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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のためのし尿処理施設と女性用

水浴び室を通じた水衛生環境改善事業 Improve WASH through and bathing cubicle 

for Refugees from Myanmar in Cox's Bazar District, Bangladesh  

開始日 2019 年 4月 12 日 終了日 2020 年 3月 11 日 日数 335 日間 

団体名 認定 NPO 法人 IVY 担当者名 安達 三千代 

 

事業目的 

コックスバザール県ウキヤ郡パロンカリユニオンにあるクトゥパロン難民キャンプにお

いて、し尿処理施設 5 基、水浴び室 70 基の建設や衛生促進トレーニングといった衛生

関連サービスの提供を通じて、キャンプ住民 21,400人（うち子ども 11,140 人、女性

6,160 人）の感染症、皮膚病等の発生を抑制する。 

事業概要 

本事業はコックスバザール県のクトゥパロン難民キャンプで行われる。 

コンポーネント１では、1 基で 200 の浄化槽1をカバーできる簡易し尿処理施設 5 基の建

設及びトイレ関連サービスの提供を行い、し尿による感染症等の発生を抑制する2。コン

ポーネント２では、女性用水浴び室の建設及びコミュニティモビライジング3を行い、感

染症、皮膚病の発生を抑制する。 

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し尿処理施設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、1 基で 200 の浄化槽をカバーできるし尿

処理施設を 5 基建設し、メンテナンス及び包括的なトイレ関連サービス（衛生

トレーニング、清掃キットの配布等）の提供を通して、キャンプ住民にし尿が

媒介する感染症等の発生を抑制する。 

避難民 20,000 人（20

人/基×浄化槽 200 基

×し尿処理施設 5 基） 

2.難民キャンプにおける女性用水浴び室の建設及びコミュニティモビライジン

グ 

クトゥパロン難民キャンプにおいて、女性用水浴び室の建設 70 基、メンテナン

ス及び衛生と施設維持管理に関するコミュニティモビライジングを行い、女性

が安心して水浴び室にアクセスできるだけでなく、共同での維持管理能力を高

めるとともに、衛生に関する知識を深め、感染症、皮膚病の発生を抑制する。 

女性避難民 1,400 人

（20 人/基×70 基） 

 
1  トイレによって設置されている浄化槽の数、容量が異なるため、浄化槽の数で数える。 
2 「開発途上国の環境衛生に関わる諸問題」北脇秀敏 公衆衛生研究 49 巻 3 号 P230~235 
3  保健衛生版の住民参加型主体的学習法。コミュニティのメンバー同士がトレーニング後に情報交換

を行ったり、保健衛生行動に変化を起こしたことについて参加型で活動を評価し、健康増進のための

基礎を持続性の高いものにしていく。共有施設の維持管理にも効果がある。 
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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） 

コックスバザール県ウキヤ郡パロンカリユニオンにあるクトゥパロン難民キャンプにおいて、し尿処理施設 5 基、水浴び室 70 基の建設

や衛生促進トレーニングといった衛生関連サービスの提供を通じて、キャンプ住民 21,400 人（うち子ども 11,140 人、女性 6,160 人）の

感染症、皮膚病等の発生を抑制する。 

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 

し尿処理施設が不足して

いるため、クトゥパロン

難民キャンプでは満杯に

なったまま多くのトイレ

が放置4されている。一

方、し尿処理施設の機能

が十分でないため、し尿

中の成分の安全化、安定

化が不十分で、病原菌並

びに重金属等の無機性汚

染物質及び有機性汚染物

質が放流水に含まれ、水

源や土壌を汚染してい

る。そのため、消化器系

感染症や寄生虫症等の発

生源にもなっている。 

また、住民の多くがトイ

レを使用するための知識

が不足しており、トイレ

にゴミを流すなどの誤っ

た使用方法により、汲み

取りの際にホースを詰ま

らせている。そのため処

理施設でもこれらのゴミ

1.基準を順守したし尿処理

施設が整備される。 

2．住民が感染症予防や正

しいトイレの使用方法を習

得し、適切な衛生行動が取

れる。 

3．定期的な汲み取りが行

われることで、トイレが常

時使用可能になる。 

1-1.し尿処理施設 5 基が建設され

る。 

1-2.し尿処理施設からの放流水に関

して、以下の 10 基準が順守され

る。 

・ＰH6 から 9 

・BOD(生物的酸素要求量)30mg/L 未

満 

・全窒素量 15 未満 

・硝酸性窒素 250 未満 

・リン酸 35 未満 

・浮遊物質量 100mg/L 未満 

・温度 30 度未満 

・大腸菌群 1,000CFU/mL 未満 

・油分 10mg/L 未満 

・COD(化学的酸素要求量)200mg/L 未

満 

上記基準はバングラデシュ環境省の

策定した「Standard for Sewage 

Discharge」を参考にしているが、

現実的ではないという指摘もあり、

Sanitation Technical ワーキンググ

ループワーキンググループ内で見直

しを図っていく予定である。 

1-1 Camp in Charge (以下 CiC)、キ

ャンプ WASH コーディネーションミー

ティング、キャンプサイトマネージ

メントチームとの建設地の調整及び

選定 

1-2 地域コミュニティへの事前説明 

1-3 し尿処理施設の建設 

1-4 トイレの使用に関するトレーニ

ング（トイレの使用方法、下痢症を

予防するための手洗い喚起および野

外排泄の防止のための衛生喚起トレ

ーニング） 

1-5 対象トイレの補修 

1-6 対象トイレの汲み取り及びし尿

処理施設の運営 

1-7 モニタリング及びフォローアッ

プ 

1-8 譲渡・贈呈 

 

✓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 

✓し尿処理施設の建設中、ト

イレの補修中、サイクロン・

モンスーンの影響を受けない 

◇サイクロン・モンスーンの

影響により、し尿処理施設の

建設が遅れる。または施設や

多くのトイレが被害を受け

る。 

 
4 キャンプ 19 の WASH フォーカルである Oxfam によると、全 885 基のトイレに対して、412 基（46％）のトイレが満杯のまま放置されている。 
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を取り除くことが故障を

減らし、永続的にするた

めのカギを握っている。 

 

1-3.裨益者数（20,000 人） 

 

2-1. トレーニングの受講者数（対

象として指定された世帯の 70%） 

2-2.常時使用可能なトイレ（95％） 

2-3. 汲み取りホースのつまる回数

が減る 

 

