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事業計画 概要表（1 頁以内） 

 

プログラム名 ミャンマー避難民キャンプ大規模火災緊急対応プログラム 

事業名(日・英) 

ミャンマー避難民キャンプ大規模火災被災者への衛生施設・住宅再建支援 Provide 

emergency WASH & Shelter support to the fire affected People Fleeing Myanmar in 

camp and surrounding host community population in Cox’s Bazar 

開始日 2021 年 4月 27 日 終了日 2021 年 9月 26 日 日数 153 日間 

団体名 認定 NPO 法人 IVY 担当者名 安達三千代 

事業目的 

大規模火災で多くの衛生施設や住宅が焼失したミャンマー避難民キャンプおよびホスト

コミュニティにおいて、それらの施設や住宅の再建を通じて、被災者が一日も早く安全

安心な生活環境を取り戻せるようになる。 

事業概要 

本事業では対象を被害の大きかったキャンプ 8W、8E 及び類焼して被害に巻き込まれたホ

ストコミュニティ・パロンカリユニオン 3 区パッチムバルカリ村とする。キャンプでは

衛生施設の再建、ホストコミュニティでは住宅と衛生施設の再建を通じて、現在、劣悪

な衛生環境、住環境で暮らしている被災者が、自然災害や感染症等のリスクから守られ、

一日も早く安全安心な人間らしい生活が取り戻せるよう支援する。 

事業内容（骨子のみ記入） 裨益者（誰が、何人） 

1．ミャンマー避難民キャンプにおける衛生施設の再建支援 

1）トイレ・手洗い場の再建 65 件 

2）水浴び室の再建 65 件 

直接裨益者：キャンプ 8E ・

8W/390 世帯/2,600 人 

2． ホストコミュニティにおける住宅と衛生施設の再建、補修資材の配布

支援 

1）住宅の再建 30 世帯 

2）トイレ・手洗い場の再建 10 世帯 

3）水浴び室の再建 10 世帯 

4）住宅補修のための資材配布 15 世帯 

直接裨益者：パッチムバルカ

リ村 65 世帯/331 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） 

大規模火災で多くの衛生施設や住宅が焼失したミャンマー避難民キャンプおよびホストコミュニティにおいて、それらの施設や

住宅の再建を通じて、被災者が一日も早く安全安心な生活環境を取り戻せるようになる。 

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 

被災後 1 週間の水浴び室

は 1 施設/55 人、トイレは

1施設/33人と過密状態が

続いている。どの施設も

セクター基準 20人以下を

大きく上回っている。元

の居住地に戻ってきてい

る避難民らの野外排泄増

加よる衛生環境悪化と、

その影響による水系感染

症の蔓延リスクが高まっ

ている。またモンスーン

の時季が近づいているた

め、衛生施設の修繕・再

建は喫緊のニーズであ

る。 

1. キャンプ 8E、8W におい

て、WASH セクターの基準1に

沿った衛生施設の再建が行

われ、被災者が安全で衛生

的な施設の利用ができるよ

うになる。 

1-1．WASHセクターの基準に

沿ったトイレ・手洗い場65

件が再建される。 

・同じトイレを使用する人

数：20人/3世帯 

・住居とトイレの間の距離：

最大50m 

・内側から施錠できるトイレ

の割合100% 

・65人へのモニタリング結

果、使用者が安全であると回

答したトイレの割合(男性

100％、女性100％） 

1-2．WASHセクターの基準に

沿った水浴び室65件が再建

される 

1-1. Area Focal Agency（以下 AFA)、

WASH フォーカル、Camp in Charge 

(以下 CiC)との調整、避難民アセス

メント 

1-2．施工業者の選定 

1-3．トイレと手洗い場の再建 

1-4．水浴び室の再建 

1-5. モニタリング 

1-6．CiC への譲渡、WASH フォーカ

ルへの引継ぎ 

 NGO 局が FC1、FD72を発行

する 

 Deputy Commissioner’s 

office of Cox's Bazar 

district（以下 DC）、

Upazila Nirbhahi 

Officer Ukhiya  (以下

UNO)、Refugee Relief and 

Repatriation 

Commissioner ( 以 下

RRRC)、CiC からの活動許

可を得られる 

 AFA、WASH フォーカルか

らの活動許可を得られる 

 キャンプとホストコミュ

ニティ間の治安維持 

 
1 WASH Sector, Inclusive Sanitation Strategy, 2019 
2 バングラデシュ NGO局(NGO Affairs Bureau)へ事業を実施する際のプロジェクト許可申請の様式、外国からの資金による開発支援は FC1、緊急支援は FD7。 

