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事業終了報告 概要表（1 頁以内） 

プログラム名 イラク北部・シリア北部緊急支援 

事業名 
イラク北部緊急対応－新規シリア難民に対する生活物資配布事業  Northern Iraq 

Response －Distribution of Non-food Items for the New Syrian Refugees 

開始日 2019 年 12 月 3 日 終了日 2020 年 5月 31 日 日数 181 日間 

 

事業目的 
イラク北部の難民キャンプで生活する新規シリア難民を対象に暖房・調理に係る生活物資を

配布することにより、延べ 2,700 世帯の生活に必要な環境を整える。 

事業の成果 

（概要） 

本事業では、イラク北部にある 2 つのシリア難民キャンプにおいて、生活に欠かせないガス

コンロセット 3,397 セットを配布したことで、難民が生活に必要な環境を整えることができ

た。 

成果の達成度とそこから得た学び 裨益者（誰が、何人） 

１. 難民キャンプにおける生活物資の配布 

【成果】 

新規シリア難民 

3,397 世帯 
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事業の成果（原則 1 頁以内） 

事業全体と

しての成果 

本事業では、イラク北部にある 2 つのシリア難民キャンプにおいて、ガスコンロセット 3,397 セットを配布し、生活に必要な環境を整える
ことができた。 

事業開始前
の状況 

 

 

事業開始時 

に目指した 

個別の成果 

 

 

目標値（成果を 

図る指標） 

と確認方法 

 

事業実施後の実績 

（事業開始時に立てた
目標値に対する実績） 

実施された活動 

（具体的に記載） 

事業実施後 

の個別の成果および副次
的効果 

✓ 正の外部要因 

 負の外部要因 

トルコ軍が
侵攻した影
響で従来か
らのシリア
難民に加え
て、シリア北
東部からの
新 規 難 民
16,317 人が
イラク国内
にも到着し
ている中、右
記新規流入
シリア難民
の居住する
キャンプで
は生活に必
要な調理・越
冬物資が揃
っていない。 

キャンプに居住
するシリア難民
10,056 人 、
2,700 世帯が生
活に必要な暖房
用・調理用ガス
コンロを確保す
る。 

【指標】 

上記対象地域におい

て、ガスコンロ 1 台を

2700 世帯が受け取る。 

【確認方法】 

・リアルタイム 

・モニタリング及び受

領確認サイン 

 

【実績】 

バルダラシュキャン

プ、ガウィランキャン

プにおいて、ガスコン

ロセットを 3,397 世帯

に配布した。 

1-1 UNHCR ドホーク事

務所、Joint Crisis 

Coordination 

Center（共同危機管

理センター・以下

JCCC ）、 Board of 

Relief and 

Humanitarian 

Affairs（クルド自

治区政府の緊急対

応 チ ー ム ・ 以 下

BRHA）、バルザー

ニ・チャリティ財団

（以下 BCF）、キャ

ンプマネジメント

統括、その他の関係

機関との連絡、調整 

1-2 キャンプの概要お

よびキャンプ世帯

<成果> 

3,397 世帯がガスコンロ
セットを受け取り、生活
に必要な環境が整った。 

<副次的効果> 

・ガスコンロの火力が強
く、調理時間が短縮され
た。 

・灯油ストーブの上で調
理しなくなったことによ
り、灯油の消費量が減っ
た。 

✓ キャンプマネ
ジメントの協
力により、配
布がスムーズ
に 実 施 で き
た。 

 新型コロナウ
イルス感染拡
大防止措置に
より、ガスコ
ンロ配布が遅
れた。 
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数、セキュリティ情

報の把握。配布スケ

ジュール・協力団体

との調整 

1-3 事前調査及び現場

確認 

1-4 物資の見積・発注・

調達 

1-5 物資の配布 

1-6  エンドラインサー
ベイ 
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事業終了報告書（原則 8 頁以内） 

 

1. プログラム名 イラク北部・シリア北部緊急支援 

2. 事業名 イラク北部緊急対応－新規シリア難民に対する生活物資配布事業 

 

3. 団体名 認定 NPO 法人 IVY 

 

