3 月 19 日、

 
6 WASH Sector Strategy For Rohingya Influx March to December 2018, p19「Household Water 

Treatment」https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/wash-

sector-cxb-2018-strategy 
7 IOM, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018-07-

26%20-%20IOM%20Rohingya%20Crisis%20Response%20-%20External%20Sitrep.pdf 
8 WASH「Support to Bangladesh Host Communities and Institutions in the Rohingya Refugee 

Response」

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fi

les/wash-07052018-wash_sector_host_community_plans_and_activities-n.pdf 
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RRRC 代表を表敬訪問した。 

キャンプにおける活動に対しては CiC およびキャンプマネージャーと調整を行う。またホストコ

ミュニティにおいては 4月 23日ウキヤ郡を表敬訪問し、ホストコミュニティへの実施はウキヤ郡地

方政府代表およびウキヤ郡衛生局エンジニアとの調整の上行うことの確認をした。 

 

（３）その他のアクターとの連携・調整 

Save the Children International には 3 月、難民を助ける会（AAR）には 4 月の現地調査で現地

駐在員の方から事業実施に係る情報や注意点等をご教示いただいた。事業開始後も助言を仰いでい

きたい。 

 

 

12. 人道支援の質とアカウンタビリティに関する必須基準への適合性 
 

（１）支援セクターで定められた最低基準をどのように順守するか 

WASH 分野 

・WASH クラスターへの定期的な出席を通して、井戸やトイレの設置基準・場所の選定、水衛生及

び感染症への対応などについて、他機関や他団体と情報を交換し協議を行う。 

・給水施設：コックスバザール県における WASH クラスターによる最低基準を参照し、水量・アク

セスに関しては、 

「1人 1日あたり 10〜15リットルの水を使用できる」「井戸の給水所での待ち時間は最大で 30分間

となる」「井戸から各家までの距離は 200 メートル以内となる」「同じ井戸を使用する人数は最大で

500 人となる」に従い井戸を設置する。 

また水質はスフィア・スタンダードの水質基準「井戸から汲み上げた 100ml あたりの水に大腸菌が

ない」を順守し、もし井戸水から大腸菌群がサンプリング検査より検出された際は規定の塩素処理

を施し、対応することで安全な水を供給する。 

・し尿処理：スフィア・スタンダードのし尿処理基準 2：適切で十分な数のトイレ設備「最大で 20

人が同じトイレを使用している」を基準とする。トイレの設置に関しては WASH クラスターによる

最低基準を参照し「トイレのデザインは男女、子どもを考慮する」「全てのトイレに鍵が取り付けて

ある」「使用者から 50 メートル以内に位置する」「洪水の被害のリスクのあるところを避ける」「井

戸から最低でも 30m 離れている」「汲み取り槽は最低でも５フィートの深さ、30 インチのコンクリ

ートリングで覆う」を基準とする。それに加えて脆弱層への配慮として「トイレへの入り口に小さ

な階段を設置する」「トイレの隙間に配慮する」という基本指標を満たす設計、建造、設置とする。

これらを順守することで、女性と少女に対し安心で安全なトイレを提供することが出来る。  

 

また浄化槽の汲み取りに関しても WASH クラスターによる最低基準を参照し「設置した団体が定期

的な汲み取りと下水処理を責任を持って執り行う」「汲み取りに携わる労働者には、専用の衣類を提

供する」「浄化槽が 8 割満たされたときは、2 週間以内に汲み取りを行う」に対応する。 

 

（２）人道支援の必須基準（CHS）をどのように順守するか 

CHS4.1「支援のあらゆる段階において、被災した地域社会や人びとの参加と関与を確保する」に基

づき、本事業はアセスメントで女性・子ども・高齢者・障害者の生活状況調査を実施し、プロジェ

クトを実施する上での意見を聞き取るまたトレーニングに 4700世帯を対象にすることで多くの人び

との参画を確保している。 

CHS5.3「苦情や要望対応は、公平かつ適時適正に行い、申立人や事業によって影響を受ける人びと

の安全を最優先する。」に基づき、本事業ではアセスメントを通じ、脆弱層の要望等を聞く機会を設

けている。トレーニング、モニタリング各段階であらゆる層の苦情や要望を聞く機会を設けてい

る。これら意見は事業実施者を通じ、弊団体・ムクティ双方で協議し対応をしていく。 

CHS5.4「苦情や要望対応の手順（計画、実施、モニタリング）を被災した地域社会や人びとと協議

する」に基づき、本事業では事前調査、モニタリング時に、苦情や要望の聞き取りを行う特に普段

発言しにくい女性、子ども、障害者、高齢者に対して、丁寧に聞き取りを行う。 

CHS8.8 「スタッフのスキルや能力の向上を支援する方針を整える。」に基づき、１）ムクティに
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対し、実施体制を現地代表が全ての業務を担っている状態から、弊団体で現地コーディネーターを