https://docs.google.com/document/d/1aOWFemBvXFT38dXn1o3c8FFbqh-gu2SE/edit#heading=h.gjdgxs
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・同じ水浴び室を使用する人

数：20人/3世帯 

・内側から施錠できる水浴び

室の割合100% 

・65人へのモニタリング結

果、使用者が安全であると回

答した水浴び室の割合(男性

100％、女性100％） 

 

【確認方法】 

アセスメントレポート、モニ

タリングレポート 

 モンスーン発生による建

設作業中断、建設中施設

への被害 

 COVID-19 感染拡大およ

びロックダウンによる活

動制限 

キャンプ内に位置する

131 世帯のホストコミュ

ニティは家屋、水衛生施

設、畑や家畜等が火事の

類焼で被災したため、生

活再建が困難な状況とな

っている。 

2.ホストコミュニティ・パ

ッチムバルカリ村におい

て、住宅と衛生施設の再建

と修繕が行われ、被災者の

居住環境と安全な衛生施設

へのアクセスが改善され

る。 

 

 

2-1．住宅が再建された世帯

数：30 世帯 

・モニタリング結果、住環境

が改善されたと回答した住

宅の割合 100%（30 世帯） 

2-2． トイレ・手洗い場が再

建された世帯数：10 世帯 

・モニタリング結果、使用者

が安全であると回答したト

イレの割合100%（10世帯） 

2-3． 水浴び室が再建された

世帯数：10 世帯 

2-1．コミュニティの責任者との会

合、被災世帯リストの入手、追加調

査、対象世帯選定 

2-2．住宅補修資材の調達、配布 

2-3．施工業者の選定 

2-4．住宅の再建・施工 

2-5．トイレ・手洗い場の再建・施

工 

2-6．水浴び室の再建・施工 

 

2-7．モニタリング 
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・モニタリング結果、使用者

が安全であると回答した水

浴び室の割合（10世帯） 

2-4．住宅が補修された世帯

数：15 世帯 

・モニタリング結果、住環境

が改善されたと回答した世

帯の割合 100%（15 世帯） 

【確認方法】 

配布記録、モニタリングレポ

ート 

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 

0．活動開始にかかる準備活動 

0-1 FD7、RRRC、CiC、FC1、DC、UNO からの活

動承認取得 

     

1．ミャンマー避難民キャンプにおける衛生施設の再建支援 

1-1 AFA、キャンプ WASH フォーカル、CiC と

の調整、避難民アセスメント 

     

1-2 施工業者の選定 

 

  

 

   

1-3 トイレ・の手洗い場再建・施工 

 

     

1-4 水浴び室の再建・施工 

 

     

1-5 モニタリング 

 

     

1-6．CiC への譲渡、WASH フォーカルへの引継

ぎ 

     

2. ホストコミュニティにおける住宅と衛生施設の再建、補修資材の配布支援 

2-1 コミュニティの責任者との会合、被災世

帯リストの入手、追加調査、対象世帯選定 

     

2-2 住宅補修資材の調達、配布 

 

     

2-3 住宅再建、トイレ・水浴び室再建の施工

業者の選定 

     

2-4 住宅の再建・施工 

 

     

2-5 トイレ・手洗い場の再建・施工 

 

     

2-6 水浴び室の再建・施工 

 

     

2-7 モニタリング 
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事業計画書（原則 5 頁以内） 

 

1. プログラム名 ミャンマー避難民キャンプ大規模火災緊急対応プログラム 

 

2. 事業名  ミャンマー避難民キャンプ大規模火災被災者への衛生施設・住宅再建支援 

Provide emergency WASH & Shelter support to the fire affected People Fleeing Myanmar in 

camp and surrounding host community population in Cox’s Bazar 

 

