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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キャンプ衛生施設修理チーム育

成事業  Capacity Building Project for Repair Team of WASH facilities for 

Refugee from Myanmar in Cox's Bazar, Bangladesh 

開始日 2020 年 3月 31 日 終了日 2020 年 6月 30 日 日数 92 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ミャンマー避難民キャンプにおいて、衛生施設の修理を担う修理チ

ームを住民の中から育成し、衛生施設が常に使える状態を維持し、感染症、皮膚病等の

発生を抑制する。 

事業概要 

事業地を IVY がこれまで衛生設備を設置してきた 4 つのキャンプ（クトゥパロン難民キ

ャンプ内のキャンプ 18、キャンプ 19、およびキャンプ 16/Bagghona/Potibonia（ウキヤ

郡）、キャンプ 22/Unchiprang（テクナフ郡））とし、キャンプ１つにつき１チーム、合

計 4 つの修理チームを育成する。2 日間の研修で基本的な知識を得た後は、30 日間の実

地研修を通して OJT（On the Job Training）で技術を確実に習得させ、事業終了後も各

キャンプ全域で活動できるようなチームとして育成する。 

事業内容（骨子のみ記入） 裨益者（誰が、何人） 

コンポーネント 1．衛生施設修理チームの育成 

・修理チームのメンバーは、各キャンプのマージから推薦された者の中から、

現地事業統括、プロジェクトコーディネーター、フィールドコーディネータ

ー、エンジニアの 4 人が面談して選定する。 

・2 日間の基礎研修後に、OJT による 30 日間の実地トレーニングを設ける。 

・実地トレーニングは、修理の難易度を１～5 段階に分け、各段階の目標件数

を達成する。（1 チーム 64 か所） 

・エンジニアと修理チームは、課題として修理する 64 か所の衛生施設物件の下

見調査を行い、「修理スケジュール」「資材調達票」を作成する。 

・難易度 3 以上の課題物件の修理を行う場合は、エンジニアがつきそい、指導

する。 

・モニタリングの結果、修理が不完全と判断された場合は、エンジニアのサポ

ートの元、修理をやり直す。 

以上のプロセスを現地事業統括が管理し、修理チームに技術を確実に習得さ

せ、事業終了後も各キャンプ全域で活動できるようなチームとして育成する。 

直接裨益者数 16 人 

間接裨益者数 5,120 人

（男性 2,560 人、女性

2,560 人） 



2020 年 1月 20 日申請     2020 年 3 月 13 日改訂  改訂番号：6 

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。） 

- 2 - 

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ミャンマー避難民キャンプにおいて、衛生施設の修理を担う修理チームを住民の中から育成し、衛生施設が常に使え

る状態を維持し、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 

・ミャンマー避難民キャ

ンプにおいて、現在まで

トイレは 54,854 基建設さ

れたが、元々が簡易な作

りであるため、毎日多く

の住民が使用することに

より、蝶番が外れる、鍵

が壊れて扉が閉まらなく

なる、床板が割れて用が

足せなくなる、浄化槽の

コンクリートリングにヒ

ビが入り糞尿が垂れ流し

になるなど、建設しても

使用ができなくなってし

まい、やむをえず外で用

を足す住民が後を絶たな

いため、キャンプ内の

3,920 の水源のうち、

16％から病原体が見つか

っており、感染症が高止

まりしている原因の一つ

となっている1。 

・事業地の一つキャンプ

1. 各修理チームが難易度 1

～5 までの修理技術を習得

する。 

 

2．各修理チームが、課題

として与えられたトイレ、

水浴び室を修理すること

で、破損していた計 64 か

所のトイレ、水浴び室が、

使用可能になる。 

1-1.各修理チームメンバー全員が 2

日間の研修、30 日間の実地研修を受

講する。 

1-2.各修理チームによって、修理ス

ケジュール、資材調達票が作成され

る。 

1-3. エンジニアによって、各修理

チームメンバーが各職種に応じた知

識技能を習得したことが確認され

る。 

※詳細は【表２：各職種に求められ

る知識・技能】事業計画書 P7 参照 

 

