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事業計画 概要表（1 頁以内） 

プログラム人 ミャンマー避難民人道支援プログラム（緊急対応期） 

事業人(日・英) 

ミャンマー避難民キャンプ水衛生施設の維持管理体制強化および水衛生環境改善事業 

Strength of maintenance system of WASH facilities and improve WASH environment in 

Refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh  

開始日 2020 年 9月 8 日 終了日 2021 年 3月 7 日 日数 181 日間 

団体人 認定 NPO 法人 IVY 担当者人 安達三千代 

事業目的 

人々の尊厳を守り健康な生活を送るために衛生環境は欠かせないが、事業対象キャンプ

では過密や貧困のため衛生環境が劣悪で、感染症のリスクに常にさらされている。本事

業では先行事業「衛生施設修理チーム育成事業」を拡大させ、より多くの避難民を衛生

施設の維持管理ボランティアとして育成し、事業終了後のサポート体制も整備すること

で、持続的な維持管理体制を強化する。 

事業概要 

本事業では事業地を 3 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）とし、１）修理と消毒、２）建設、

３）し尿処理を行う、合計 9 チーム 36 人を避難民の中から選考し、約 5 か月間の育成期

間の中で実践的な技術研修を行うとともに、チームだけでなく、一人ひとりが知識技能

を習得できたかを評価する。また、事業終了後の継続性・発展性を考慮し、育成した人々

が将来的にも仕事として継続していけるようにするために、開始時から支援する側のサ

ポート体制の整備も行う。 

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.衛生施設の修理・消毒、建設、し尿処理チームの育成と

作業活動 

1）修理消毒チーム(4 人/チーム×3 キャンプ)、建設チーム(4 人/チーム

×3 キャンプ)、し尿処理チーム(4 人/チーム×3 キャンプ)を人選する 

2）各チームごとに 2 日間の基礎研修 

3）各チームが 30 日間の実地研修で与えられた課題件数に取り組む。 

4）各チームが 3 か月間の活動で与えられた課題件数を完了するとともに

作業した衛生施設がすべて機能していることが確認される。 

5）チームだけでなく、一人ひとりが知識技能を習得できたかを評価する。 

6）事業終了後のサポート体制を整備する。 

直接裨益者：36 人 

間接裨益者 

キャンプ 6、18、19 の 8,316

世帯 41,530 人 (16：2,724

世帯 12,231 人、18：3,343 世

帯 14,966 人、19：2249 世帯

14,383 人) 
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理論的枠組み（ログ・フレーム）（原則 1 頁以内） 

事業目的（事業全体とし

て目指す成果） 

人々の尊厳を守り健康な生活を送るために衛生環境は欠かせないが、事業対象キャンプでは過密や貧困のため衛生環境が劣悪

で、感染症のリスクに常にさらされている。本事業では先行事業「衛生施設修理チーム育成事業」を拡大させ、より多くの避難

民を衛生施設の維持管理ボランティアとして育成し、事業終了後のサポート体制も整備することで、持続的な維持管理体制を強

化する。 

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 

満杯で使用できないトイ

レが多い。対象キャンプ

においては、先行事業で

研修した修理チームの補

助員 2 人が消毒作業を修

理と掛け持ちで行ってい

るため、1 サブブロック当

たり 20日に 1回の消毒回

数となっており、感染症

のリスク低下にほとんど

つ な が っ て い な い 。

COVID-19 の影響で、外部

からの人の出入りが制限

されているが、建設を担

えるキャンプ内の人材が

不足することで、衛生施

設のメンテナンスがされ

1. 3 つのキャンプに衛生施

設の修理と消毒、建設、し

尿処理を行うチームが住民

の中から育成され、衛生施

設が常に使える状態を維持

でき、感染症リスクが減少

する。 

1-1. 各チームが 30 日間の実地

研修で与えられた課題件数をこ

なす。 

①修理 難易度別計 32 件、消毒

1600 件/各チーム 

②建設 手洗い場 2 件・水浴び室

2 件/各チーム 

③し尿処理 78 件/各チーム 

1-2．各チームが 3 か月間の活動

で与えられた課題件数を完了す

るとともに作業した衛生施設が

すべて機能していることが確認

される。 

①修理 128 件、消毒 4,800 件/各

チーム 

②手洗い場8件と水浴び場の建設

5 件/各チーム 

1-1 WASH 管理委員会への事業

説明およびトイレの維持管

理・COVID-19 感染予防のため

の意識啓発トレーニング、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 事業終了後のサポート体

制の整備 

1-3 各チームの人選 

1-4 各チーム対象の基礎研修

と実地研修の実施 

1-5 修理・消毒、建設、し尿処

理活動の実施（3 カ月） 

1-6 モニタリング 

 バングラデシュ政府が

FD7 を発行する。 

 RRRC、DC、CiC、UNO から

の活動許可を取得でき

る。 

 事業実施中、モンスーン

が発生し、既存の衛生関

連施設の大半が被害を受

けない。 

 COVID-19 の感染拡大に

よる活動および移動制限

を受けない。 

 ホストコミュニティの反

対運動が小規模で活動に

影響を受けない。 

 バングラデシュ政府によ

り FD7 発行が遅れる。 
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ず安全な状態での利用が

できなくなることで感染

症リスク増につながって

いる。 

③し尿処理 230 件/各チーム 

1-3．終了前の個人評価で合格と

判 定 さ れる メ ン バー の 人 数

(100％) 