3. 団体名  認定 NPO 法人 IVY 

 

4. 事業期間     2021 年 4月 27 日 ～ 2021 年 9 月 26 日 （153 日間） 

  

5. 予算       26,600,000 円（うちＪＰＦ助成額 26,600,000 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 

大規模火災で多くの衛生施設や住宅が焼失したミャンマー避難民キャンプおよびホストコミュニテ

ィにおいて、それらの施設や住宅の再建を通じて、被災者が一日も早く安全安心な生活環境を取り戻

せるようになる。 

 

8. 事業概要 

本事業では対象を被害の大きかったキャンプ 8W、8E 及び類焼して被害に巻き込まれたホストコミュ

ニティ・パロンカリユニオン 3 区パッチムバルカリ村とする。キャンプでは衛生施設の再建、ホスト

コミュニティでは住宅と衛生施設の再建を通じて、現在、劣悪な衛生環境、住環境で暮らしている被

災者が、自然災害や感染症等のリスクから守られ、一日も早く安全安心な人間らしい生活が取り戻せ

るよう支援する。 

 

9. 事業内容 

本事業は IVY が主体となり、現地 NGO の Dushtha Shasthya Kendra(DSK)3の協力を得て実施する。 

 

（１） コンポーネント 1: ミャンマー避難民キャンプにおける衛生施設の再建支援 

AFA の UNICEF からの支援要請があり、キャンプ 8E 、8W において、大火災による損害のあった衛生

 
3 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。2020年 1月から水衛生セクターにおける先行 3事

業(JPF 助成)において、DSKと提携し事業を実施してきた。詳細は、添付資料：提携団体情報シート、参照。

（http://www.dskbangladesh.org） 
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施設（トイレ、水浴び室、手洗い場）の再建を UNICEF の建設モデルを導入して実施する。再建完了

後の施設は、施設番号、GPS（施設の位置管理のため）、管理者の情報とともに Camp in Charge (以

下 CiC)へ譲渡、メンテナンスは各キャンプ WASH フォーカルである VERC と WVI を通して各ブロック

フォーカルへ依頼する。 

 

1-1 AFA、キャンプ WASH フォーカル、CiC との調整、避難民アセスメント 

月次 1、AFA・UNICEF、キャンプ WASH フォーカル・VERC（キャンプ 8E）・WVI（キャンプ 8W）、CiC と

の調整後、避難民へのアセスメントを実施する。 

今回のアセスメントについては、AFA および WASH フォーカルの調査後、再建が必要な場所を指定さ

れるためその指示に従う。各施設(トイレ、水浴び場)を 3 世帯が利用するため、195 世帯（65 件×3

世帯）の 1/3 である男女 65 人から、建設前に下記のききとりを行う。聞き取り項目は、UNICEF のア

セスメントシートを参照としている。 

・衛生施設は男女別に分かれていた方が良いですか（はい・いいえ・どちらともいえない、理由：） 

・トイレにつけてほしい設備は次のどれですか（内側からかかる鍵・照明・水桶・生理用品を捨てる

ゴミ箱・階段・手すり・その他） 

・水浴び室につけてほしい設備は次のどれですか（内側からかかる鍵・照明・洗濯台・衣類をかける

ロープ・その他） 

・その他の要望や意見 

 

1-2 施工業者の選定 

月次 1、トイレ、水浴び室の施工業者 3 社を選定する。事業期間内に、トイレ・手洗い場 65 件と水

浴び室 65 件の再建のため、1 社が 40 件程度を建設予定である。 

 

1-3 トイレ・手洗い場の再建・施工 

月次 1～4、施工業者と 65 件の建設場所、計画・設計、使用資材の品質、工程を確認する。モンスー

ンの風雨の影響により、通常（１ヶ月 10 件建設）より作業工程が遅れることが見込まれるため、ス

ケジュールは余裕を持たせたものとしている。今回 AFA からの指示により、UNICEF の建設モデルを

導入するため、トイレ横に手洗い場の設置を行う。 

 

1-4 水浴び室の再建・施工 

月次 1～4、施工業者と建設場所、計画・設計、使用資材の品質、工程を確認する。モンスーンの風

雨の影響により、通常（１ヶ月 15 件建設）がより作業工程遅れることが見込まれるため、スケジュ

ールは余裕を持たせたものとしている。 

 