2．修理された 256 か所（64 か所×4

チーム）の施設が機能していること

が確認される。 

  

【確認方法】 

1-1. モニタリング報告書、研修の

出席簿、修理スケジュール表、資材

調達票、知識技能習得チェック表 

1-2. モニタリング報告書 

 

1-1 WASH 管理委員会と衛生促進員へ

の事業説明、Camp in Charge (以下

CiC)及び The Office of the Refugee 

Relief and Repatriation 

Commissioner (以下 RRRC)の承認取得 

1-2 IVY-DSK 修理チームメンバーの選

定 

1-3 IVY-DSK 修理チームメンバーを対

象とした、衛生施設の修理に関する

研修の実施、修理に必要な工具や装

備の提供 

1-4 IVY-DSK 修理チームが研修期間中

に課題として修理する衛生施設物件

の調査および選定 

1-5 エンジニア指導の下、IVY-DSK 修

理チームによる課題物件の修理 

1-6 モニタリング及びフォローアッ

プ 

✓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 

✓事業実施中、サイクロン・

モンスーンが発生し、既存の

衛生関連設備の大半が被害を

受けない 

◇サイクロン・モンスーンの

影響により、衛生施設の多く

が 被害を受け、修理が追い

つかない状態が発生する。 

 
1 Water Quality Dashboard 

https://public.tableau.com/profile/tanvir.ahmed#!/vizhome/WaterQualityDashboard-FieldAgencies/Dashboard 



2020 年 1月 20 日申請     2020 年 3 月 13 日改訂  改訂番号：6 

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。） 

- 3 - 

19 では 5,471 世帯 23,900

人の避難民が暮らしてお

り、キャンプ内に 1,273

基の衛生トイレと 915 基

の水浴び室があるが、2

月 5 日のキャンプ WASH コ

ーディネーションミーテ

ィングではそのうち 103

基のトイレと 65 基の水浴

び室が故障して使用でき

なくなっていることが報

告されている。 



2020 年 1月 20 日申請     2020 年 3 月 13 日改訂  改訂番号：6 

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。） 

- 4 - 

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 

1．コンポーネント 1 衛生施設修理チームの育成 

1-1 WASH 管理委員会と衛生促進員への事業説明、

CiC と RRRC の承認取得 

   

1-2 IVY-DSK 修理チームメンバーの選定    

1-3 IVY-DSK 修理チームメンバーを対象とした、衛

生施設の修理に関する研修の実施、修理に必要な工

具や装備の提供 

   

1-4 IVY-DSK 修理チームが研修期間中に課題として

修理する衛生施設物件の調査および選定 

   

1-5 エンジニア指導の下、IVY-DSK 修理チームによ

る課題物件の修理 

   

1-6 モニタリング及びフォローアップ    
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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キャンプ衛生施設修理チーム育

成事業 Training Project for Repair Teams of WASH facilities for Refugee Camps 

from Myanmar in Cox's Bazar, Bangladesh 

 

3．団体名   認定 NPO 法人 IVY  

 

4．事業期間     2020 年 3月 31 日 ～2020 年 6 月 30 日 （92 日間） 

  

5．予算       5,085,768 円（うちＪＰＦ助成額 4,633,336 円、自己資金 452,432 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ミャンマー避難民キャンプにおいて、衛生施設の修理を担う修理チームを住民

の中から育成し、衛生施設が常に使える状態を維持し、感染症、皮膚病等の発生を抑制する。 

 

8．事業概要 

事業地を IVY がこれまで衛生設備を設置してきた 4 つのキャンプ（クトゥパロン難民キャンプ内の

キャンプ 18、キャンプ 19、およびキャンプ 16/Bagghona/Potibonia（ウキヤ郡）、キャンプ

22/Unchiprang（テクナフ郡））とし、キャンプ１つにつき１チーム、合計 4 つの修理チームを育成

する。2 日間の研修で基本的な知識を得た後は、30 日間の実地研修を通して OJT（On the Job 

Training）で技術を確実に習得させ、事業終了後も各キャンプ全域で活動できるようなチームとし

て育成する。 

 