1-4．作業終了後の対象 100 世帯

(/キャンプ)のモニタリング結

果、トイレ等の施設の衛生環境が

向 上 し たと 回 答 した 世 帯 数

(100％) 

【確認方法】 

1．モニタリング報告書、研修出

席簿、アセスメントと作業スケジ

ュール表、資機材調達票、知識技

能習得チェック表(個人評価) 

1-7 引継ぎマニュアルの作成 

1-8 個人評価および合同評価

の実施 

 RRRC、DC、CiC、UNO から

の活動許可が遅れる。 

 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・消毒

およびし尿処理ができな

い状態が発生する。 

 COVID-19 の感染拡大によ

り、活動及び移動に制限

を受ける。 

 ホストコミュニティのキ

ャンプ反対運動により、

周辺の治安が悪化する。 

注：目標値（成果を測る指標）、および成果のための活動については、スフィア・スタンダードや教育ミニマムスタンダード等にある「基本指標」、「基本行

動」を参照し、それぞれのスタンダードを満たしているかどうかを考慮することが望ましい。 
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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 

１．コンポーネント１ 衛生施設の修理・消毒、建設、し尿処理チームの育成と作業活動 

1-1 WASH 管理委員会への事業説

明およびトイレの維持管理・

COVID-19 感染予防のための意識

啓発トレーニング、CiC および

RRRC の承認取得 

      

1-2 事業終了後のサポート体制

の整備 

      

1-3 各チームの人選       

1-4 各チーム対象の基礎研修と

実地研修の実施 

      

1-5 修理・消毒、建設、し尿処理

活動の実施 

      

1-6 モニタリング   

 

    

1-7 引継ぎマニュアルの作成   

 

    

1-8 個人評価および合同評価の

実施 
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事業計画書（原則 5 頁以内） 

 

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  ミャンマー避難民キャンプ水衛生施設の維持管理体制強化および水衛生

環境改善事業  Strength of maintenance system of WASH facilities and improve WASH 

environment in Refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh 

 

3. 団体名  認定 NPO 法人 IVY 

 

4. 事業期間     2020 年 9月 8 日 ～ 2021 年 3月 7 日 （181 日間） 

  

5. 予算 22,000,000 円（うちＪＰＦ助成額 22,000,000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 

人々の尊厳を守り健康な生活を送るために衛生環境は欠かせないが、事業対象キャンプでは過密や貧

困のため衛生環境が劣悪で、感染症のリスクに常にさらされている。本事業では先行事業「衛生施設

修理チーム育成事業」を拡大させ、より多くの避難民を衛生施設の維持管理ボランティアとして育成

し、事業終了後のサポート体制も整備することで、持続的な維持管理体制を強化する。 

 

8. 事業概要 

本事業では事業地を 3 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）とし、１）修理と消毒、２）建設、３）し尿処理を行う、合

計 9 チーム 36 人を避難民の中から選考し、約 5 か月間の育成期間の中で実践的な技術研修を行うと

ともに、チームだけでなく、一人ひとりが知識技能を習得できたかを評価する。また、事業終了後の

継続性・発展性を考慮し、育成した人々が将来的にも仕事として継続していけるようにするために、

開始時から支援する側のサポート体制の整備も行う。 

 

9. 事業内容 

本事業は IVY が主体となり、現地 NGO の Dushtha Shasthya Kendra(DSK)1の協力を得て実施する。 

 

 
1 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こと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」を理念として法

人化。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、ミャンマー避難民に対する支援事業

では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/


2020 年 7 月 21 日申請  

申請団体人 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。） 

- 6 - 

（１） コンポーネント 1 衛生施設の修理・消毒、建設、し尿処理チームの育成と作業活動 

 

対象となる 3 キャンプ(#16、18、19)では、先行事業では各キャンプ 4 人の修理・消毒チーム合計

12 人を育成してきた。修理箇所も想定していた数よりも多く、アセスメント時に把握したものにつ

いては修理が完了したが、消毒作業については人数が限られていたため、衛生施設を毎日消毒するこ

とについて徹底するまでに至らなかった。そこで、本事業では各キャンプに新たにもう 1 チームずつ、

修理・消毒チームを育成する。また、先行事業において組織した修理・消毒チームは、スキルアップ

研修として、水浴び場の建設に関わることで先行事業よりもレベルの高い技術習得を行い、建設もで

きるように育成する。そこでこのチームを本事業では建設チームと呼ぶ。さらに、新たなチームとし

てし尿処理チームを育成し、ニーズの高いサブブロックで作業を行う。 

 