1-5 モニタリング 

月次 1～5、コミュニティモビライザーは、日々の施工作業の状況確認、建設周辺避難民とのコミュ

ニケーションを行い、住民からのニーズの汲み取りや意見は、フィールドコーディネーターとプロジ

ェクトコーディネーターへ報告し、解決していく。アシスタントエンジニアおよびエンジニアはスケ

ジュール、各工程、使用資材の品質、施工監理を行い、工程表の進捗状況をアップデートし、毎週フ
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ィールドコーディネーターとプロジェクトコーディネーターへ報告する。引き渡し前には、現地事業

統括かプロジェクトコーディネーターが最終検査を行い、不備がある場合は修繕してから引き渡して

もらうようにする。 

再建後のモニタリングにおいて、下記項目について目視および聞き取りを行う。聞き取り項目は、

UNICEFのアセスメントシートを参照としている。 

【トイレ】裨益者65人 

・同じトイレを使用する人数：20人/3世帯 

・住居とトイレの間の距離：最大50m 

・内側から施錠できるトイレの割合 

・安全に利用できるかどうか 

【水浴び室】裨益者65人 

・水場からの距離 

・同じ水浴び室を使用する人数：20人/3世帯 

・内側から施錠できる水浴び室の割合 

・安全に利用できるかどうか 

 

1-6．CiC への譲渡、WASH フォーカルへの引継ぎ 

再建完了後の施設は、施設番号、GPS、管理者の情報とともに CiC へ譲渡、メンテナンスは各キャン

プ WASH フォーカルである VERC と WVI を通して各ブロックフォーカルへ依頼する。 

 

（２） コンポーネント 2：ホストコミュニティにおける住宅と衛生施設の再建、補修資材の配布 

ホストコミュニティ・パロンカリユニオン 3 区パッチムバルカリ村において、大火災による損害のあ

った住宅と衛生施設（トイレ・手洗い場、水浴び室）の再建を行う。また、住宅が全焼は免れたが一

部損壊している住民に対し、補修資材の配布を行う。 

 

2-1 コミュニティの責任者との会合、被災世帯リストの入手、追加調査、対象世帯選定 

月次 1、区・村長等との会合を実施し現状の確認をし、他団体との重複を避けるため、UNO（ウキア

郡）と DC との調整後、被災世帯リストを入手し、追加調査により、必要な情報を収集する。その中

から女性世帯主、障がい者・乳幼児・高齢者のいる世帯を優先して対象世帯を選定する。 

 

2-2 住宅補修資材の配布 

月次 1～4、損壊が少なく自力で補修が可能な世帯に対して追加調査を行い、そこから出てきたニー

ズを元に、住宅補修のための資材（波板、木材、レンガ、砂、セメント等）を選定後、調達し 15 世

帯へ配布する。必要があれば、エンジニアおよびアシスタントエンジニアが補修方法や必要な技術指

導を行う。 

 

2-3 住宅再建、トイレ・手洗い場、水浴び室再建の施工業者の選定 

月次 1、住宅、トイレ、水浴び室の施工業者を選定する。住宅建設は、30 世帯の住宅再建のために、

5 社を選定し各社が 6 件を建設予定である。1 社が、トイレ・手洗い場 10 件、水浴び室 10 件を建設
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する。 

 

2-4 住宅再建・施工 

月次 1～4、施工業者と 30 世帯のための住宅再建場所、計画・設計、使用資材の品質、工程を確認す

る。モンスーンの風雨の影響により、通常より作業工程が遅れることが見込まれるため、スケジュー

ルは余裕を持たせたものとしている。また、住民自身がモンスーン対応や補修をしていけるように工

具と予備のパーツを提供する。 

 

2-5 トイレ再建・手洗い場の再建・施工 

月次 1～4、施工業者と 10 世帯のためのトイレ再建場所、計画・設計、使用資材の品質、工程を確認

する。モンスーンの風雨の影響により、通常（１ヶ月 15 件建設）より作業工程が遅れることが見込

まれるため、スケジュールは余裕を持たせたものとしている。今回 AFA からの指示により、UNICEF

の建設モデルを導入するため、トイレ横に手洗い場の設置を行う。また、住民自身がモンスーン対応

やメンテナンスができるように工具と清掃道具を配布する。 

 