4. 事業期間 2019 年 12 月 3 日 ～2020 年 5 月 31 日 （181 日間） 

  

 

5. 事業目的 

イラク北部の難民キャンプで生活する新規シリア難民を対象に暖房・調理に係る生活物資を

配布することにより、延べ 2,700 世帯の生活に必要な環境を整える。 

 

6. 事業の成果（事業地名も明記のこと） 

 

7. 成果の達成度とそこから得た学び（コンポ―ネント別） 

（１） コンポーネント 1：難民キャンプにおける生活物資の配布 

(ア) 配布物、設置物、研修等の詳細 

計画（数値等、事業計画書に基づく） 実施が計画と異なる点があれば記載 

裨益世帯数 2,700 世帯 計画を上回った。 

裨益世帯数：3,397 世帯（126％） 

 

(イ) 成果の達成度（以下の 3 つから選択） 

1. 計画以上に達成した 2. 計画通りに達成した 3. 計画通りには達成できなかった 

 

(ウ) 達成度を判断した理由とそこから得た学び 

【成果（達成度）】 

イラク北部のバルダラシュキャンプでは、調理用のガスコンロがなかったために灯油

のストーブや薪で煮炊きをしていたが、火力が弱かったり火力が安定しなかったりし

たため、調理に時間がかかっていた。そのような状況下の難民キャンプにおいて、バ

ルダラシュキャンプ、ガウィランキャンプに暮らす計 3,397 世帯に対しガスコンロセ

ットを配布し、難民が生活に必要な環境を整えることができた。（【資料①】） 

 

【資料１】配布日・裨益世帯数・配布物資内容 
 

バルダラシュキャンプ ガウィランキャンプ 

配布日 ガスコンロ ガスボンベ充填 ガスコンロ ガスボンベ充填 
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セット 

（単位：セット） 

（単位：本） セット 

（単位：セット） 

（単位：本） 

1月 15日 1,618 - - - 

1月 19日 - - 300 - 

1月 21日 67 - 15 - 

2月 17日 116 - - - 

2月 18日 27 - - - 

2月 19日 - 185 - - 

2月 20日 37 53 - - 

2月 23日 - 175 - - 

2月 24日 20 302 - - 

3 月 1 日 - - - 97 

3 月 3 日 85 300 - - 

合計 1,970 1,015 315 97 

 

  【資料２】エンドラインサーベイ結果 

エンドラインサーベイ実施期間：2020 年 5 月 17 日～23 日 

調査世帯数：1,641 世帯（バルダラシュキャンプ 1,378 世帯/ガウィランキャンプ 263 世帯） 

 

 

問１ IVY の支援が役に立ったか教えてください 

 

 裨益世帯からは、99.76％が役に立った（Very helpful・Helpful）と回答を得た。Helpful、Very 

helpful と回答した裨益者からは、ガスボンベを毎月充填してほしいとのコメントがあった。キャ

ンプ内ではガスボンベが売られているが、1 本あたり●USD することから、毎月の支援は実施で

きなかったが、少なくともガスコンロセット配布の他に 1 回ガス充填を行えたことで、家計の負

Not 

helpful

0.06%

Not so 

helpful

0.06%

Average

0.12%

Helpful

45.95%Very 

helpful

53.81%
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担を軽減することができた。 

 区分 コメント 回答者数 

（単位：人） 

1 Helpful 毎月ガスボンベを充填してほしい 5 

2  

Very helpful 

毎月ガスボンベを充填してほしい 35 

3 もっと大きいガスボンベがほしい 3 

4 ガスボンベが小さかった 2 

 

問２ IVY の支援は、家族のガスコンロに対するニーズを満たしましたか？ 

 

99.70％の世帯からガスコンロに対するニーズを満たしたと回答を得た。ガスコンロ配布前には、

灯油ストーブの上や薪を焚いて調理をしていたため調理に時間がかかっていたが、ガスコンロは

灯油ストーブに比べ火力が強いことから、調理時間を短縮することができた。また、ガスコンロ

は 2 口コンロのため、同時に 2 品調理ができ、料理のレパートリーが増えたとの声も聞かれてい

る。 

 