【確認方法】 

1-1.施工業者からの完了報告書、

CiC の受領書 

1-2.水質検査報告書、モニタリング

報告書 

1-3．モニタリング報告書 

2-1.トレーニングの出席簿 

2-2. モニタリング報告書 

2-3．モニタリング報告書 

クトゥパロン難民キャン

プでは、水浴び室が不足

していることから、女性

が安心して水浴びをした

り、自分の衣類を洗濯す

ることができない。その

ため、皮膚を清潔に保て

ないことから起こる皮膚

病、眼病、洗濯不足によ

るノミやシラミが媒介す

る感染症のリスクが高

い。一方で、外に出ない

女性が多いため、女性同

士のつながりが薄く、コ

ミュニティ活動の経験も

ほとんどない。 

１. 女性専用の水浴び室が

整備され、女性が安心して

水浴びや洗濯をすることが

できる。 

２.裨益者のコミュニティ

エンゲージメントが高まる

ことにより、作られたルー

ルに伴って水浴び室がコミ

ュニティによって自発的に

管理される。 

 

 

 

1-1.水浴び室の設置（70 基） 

1-2.裨益者数（1,400 人） 

2-1. コミュニティモビライジング

を通して、作られたグループ内での

使用ルールが守られる 

2-2.グループ内で問題解決する 

 

確認方法 

1-1.施工業者からの完了報告書、

CiC の受領書 

1-2.裨益者リスト 

2-1.コミュニティモビライジング参

加名簿 

2-2.ルール書 

2-3.モニタリング報告書 

CiC、キャンプ WASH コーディネーシ

ョンミーティング、キャンプサイト

マネージメントチームとの建設地の

調整及び選定 

2-2 設置前のアセスメント 

2-3 コミュニティモビライジング 

2-4 水浴び室の建設 

2-5 モニタリング 

2-6 石鹸の追加配布 

2-7 譲渡・贈呈 

 

✓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 

✓水浴び室の建設中、サイク

ロン・モンスーンの影響を受

けない 

◇サイクロン・モンスーンの

影響により、水浴び室の建設

が遅れる、または施設が被害

を受ける 
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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 

1．コンポーネント 1 難民キャンプにおけるし尿処理施設建設及びトイレ関連サービスの提供 

1-1 CiC、キャンプ WASH コ

ーディネーションミーティ

ング、キャンプサイトマネ

ージメントチームとの建設

地の調整及び選定 

           

1-2 地域コミュニティへの

事前説明 

           

1-3 し尿処理施設の建設            

1-4 トイレの使用に関する

トレーニング 

           

1-5 対象トイレの補修            

1-6 清掃ボランティアの選

出 

           

1-7 対象トイレの汲み取り

およびし尿処理施設の運営 

           

1-8 モニタリング及びフォ

ローアップ 

           

1-9 譲渡・贈呈            

2.難民キャンプにおける女性用水浴び室の建設及びコミュニティモビライジング 

2-1 CiC、キャンプ WASH コ

ーディネーションミーティ

ング、キャンプサイトマネ

ージメントチームとの建設

地の調整及び選定 

           

2-2 設置前のアセスメント            

2-3  コミュニティモビラ

イジング 

           

2-4  水浴び室の建設            

2-5 モニタリング            

2-6 石鹸の追加配布            

2-7 譲渡・贈呈            
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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のためのし尿処理施設と女性用

水浴び室を通じた水衛生環境改善事業 Improve WASH through し尿処理 and bathing cubicle 

for Refugees from Myanmar in Cox's Bazar District, Bangladesh 

 

3．団体名   認定 NPO 法人 IVY  

 

4．事業期間     2019 年 4月 12 日 ～2020 年 3 月 11 日 （335 日間） 

  

5．予算        47,651,071 円（うちＪＰＦ助成額 47,651,071 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 

コックスバザール県ウキヤ郡パロンカリユニオンにあるクトゥパロン難民キャンプにおいて、し尿

処理施設 5 基、水浴び室 70 基の建設や衛生促進トレーニングといった衛生関連サービスの提供を通

じて、キャンプ住民 21,400 人（うち子ども 11,140 人、女性 6,160 人）の感染症、皮膚病等の発生

を抑制する。 

 

8．事業概要 

本事業はコックスバザール県のクトゥパロン難民キャンプで行われる。 

コンポーネント１では、1 基で 200 の浄化槽 をカバーできる簡易し尿処理施設（以下し尿処理施

設）5 基の建設及びトイレ関連サービスの提供を行い、し尿による感染症等の発生を抑制する 。コ

ンポーネント２では、女性用水浴び室の建設及びコミュニティモビライジング を行い、感染症、皮

膚病の発生を抑制する。 

 

9. 事業内容 

 

本事業は現地 NGO のムクティ5とパートナーシップを結んで共同で事業を実施する。 

 

（１）難民キャンプにおけるし尿処理施設建設及びトイレ関連サービスの提供 

 

2018 年 12月 24 日現在、全キャンプ及び周辺地域 34地区のうち、トイレの数は 88,9666（【資料 1】

「Fecal Sludge Management Summary Map (December 24,2018)」）に上る。しかし、し尿処理施設と

つながっているトイレはまだ 9,055 で 10％に過ぎず、残り 79,911（90％）のトイレを使用している

住民は定期的な汲み取りができないため、トイレが満杯のまま放置されたり、野外で排便されるな

どして、し尿による感染症のリスクにさらされている。またトイレが使えないことでコミュニティ

内のトラブルにも発展している。 

 

 
5 1991 年のコックスバザール水害支援をきっかけに活動開始したローカル NGO。1996 年「平和で

平等な社会の実現」を理念とした団体として法人化し、コックスの都市部、へき地を問わず、貧困

層や脆弱な女性を対象とした生活改善、生計向上等に取り組んできた。現在はミャンマー避難民に

対する 11 のプロジェクトを含む、全 30 のプロジェクトを実施している。18 年 9 月開始の現行事業

より弊団体のパートナー団体となっている。http://www.muktibd.org 
6 【資料 1】https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/infographic/wash-

sector-fsm-sites-mapping-updated-24-december-2018 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/infographic/wash-sector--sites-mapping-updated-24-december-2018
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/infographic/wash-sector--sites-mapping-updated-24-december-2018
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そのため、し尿処理施設の建設が急がれており、WASH クラスターの 12 のパートナー団体によって

28 地区に 179 か所7のし尿処理施設が作られているが、充足には程遠い。当事業は 5 施設の建設に過

ぎないが、79,911 のうち、1,000 のトイレ（浄化槽）をし尿処理施設とつなぐことにより、2 万人

に裨益することができる。 

 