9. 事業内容 

本事業は IVY が主体となり、現地 NGO の Dushtha Shasthya Kendra(DSK)2の協力を得て実施する。 

本事業で育成する修理チームは、「IVY-DSK 修理チーム」とし、配布する装備、修理完了後に貼

るプレートにもこの名称のロゴを明示する。 

 

コンポーネント１：衛生施設の修理チームの育成 

 

今回、対象となる 4 つのキャンプでは、サブブロック毎に住民参加型の WASH 管理委員会が組織さ

れている。同委員会メンバーはサブブロックの住民 9人のメンバー（男性 5 人、女性 4 人）からな

り、域内の衛生施設を毎週 1 回見回りすることで、問題があった場合は WASH セクターのフォーカル

団体が雇用している衛生促進員（難民）やコミュニティモビライザーに報告する。1 日あたり約 10

〜12 件の問題や苦情が寄せられるが、修理に対しては常設の修理チームがいないため復旧までに時

間がかかり、その間衛生施設を使用できないという課題を抱えている。 

 

そこで、各キャンプに 1 チームずつ、「IVY-DSK 修理チーム」を育成し、世帯数の限られるサブブ

 
2 1980 年代半ばにダッカのスラムに住む人々のために有志が集まり、プライマリーヘルスケアを実

施したのをきっかけに活動開始したナショナル NGO。1991 年「人々が尊厳を持って安全に暮らせる

国、貧困に打ち勝つための社会正義のある国」を理念とした団体として法人化した。バングラデシ

ュ全地域で保健をはじめ、水衛生、教育などの事業を実施している。現在はミャンマー避難民に対

する 3 つの水衛生に関するプロジェクトを含む、全 25 のプロジェクトを実施している。

（http://www.dskbangladesh.org/） 

http://www.dskbangladesh.org/
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ロックだけでなく、破損、不具合の連絡があればキャンプ内のどこでも修理に駆け付けることがで

きる体制をつくり、破損した衛生施設を長期間放置せず、短時間で復旧して常時使用可能な状態に

する。これにより、外での排泄等を減らし、感染症、皮膚病等の発生を抑制する。 

 

1-1 WASH 管理委員会と衛生促進員への事業説明と CiC及び RRRC の承認取得 

 

月次 1、4 キャンプの WASH 管理委員会メンバー（各キャンプ 60 人ずつ計 240 人）と衛生促進員（各

キャンプ 4 人ずつ計 16 人）に対して本事業の目的と内容、修理の依頼方法について説明する。その

後、対象キャンプの CiC、RRRC の承認を得る。 

 

1-2 IVY-DSK 修理チームメンバーの選定 

 

月次 1、各キャンプのマージから、修理チームのメンバーに相応しい技術や経験がある避難民およ

び経験は少ないが修理に関心のある避難民を推薦してもらう。推薦された者の中から、現地事業統

括、プロジェクトコーディネーター、フィールドコーディネーター、エンジニアの 4 人が面談し

て、大工（や同様の経験がある者）1 人、セメント施工職人（や同様の経験がある者）1 人、アシス

タント（修理を覚える意志のある者）2 人の選定を行う。 

1-3  IVY-DSK 修理チームメンバーを対象とした、衛生施設の修理に関する研修の実施、修理に必要

な工具や装備の提供 

 

月次 1～2、選定された IVY-DSK 修理チームメンバーを対象とした修理技術研修を実施する。エンジ

ニアが講師となり、対象のキャンプ毎に 2 日間の基礎研修を行う（4 キャンプ×2 日＝延べ 8 日

間）。研修内容は以下の通り。また、研修の 2 日目に工具（ハンマー、ドライバー、のこぎり、巻き

尺等）や装備（作業着、長靴、ゴム手袋、帽子、マスク等）の提供を行う。また、修理後の物件に

貼る修理済プレートを配布する。 

 