2-6 水浴び室再建・施工 

月次 1～4、施工業者と 10 世帯のための水浴び室再建場所、計画・設計、使用資材の品質、工程を確

認する。モンスーンの風雨の影響により、通常（１ヶ月 15 件建設）より作業工程が遅れることが見

込まれるため、スケジュールは余裕を持たせたものとしている。また、住民自身がモンスーン対応や

メンテナンスができるように工具と清掃道具を配布する。 

 

2-7 モニタリング 

月次 1～5、コミュニティモビライザーは、日々の施工作業の状況確認、建設周辺住民とのコミュニ

ケーションを行い、住民からのニーズの汲み取りや意見は、フィールドコーディネーターとプロジェ

クトコーディネーターへ報告し、解決していく。アシスタントエンジニアおよびエンジニアはスケジ

ュール、各工程、使用資材の品質、施工監理を行い、工程表の進捗状況をアップデートし、毎週フィ

ールドコーディネーターとプロジェクトコーディネーターへ報告する。引き渡し前には、現地事業統

括かプロジェクトコーディネーターが最終検査を行い、不備がある場合は修繕してから引き渡しても

らうようにする。 

再建後のモニタリングにおいて、下記項目について目視および聞き取りを行う。聞き取り項目は、IOM

およびUNICEFのアセスメントシートを参照としている。 

【住宅】30世帯 

・住環境が改善されたかどうか 

・災害への備え（特にサイクロン対応） 

・被災した際の家族の状況、支援に対しての感想 

【トイレ】10世帯 

・安全に利用できるか 

・メンテナンス方法 

・水場からの距離 
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【水浴び室】10 世帯 

・安全に利用できるか 

・メンテナンス方法 

・水場からの距離 

【補修資材の配布世帯】15 世帯 

・住環境が改善されたかどうか 

・破損個所、どの資材、機材がどのように役立ったか 

・不要、あるいは使いにくかった資材、機材 

・災害への備え（特にサイクロン対応） 

・被災した際の家族の状況、支援に対しての感想 

 

10．事業の背景 

（１） 対象地における被災者の状況 

3 月 22 日午後 3 時ごろ、クトゥパロン・バルカリのミャンマー避難民キャンプ 8W において火災が発

生した。火は可燃性の高い竹と防水シートで作られた住宅に次々と引火し、周辺のキャンプ 8E、8W、

9 にも延焼した。10,100 世帯が住宅を失い、医療施設やラーニングセンター等の公共施設 1,600 件が

焼失、13 人の死亡が確認され、563 人が負傷、400 人以上が行方不明となっており、被害は非常に大

きい。周辺のホストコミュニティにおいても 200 の建造物に被害が出ていると報告されている。被災

者は、キャンプ周辺のトランジットセンターや親戚等を頼って他キャンプやホストコミュニティへ一

時避難しており、現在も全世帯が元の居住地に戻ってきているわけではない。 

 

・キャンプの被災状況 

水衛生セクターは、初動において国連 4 組織、6 国際 NGO、4 現地 NGO と 1 宗教団体が対応してい

る。同セクター算出では、被害を受けた施設の再建等の支援に最低 550 万ドル(6 億円)必要としてい

る。現在、水施設は利用可能な井戸の修繕と緊急の給水タンクと給水場の設置により、住民自身が水

くみできるようになしくみを整えている。また、衛生施設は、一時的な修繕を行い、なんとか一時的

に使えるものにしている。トイレは浄化槽や下部構造と骨組みが利用できるトイレを選定し、防水シ

ートと竹による修繕により 75%を一時的に使えるようにし、300 箇所の避難所災害用トイレを設置し

ている4。被災後 1 週間の水浴び室は 1 施設/55 人、トイレは 1 施設/33 人と過密状態が続いている。

また、より良い復興（Build Back Better）、より安全な復興（Build Back Safer）アプローチを目指

すセクターの方針に従い、火災前より長期にわたって課題であった性別・年齢・障がい者に配慮した

衛生施設にするため、適切な場所に適切なスペースを確保し、利用者のニーズに応え、脆弱な人々の

保護を強化する対応が必要とされている5。上述の通り、まばらだが、元の居住地に戻ってきている

避難民らの野外排泄増加よる衛生環境悪化と、その影響による水系感染症の蔓延リスクが高まってい

ることと、モンスーンの時季が近づいているため、衛生施設の修繕・再建は喫緊のニーズである。 

 