なお、建設するし尿処理施設の設計は、テクニカルワーキンググループ内で紹介されている

Practical Action8モデルを採用する。Practical Action は、このモデルをクトゥパロン避難民キャ

ンプ内でこれまでに 18 基設置、今年度 20 基の建設を予定している。他のタイプに比べて、①狭い

面積でも施設の建設が可能であること、②し尿汚泥が地下に蓄積される設計のため悪臭が全く外に

出ないこと、が特長となっており、現在共通しているキャンプ内の課題の一つ「建設するスペース

の確保」に対して最も対応できるため、当事業でもこのモデルを採用することとした。（セクターで

紹介された他の 6 モデルと比較した表を添付する。【資料 3】「し尿処理施設比較表」参照） 

 

なお、設置基準についてもクラスター基準はまだ決定されていないが、「半径 100 メートル以内に 1

箇所のし尿処理施設が必要」との見解で、先の資料 1の調査でも半径 100 メートルを基準に普及度

調査を行っている。ただし、本事業での対象地区はし尿処理施設が 1 基もないキャンプ 19 を対象地

区に予定しているため、クラスターの了承を得て「半径 150 メートル以内に 1 箇所のし尿処理施

設」を基準に建設することとする。 

 

1-1 CiC、キャンプ WASH コーディネーションミーティング、キャンプサイトマネージメントチーム

との建設地の調整及び選定 

 

月次 1～2 に WASH クラスターのデータを元に、クトゥパロン難民キャンプ内でトイレの数に対しし

尿処理施設の供給が追いついていないキャンプを選び、キャンプ WASH コーディネーションミーティ

ングおよびキャンプサイトマネージメントチームと調整を行い、建設地の選定を行う。選定後、CiC

と協議の上、承認を得る。 

 

1-2 地域コミュニティへの事前説明 

月次 1～2、キャンプサイトマネージメントに協力を仰ぎ、建設前のコミュニティへの事前説明を実

施する。説明内容は、①し尿処理施設が悪臭の原因とならないこと、②し尿処理施設から出た放流

水は無害化されているため、消化器系感染症などの原因にはならないこと、の 2 点である。 

 

1-3  し尿処理施設の建設 

月次 3～6、選定した場所に 5 基のし尿処理施設を建設する。し尿処理施設の施工経験があるエンジ

ニアを可能な限り雇用する。設置に際して、以前に同様のし尿処理施設を避難民キャンプ内に 18 基

設置した経験のある団体 Practical Action の土木エンジニアからムクティのエンジニアとモニタリ

ングスタッフに対して施工と管理に関してトレーニングを実施する（２日間）。建設中は、ムクティ

のエンジニアにより、標準図面の仕様と材料に沿って建設が進められているかを確認するモニタリ

ングを行う。また建設中は安全管理に十分注意を払う。イレギュラーなトラブルが発生した場合は

Practical Action ウキヤ事務所に相談する。 

 

1-4 トイレの使用に関するトレーニング 

月次 7～9、各し尿処理施設の半径 150 メートル以内にあるトイレの中で①損壊して使用できなくな

っているもの ②トイレの中や周辺にゴミが散乱しているもの ③トイレの中が排泄物で著しく汚

れているものを特定し、その使用者を対象にファシリーテーターによるトイレ使用に関するトレー

ニングを実施する。 

 

 
7 【資料 2】cxb_wash_sector_fsm_sites_gps_points_20181224_0 
8 https://drive.google.com/drive/folders/1n6At_DePCTBLvYu5LH1yrpkTjvqnrl-U 「fecal 

Sludge Management Technology Fact Sheet」参照 

https://drive.google.com/drive/folders/1n6At_DePCTBLvYu5LH1yrpkTjvqnrl-U
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実施の理由は、①住民の衛生意識の向上と消化器系感染症の予防、②汲み取りの際にホースが詰ま

らないようにするためのトイレ使用方法の指導、③トイレが満杯になった時の住民による報告方法

の指導、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 や配布場所等

の貸会場を借りて集め、トレーニングを実施する。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、水因性感染症の説明を元に、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）をトイレ周辺に散在させない 

② 排泄後や調理前、食事前および子どもや高齢者の介助の後に手を洗う 

等が重要であることを説明する。 

また、トイレの浄化槽にプラスチック等の生活ゴミの投棄をしないように、適切な使用方法につい

ても説明を行う。その後、実地で手の洗い方等を指導し、石鹸の配布を行う。 

 

1-5 対象トイレの補修 

月次 7～11、各し尿処理施設の半径 150 メートル9以内にある使用不可能になっているトイレをエン

ジニアが補修を行い、使用できる状態に原状回復させる。 

 

1-6 清掃ボランティアの選出 

月次 7～11 トイレ修復後、トイレを使用するコミュニティと話し合い、清掃ボランティアの選出を

行い、清掃キットを配布する。配布時に、清掃方法について指導を行う。 

 

※ ・トイレの維持・管理についてキャンプ 19 の WASH フォーカル Oxfam に現場レベルでの状況を

確認したが、清掃に関しては住民から有償ボランティア（= worker）＊を選出するか、もしくは

ボランティアに清掃キットを提供するか、どちらかをパートナー団体に提言しているというこ

とである。弊団体は、後者を選択することとする。 

（＊難民の就労が禁止されているため、「有償ボランティア」という名目で労働の代価が支払わ 

れている。） 

・現行事業でも 20 人の清掃ボランティアを住民から選出している。モニタリングスタッフが清

掃方法を説明した後、興味のある人を募ったところ、その場ですぐに決まった。 

 

1-7 対象浄化槽の汲み取りおよびし尿処理施設の運営 

月次 7〜11、汲み取りチームが、し尿処理施設の半径 150 メートル以内にある浄化槽の汲み取りと

し尿処理施設における作業を行う。汲み取りチームは各し尿処理施設ごとに編成し、有償ボランテ

ィアであるチームリーダー（以下リーダー）1 人、汲み取りチーム作業員（以下作業員）4 人からな

る。し尿処理施設 1 基につき 200 の浄化槽をカバーするが、汲み取り地域を 40 ブロックに分けて、

モニタリングスタッフの指示に従い、ローテーションで汲み取りを行なっていく。 

1 日 6 時間、週 6 日のペースで 1 ブロック 5 基ずつの浄化槽を汲み取れば、約 7 週間で 40 ブロック

すべての浄化槽を汲み取ることができる。 

 