1-1 WASH 管理委員会への事業説明およびトイレの維持管理・COVID-19 感染予防のための意識啓発ト

レーニング、CiC および RRRC の承認取得 

 

月次 1～2、3 キャンプの WASH 管理委員会メンバー（各キャンプ 64 人ずつ計 240 人）に対して 4～

5 人ごとの小グループに分け、本事業の目的と内容、修理・し尿処理の依頼方法、水浴び場・手洗い

場の設置場所選定等について説明する。同時に、トイレの使い方と清掃や維持管理の重要性、COVID-19

感染予防のための意識啓発も行う。また、対象キャンプの CiC、RRRC の承認を得る。 

 

1-2 事業終了後のサポート体制の整備 

 

月次 1～6、本事業で組織したチームが継続して水衛生施設の維持管理活動を行う体制を整えるた

め、事業開始時から各キャンプの 

①エリアフォーカルエージェンシー 

②WASH フォーカルエージェンシー 

③WASH エージェンシー 

④サイトマネジメントチーム 

に本事業の内容と評価プロセスについて説明することから始めて、サポート体制の整備に着手する。

現時点での団体リストは以下のとおり。 

 

また、月 1 の頻度で各キャンプにおいて、各エージェンシーとの意見交換の場を設け、事業に対す

るフィードバックをもらう。事業終了前には、各チームのマニュアルについて説明する場を CiC に設

キャンプ＃ エリアフォーカルエージ

ェンシー(キャンプにおけ

る全セクターの統括) 

WASH フォーカルエージ

ェンシー（キャンプに

おける WASH の統括） 

WASHエージェンシー(対象キャ

ンプで活動中の団体) 

16 UNICEF DSK CARE 

18 IOM BDRCS IOM、SHPR、SC 

19 IOM DSK Oxfam、WV、BDRCS 
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けてもらい、事業対象地で活動する WASH エージェンシーを招いて、育成した人材・チームの活用と

継続性、キャンプ内の自助について意見交換を行い、引継ぎや支援の体制を整えていく。COVID-19

の影響により、大人数で集合することが難しい場合は、CiC、エリアフォーカル、WASH フォーカルエ

ージェンシー等から 5 人程度での会合とし、他の WASH エージェンシーへは個別に説明する。 

 

1-3 各チームの人選 

 

月次 1～2、新規 2 種の修理・消毒とし尿処理チームの人選のための具体的な手順として下記①～

④のプロセスを実施することで、住民からの意見を汲んだ選定を行う。継続チーム(建設作業 4 人/

チーム×3 キャンプ)については先行事業のメンバーを継続する。 

①各キャンプのメンバー選定のためのリクルートについてマージ、WASH セクター関係者、サイトマ

ネジメントチームへアナウンスする。 

②各キャンプのコミュニティモービライザーが各キャンプから推薦された人材の職歴・経験に関する

情報を集め、選定のための情報をまとめる。 

③エンジニア、コミュニティモービライザーが推薦された人材について、マージ、WASH セクター関

係者、サイトマネジメントチームの意見をききとり集約する。 

④フィールドコーディネーターとエンジニア、IVY プロジェクトコーディネーターが集約された情報

と電話でのインタビューを行い選定する。COVID-19 の影響によるキャンプへのアクセス制限がない

場合は直接訪問し面接を行う。 

 

1-4 各チーム対象の基礎研修と OJT の実施 

 

すべての研修において、COVID-19 予防対策についての基礎知識と安全確保、個人防護具の正しい利

用と管理についての講義を行う。 

 

月次 2～4、①修理・消毒チームの育成 

１）新規の修理・消毒チームへの基礎研修については先行事業同様、先行事業において組織した修理

チームの大工およびセメント施工職人が講師となり、対象のキャンプ毎に 2 日間の基礎研修を行う。

その際、エンジニアおよびコミュニティモービライザーは事前打合せおよび内容等について補完する。

研修内容は修理・消毒チームの役割、安全管理、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、修理に必要な資機材の調達方法、調達資材の品質確認方法、難易度別の修理の講習と実習を行

う。 

２）研修の 2 日目に各チームへ工具（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）の提供と修理後の物件に貼る修理済プレートを配布する。プレー

トには JPF と支援団体のロゴ、修理年月を入れる。 

３）その後、30 日間の OJT では、最初に衛生施設の修理、消毒が必要な物件のアセスメントを行い、

表 1 の難易度別に修理 32 件、消毒 1600 件の作業スケジュールを作成、資機材の調達を行い修理・消

毒作業を行う。また、4 人は表 2 の役割分担とする。 
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【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 

・蝶番の交換 

・手洗い場の

蛇口交換、タ

ンク清掃 

・フェンス修理 

・屋根修理 

・ドア修理・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(コンクリート

打ち、パイプ・エル

ボー交換) 

・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      16 件    6 件    6 件     2 件 2 件 

 