 
4 ISCG, Joint Humanitarian Response to Fire Incident in Rohingya Refugee Camps, 31 March 2021 
5 WASH Sector, CXB WASH Sector Fire Hazard Situation Report 30 March, P7-8, 30 March 2021 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/joint-humanitarian-response-external-situation-report-fire-incident
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/cxb-wash-sector-fire-hazard-situation-report-30-march210404
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水衛生施設の状態 
3キャンプ（9、8E、8W）における損害数 

井戸 トイレ 水浴び室 給水場 給水ﾈｯﾄﾜｰｸ FSM SW STT 

部分的な破損 1,254 996 362 133 3 5 9 9 

全壊 94 807 272 50 11 4 9 9 

破損と全壊の合計 1,363 1,803 634 167 14 9 18 18 

損害% 39% 46.6% 44.3%   53.3%   

※キャンプ 8E：損害のあった水浴び室は 57 件、トイレ 115 件、水浴び室・トイレ併設 6 件、手

洗い場 2 件。キャンプ 8W：損害のあった水浴び室は 95 件、トイレ 238 件、水浴び室・トイレ併

設 3 件6。 

 

・ホストコミュニティの被災状況 

キャンプ 8E と 9 の境界周辺はホストコミュニティ居住区となっていたため、104 世帯の住宅が火災

により被災、内 44 世帯が全焼、93 世帯のトイレ全焼、43 世帯の水浴び室全焼、57 件の水施設(井戸

等)が全焼した(3 月 28 日付、NGO Forum assessment findings)。ウキア郡公式発表のデータ（3 月

23 日付）では、126 世帯が住宅と家財道具等を焼失したと報告されているが、被災者の詳細な情報、

例えば、女性・高齢者・乳幼児・障がい者のいる世帯等については出されていない。ホストコミュニ

ティの支援対応をしている団体は少なく、本格的なモンスーン時期到来前に整備が必要な住宅および

水衛生施設のニーズに関して、依然としてギャップは大きく、早急な生活再建のための基盤整備が必

要とされている。 

・キャンプ 8W、8E（2021 年 4 月 5 日 DSK 撮影） 

・ホストコミュニティ（2021 年 4月 5日 DSK 撮影） 

 
6 REACH, Bangladesh-Kutupalong Refugee Camps 8W, 8E, 9-Rapid Infrastructure Damage Overview from Fires, 24 
March 2021 

https://www.impact-repository.org/document/reach/e1b5fa6c/REACH_BGD_Factsheet_Rapid-Infrastructure-Damage-Overview_24-March-2021-1.pdf
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（２） 課題・ニーズの分析 

上記の状況を踏まえ、キャンプ 8E、8W の WASH セクターは、緊急性およびニーズが高いと判断、AFA

の UNICEF からも当団体に直接、トイレ・手洗い場、水浴び室の再建の支援要請があった。また、ホ

ストコミュニティにおいては、全焼した住宅と衛生施設（トイレ・手洗い場と水浴び室）の修繕およ

び再建について、UNO（ウキア郡）から支援要請があった。当団体は、これらの要請に応え支援を開

始するものとする。 

 

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 セクターから火災対応のガイドラインが発表されており、このガイドラインに沿って、AFA

である IOM と UNICEF がリードし、支援の手を挙げている NGO の調整と要請を行い、各活動の実施と

いう運びで進められている。本事業は UNICEF との調整と要請によるものである。 

・ISCG の方針において、WASH セクターには水衛生施設の再建と NFI 配布等のために約 6 億円が必要

とされており、一刻も早い水衛生施設の復旧が求められている。本事業はセクターの方針に沿った内

容となっている。 

 