 1 日目 2 日目 

9:00-10:00 IVY-DSK 修理チームの職務説明 2 日目の日程発表と工具箱＆装備の配布 

10:00-11:00 
修理チームの 1 日のスケジュール

について 
実際の修理実習①上部構造が破損した水浴

び室の修理（例：蝶番の交換、屋根、フェ

ンスと柱の固定等） 11:00-12:00 安全管理の留意点 

12:00-12:30 休憩 休憩 

12:30-15:00 

典型的な上部構造破損及び下部構

造破損とその修理方法について、

修理に必要な道具の調達方法につ

いて 

実際の修理実習①下部構造が破損したトイ

レの修理（例：床面コンクリートのセメン

ト施工、コンクリートリングの交換等） 

 

 

1-4 IVY-DSK 修理チームが研修期間中に課題として修理する衛生施設物件の調査および選定 

 

月次 1～2、エンジニアと IVY-DSK 修理チームは、【表 1：修理の難易度別課題物件の目標件数】に基

づき、研修期間中に課題として修理する衛生施設物件の下見調査を行う。 

 

難易度に応じた各物件が決まったら、修理方法と修理に必要な資材を確定し、チームのメンバーで

各施設の「修理スケジュール」をプロジェクトコーディネーター、フィールドコーディネーター、

エンジニアおよびコミュニティモビライザーといっしょに作成する。難易度 3 以上の物件はエンジ

ニアが立ち会い指導することとするので、4 チームでエンジニアの日程が重ならないよう、調整す

る。 
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修理チームには、「資材調達票」に必要な資材を記入させ、エンジニアおよびコミュニティモビライ

ザーが確認のうえ調達を行い、修理チームに届ける。 

修理方法や資材選定が困難な場合はエンジニアやスタッフが技術的なサポートや助言を行う。 

 

【表 1：修理の難易度別課題物件の目標件数】 

 易    難 

難易度 難易度 1 難易度 2 難易度 3 難易度 4 難易度 5 

修理内容 

・鍵取り付け 

・ドア修理 

・蝶番の交換 

・フェンス修理 

・屋根修理 

・土嚢による固定 

・Tie Down 

・床面コンクリー

トのセメント施工 

・排水溝、排水路の

復旧 

 

・修復不可能な

施設の撤去 

・コンクリート

リングの交換 

所要時間 1 時間未満 1 時間〜2 時間 2 時間〜3 時間 3 時間〜4 時間 4 時間〜5 時間 

目標件数      32 件    12 件    12 件     6 件 2 件 

 

 

1-5 エンジニア指導の下、IVY-DSK 修理チームによる課題物件の修理 

 

各修理チームは、月次 2～3、1-4 で作成した修理スケジュールに基づいて課題物件の修理を行う。 

 

エンジニアは、各修理チームが難易度 3 以上の修理に取り組む時には必ず立ち合い、技術指導を行

う。また、各修理チームメンバーが各職種に応じた【表２：各職種に求められる知識・技能】の知

識・技能を習得したかどうか、定期的に確認し、チェック表に記録する。 

 

尚、月次 2 に 10 日間（5 月実施を見込んでいるが 5 月はラマダン等があり、活動日や時間が限られ

るため 10 日とした）、月次 3 では 20 日間、計 30 日間の稼働を見込んでいる。修理後には、修理済

プレートを貼る。 

 

【表２：各職種に求められる知識・技能】 

職種 内容 

大工 ①修理に使用する工具の正しい使い方 

②安全管理 

③修理に要する時間管理 

④修理に必要な資材（フェンス、蝶番、木材等）の見積もりと資材調達票へ

の記載 

⑤蝶番交換を含む難易度 1 の修理 

⑥フェンス修理（難易度 2） 

⑦排水溝復旧（難易度 4） 

⑧リング交換を含む難易度 5 の修理 

セメント施工職人 ①修理に使用する工具の正しい使い方 

②安全管理 

③修理に必要な資材（セメント、砂、砂利等）の見積もり算出と資材調達票

への記載 

④コンクリートの調合 

⑤セメント施工 

⑥漆喰仕上げ 
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アシスタント ①修理に使用する工具の使い方 