汲み取りの際は、ジェットポンプ（以下ポンプ）を使用する。ポンプは、吸い上げるのではなく、

地上面に置いたポンプで水流をつくり、浄化槽水面下にあるノズルから上へ向けて噴出し、し尿を

下から押し上げて連結したホースで 150m 離れたし尿処理施設に流すことができる。 

 

【作業手順】 

・浄化槽汲み取り作業 

１）4 人の作業員で浄化槽からし尿処理施設の距離に合わせて、汲み取りホースの長さを調整し、

ジョイントでつないで組み立て、配置する。ホースの先端はトイレ側、末端をし尿処理施設に

 
9 クラスターの了承を得て半径 150 メートル以内に 1 箇所のし尿処理施設という基準で、150 メー

トル以内をカバーできるようにする。キャパに関しては、１時間に 4,500 リットル(直径 1.2m 深さ

３ｍの浄化槽約 1.3 基分)のし尿を処理することができる。 
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配置する。汲み取りに使用するポンプは対象浄化槽の近くに設置。対象浄化槽のコンクリート

蓋を開けておく。また、リーダーがし尿処理施設側の各バルブを開き、汲み取りの準備をす

る。 

２）吸引に使用する金属製のストレーナーにホースとノズルパイプ（エンジンより動力を伝えるパ

イプ）を取り付け、トイレの浄化槽の中におろす。 

３）作業員 1 は浄化槽の中のホースを固定し、し尿の吸引を担当。作業員 2 はエンジン稼働を担

当。浄化槽内のプラスチック等の異物がホースに詰まり吸引が止まった場合は、即座にエンジ

ン停止させゴミを取り除く。作業員 3 は 150m のホースが車などに轢かれないように注意する。

作業員 4 はホース末端をし尿処理施設のし尿集荷タンクに挿入し、トイレより送られてくるし

尿をタンクの中に入るように抑える。 

４）トイレの汲み取りが終了したら、作業員１と 2 はホースを浄化槽から取り出し、ホースを水で

洗浄し、ポンプと共に次の浄化槽へと運ぶ。また、汲み取りが終了した浄化槽はコンクリート

蓋を戻し、周辺を塩素殺菌剤で殺菌する。 

５）朝８時から 14 時まで対象トイレの汲み取りを続け、終了後にホース、ストレーナー、ノズルパ

イプ等を洗浄し、ポンプと共に、納屋に格納し、リーダーが管理する。 

６）１日の汲み取り終了後、リーダーはその日の汲み取りレポートをモニタリングスタッフに提出

し、モニタリングスタッフは進捗の確認を行う。作業がスケジュール通りに行われなかった場合

は、モニタリングスタッフは IVY と協議し、スケジュールの見直しを行い、新しいスケジュールを

リーダーに指示する。 

 

・し尿処理施設側作業 

１）し尿集荷タンク・第１フィルター室の接続パイプの開閉 

トイレの汲み取りを行う際随時、リーダーが担当。 

２）各フィルター室・各埋込層の接続バルブの開閉 

２日に１回、リーダーが担当。 

３）埋込層に溜った汚泥の掻き出し 

２ヶ月に１度、し尿処理 1 基につき作業員 4 人が担当。 

底に溜まり固形化した汚泥は乾燥させてから、石灰と混ぜ合わせることで肥料として使うこと

ができる。 

IVY とモニタリングスタッフで汲み取りスケジュールとの調整を行った上で実施日を決定し、

作業員に指示する。 

４）溜池に溜った廃液の排出 

満杯時、リーダーが担当。 

排出方法や排出先などは、その都度 IVY とエンジニアで取り決め、リーダーに指示する。 

５）フィルター室の処理能力が落ちてきたら、フィルター室内の砂層、木炭層、石層を交換する。 

１年に１回程度の作業のため、当事業期間内では実施しない。 

 

・その他 

１）汲み取りチームの装備 

作業着、手袋、長くつ、帽子、マスクを支給し、また作業における衛生管理について事前にオ

リエンテーションを行い感染症の予防に努める。 

２）トラブルへの対応 

汲み取り時にポンプが故障するなどのトラブルが発生した場合には、即時にリーダーはエンジ

ニアに報告する。エンジニアは現場を確認の上、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、IVY に判断を仰ぐ。以前はストレーナーの形状上ホース内

までゴミが上がってきて詰まりを起こしていたということだったが、現在はホースに装着する

ストレーナーを改良したことで、汲み取り時にホース内にゴミが詰まることはなくなったが、

劣化などの原因でホースの破損が危惧される場合には、すぐにエンジニアは修繕などの必要な

措置を行う。 

３）サイクロンなど災害への備え 

今までサイクロン等の自然災害でし尿処理施設が損傷を受けたことはないが、クラスターで
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WASH 施設のサイクロン対策のための Tie Down トレーニング（サイクロンの時などに、杭とロ

ープで施設を固定するトレーニング）も実施し IVY スタッフも受講していることから、必要が

あれば作業員 4 人と Tie Down を行う。 

 

※  WASH クラスターのコーディネーターが把握している内容としては、現在し尿処理を運営してい

る全ての団体が有償ボランティア(=実質的には worker)を雇って汲み取りを行なっているという

ことである。キャンプ内で 38 箇所のし尿処理施設を運営している BRAC でも、有償ボランティ

アを雇っているという回答だった。 

その理由として、汲み取り及びし尿処理施設における作業は、機械の操作方法、汲み取りの作

業手順、機械・道具・施設の管理方法等を覚え、使いこなす必要があり、誰にでも任せられる

ものではない。またリーダー、作業員同士の連携作業が必要である。そのため、住民の中から

適性のある作業員を選び、有償で確保することによって、作業が効率良く進み、また汲み取り

装置、し尿処理施設が壊れることなく、長期的に使用することが可能になる。 

 

＜建設する簡易し尿処理施設モデルの選択＞ 

１）建設するし尿処理施設の設計は、テクニカルワーキンググループ内で紹介されている Practical 

Action10モデルを採用する。Practical Action は、このモデルをクトゥパロン避難民キャンプ内

でこれまでに 18 基設置、今年度 20 基の建設を予定している。 

２）採用した理由 

他のタイプに比べて、①狭い面積でも施設の建設が可能であること、②し尿汚泥が地下に蓄積

される設計のため悪臭が全く外に出ないこと、が特長となっており、現在共通しているキャン

プ内の課題の一つ「建設するスペースの確保」に対して最も対応できるため。 

※セクターで紹介された他の 6 モデルと比較した表を添付する。【資料 3】「し尿処理施設比較表」

参照 

 