問３ 我々の支援は家族の出費を減らすのに役立ちましたか？ 

No

0.3%

Yes

99.70%
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99.21％の世帯からガスコンロとガスボンベの配布が出費を減らすのに役立ったと回答を得た。難

民キャンプがあるイラク北部は 1 月～2 月に氷点下まで冷え込む日も多い一方、日中は日が射す

と暖かく灯油ストーブを使用せずに済む日もあった。しかし調理をするために灯油ストーブを使

用しならず、灯油代がかかっていた。ガスコンロによって灯油ストーブを調理用として使用する

必要がなくなったことにより、灯油の消費量が減り、家計の負担を減らすことに貢献したと言え

る。 

 

問４ 配布したガスコンロは使いやすかったですか？ 

 

配布時、バルダラシュキャンプでは各世帯に台所が建設さている途中であり、ガウィランキャン

プには台所スペースがなかったため、限られたスペースで使用することを想定し、2 口タイプの

No

0.79%

Yes

99.21%

No

0.37%

Yes

99.63%
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ガスコンロを選んだ。結果、99.63％の世帯から、使いやすかったとの回答を得ることができた。 

 

問５ 配布時期は適切でしたか？ 

 

当初イラク国内でガスコンロを調達予定だったが、3 者で見積り比較を行ったところ、最も安価

かつガスコンロの品質が保証されているガスコンロがトルコからの輸送であり、年末年始をはさ

んだために配布まで時間を要したが、裨益世帯からは、99.15％が Very good、Good という評価

だった。Bad、Not so good の回答者はいずれも 10 月、11 月と早い時期に避難していた世帯であ

った。 

 

以上、ガスコンロセットの配布により、いずれも 99％以上の世帯が“役に立った”と回答し、日々

生活する上で欠かせない調理の環境を整えることができたため、「１．計画以上に達成した」と判

断した。 

 

【学び】 

・ガスコンロ配布後、使用具合を確認するために幣団体スタッフが裨益世帯を訪問した際、ガス

コンロを腰の高さくらいの台に置いている世帯、石レンガの上に置いてかがんでガスコンロを使

用している世帯など、設置方法が様々だった。ご飯支度は毎日行う作業のため、身体に負担をか

けることなく快適に調理ができるよう、ガスコンロと共に台を配布することも検討してもよかっ

た。 

 

事業の自己評価とその根拠  

（１） 事業計画・実施の妥当性・適切性（Relevance/Appropriateness） 

・UNHCR 主催のミーティングに参加しキャンプ内の情報収集に務めた他、BCF のキャンプマネ

ジメントと必要な配布物について聞き取りを行なった結果、ガスコンロが不足しているという

情報を得たため、他団体との重複がないことも確認し、支援を決定した。 

 

Bad

0.18%

Not so 

good

0.18%

Average

0.49%

Good

52.65%

Very good

46.50%
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・弊団体がガスコンロを配布する前には、調理器具がない家庭は焚き火で調理をしたり、灯油式

の暖房用ストーブを使用したりしていたが、火力が弱かったり、火力が安定しなかったりするた

め、調理に時間を要していた。また、キャンプ内の市場には灯油式の一口コンロが売られており

購入して使用している家庭もあったが、煙が出るため極力使用を控えているという声も聞かれて

いたが、そうした背景を踏まえた世帯に対しガスコンロを配布できたことは、適切な支援だった

と言える。 

 

（２） 事業の連結性または持続可能性（Connectedness or Sustainability） 

・幣団体では過去 3 回 BCF と連携し越冬支援を実施している。本事業の開始にあたっても、BCF

とコンタクトをとり、キャンプの状況を聞き取り、配布許可、当日の配布に至るまで連携しなが

ら実施することができた。また、新型コロナウイルスの影響で幣団体スタッフがキャンプに行く

ことができない時にも、新規難民がガスコンロを必要としている情報を集め提供してくれるなど、

良好な関係の中支援を行うことができた。 

 

 

（３） 事業実施における効率性（Efficiency） 

➢ 時間面での効率性 

・新型コロナウイルスの影響により、他県への外出禁止措置がとられたためスタッフがキャンプ

へ行くことができず、またキャンプ内でも食品以外の配布が認められなかったため予定していた

期間内で配布を終わらせることができず、2 ヶ月間期間延長を行なったことで効率性が 50％下が

った。 

 