②安全管理 

③木材等資材の使用する大きさへの切り分け 

④コンクリートの調合及び施工補助 

⑤上部構造の修理補助 

⑥下部構造の修理補助 

 

 

1-6 モニタリング及びフォローアップ 

 

月次 3、各水衛生施設の修理後 1 週間以内に、コミュニティモビライザーが、修理した施設の確認

および施設を使用するコミュニティへの聞き取りを行い、衛生施設が修理され機能しているか、使

い勝手が向上したかの聞き取りを行う。プロジェクトコーディネーター、フィールドコーディネー

ターにより修理が不完全と判断された場合は、修理チームに連絡し、エンジニアのサポートの元、

修理をやり直す。 

 

 

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イスラム系住民を始め

マイノリティー住民 708,400 人が避難してから、2年 5 ヶ月が経過した。 

避難民流入以降、避難民キャンプには衛生管理施設が次々と建設され、トイレは 54,854 基が建設さ

れ、20 人以下にトイレ 1 基という基準を満たすまでになった。また、後発の水浴び室もこれまでに

25,000 基余り設置され、キャンプの人口に対して 50％の充足まで達している3。 

 

（２）課題・ニーズの分析 

＜衛生施設の修理ニーズについて＞ 

この間、様々な WASH および Health のアクターによる衛生トレーニングやコミュニティヘルスセッ

ションが講じられてきたが、下痢の罹患者数は 2019年 1 月 1 日より 10 月 26 日までの間で 96,979

件報告され、2018 年当時の週 4,000 件と比較して 1 年で 25％減少したものの、今も週 3,000 件前後

の高止まり状態が続いている4。また、キャンプ内の 3,920 の水源のうち、16％から病原体が見つか

っている5。元々が簡易な作りであるため、毎日多くの住民が使用することにより、蝶番が外れる、

鍵が壊れて扉が閉まらなくなる、床板が割れて用が足せなくなる、浄化槽のコンクリートリングに

ヒビが入り糞尿が垂れ流しになるなど、せっかく建設してもトイレの使用ができなくなってしま

い、やむをえず外で用を足す住民が後を絶たないことが水源を汚染する大きな要因となっている。 

 

また、水浴び室も同様に、25000 基余り建設されたが、37％（9250 基）が排水口が詰まっていて汚

水が流れない等で「最低機能基準」を満たしておらず、放置状態になっている。事業地の一つキャ

ンプ 19 では 5,471 世帯 23,900 人の避難民が暮らしており、キャンプ内に 1,273 基の衛生トイレと

915 基の水浴び室があるが、2 月 5 日のキャンプ WASHコーディネーションミーティングではそのう

ち 103 基のトイレと 65 基の水浴び室が故障して使用できなくなっていることが報告されている。 

 
3 Mid Term Review 2019, p52 

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

les/2019_jrp_mid_term_review_final_for_circulation1_compressed.pdf 
4 

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

les/bangladesh_rohingya_response_-_epidemiological_highlights_weekly_annex_bulletin_-

_w3_2020.pdf p34 
5 Water Quality Dashboard 

https://public.tableau.com/profile/tanvir.ahmed#!/vizhome/WaterQualityDashboard-

FieldAgencies/Dashboard 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bangladesh_rohingya_response_-_epidemiological_highlights_weekly_annex_bulletin_-_w3_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bangladesh_rohingya_response_-_epidemiological_highlights_weekly_annex_bulletin_-_w3_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bangladesh_rohingya_response_-_epidemiological_highlights_weekly_annex_bulletin_-_w3_2020.pdf
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そこで、支援団体が去った後も、住民がこれらの衛生施設を利用し、病気のリスクを減らし、健康