1-8 モニタリング及びフォローアップ 

月次 7～11、モニタリングスタッフが、以下のモニタリングとフォローアップを行う。設置したし

尿処理施設が悪臭等の原因により住民の居住環境を悪化させていないか、地域コミュニティへの聞

き取りを行う。 

 

汲み取りを開始する月次 7 末に、モニタリングでホースの詰まる回数をカウントし、その後、月次

9、月次 11 のモニタリングでも詰まる回数を調査する。（汲み取りチームリーダーが付ける作業レポ

ートを見て、モニタリングスタッフがカウントする。） 

 

「トイレの使用に関するトレーニング」後に、汲み取りの際にプラスチック等の異物が詰まったト

イレに対して、そのトイレの使用者となる家庭を戸別訪問し、フォローアップを行う。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。悪臭等の苦情が寄せられたし尿処理施設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、IVY に判断を仰ぐ。 

新たなトイレの破損が見つかった場合にも、エンジニアに報告する。エンジニアは現場を確認の

上、適宜修理する。 

 

1-9  譲渡・贈呈 

月次 11、CiC によって建設が許可された施設である本し尿処理施設は、事業終了後 CiC に譲渡す

る。譲渡・事業終了後にもキャンプフォーカルが継続して適切にし尿処理施設を運営できるよう

に、し尿処理施設の図面、仕様書、メンテナンスが必要な箇所とその方法等を取りまとめた上で、

 
10 https://drive.google.com/drive/folders/1n6At_DePCTBLvYu5LH1yrpkTjvqnrl-U 「fecal 

Sludge Management Technology Fact Sheet」参照 

https://drive.google.com/drive/folders/1n6At_DePCTBLvYu5LH1yrpkTjvqnrl-U
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譲渡する。 

 

し尿処理の一般的な譲渡先およびプロセスに関して WASH クラスターコーディネーターに確認したと

ころ、①WASH クラスターに対して対象となるし尿処理施設の譲渡について報告する、②当該し尿処

理施設のある CiC に譲渡のレターを提出し、承認を得る。③CiC はキャンプフォーカルおよびサイ

トマネージメントチームを交えて、コーディネーションミーティングで当該し尿処理施設の汲み取

りおよびメンテナンスについて、同キャンプで活動しているキャパのあるパートナー団体に管理を

委託する、ということである。よって、事業の終了する月次 11 までは当事業で汲み取りおよび管理

を行う。また、管理費については、し尿処理施設を運営している全団体がそれぞれで支払ってお

り、避難民による支払いは現実的ではないため、予定していない。 

 

 

（２）難民キャンプにおける女性用水浴び室の建設及びコミュニティモビライジング 

 

シェルターに併設した水浴び室の方が安全で利便性は高いが、キャンプ内にその土地を確保するの

が難しいという問題がある。また、ギャップは大きい状況のまま膠着状態であり、ほぼ全てのキャ

ンプで女性用の水浴び室が不足している。そこで、この現状を打破するため、パートナー団体だけ

ではなく、DPHE（コックスバザール 県公衆衛生工学局）による公共の女性水浴び場の設置が進めら

れていることから、本事業でもギャップの大きいキャンプの中で特にギャップが大きいエリア（女

性が水浴び室にアクセスするのに困難なエリア）を選定し、コミュニティと相談の上、設置する。

クラスターとしても、今後もコミュニティの水浴び室の需要はあるとのことである。 

 

2-1 CiC、キャンプ WASH コーディネーションミーティング、キャンプサイトマネージメントチーム

との建設地の調整及び選定 

 

月次 1〜2、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

ップが大きいキャンプを選び、キャンプ WASH コーディネーションミーティングおよびキャンプサイ

トマネージメントチームと調整を行い、建設地の選定を行う。選定が終わったら、CiC と協議の

上、承認を得る。 

 

2-2 設置前のアセスメント 

月次 2〜3、設置前のアセスメントとして、1 地点につき成人女性 5 人、12～17 歳の少女 2 人、60 歳

以上の高齢者女性 2 人、障碍者女性 1 人の計 10 人を対象に「安心して使える水浴び室」について、

1 人ずつ女性ファシリテーターによる聞き取りを行う。これを 3 地点で実施する。実際の設置の際

に水浴び室の設置場所、施設の使いやすさなどを検討する際の参考資料とする。 

 

2-3  コミュニティモビライジング 

月次 3〜6、各水浴び室毎にコミュニティファシリテーターによるコミュニティモビライジングを実

施する。各水浴び室を利用する４〜５世帯から代表者（女性）を１人ずつ集め、水浴び室をどのよ

うに使用するか、清潔に保つか、問題が起きた時にコミュニティでどう対処するかなどの話し合い

の補助をする。話し合い後に参加型でルール書を作成し、参加者の合意を得る。その後、コミュニ

ティの代表を選出し、代表者に清掃用品（洗剤、ブラシ）を配布すると共に、各世帯にボディーソ

ープと洗濯用石鹸の配布を行う。 

 

2-4  水浴び室の建設 

月次 5〜8 にかけて女性用水浴び室を 70 基建設する。エンジニアによる水浴び室建設モニタリング

は、①水浴び室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。設置する水浴び室の利用者の中に障碍者を含む場合は、入り口にステップを用意

するなど、使いやすいように考慮する。 

 

2-5 モニタリング 
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月次 9〜11、モニタリングスタッフによる水浴び室のモニタリングは、住民対象と現場確認の２種

類に分ける。 

【住民対象】 

モニタリングの実施時期は、設置後 1 週間以内、月次 10、月次 11 に 1 回の計 3 回実施する。 

調査内容は以下の通りである。 

利用時にトラブルが起きていないか 

安心して利用できているか 

 

【現場確認】 

水浴び室の中および周辺が綺麗に保たれているか（ゴミが散乱していないか） 

水浴び室の建屋が損壊していないか 

 

損壊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、IVY に判断を仰ぐ。また、コミュニティに経緯等の聞き取り調査を行う。 

 

2-6 石鹸の追加配布 

月次 9〜11 にかけて月に１度、水浴び室を使用している各世帯に石鹸の追加配布を行う。 

 

2-7 譲渡・贈呈 

月次 11、建設された水浴び室についても、WASH クラスターのルールにのっとり、し尿処理施設同

様、①WASH クラスターに対して対象となる水浴び室の譲渡について報告する、②当該水浴び室のあ

る CiC に譲渡のレターを提出し、承認を得る。③CiCはキャンプフォーカルおよびサイトマネージ

メントチームを交えて、コーディネーションミーティングで当該水浴び室のメンテナンスについ

て、同キャンプで活動しているキャパのあるパートナー団体に管理を委託する。 

 