【表 2：各職種に求められる知識・技能】 

職種 内容 

大工 1 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蝶番交換を含む修理（難易度 1） 

⑥フェンス修理（難易度 2） 

⑦ドア・屋根・土嚢による固定等の修理（難易度 3） 

⑧排水溝、排水路の復旧（難易度 4） 

⑨リング交換を含む修理（難易度 5） 

セメント施工

職人 1 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 

アシスタント 2

人 

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 

⑦施設の消毒 
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月次 2～4、②建設チームの育成 

１）対象の 3 つのキャンプ毎に 2 日間の基礎研修を行う。研修内容は手洗い場、水浴び室、トイレの

基礎構造と建設基礎についての講習と実習を行う。 

２）研修の 2 日目に各チームへ追加工具（コテ、ドライバー等）や装備（作業着、長靴、ゴム手袋、

帽子、マスク等）の提供と建設後の物件に貼るプレートを配布する。プレートには JPF と支援団体の

ロゴ、譲渡年月を入れる。 

３）その後、30 日間の OJT で手洗い場 2 件の設置と水浴び場 2 基の建設を行う。また、4 人は表 3

の役割分担とする。 

 

【表 3：各職種に求められる知識・技能】 

職種 内容 

大工 1 人 ①修理に使用する工具の正しい使い方 

②安全管理 

③建設に要する時間管理 

④建設に必要な資材（コンクリート、木材等）の見積もりと資材調達票への記載 

⑤建設物の基準、図面の読み方 

⑥建設手順 

⑦品質確認方法 

セメント施工

職人 1 人 

①修理に使用する工具の正しい使い方 

②安全管理 

③建設に必要な資材（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建設物の基準、図面の読み方(セメントに特化した内容) 

⑤コンクリートの調合 

⑥セメント施工 

⑦漆喰仕上げ 

アシスタント 2

人 

①修理に使用する工具の使い方 

②安全管理 

③建設物の基準、図面の読み方(大工のサポートできるように理解) 

④木材等資材の切り分け 

⑤コンクリートの調合及び施工補助 

⑥建設作業の補助 

⑦作業場周辺の消毒 

 

月次 2～4、③し尿処理チーム育成 

１）対象のキャンプ毎に 2 日間の基礎研修を行う。研修内容は、定期点検によるし尿管理、ブロック

分けによるし尿処理の作業スケジュール調整、し尿処理手順、し尿施設側の作業、その他よくあるト

ラブルへの対応等の講義をする。 

２）研修の 2 日目に各チームへ装備（作業着、長靴、ゴム手袋、帽子、マスク、せっけん等）の提供
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とし尿処理を配布する。 

２）その後、30 日間の OJT では、最初にし尿処理が必要なトイレのアセスメントを行い、スケジュ

ールを立てて、し尿処理作業 78 件を実施する。 

 

1-5 修理・消毒、建設、し尿処理の実施（３カ月） 

 

月次 3～6、各チームでアセスメント、作業スケジュールおよび資機材調達票を作成し、修理・消

毒チームは 3 か月間で衛生施設の修理作業 128 件以上と消毒作業 4,800 件以上、建設チームは手洗い

場 8 件と水浴び場 5 件建設以上、し尿処理チームは 230 件以上を目標とし、有償ボランティアとして

各作業に取り組む。 

 

1-6 モニタリング 

 

月次 2～6、各衛生施設の修理・建設後 1 週間以内に、コミュニティモービライザーが、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、衛生施設が適切に修理・建設さ

れ機能しているか、使い勝手が向上したか、し尿処理は完了し問題がないか、について聞き取りを行

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・建設が不完全と判断

された場合は、修理・消毒または建設チームに連絡し、エンジニアのサポートのもと修理する。 

 

1-7 引継ぎマニュアルの作成 

 

月次 5～6、養成した人々が将来的にもキャンプで衛生施設の維持管理活動を仕事として行ってい

けるようにするために、事業当初から WASH エージェンシーに対しサポート体制の整備を呼び掛けた

が、その引継ぎをスムーズに行えるよう、本事業で組織した各チームの作業計画(水衛生施設のアセ

スメント、作業スケジュール管理)から資機材調達、資機材の維持管理、品質確認、具体的な作業手

順(修理・消毒、建設、し尿処理)、安全管理、作業後の評価、連絡調整、人材リスト等について記載

した引継ぎマニュアルを作成する。 

 

1-8 個人評価および合同評価の実施 

 

月次 2～6、各チームの技術習得に関する確認は、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、エンジニアが、事業開始時、中間、終了前の 3 回の個人評価を行うことで知識・技

能を習得したかどうか確認する。 

また、事業終了前には、人材育成事業と各チーム活動について各キャンプの WASH フォーカルと合

同評価を実施する。合同で実施することで各プロセスに関わってもらい、人材育成事業のノウハウ共

有の場とする。評価表の項目については、当団体で案を作成し、事前に WASH フォーカル等からの助

言や指導を依頼する。人材育成は、主に研修や指導内容とプログラム構成の適正等について、各チー

ム活動は、主に消毒・修理・建設・し尿処理活動を通して衛生施設および衛生環境が実際に改善した

かを評価する。使用した評価表は、マニュアルへ入れ、適宜評価項目の見直しを行えるような様式に
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しておく。 