➢ 予算面での効率性 

・当初計画では、ガスコンロセットを 1 回配布の予定だったが、バルダラシュキャンプの世帯数

が減少したため、隣接するガウィランキャンプのキャンプマネジメントにガスコンロのニーズ

を聞き取りしたところ、ガウィランキャンプでもガスコンロが不足しているという情報を得た

ため、急遽支援キャンプを 2 キャンプとした。また、ガスコンロセット配布世帯に聞き取りを

行ったところ、ガスは約 1 ヶ月で消費するとの情報を得たため、最初に配布したバルダラシュ

キャンプでガスボンベの充填を実施したことにより、ガスボンベ 1 回分の消費を抑えることが

でき、予算を有効活用できた。 

・配布補助者及び調査補助者は、BCF 及び BRHA のキャンプマネジメントよりキャンプで暮ら

している難民を紹介してもらい採用したことにより、交通費分の支払いを削減することができた。 

 

（４） 事業実施における有効性（Effectiveness/Timeliness） 

 ・BCF との調整に基づき、キャンプで不足しているガスコンロセットを 3,397 世帯に配布した

ことにより、生活していく上で欠かせない調理の環境を整えることができたと言える。 

  

・事業目標はどの程度達成されたか（事業全体について）。目標達成を促進した要素、障害と

なった要素は何であったのか。 
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・タイミングのよい事業であったどうか。 

・初動対応の場合、十分に迅速な支援が実施できたか。今後さらに改善の余地はあるとした

らどのようなことか。 

（５） 事業実施に際しての調整（Coordination） 

 ・新規シリア難民の流入に関する動向は OCHA 及び IOM-DTM のレポート及び UNHCR のシ

リア北東部緊急支援のメーリングリストに登録し、把握した。 

・バルダラシュキャンプの調整は、UNHCR ドホーク事務所が行っていたため、幣団体スタッ

フも調整会議に参加し、キャンプ内の動向を把握した。 

・キャンプレベルでは、バルダラシュキャンプは BCF、ガウィランキャンプは BRHA のキャ

ンプマネジメントとキャンプで必要とされている物資について聞き取りを行い、他団体が配

布予定のものと重複しないよう務めた。 

（６） 事業実施によるインパクト（Impact） 

・事業を実施したことにより、個々の裨益者に対して、社会・経済・技術・環境、平和構築

等、どのような広義の効果があったか。意図した効果と、意図しなかった効果、肯定的な効

果と否定的な効果について、該当することをそれぞれ記載する。 

・短期の災害支援等で該当しない場合は記述の必要は無い。 

（７） 人道支援の必須基準（CHS）及びスフィア・スタンダードへの適合性（Observance of   

CHS / Sphere Standard ） 

【スフィアスタンダードの適合性について】 

基準 対応 

【食料安全保障と栄養】 

食料支援基準 6.2 食料の質、適正、受容性  

配給される食料が、受容者に受け入れられる

適切な質を有し、効率的、効果的に使用する

ことができるようにする。 

➢ ガスコンロ及びガスボンベ使用時に、ガス

の匂いが軽減されていて、ガス漏れのリス

クが少ない製品を製造工場から対象地で

あるバルダラシュキャンプとガウィラン

キャンプに直接納入してもらうように手

配し、難民に配布した。 

【食料安全保障と栄養】 

食料支援基準 6.4 食料の利用 

適切な調理器具、準備、調理、消費に関して

対象者と話し合い、アドバイスする 

➢ ガスコンロ及びガスボンベ配布時に、弊団

体が作成した使用時の注意事項について

纏めたリーフレットを渡し、弊団体スタッ

フ及びキャンプ管理スタッフが全配布家

庭に対して、使い方の説明をした。 

【避難所および避難先の居住地】 

基本的概念（抜粋） 必要不可欠な調理器具、

食器および調理のための燃料は、食料支援に

より必要な栄養の要件を満たすことを可能

にする。 

➢ 弊団体がガスコンロ及びガスボンベを配

布する前は、他団体から配布された灯油コ

ンロが点火しにくく、灯油の臭いが強いこ

とから、使用を敬遠していた。上記の理由

から、、各家庭が他 NGO から配布された乾

物を主に食べていたので、調理して温かい

食事ができるようにするため、対象キャン
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プの各家族にガスコンロとガスボンベを