10．事業の背景 

（１）対象地における被災者の状況 

ミャンマーのラカイン州からバングラデシュ南東部のコックスバザール県へとイスラム系住民

708,400 人もが避難してから、1 年 6 ヶ月が経過した。2017 年以前から避難してきている人々と合

わせると 910,665 人に達する。 

この間、一度に大量の避難民が押し寄せたため、対応が追い付かず、混乱はあったが、一歩一歩改

善に向かっており、人々の暮らしも落ち着きを見せている。例えば水・衛生分野の例を挙げると、

ホストコミュニティも含めて支援を必要としている人 1,052,495 人のうち、2018 年 12 月末までに

84％、882,951 人が、深井戸の増設で、一人、1 日 15リットルの水にアクセスできるようになり、

76％、798,073 人が、浄化槽付きのトイレを利用できるようになった。他のセクターでも同様に、

最低限度の施設は整いつつある。 

しかし、下痢の罹患者数は昨年 1 年間で 224,145 件11報告され、減ることなく、週ほぼ 4,000 件前

後の横ばいが続いている。2018 年 10 月の検査では、1,232 世帯の家庭用の汲み置き容器の 66％か

ら下痢の原因となる病原体が見つかっている。また、キャンプ内の 616 の水源のうち、21％からも

病原体が見つかっている。どのようにして、キャンプ内の病原体を減らすか、からだに取り込まな

いようにするか、住民が健康に暮らすために、「感染症の予防は治療より重要であり、安全な水の供

給と適切なし尿処理は極めて有効な予防手段である12」。 

 

（２）課題・ニーズの分析 

＜し尿処理施設のニーズについて＞ 

2017 年 10 月の時点で、ミャンマー避難民用に緊急で建てたトイレがすでに満杯になっており、ワ

ーキンググループやセクターミーティングでし尿処理の必要性が話し合われてきた。クトゥパロン

 
11  Health Sector Bulletin#7 Rohingya Crisis in Cox’sBazar p10~11 
12 「開発途上国の環境衛生に関わる諸問題」北脇秀敏 公衆衛生研究 49 巻 3 号 p230~235 
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難民キャンプにとって初めての雨期となった 2018 年 4 月以降、洪水や地滑りなどの自然災害リスク

の高いエリアにあるトイレや満杯になって放置されていた 5,626 基のトイレの取り壊し13を WASH セ

クターが進める中で、し尿処理施設の必要性がセクターの中でもよりクローズアップされていっ

た。 

し尿処理 施設については、すでに 9．事業内容（1）でも述べたとおり、約 90%のトイレが 100 メー

トル以内にし尿処理施設がないため、定期的な汲み取りが困難な状況にある。そのため、多くのト

イレが満杯になったまま放置されている状況である。また、中にはただ排泄物を野晒しにしている

だけの劣悪なし尿処理施設もあり、堆積した排泄物が河川に流れ出しているところも見受けられ

る。このような水源への汚染が結果としての感染症の流行発生だけでなく、環境および公衆衛生上

の汚泥からの公害の危険性は過小評価できない14。WASH セクターではし尿処理施設の統一のデザイ

ンは未だに採択には至っていないが、水源を汚染しないのはもちろんのこと、周辺に悪臭を撒き散

らさないし尿処理施設の設置は、キャンプ住民の生活環境的にも健康的にも緊急で必要とされてい

る15。 

 

＜女性用水浴び室のニーズについて＞ 

女性用水浴び室については、WASH クラスターのデータによると全部のキャンプで大幅に不足してい

る16。一方で、非公式に多くの水浴び室が住民自身によって作られており、約 40%のシェルターが個

別に簡易水浴び室を併設している17。9．事業内容（2）ですでに述べたとおり、シェルターに併設

した水浴び室の方が安全で利便性は高いが、立地条件等の点で増築が難しい。ギャップが大きいま

ま、膠着している状態であり、女性が定期的に水浴びしたり、衣類や下着を洗うことができていな

いのが現状である18。また、外に出ない女性が多いため、女性同士のつながりが薄く、コミュニテ

ィ活動の経験もほとんどない。そこで、ギャップの大きいエリアを選定し、建設するとともに、コ

ミュニティモビライジングという参加型手法によって、女性同士のつながりを作ることで、水浴び

室を利用者みんなで協力してきれいに保てるようにする。 

 

（３）対象地における紛争分析・配慮 

2018 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帰還合意がされたが、住民

による抗議行動があり、実際に帰還には至っていない。その後、2 国間の明確な姿勢が見えておら

ず、今後も避難生活は長期化が予想される。これまでもキャンプ住民による耕作地の占拠や日雇い

の仕事がキャンプ住民に奪われるなどの事例が報告されているが、長期化に伴いホストコミュニテ

ィのキャンプ住民への反感は徐々に高まっている。そのため、本事業ではコックスバザール に拠点

を置き、30 年近くにわたって活動している現地 NGO のムクティとパートナーシップを結んで事業を

行うことで、現地の人材の雇用を創出することができ、地元における軋轢の低減に寄与することが

できる。 

 

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 

 
13 SITUATION REPORT ROHINGYA REFUGEE CRISIS Cox’s Bazar January 2019 p6 
14 Mid Term Review of Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis 2018 , p 78 参照 

URL 同上 
15 同,p30 参照

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

les/2018_jrp_mid_term_review_v28.pdf  
16 WASH Sector Camps Gaps Analysis – Updated 24 December 2018 参照 

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

les/cxb_wash_sector_gap_mapping_20181224.pdf  
17 Mid Term Review of Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis 2018 , p 27 参照 
18 ROHINGYA REFUGEE RESPONSE GENDER ANALYSIS P20 参照

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments

/rohingya-refugee-response-gender-analysis-010818-en.pdf 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2018_jrp_mid_term_review_v28.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2018_jrp_mid_term_review_v28.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cxb_wash_sector_gap_mapping_20181224.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cxb_wash_sector_gap_mapping_20181224.pdf


2019 年 2 月 25 日申請     2019 年 4 月 12 日改訂  改訂番号：4 

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。） 

- 13 - 

１）2017 年 10 月の時点で、ミャンマー避難民用に緊急で建てたトイレがすでに満杯になってお

り、ワーキンググループやセクターミーティングでし尿処理の必要性が話し合われてきた。 

２）クトゥパロン難民キャンプにとって初めての雨期となった 2018 年 4 月以降、洪水や地滑りなど

の自然災害リスクの高いエリアにあるトイレや満杯になって放置されていた 5,626 基のトイレの取

り壊し19を WASH セクターが進める中で、し尿処理施設の必要性がセクターの中でもよりクローズア

ップされていった。 

３）2019JRP20によるとサニテーションの課題の１つとして、キャンプ中の何万とあるトイレにある

浄化槽からの汲み取り、し尿の輸送、処理が挙げられている。またし尿処理施設は、その処理の過

程や最終的に施設から出てくる汚泥の環境への影響を考慮しなければならないとしている。

（2019JRP より抜粋）The terrain, construction limitations, available usable space and the 

unplanned nature of settlements have compounded the constraints in number and size of pits, 

emptying, transportation, management and treatment of fecal sludge from the thousands of 

latrines across the camps. About one third of the population dispose of solid waste in an 

indiscriminate manner and waste often ends up in the main drains resulting in 

blockages/looding. 