 

10．事業の背景 

（１） 対象地における被災者の状況 

１）ミャンマー避難民キャンプの状況について 

先行事業「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」において、IVY がこれまで衛生施設を設置してきた 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)）で、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して

いる。 

2 日間の基礎研修後に設けている 30 日間の実施トレーニングでは、下記の【表 1】のとおり、修理

の難易度を 1～5 段階に分け、各目標件数（合計で 64件）を達成することとしてきた。 

 

【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 

・周辺の消毒 

・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 

 

また、実地で取り組む修理物件の下見調査も住民自身で行うこととしているが、修理箇所は想定し

ていた以上に多く、6 月 25 日までの段階でトイレ 178 か所、水浴び室 112 か所、合計 290 か所が上

がり、6 月 17 日～30 日の 10 日間で 118 か所、7月 1日～30 日の 30 日間で 172 か所、合計 290 か所

が完了している。 

また、COVID-19 対策として消毒作業のニーズが高かったため、事業開始後に活動に追加されたが、

チームの補助員 2 人が午後は消毒作業に回り、1 日に 1 サブブロックを回って、6 月 17 日～30 日の

10 日間で水浴び室、トイレ、モスク、手洗い場、水路等合計 2,579 か所、7 月 1 日～30 日の 30 日間

で 8,155 か所、合計 10,734 か所を消毒した。 

 

（２） 課題・ニーズの分析 

・ミャンマー避難民キャンプの課題・ニーズの分析 

チームの補助員 2 人が消毒作業に回っているが、1 日に 1 サブブロックしか回れないため、次に同

じ個所が消毒されるのは 20 日後となっており、感染症のリスク低下にほとんどつながっていない。 

そこで、修理・消毒チームを各キャンプに新たに 1 チームずつ育成し、先行事業よりも修理目標達成
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件数を減らして、消毒作業できる時間を確保する。 

また、COVID-19 の影響で、外部からの人の出入りが制限されているため、トイレや水浴び室、手

洗い場等、小規模な衛生施設の新たな建設についても住民自身でスキルを持ち修理・建設できる人材

のニーズが高い。そこで、先行事業で育成された修理チームに対し、スキルアップ研修として手洗い

場の設置と水浴び場の建設に関わることで先行事業よりもレベルの高い技術研修を行い、建設の技術

をもつ建設チームを育成する。 

また、し尿処理チームを各キャンプに新たに 1 チームずつ育成し、ニーズの高いブロック・サブブ

ロックでの作業を行う。 

さらに、事業開始時に行う「 WASH 管理委員会への事業説明とトレーニング」においても、育成し

た３チームと連携して取り組んでもらえるよう、トイレの使い方と清掃や維持管理の重要性をトレー

ニングに加え、委員に意識啓発を行い、協力を呼びかける。 

 

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 クラスターでは、2019 Mid-Term Review で「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。維持管理の人材を育成する本事業はこのセクター方針

に沿った内容であるので、WASH クラスターと連携・調整する。 

 

（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 Camp in Charge (以下 CiC)が The Office of the Refugee Relief 

and Repatriation Commissioner (以下 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。ホストコミュニティにおい

ては、県、郡、ユニオン、区と連携・調整する。 

 

（３）その他のアクターとの連携・調整 

活動対象地であるキャンプ 16、18、19 においては、9．（1）．1-2 にも記載したとおり、WASH フォ

ーカルへの事業説明と合同評価、定期的な意見交換の場を設け、事業終了後も WASH フォーカルへ引

き継ぐ体制を整備することで、当事業で組織した各チームが事業終了後も継続してキャンプの維持管

理担当として雇用してもらえるよう働きかける。とはいえ、提携団体 DSK はキャンプ 16 と 19 の WASH

フォーカルを担っているため、その利点を生かし、キャンプ 18 の WASH フォーカルである BDRCS との

連携・調整にも協力してもらう。その他、キャンプ内の住民からの不満はサイトマネジメントチーム

に集まってくるため、CiC 調整会議およびキャンプ WASH 調整会議で、サイトマネジメントチームと

よく情報を共有することも重要である。また、コックスバザール県におけるミャンマー避難民支援全

体のネットワーク会議としては、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

調整会議があり、これらには必ず現地事業統括が出席する。 

 

在バングラデシュ日本国大使館には事業開始時に事業の説明を行い、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
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に、より効果的な支援活動となるよう協力し合う。 

 

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 

本事業は JRP2020 WASH セクター目標 2 の「キャンプとホストコミュニティの女性、女子、男性、男

子が適切で満足できる衛生設備にいつでもアクセスできるようにする」、およびスフィア・スタンダ

ード（特に CHS の「給水、衛生および衛生促進」の各章）に対応している。 

 

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、修理消毒チーム、建設チーム、し尿処理チームを各キャンプオフィス

の中に位置づけ、本事業が終了する場合は各チームへの管理・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 