に暮らしていけるようにするために、これらの施設を修理できる人材を住民の中から育成すること

が肝要である。 

 

（３）対象地における紛争分析・配慮 

2018 年 11 月に続き、2019 年 8 月にもバングラデシュ・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い人々の暮らしも落ち着き

を見せていた。しかし、2019 年 8 月以降状況が一変し、住民による抗議行動が発生した。その背景

には、8 月 22 日にミャンマー政府とバングラデシュ政府の間で合意された難民の自主的帰還が実現

しなかったことが発端となり、ホストコミュニティの一部が暴徒化し、キャンプのシェルターや露

店の打ち壊しなどが発生したことがあげられる。一方で、この混乱の最中に、23 日にテクナフ郡ニ

ラユニオンのリーダーが避難民によって殺害されるなど、現地で緊張が高まっていた。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非常に高くなっている。そ

のため、本事業では避難民が大量流入した直後から支援活動を開始している現地 NGO の DSK とパー

トナーシップを結んで事業を行い、現地の人材の雇用を創出することで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 

2019 Mid-Term Review においてトイレの数は十分となったが、維持管理面が今後の大きな課題の一

つとして挙げられている。そのため、維持管理システムの構築がセクターにおける今後の課題とな

っている。本事業ではセクターの方針に沿った内容であるため、連携・調整は可能である。 

 

（２）受入国政府当局との連携・調整 

各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、ブロックリーダーにあたるマ

ージやサブマージと連絡・連携を直接行なっている。DSK は水衛生分野で複数のキャンプで活動し

ているため、DSK を通して CiC およびマージ、サブマージと連携・調整する。 

 

（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、衛生技術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と共にキャンプ内の住民からの不満はサイトマネージメントチームに集

まってくるため、サイトマネージメントチームとよく情報を共有することも重要である。 

 

また、DSK はキャンプ 16と 19の WASH フォーカルを担っているため、弊団体もその利点を生かし、

情報共有や調整に協力してもらう。また、在バングラデシュ日本国大使館へ事業の説明を行い、弊

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。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、水

衛生管理施設の修理や維持管理に関する基準、修理対象とする施設の選定、衛生及び感染症への対
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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。 

 

・し尿管理基準 3.2：トイレのアクセスと使用 ガイダンスノート 

「緊急支援として共同の衛生施設を建設した場合、特定の運営維持管理の要件が発生する。例え

ば、臨時措置としてトイレ清掃者への支払いをすることを地域社会と合意する場合は、明確な支援

の出口戦略をもって行う」に準じて、修理チームを各キャンプオフィスの中に位置づけ、本事業終

了後に IVY-DFK 修理チームへの管理・指導の他、修理チームメンバーへの人件費、各衛生施設の修

復費用、資材調達の支援についても DSK に引き継ぐ。 

 

（２）人道支援の必須基準（CHS）をどのように順守するか 

 

CHS4.3「支援のあらゆる段階において、影響を受けた地域社会や人びとの参加と関与を確保する。」

に基づき、本事業は修理が必要な衛生施設を決める際に調査を実施するが、男性のほか、女性・子

ども・高齢者・障がいのある人びとの意見も聞き取る。 

 

CHS4.4「影響を受けた地域社会や人びとのなかでも、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、支援の受けて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。」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、公平かつタイムリーに行い、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、DSK 事務局長、現地

事業統括と対応を協議する。 

 

CHS6.6「パートナー団体との協働する際には、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

らない。」に対応し、パートナー団体である DSK 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「職員は組織の責務と意義、そして合意に基づいた職務の条件と内容に沿って支援活動に従

事する。」に基づき、職員に期待されている内容について伝達・説明していく。 

 

（３）その他 

なし 

 