雇用し、現地代表の業務の軽減を図る。２）その上で、弊団体雇用現地コーディネーターが各スタ

ッフへ仕事業務を振り分け、管理を実施する。３）現地コーディネーターは管理方法をムクティプ

ロジェクトコーディネーターへ教育し、コーディネーターのプロジェクト管理能力の向上をはか

る。 

現状では、ムクティの優秀なスタッフは国連に転職をしてしまう現状であるという。このため現地

代表に負担が全てかかっている。コーディネーターが末端のスタッフに教育をすることで、ムクテ

ィ職員能力のボトムアップをはかる。 

 

（３）その他 

なし。 

 

 

13. 事業管理体制 

（１）人員配置 

本事業は、IVY とムクティが共同で事業を実施する。 

 

IVY スタッフ 

コックスバザール市中心部に事務所を設置し、スーパーバイザー（0.25 人役）、現地事業統括（1 人

役）、現地コーディネーター（1 人役）、現地サブコーディネーター（1 人役）を配置する。 

 

ムクティスタッフ 

現地代表（0.18 人役）を中心に、プログラムコーディネーター（0.21 人役）、人事マネージャー

（0.25 人役）、会計マネージャー（0.2 人役）、事務所庶務（1 人役）を配置する。 

※各コンポーネントについては、弊団体の現地事業統括、現地コーディネーターがムクティ側で協

議し、しかるべき人員を配置する。 

 

IVY 本部スタッフ 

事業総括（0.3 人役）、事業副担当（0.25 人役）、事業総括補佐（0.25 人役）、会計担当（0.3 人役）

を配置する。 

 

（２）資金管理 

事業専用口座を開設し、会計担当者が JPF 資金以外の入金・出金を行わないように管理する。現地

で使用する費用については、毎月 1 日にムクティが利用する銀行へ送金を実施する。 

ムクティと弊団体での会計規定は以下の通りである。 

(1)会計規定は IVY のルールに従う。 

(2) IVY・ムクティ両方が面接を実施し、本事業専属の会計担当者を採用する。 

(3) ムクティは毎月 15 日までに翌月必要金額の送金依頼を IVY へ提出する。 

(4)IVY は翌月 1 日までにムクティからの依頼金額を送金する。 

(5) ムクティは毎月末に、現金残高の報告と領収書 PDF データを IVY へ提出する。（経理規定第 27

条に相当） 

(6)IVY 日本事務局に本事業担当者を 1 名配置し、主に会計面監査を中心に事業管理をする。 

(7)MUKTI 事務所手許保有金の限度は 2,000 ドル相当とする。やむをえない事情により限度額を超

えて保有する場合は IVY 事務局の承認を必要とする。（経理規定第 23 条に相当） 

 

14. 想定されるリスクへの対処法 

9 月 1 日事業開始に向け、バングラデシュ政府への FD7 申請用の書類の準備を進めている。通常は

申請から 24時間以内に発給だが、万が一発行が遅れる事態に備え、現地団体で政府登録を持ち、外

国の団体のための FD6（開発支援）、FD7（緊急支援） 取得の経験もあるムクティと提携関係を結

ぶことで、取得を確実なものとする。また FD6（開発支援、1 年有効）も取得し、空白期間が発生

しないよう、努めている。 
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15. 安全管理体制 

外務省の危険レベルではバングラデシュはレベル 2 に相当する。2016 年に発生したダッカでのテロ

事件を受け、滞在中は細心の注意を払わなければならない。ダッカ滞在中は、セキュリティ面で安

全な宿泊施設を利用するようにする。事業地であるコックスバザールでは、移動は常にタクシーを

利用するようにし、現地コーディネーターを同行させる。また、同地では昨年 8 月の急激な避難民

の流入以来、避難民に対してよい感情を持っていない住民も存在する。支援関係者ということを必

要以上に公言しないようにし、住民の感情を刺激しない。 

キャンプ入域の際は、ムクティ側へ必ず許可証を取るように要請をする。許可証なしに入域し、バ

ングラデシュ軍のチェックポイント等で問題が発生することがないよう細心の注意を払う。また写

真撮影等もバングラデシュ軍へ確認をし、撮影を実施するようにする。 

本事業を計画するにあたり、ニーズ調査を実施し、交通状況や宿泊施設を確認した。現地に詳しい

コーディネーターを採用することにより、交通の手配は可能である。また邦人の宿泊施設は 2 件ホ

テルを訪問し、安全面や国際人道支援関係者宿泊の有無を確認し、宿泊できるレベルであるか確認

を取っている。また事業地になるキャンプへの入域を実際に行い、軍のチェックポイントの状況を

確認した。キャンプ入域に際して必要な政府手続きがあること等も提携団体と共有済みである。 

   

  １）移動は運転手・邦人職員だけでは行わない。必ず現地語が話せる現地コーディネーターを

同乗させる 

  ２）コックスバザール県に渡航中止勧告が発出された場合は、邦人職員はすみやかに出張から

引き上げる、また出張計画を取りやめるようにする。事業については現地コーディネータ

ーを置き、引継ぎ作業を行う。 

  ３）提携団体事務所は、入り口等は厳重なドアになっており、現状のところ問題は見当たらな

いが、送金は必要最小限で実施することとし、事務所現金も 2,000 ドル以上は置かないよ

うに提携団体へ申し入れる。 

  ４）邦人が出張中に利用するホテルは、国連職員・NGO 職員が宿泊しているホワイトオーチャ

ードホテルもしくは国際 NGO（Save the Children）が事務所として利用している Hotel 

Sea Place limited を検討する。 

 