CHS1.1 「被災した地域社会や人々の背景や状況、関係者・団体の体系的、客観的、継続的な分析を

行うこと」に基づき、事業計画の際には分析を行う。 

CHS1.2「支援プログラムを計画実施する際は、公正にニーズやリスクを把握し、様々なグループの脆

弱性や能力を理解すること」に基づき、事業計画の際には公正にニーズやリスクを把握し、キャンプ、

ホストコミュニティの脆弱性の高い人々に配慮する。 

CHS1.3「変化するニーズや被災者の能力や状況に対応しながらプログラムを実施する」に基づき、変

化する衛生施設の維持管理のニーズや、各チームのメンバーに選ばれた住民の希望に耳を傾け、モチ

ベーションが持続するマネージメントを心がける。 

CHS1.4「被災した地域社会と人々のニーズや能力に基づいて公正な支援が行われるよう方針がたてら

れていること」に基づき、キャンプとホストコミュニティの緊張関係の緩和に配慮する。 

CHS1.5「社会的に弱い立場の人々や、自ら声を上げにくい人々など、多様なグループに配慮し、それ

ぞれに情報収集を行った上で支援方針がたてられていること」に基づき、修理チーム内でのメンバー

同士の力関係、ホストコミュニティでは自ら声を上げにくい脆弱層に配慮し支援方針を立てる。 

CHS1.6「実施プロセスが、確実に適正で継続的な状況分析に基づいていること」に基づき、修理チー

ムのメンバーに選ばれたひとりひとりが、スタッフの定期的な評価や指導により知識、スキルを身に

つけられるようにする。また、研修メニューや指標も彼らの習熟度や意見を取り入れ現実的なものに

修正する。 

CHS2.1「支援プログラム策定の際は、さまざまな制約条件を考慮し、計画が実行可能なものであり、
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コミュニティの安全も確保されるようにすること」に基づき、COVID-19 感染拡大状況に注意すると

ともに、通行止めや入域制限等が発生した際は現場サイドで柔軟に当日の計画の変更が行えるように

する。 

CHS2.5「人道支援活動とその成果や効果についてモニタリング調査し、プログラムが適切に行われる

ように、また成果の出ていない活動について対処できるようにすること」に基づき、モニタリングシ

ステムを定期的に見直し、常に有用な情報だけが収集されるようにしておく。また、裨益者の評価も

聞き取る。 

CHS2.6「支援プログラムの方針・内容・計画は組織の専門性や能力にあったものであること」に基づ

き、国際基準を反映し、事業から学び、専門分野の知識を高める。 

CHS3.1「被災地域の能力を高め、被災地域や人々の回復力を増すようなプログラムであること」に基

づき、キャンプ、ホストコミュニティとも維持管理の人材をそれぞれのコミュニティから選び、育成

する。 

CHS3.2「コミュニティの危機やリスク評価など既存の調査結果や防災計画を活動の指針に用いるこ

と」に基づき、モンスーンやサイクロン発生時のハザードマップを活用し、衛生施設の被害を最小限

にする対策を講じる。 

CHS3.4「支援に依存する危険性を避け、プログラムの長期的な成果を得るために、初期段階から段階

的な引継ぎや支援終了に向けた計画を立てること」に基づき、支援終了に向けた段階的な計画を立て

ておく。 

CHS3.6「潜在的、あるいは予期せぬ負の影響を把握し、迅速かつ適正な手順を踏まえて対応する」に

基づき、修理チームでは搾取やパワハラ、対立、不正使用、流用等が起こる可能性がある。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は、開始当初に守秘義務の取り扱いについて

の研修を行うとともに、時々サイト訪問やメンバーの個人面談、観察等を行い、常に監視と防止を怠

らないようにする。 

CHS4.1「支援組織は、理念、組織として職員に要求する行動と実施事業、支援内容についての情報を

被災した地域社会や人々に提供すること」に基づき、事業開始時には、スタッフはもとより、地域社

会、関係団体に組織の理念、行動指針、事業の説明を行う。 

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とりすること」に基づき、

修理チームには避難民と同じ言語を話せるスタッフを配置する。また、ホストコミュニティでは、1

世帯ずるが対象となるので、モビライザーは子どもや高齢者が理解しやすい平易な言葉で説明する。

また、事前に衛生トレーニングについて中味を説明し、できるだけ家族メンバー全員に参加してもら

えるよう、働きかける。 

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
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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。 

CHS6.3「適切な支援調整グループに参加し、他の支援組織と共同すること。それにより、被災した地

域社会（コミュニティ）の負担を最小限にし、受けられる支援の範囲やサービスを最大限にできる」

に基づき、各調整会議には現地事業統括、プロジェクトコーディネーターが必ず参加し、情報収集と

ともに人脈をつくる。 

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。 

CHS7.1「支援プログラムを策定する際には、過去の教訓や経験を生かすこと」に基づき、2018 年 9

月から開始して約 2 年となるが、この間の数々の失敗から学び本事業に生かす。 

CHS7.4「評価や学習の方針を整備し、経験から学んで活動を改善できるような方法を構築すること」

に基づき、進捗状況のモニタリングについて見える化をはかり、全てのスタッフが共有しやすくする。 

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施基準に従って業務を遂行すること」

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。 

CHS8.2「スタッフは、自分に適応する規範を遵守し、そうしなかった場合に被る結果を理解している

こと」に基づき、各スタッフに期待されている内容について伝達し、スタッフからは自分自身の目標

を聞いて、双方合意した評価基準を作成し、複数の上司によって定期的に評価を行う。 

CHS8.7「行動規範を整備し、スタッフが搾取や虐待を行わないよう、また人々に対して差別を行わな

いよう、最低限の義務を定める」に基づき、行動規範を整備する。 

CHS9.3「予算に関する支出をモニタリングし、報告すること」に基づき、予算は現地事業統括、本部

担当スタッフが適切に管理する。 

 