13. 事業管理体制 

（１）人員配置 

本事業は、IVY が主体となるが、IVY は現地で NGO 登録を持たないため、NGO 登録がないとできない

NGO 局への FD7 の申請、駐在員のビザ申請、CiC、RRRC への事業承認申請、プロジェクトスタッフの

公募と雇用、プロジェクト専用口座の管理や口座を通じての支払い業務、工事入札等の業務を、DSK

本部事務所のスタッフに代行してもらう。 
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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 1 人、会計担当１人 

 

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、IVY プロジェクトコーディネーター1 人、クリーナー1 人 

 

DSK 本部事務所（ダッカ郊外）  

事務局長 1 人を中心に、財務ディレクター1 人、共同ディレクター（ロヒンギャ支援）1 人、共同デ

ィレクター（人事）1 人、共同ディレクター（モニタリング）1 人、共同ディレクター代理（IT）1

人、アシスタントディレクター（モニタリング）1 人 

 

クトゥパロンフィールド事務所（ウキヤ郡クトゥパロン難民キャンプ） 

フィールドコーディネーター1 人、事業担当会計 1 人、エンジニア 1 人、コミュニティモビライザ

ー4 人、庶務 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 DSK が利用する銀行へ送金する。DSK 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・DSK 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、クトゥパロン事務所に常

駐させる。 

(3)DSK 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フィールドコーディネーターの方で作成・署名した購

入希望届を DSK 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と共に納品書

および請求書を DSK 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ー、DSK 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
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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。 

 

（３）月報の提出期限の管理について 

・これまで現地から本部への月報の締切日を末日としてきたが、報告内容の確認のやり取り等に 5

日以上かかっていた。そこで、下記のように改善を図る。 

・プロジェクトコーディネーターが現場のフィールドコーディネーター、エンジニアと毎日定時に

連絡を取り、国際スタッフがオンタイムで事業実施状況を把握できるようにする。 

・データ集計をプロジェクトコーディネーターと国際スタッフが分担する。 

・現地からのドラフトの締切を早め、25 日とする。 

 

14. 想定されるリスクへの対処法 

3 月 31 日の事業開始に向け、本事業の承認が得られ次第、DSK がバングラデシュ政府への FD7 申請

を行うべく提出書類の準備を進める。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 DSK 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 

2019 年 10月 4 日時点において、外務省の危険レベルでは本事業地であるバングラデシュのコック

スバザールはレベル 1（十分注意）に相当するが、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、移動は借り上げ車両およびタクシー

を利用するようにし、現地プロジェクト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、DSK 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プロジェクトコーディネータ

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滞在先から引

き上げる、また出張計画を取りやめるようにする。事業についてはプロジェクトコーディネーター

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。   

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、JICA

が指定している Long beach hotel 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。特にプロジェクトコーディネーターには、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・プロジェクトコーディネーターは、国際スタッフがキャンプに出張中は常に一

緒に行動する。 
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２）国際スタッフ・プロジェクト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 

弊団体は、2018 年 9 月から現在まで「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 16、18、19、22 にて井戸 21 基、トイレ 100 基、し尿処理施設 2 基、

し尿移送タンク 16 基、女性のための水浴び室 159 基を建設すると同時に、併せて水衛生関連サービ

ス等を行い、水衛生環境改善に取り組んでいる。しかし、現状では事業終了後に各施設に何らかの

不具合が生じても修理や維持管理の仕組みが乏しいため、施設が使用できなくなる可能性を排除で

きず、感染症の危険性が高い元の状態に戻ってしまいかねない。そこで、避難民の中から修理チー

ムをつくって研修を行うことにより、衛生施設が恒常的に使用できる体制を整え、感染症のリスク

を減らすことに寄与する。本事業期間は 3 カ月と短いが、育成した修理チームの管理と指導を今後

も当地で当面活動する予定であるパートナー団体である DSK に委ね、各キャンプ専属の修理チーム

として活動の継続を図れるようにする。 

 

17. 申請団体による同国内での関連事業 

2019 年 4月 12 日－2020 年 3 月 31 日「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」実施中 

2018 年 9月 10 日－2019 年 12 月 31 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」 

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）」 

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」 

 

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 