４）以上により、し尿処理施設の建設が急がれており、WASH クラスターの 12 のパートナー団体に

よって 28 地区に 179 か所21のし尿処理施設が作られているが、充足には程遠い。当事業は 5 施設の

建設に過ぎないが、79,911 のうち、1,000 のトイレ（浄化槽）をし尿処理施設とつなぐことによ

り、2 万人に裨益することができる。 

 

（２）受入国政府当局との連携・調整 

各難民キャンプのマネージャーにあたる CiC が RRRCから派遣されており、直接ブロックリーダーに

あたるマージーやサブマージーと連絡・連携を行なっている。本事業のパートナーとなるムクティ

はあらゆる分野で数多くのキャンプで活動しているため、ムクティを通して CiC およびマージー、

サブマージーと連携・調整することは可能である。 

 

（３）その他のアクターとの連携・調整 

他団体との情報共有及び調整のため、WASH クラスター会議、Hygiene Technical ワーキンググルー

プミーティング、Sanitation Technical ワーキンググループ、ウキヤ WASH コーディネーションミ

ーティングに出席する。また活動拠点となるキャンプでの情報共有、調整のための CiC コーディネ

ーションミーティングおよびキャンプ WASH コーディネーションミーティングへの参加は必須であ

る。また事業の実施に際し、在バングラデシュ日本国大使館へ事業の説明を行い、当団体の活動へ

の理解を得るとともに、継続的に意見交換を行う。そして、JPF 加盟団体とも定期的に連絡を取

り、情報交換を行うとともに、より効果的な支援活動となるよう調整する。 

 

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 セクターミーティング及び各テクニカルワーキンググループへの定期的な出席を通して、し

尿処理施設や水浴び室の設置基準・場所の選定、水衛生及び感染症への対応などについて、国連機

関や他団体と情報を交換し協議を行う。 

・し尿処理施設：バングラデシュの排水基準を参照し、し尿処理施設からの排水に関しては、

Sanitation Technical ワーキンググループ内では、バングラデシュ環境省が策定した「Standard 

for Sewage Discharge」を参考にしているが、現実的ではないという指摘もあり、ワーキンググル

ープ内で見直しを図っていく予定である。 

「pH が 6 から 9 の間にある」「BOD(生物的酸素要求量)は 30mg/L 未満である」「全窒素量が 15 未満

 
19 SITUATION REPORT ROHINGYA REFUGEE CRISIS Cox’s Bazar January 2019 p6 
20https://reliefweb.int/report/bangladesh/2019-joint-response-plan-rohingya-humanitarian-

crisis-january-december-0 P43 参照 
21 【資料 2】cxb_wash_sector_fsm_sites_gps_points_20181224_0 

https://reliefweb.int/report/bangladesh/2019-joint-response-plan-rohingya-humanitarian-crisis-january-december-0
https://reliefweb.int/report/bangladesh/2019-joint-response-plan-rohingya-humanitarian-crisis-january-december-0
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である」「硝酸性窒素が 250 未満である」「リン酸が 35 未満である」「浮遊物質量が 100mg/L 未満で

ある」「温度が 30 度未満である」「大腸菌群が 1,000CFU/mL 未満である」「油分が 10mg/L 未満であ

る」「COD(化学的酸素要求量)が 200mg/L 未満である」 

本事業で採用予定のし尿処理施設はミャンマー避難民キャンプで採用されているものの中では中規

模の施設である。処理能力は毎時 4,500 リットルの糞尿を処理でき、浄化槽に換算すると毎日最低

でも 10 本以上の浄化槽から汲み取ったし尿を処理することができる。またし尿処理施設の底に溜ま

った汚泥は地下の埋込層に堆積されるため、周辺に悪臭の被害が広がることがない。 

・スフィア・スタンダード：スタッフの厚生：「廃棄物の収集・搬送・処理を行う固形廃棄物管理ス

タッフ全員に少なくとも手袋、理想を言えばつなぎ、安全靴、保護マスクを含む防護服を支給する

必要がある」、に準じて、し尿処理の作業を行う有償ボランティアに対して、手袋、作業着、長靴、

マスク、帽子を支給する。また、最初の業務開始前に衛生管理に関するオリエンテーションを行

い、感染症にかからないよう、一日の汲み取り作業終了後は全身と汚れた作業着をせっけんで洗い

流し糞尿が付着したままにしない等の注意を与える。 

 

・水浴び：スフィア・スタンダードの排水基準：「洗濯・入浴区域から出た廃水が水源を汚染するこ

とがないように特別な注意を払う」を参照にして、設置場所に留意する。 

また、スフィア・スタンダード給水基準３： 

・基本行動「すべての被災した個人と弱者層に対して、水場の配置と構想、洗濯と入浴の施設の設

計といった活動に参加するように積極的に促す。」「水の分配所とコミュニティの洗濯場において、

女性が下着や生理用衣類を洗濯・乾燥するための専用の洗濯場所とスペースを設ける。」 

・共同洗濯場と入浴施設：基本指標「全ての人が、水の調達、保管、入浴、手洗い、洗濯のための

施設が十分であることに満足している。」ガイダンスノート２「施設の数、設置場所、設計、安全

性、適合性、利便性は、利用者、特に女性、思春期の少女、障がい者との協議に基づいて決定す

る。施設の設置場所を、主要な場所で、行きやすく、周囲がよく見える明るい照明のある場所にす

ることで、使用者の安全確保に貢献することができる」 

以上に対応し、水浴び場（洗濯場を含む）の建設に当たっては、女性や障碍者の声を反映させ、安

全に使用できる環境を整える。 

 

（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、本事業はし尿処理施設および水浴び室の建設地を決める際にアセスメントを実施するが、女