（３）その他 

COVID-19 に関連する規制対応についてはバングラデシュ政府および ISCG、WASH セクターのガイドラ

インおよび公式発表に沿って活動をすすめる。感染拡大状況によっては、現地スタッフの負担も考慮

しながら、事業デザインの柔軟な修正が必要になる可能性がある。 

 

13. 事業管理体制 

（１）人員配置 

本事業は、IVY が主体ではあるが、現地で NGO 登録を持たないこと、また、2020 年 7 月 19 日時点に

おいて本事業地であるバングラデシュは全国的に外務省の危険レベル 3（渡航中止勧告）に該当する

ことから駐在員を配置して事務所を設置することができないため、バングラデシュで NGO 登録をして

いる DSK と提携して事業を実施する。 
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事業の実施にあたり、IVY 現地事業統括（日本人国際スタッフ）は、バングラデシュ(コックスバザ

ール県)の外務省危険レベルが引き下がるまでの間は日本からリモートで事業を統括し、IVY プロジ

ェクトコーディネーター（バングラデシュ人）とは毎朝 9 時の朝礼及びメールやオンライン電話を繋

いで毎日事業の進捗管理を行う。危険レベルが下がり次第バングラデシュ(コックスバザール県)へ渡

航し、現地で管理する。現地事業統括は、事業の監督責任を持つ DSK 事務局長と日々緊密な連絡をと

りつつ、遠隔による事業進捗管理、物資調達管理、資金管理、クラスター等との調整を行い、JPF 事

業実施要領に基づいた事業の実施を徹底する。また、IVY 現地事業統括（日本人国際スタッフ）、プ

ロジェクトコーディネーターと相談しつつ、事業運営管理や活動のモニタリング、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を執行する。詳細につ

いては、添付資料 1：役割分担表、参照。 

 

 

 

（２）資金管理 

IVY 本部では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申請後に IVYから DSKの指定する銀行へ国際送金する。

DSK と弊団体との間では MoU を締結し、以下のルールに従う。 

(1)会計は JPF の事業実施・助成ガイドライン細則９「外部調査に係る措置」要領 4「合意された手

続の実施要領」及び細則 11「会計に係る措置」要領５「会計細則」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 は翌月末までに、預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
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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 

想定されるリスク 対処方法 

FD7 発行の遅れ FD7 の申請内容について COVID-19 感染対策を含む活動のみオンライン

で申請を受け付けている状況である。 

対処法：本事業でも COVID-19 に関連した活動「消毒」を入れ込み、JPF

の事業承認が下り次第、DSK にすぐにオンライン申請してもらう。 

RRRC、県知事、郡長（UNO）、

3キャンプの CiCからの活

動許可の遅れ 

先行事業で、FD7 の取得後に左記の機関からの承認取得に 20 日間かかっ

ている。 

対処法：本事業では活動地域を 2 郡 4 キャンプから、１郡 3 キャンプに

絞ることにより、RRRC に申請できるまでの期間を短縮する。 

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・消毒・し尿処

理ができない状態の発生  

5 月に到来したサイクロン「アンファン」やそれ以降のモンスーンの風

雨により多くの衛生施設が壊れているとの報告が上がっている2。 

対処法：ISCGでは地滑りの発生について 3時間に 75mm、24時間に 200mm、

72 時間に 350mm の降水量と目安を出している。毎日の降水量に注意し、

早めに水衛生施設に WASH セクターで発行しているハザードマップ3やマ

ニュアル4等を参考にロープや杭による固定等の対策を取る他、被害を最

小限に抑えるための予防ができているか、浸水による生活用水への影響

がないか等の確認をチームで行うようにする。 

COVID-19 の感染拡大によ

る、活動及び移動の制限 

7 月 12 日に RRRC より新たなガイダンスが発行され、各セクターのクリ

ティカルな活動の範囲が広がった5。 

対処法： スタッフが罹患した際には、RRRC、ISCG および現地連携団体

DSK のガイドラインに沿って対処する。保健セクターからの情報収集を

常時行い、緊急入院ができる体制を整える。 

・COVID-19 の感染拡大状況によっては、現地スタッフの負担も考慮しな

がら、事業デザインの柔軟な変更が取れるようにする。 

 
2https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/final_iscg_covid-19_

and_monsoon_weekly_update_18_3-9_july_2020.pdf 
3https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/indicative_flood_vul