（２） 受入国政府当局との連携・調整 

・NGO 局に問い合わせ、大規模火災への対応については通常の FD7/FC1 の申請が必要であるが、特に

急を要するシェルター案件については融通しているという情報を得ている。しかしながら、4 日以降

ロックダウンに入り、政府の受付もリモートとなっているため、通常より時間がかかると想定される。 

・キャンプにおいては、FD7 取得後、RRRC および CiCへの許可申請を行い、連携・調整を行う。現段

階でキャンプの支援の調整役を担っている UNICEF からのニーズ確認を行い、キャンプ内での活動に

ついて了承を得ている。 

・ホストコミュニティにおいては、FC1 取得後、区・ユニオン・村からのニーズ聞きとりを行い、DC、

UNO（ウキア郡）、村と連携・調整する。現段階で、郡政府レベルとの調整により、住宅と水衛生施設

のニーズを確認、活動について了承を得ている。 

 

（３） その他のアクターとの連携・調整 

・AFA との調整後、キャンプにおいては、新規建設案件のみの要請となったため、WASH セクター基準

に準じたトイレおよび水浴び室の再建を行う。再建後の衛生施設は施設番号、管理者、GPS を登録し、

WASH フォーカルを通して各ブロックのフォーカルへメンテナンスを依頼する。事業終了前には、全

衛生施設を CiC へ譲渡する。 

・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、各キャン

プ WASH 調整会議で、サイトマネジメントチームや他アクターと情報を共有する。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 セクター調整会議、

衛生技術ワーキンググループがあり、これらには必ず現地事業統括またはプロジェクトコーディネー

ターが出席する。 

・ホストコミュニティの住宅については、シェルター・NFI セクターとの調整を行い、ユニオンおよ

び区スタッフとの確認後、被災世帯リストを入手し、追加調査を行う。衛生施設については、ウキア
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郡の DPHE(水衛生局)の管轄になるため、確認後、追加調査を行う。 

・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、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。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 

WASH 分野 

・避難民キャンプにおける施設案件のモデルは WASH セクターによって決められており、今回は AFA

より、UNICEF で承認されているモデルを使用するよう指示があったため、設計図はそれに準じたも

のとする。 

・本事業はスフィア・スタンダード（特に「給水、衛生および衛生促進」）に対応している。 

シェルター・NFI 分野 

・個人の住宅に関して、政府で定められた基準は無いため、耐久性のある素材を利用し、モンスーン

時期を考慮したデザインとする。シェルター・NFI セクターや UNO（ウキア郡）から公式のガイドラ

インは発表されていないため、支援対応で入っている他団体が計画しているデザイン、参考としてい

る基準については建設開始前に確認するようにし、公平な支援となるよう足並みをそろえる。 

 

（２） 人道支援の必須基準（CHS）をどのように順守するか 

・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支援配分 7 対 3 を守り、双方の緊張関

係の緩和に配慮する。 

・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、再建場所および対象世帯選定の際に、アセスメントを実施し、女性・子ども・高齢者・障

がい者の意見を聞き取り、事業に反映させる。 

・CHS4.4「被災した地域社会や人びと、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の出しやすいような働きかけ、

その環境を作ること」に基づき、モニタリングの際に女性や少女の意見を聞き取り改善や評価に反映

させる。 

・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、裨益者からサイトマネジメント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、当団体と提携団

体のプロジェクトマネージェー以上の職位の者が極秘で調査を行い、提携団体事務局長、IVY 現地事

業統括とで対応を協議するための体制を確認しておく。 

・CHS6.3「適切な支援分野の調整グループに参加し、他の支援組織と協働する。それにより、影響を

受けた地域社会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、

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

生施設に関する基準、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。 
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・CHS6.6「パートナー団体と協働する際には、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」に基づき、現地提携団体（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、

MoU にお互いの役割を明示するとともに、クトゥパロン事務所においても、活動開始前に事業スタッ

フとキックオフミーティングを行い、相互の役割と責任を双方が明確に理解するようにする。詳細に

ついては、添付資料：MoU_IVYDSK、参照。 

 

（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、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。詳細については、添付資料：IVY バン

グラデシュ安全管理ガイドライン、参照。 

 