性・子ども・高齢者・障碍者の意見を聞き取る。 

 

CHS4.2「コミュニティの多様な構成員、とりわけ脆弱で取り残されがちなグループの人々に、相手

を尊重した文化的に適切でわかりやすい言語、形式媒体を使って情報をやり取りすること」を踏ま

え、トレーニングを行う際には、絵教材を使い非識字者である避難民が理解しやすくする。 

 

CHS4.4「被災した地域社会や人々、特にジェンダー、年齢、多様性を有する配慮が必要な人びと

に、支援の受け手として感じる質や効果についての満足度に関して、意見が出しやすいように働き

かけ、その環境を作ること。」に基づき、アセスメント、モニタリングの際には、女性に対しては女

性スタッフが出向き、意見を出しやすい環境を作る。また、今後同施設に対して苦情が生じた時の

ためのホットライン（弊団体のプロジェクトコーディネーター）の電話番号を伝える。 

 

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、裨益者からホットライン等を通じて苦情が届いた際には、特に内

容によって、例えば不正や性的搾取等の場合には、通報者の安全を最優先し、弊団体とパートナー

団体のプロジェクトコーディネーター以上の職位の者が極秘で調査を行い、ムクティ事務局長、現

地事業統括と対応を協議する。 

 

CHS6.6「パートナー団体と協議する際には、各団体の任務、義務、および自立性を尊重し、各団体

の制約や具体的な関わり方（コミットメント）を認識し、明確で一致した合意によらなければなら
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ない。」に対応し、パートナー団体であるムクティとのパートナーシップを効果的で責任のあるもの

にするため、相互の役割と責任を双方が明確に理解するように努める。 

 

CHS8.1「スタッフは組織の任務や価値観、合意された目標や実務基準に従って業務を遂行するこ

と」に基づき、スタッフに期待されている内容について伝達・説明していく。 

 

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）ムクティに対

し、実施体制を事務局長が全ての業務を担っている状態から、弊団体でプロジェクトコーディネー

ターを雇用し、事務局長の業務の集中の緩和と軽減を図る。２）その上で、弊団体のプロジェクト

コーディネーターが各スタッフへ仕事業務を振り分け、管理する。 

 

（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 コックスバザール事務所（コックスバザール市中心部） 

現地事業統括 1 人、現地事業統括補佐 1 人、IVY プロジェクトコーディネーター1 人、IVY サブプロ

ジェクトコーディネーター1 人、クリーナー1 人 

 

ムクティ事務所（コックスバザール市中心部）  

事務局長 1 人を中心に、プログラムコーディネーター1 人、人事＆総務コーディネーター1 人、財務

コーディネーター1 人 

 

クトゥパロンサイト第 2 事務所22（ウキヤ郡クトゥパロン難民キャンプ） 

プロジェクトコーディネーター1 人、事業担当会計 1人、事務所庶務 1 人、エンジニア 4 人、コミ

ュニティファシリテーター4 人、モニタリングスタッフ 3 人  

 

IVY 本部スタッフ 

事業総括 1 人、事業副担当 1 人、事業総括補佐 2 人、会計担当１人 

 

（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、FD7 承認後に IVY からムクティが利用する銀行へ送金する。 

ムクティと弊団体との間では MoU を締結し、MoU に記載してある以下の会計規定に従う。 

(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、本事業専属の事業担当会計を採用し、クトゥパロン第 2 事

務所に常駐させる。 

(3)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 コックスバザール事務所へ提出

する。 

(4)物品購入の際は、IVY 現地事業統括およびプロジェクトコーディネーターの方で作成・署名した

購入希望届をムクティの調達委員会に提出する。調達委員会は希望届の金額が 20,000 タカ以上の場

合は 3 社見積もりを取得し、最も見積もりの安い業者から発注する。発注を受けた業者は物品と共

に納品書および請求書をムクティに提出する。その後、事業担当会計および財務コーディネータ

 
22 4 月から新規事業が開始された場合には、5 か月間、スタッフが倍近くとなり事務所が過密状態と

なることから、クトゥパロンにサイト第２事務所を借りる。クトゥパロンに借りる理由は現行事業

と同じく、コックスバザール事務所から車で１時間以上かかることから、事業の効率化を図るた

め。なお、現行事業の終了時点（2019 年 9月 9 日）でサイト第 1 事務所は閉鎖する。 
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ー、ムクティ事務局長の承認を経て、業者に小切手で支払う。IVY 現地事業統括は、購入した物品

の 3 社見積もりおよび支払い書類を確認し、適切に支払いが行われていることを確認する。 

また給与および交通費、通信費の支払いの場合は、上記 3 人の承認の後、各スタッフの銀行口座に

送金する。こちらも同様に IVY 現地事業統括の方で、領収書等の書類を確認し、適切に支払いが行

われていることを確認する。 

 

14. 想定されるリスクへの対処法 

4 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。2 月 19

日現在、申請から 14 日以内に発給されているが、万が一発行が遅れる事態に備え、現地団体で、す

でに政府登録を持ち、弊団体のための FD7（緊急支援）取得実績もあるムクティと提携関係を結ぶ

ことで、早期取得を確実なものとする。 

 

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または現地サブコーディネーターを同行させる。また、

事業地である難民キャンプ及びホストコミュニティを訪問する際は、借り上げ車両を使用する。

尚、同地では 2017 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。 

   

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または

現地サブ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）IVY コックスバザール事務所兼宿舎は、24 時間セキュリティが駐在し、監視カメラが常備され

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する。 

   

４）邦人が出張中に利用するホテルは、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 Palace limited とす

る。 

 

治安・政治状況の分析 

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 Group（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・概要を毎

日翻訳して共有してもらうようにする。 

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または現地サブ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・現地コーディネーターまたは現地サブ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
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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。

この判断は現地事業統括の判断で実施する。 

 

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 

現在実施中のミャンマー避難民支援事業で、「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」ことを目的として、キャン

プ 19 にて井戸 20 基、トイレ 90 基を建設すると同時に、併せて水衛生関連サービス等をトータルに

行い、水衛生環境改善に取り組んでいる。しかし、トイレの「出口」となるべき「し尿処理施設」

がないため、現行事業だけでは衛生環境の整備が完結出来ないことがわかってきた。そこで、同地

区にし尿処理施設を建設し、一貫した衛生処理サイクルを作り出すことで、感染症を減らしたい。 

 

17. 申請団体による同国内での関連事業 

2018 年 9月 10 日―2019 年 9 月 9 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

難民に対する水衛生環境整備事業」実施中 

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）」 

 

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 