nerable_wash_facilities_mapping_per_camp_200528_compressed.pdf 
4 https://drive.google.com/file/d/1D6WgKWCflNomzyUCnB7KNCgFo6XZymDW/view 
5 https://drive.google.com/file/d/1s_3fvPTbjGaSvUrTFw3JiM6jxk2B-4f3/view 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/indicative_flood_vulnerable_wash_facilities_mapping_per_camp_200528_compressed.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/indicative_flood_vulnerable_wash_facilities_mapping_per_camp_200528_compressed.pdf
https://drive.google.com/file/d/1D6WgKWCflNomzyUCnB7KNCgFo6XZymDW/view
https://drive.google.com/file/d/1s_3fvPTbjGaSvUrTFw3JiM6jxk2B-4f3/view
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ホストコミュニティのキ

ャンプ反対運動による急

激な治安の悪化 

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、避難民による抗議行動があ

り、実際には自主帰還は始まらなかった。それに端を発してホスト側の

住民による抗議行動が発生。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、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る。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。 

 

 

15. 安全管理体制 

＜事業実施にあたっての安全管理＞ 

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）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）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またはバ

ングラデシュから引き上げる、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

コーディネーターに引継ぎ作業を行う。 

４）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

いるところを借りる。 

５）邦人が出張中に利用するホテルは、NGO 職員が多く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。 

６）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。 

 

＜リスク分析＞ 

１）DSK 本部のセキュリティオフィサーと現地事業統括、プロジェクトコーディネーターが平時から

連絡を取り合い、特にキャンプ訪問時にはデモ等の危険情報をもらい、危険が予測される地域へは近

づかない、迂回路を教えてもらう、あるいは訪問を中止するなどする。 

２）ホストコミュニティについては、特にインシデントが起こりやすい 8 月 25 日前後、選挙が行わ

れる時期の動きを、プロジェクトコーディネーターを通じて地元メディアや地元情報源からの情報収

集を行う。 

 

なお、弊団体の「バングラデシュ安全管理ガイドライン」（2020 年 7 月１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
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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。 

 

＜COVID-19 感染予防対策＞ 

現地事業統括（赴任できない場合はプロジェクトコーディネーターが代行）は、本事業に関わるスタ

ッフ、直接裨益者（各チームメンバー）に対し、感染予防のため、以下の指導を徹底する。 

①活動開始前の検温（37.5 度以上の場合は自宅待機）と体調確認（発熱、喉の痛み、味覚臭覚異常

等の症状がある場合は自宅待機） 

②キャンプでの活動時の防護具(マスク、手袋、帽子、防護具)の着用 

③1 時間毎の手洗い(水がない場所ではジェル) 

④フィジカルディスタンスの徹底 

⑤防護具の洗浄管理等について週 1 で正しい処理をしているかの確認 

 

＜感染が疑われる場合＞ 

①COVID-19 症状が出ている、濃厚接触の可能性があるなど、感染が疑われる場合は、出勤、研修を

取りやめ、医療機関を受診し、医師の診断と助言に従う。 

②出勤、研修への参加許可は、2 週間の隔離後も PCR検査で陰性証明が出てからとする。 

 

＜事業対象地においてクラスターや市中感染等深刻な感染拡大が発生した場合＞ 

当団体の「バングラデシュ安全管理ガイドライン」（2020 年 7月 1 日改定版）には、今回の COVID-19

感染拡大を受け、感染症についても安全管理ガイドラインに追加した。【レベル 2：要警戒-活動は継

続】から【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】

まで、ガイドラインに沿って対応する。 

 

16. 連結性または持続発展性 

弊団体では 2018年 9月よりキャンプおよび隣接するホストコミュニティで 3つの水衛生事業を実施。

キャンプ 16、18、19 等で深井戸 46 基、衛生トイレ 100 基、ABR 式し尿処理施設 1 か所と中継タンク

10 基、女性用水浴び室 159 基を建設、同時に水衛生トレーニングやコミュニティモビライジング等

のソフトコンポーネントを提供し、ハードとの相乗効果で水や排泄物が媒介する感染症の防止を促し

てきた。また、現在は「衛生施設修理チーム育成事業」を行っているが、維持管理の需要が高く、

COVID-19 感染予防対策のためキャンプへの出入りが制限されている一方でキャンプ内で修理・建設

できる人材が不足していることがわかったため、本事業では新たな修理チームやトイレのし尿処理チ

ームを養成するとともに、先行事業のチームにはステップアップ研修を実施し、これらのチームと協

力して衛生施設が常に使える状態を維持し、感染症を予防する。衛生施設の維持管理および建設につ

いては、本事業で住民主体および各キャンプフォーカルへ移行できるレベルまで研修と実地、体制づ

くりを行う。 

  

17. 申請団体による同国内での関連事業 
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2020 年 3月 31 日-2020 年 7 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キャン

プ衛生施設修理チーム育成事業」実施中 

2019 年 4月 12 日－2020 年 4 月 30 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」 

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 