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、2021 年 4 月 12 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、外務省の許可無に駐在員を派遣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。 

・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、外務省民間援助連携室（以下

民連室）からの許可取得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。 

・民連室からの渡航許可が下り次第、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、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。 

詳細については、添付資料：人役詳細、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/FC1 申請後に IVY から DSK の指定する銀行へ国際送金す

る。DSK と当団体との間では 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。 
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(4)物品購入の際は、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 2 万タカ以上の場合は 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フィールドコーディネーター、財務コーディネー

ターの承認を経て、業者に小切手で支払う。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 

モンスーンの影響により、

建設中の住宅や衛生施設

の多くが被害を受ける 

2020 年 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、多くのシェルターや衛生施設が壊れていると報告され

ている7。 

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8やガ

イダンスノート9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等の確認を行うように

する。 

COVID-19 の感染拡大によ

る、活動及び移動の制限 

4 月 5 日に RRRC より新たなガイダンスが発行され、避難民キャンプへの

入場は各団体 50％の人数を上限とされているが、火災対応大火災の被災

者に対する活動は制限されていない。4 月 14 日からさらに厳しいロック

ダウンが計画されており、各種活動許可の遅れや活動制限が懸念され

る。 

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。 

キャンプとホストコミュ

ニティ間の治安悪化 

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

 
7RCO, Lessons Learned from the Response to Cyclone Amphan, December 2020 
8ISCG, Indicative Flood Vulnerable WASH Infrastructures, May 2020  
9WASH Sector, Monsoon Response Protocol for flooding of Sanitation Facilities, May 2018 

https://www.humanitarianresponse.info/en/document/lessons-learned-response-cyclone-amphan-final-draft-22-november-2020
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/en/node/166731
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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。また、今年

になりキャンプにおける火災事故が続いており、キャンプ内とホストコ

ミュニティから、原因が究明されないことで疑心暗鬼になっている声が

聞かれる。 

   

15. 安全管理体制 

1）レベル 3 渡航中止勧告（感染症）中の安全管理体制について 

・2021 年 4 月 12 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

スバザールは新型コロナウイルスの感染拡大地域であるため、レベル 3 渡航中止勧告（感染症）に相

当する。 

・安全管理体制については、プロジェクトコーディネーターと庶務、提携団体スタッフの安全管理に

ついての権限は提携団体が有するものとし、提携団体は自団体の「危機管理計画」に沿って対応する

ものとする。 

・プロジェクトコーディネーターは、現地事業統括に対し、1）バングラデシュ全域、コックスバザ

ール（キャンプ、ホストコミュニティ）の新型コロナウイルス感染者数、2）政府の対応（外出制限、

活動制限等）、3）提携団体の活動状況、事業への影響、モニタリング報告、4）プロジェクトコーデ

ィネーター、庶務、提携団体スタッフの体調等を報告する。 

2）N ビザの取得および民連室からの許可取得次第、現地事業統括を現地に派遣する。海外旅行保険

には、治療・救援費用を入れ、万が一新型コロナに感染し重症化した場合は保険会社と連携して日本

に帰国できる体制を取っておく。 

3）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レベル 3 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。 

④IVY 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。 

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入れ、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。 

 

16. 連結性または持続発展性 

当団体では 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 4つの水衛生事業を実施。

キャンプで深井戸 46 基（うち 3 基は自己資金）、衛生トイレ 100 基、ABR 式し尿処理施設 1 か所と中
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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、2020 年 3 月からは、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、衛生施設の修理・建

設とトイレ汲み取りチームを OJT で育成し、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、施設の消毒活動と啓発活動を通して感染症の予防・減少に取り組んできた。 

本事業では、先行事業における水衛生セクターにおける建設案件の経験を活かし、大火災の被害によ

り早い復旧が求められている衛生施設及び住宅の再建を実施する。また、キャンプにおいては、衛生

施設の再建完了後の維持管理は、キャンプ WASH フォーカルを通して各ブロックフォーカルへ依頼、

平時のキャンプ運営状態にできるだけ早く戻すためのサポートをする。 

 

17. 申請団体による同国内での関連事業 

2020 年 9月 8 日-2021 年 4 月 7 日「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」 

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」 

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 