  治安・政治状況の分析 

１） バングラデシュでは International NGO Saafty Organization （以下、INSO）のような団

体が活動していないので、治安・政治状況の分析には、コーディネーター組織の Inter 

Sector Coordination Grou（以下、ISCG）からの情報を元に活動する。特に現地コーディ

ネーターへは、現地新聞のリード・概要を翻訳してもらい送付してもらうようにする。 

  ２）収集した情報は治安情報・NGO 活動・ミャンマー側の動向など分類し活動における支障と

なるものがあるか分析を実施する。 

 

  事業実施にあたっての安全管理 

  １）国際スタッフ・現地コーディネーターは、国際スタッフが出張中は常に一緒に行動する。 

  ２）IVY 国際スタッフ・ムクティコーディネーターは常に連絡が取れるように、携帯電話を所

持する。 

  ３）職員の怪我・病気等が発見されたら、コックスバザール県にある総合病院（Cox’s Bazar 

General Hospital または Central Hospital Cox’s Bazar）で手当を受けるようにする。こ

の判断は現地事業統括の判断で実施する。また状況によってはダッカ中心部の国際病院へ

の搬送も視野に入れる。搬送が必要な際は事業統括が日本事務局へ連絡をいれ、許可の下

行うようにする。この判断は現地事業統括の判断で実施する。また状況によってはダッカ

中心部の国際病院（Apollo Hospital、United Hospital など）への搬送も視野に入れる。搬

送が必要な際は現地事業統括が日本事務局へ連絡をいれ、許可の下行うようにする。 

 

なお、弊団体の「安全管理ガイドライン」（2016 年 6 月 3 日改訂版）では、情勢の変化をレベ

ル 1（平常時）～レベル 2（要警戒・活動は継続 ）～レベル 3（要警戒・通常活動の中断ある

いは行動制限）～レベル 4（退避行動の開始・退避）～レベル 5（退避後）～事業地への帰還に
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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。このガ

イドラインに基づいて、適切に安全対策を行う。 

 

16. 連結性または持続発展性 

  キャンプへの井戸、トイレの提供にあたっては、CiC、地区コミュニティを巻き込み協力しな

がら活動を行うことで、キャンプ住民への活動の移行を念頭に置き、彼らのキャパシティビル

ディングを図る。ホストコミュニティへの井戸建設は、ウキヤ郡衛生局のエンジニアとともに

事業を実施し、最終引き渡し後に彼らが補修や管理を担当できるようにする。 

 

17. 申請団体による同国内での関連事業 

2018 年 3 月 15 日－3 月 26 日「バングラデシュ人民共和国コックスバザール県ミャンマー避難

民に対するニーズ調査」 

2018 年 4 月 16 日－4 月 30 日「バングラデシュ人民共和国コックスバザール県ミャンマー避難

民に対するニーズ調査（第 2 回）」 

 

また、バングラデシュでの活動経験は調査以外ないが、JPF 緊急支援プログラムとしてイラク

共和国にて以下の活動を実施している。 

2018 年 5 月 11 日-「イラク共和国帰還した子ども達のための教育支援フェーズⅠ」実施中 

2018 年 1 月 25 日-「イラク共和国ニナワ県学校補修第 2 期」実施中 

2017 年 12 月 28 日-2018 年 3 月 31 日「イラク共和国北部シリア難民・国内避難民への越冬支

援」 

2017 年 4 月 1 日-2018 年 2 月 28 日「イラク共和国シリア難民教育支援事業 フェーズⅤ」 

2016 年 12 月 15 日-2017 年 5 月 31 日「イラク共和国モスル緊急対応－ディバガ及びハッサン

シャムキャンプにおける越冬支援・生活物資配布事業」 

2016 年 4 月 1 日-2017 年 5 月 31 日「イラク共和国ホストコミュニティ難民・国内避難民への

教育・越冬支援事業 フェーズⅣ」 

2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日「イラク共和国エルビル県ホストコミュニティシリア難民

等 

 

18. 本事業の主な分野を以下から選択 

① 農業（Agriculture） ② 教育（Education） ③ 食糧（Food） ④ 保健・医療（Health 

  ⑤ 地雷対策（Mine Action） ⑥ 平和構築（Peace Building） ⑦ 給水・衛生（Water and 

Sanitation） ⑧ シェルター・物資配布（Shelter and NFIs） ⑨ 保護・心理社会的支援

（Protection / Psychosocial Support） ⑩ 通信（Communication） ⑪ 支援調整（Coordination 

and Support Services）  

⑫ キャンプ運営（Camp Operation） ⑬ 防災・災害リスク削減（Disaster Risk Reduction）  

⑭ 早期復興（Early Recovery） ⑮ 調査・モニタリング・評価（Assessment, Monitoring and 

Evaluation） 

以上 
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