配布した。 

【避難所および避難先の居住地】 

火災時の安全確保：調理用火器の種類やよく

設置される場所など、現地の調理や暖房の慣

習を考慮する。安全な調理用火器を提供す

る。 

➢ これまで使用していた灯油コンロの場合、

高い頻度での給油作業が必要であり、給油

作業時の灯油漏れなどによる引火の恐れ

があった。そのため、ボンベへのガス燃料

補充の頻度も少なく、高品質で、老若男女

が使用できる安全性が高いガスコンロを

配布した。 

➢ 現地の調理慣習として、ガスコンロでの調

理が主流であり、同時に複数の調理工程を

進められるように 2口のガスコンロを配布

した。 

【避難所および避難先の居住地】 

手頃な価格の燃料と家庭用エネルギー供

給：燃料の料金を支払うことは継続的な必要

経費であり、その点を考慮した支援計画を立

てなくてはならない。 

 

➢ 弊団体はは 2 回に亘り、数ヶ月間分のガス

燃料を支給した。 

➢ これまで調理用コンロに使用していた灯

油を購入するより、ボンベにガス燃料を補

充するほうが大幅に購入費用を抑えるこ

とができ、各キャンプ内で購入及び対応可

能である。 

【避難所および避難先の居住地】 

配給：キャンプマネジメントと協議し、効率

的で公平な配布方法を計画する。脆弱性の高

い人々にも確実に届くように、情報の提供、

配布場所を考慮する。 

➢ 弊団体は全ての裨益者に公平でオープン

な形で、平等に援助を受けることができる

ようにガスコンロ及びガスボンベを確保

し、配布体制を整えた。また、配布時のト

ラブルを避けるために、可能な限りの配布

の際の動線確保や一度に大勢の人が押し

寄せないように裨益者の管理をした。配布

場所は、裨益者がアクセスしやすい場所に

決めた。 

【避難所および避難先の居住地】 

配布後のモニタリング：エンドラインサーベ

イの際に、配布工程および配布物の適切さの

両方に関する評価を行う。 

➢ ポストサーベイを実施し、弊団体スタッフ

とキャンプ管理スタッフが全ての家庭を

訪問し、効果を確認した。なお、調査票作

成、集計は弊団体スタッフが行った。サー

ベイ結果はキャンプ管理団体（BCF）、UNHCR

ドホーク事務所、BRHA、JCCC 等で共有した。 

 

【CHS の適合性について】 

基準 対応 
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CHS1.1「影響を受けた地域社会や人びと

の背景や状況、関係者と団体の体系的、

客観的、継続的な分析を行う 

➢ 弊団体は適宜キャンプ管理スタッフと連絡を取

り、キャンプにいる住民を訪問したり、電話した

りするなどで確認し、状況分析を行った。 

CHS1.4「影響を受けた地域社会と人びと

のニーズや能力に基づいて公正な支援

が行われるよう、方針が立てられてい

る」 

➢ 弊団体は、受益者の基本的なニーズを満たすため

に最善を尽くすため、事業計画時や評価の際に、

裨益者の意見を聞き、コミュニティの代表者、キ

ャンプ管理団体（BCF）とニーズを基に配布物など

を協議した。また、キャンプ管理スタッフと配布

場所・倉庫・トラックの搬入場所等の現場確認を

協力して実施した。 

CHS2.2「人道支援は、時機を逃さず、変

化する状況に応じて意思決定し実施す

る」 

➢ 他団体及び弊団体の調査結果により、生活物資で

あるガスコンロ、ガスボンベ、冬物衣料、良質の

毛布が不足しており、支援が必要ということであ

ったが、季節を問わずいつでも利用できるガスコ

ンロ及びガスボンベを配布した。 

CHS4.4「影響を受けた地域社会や人々の

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。」 

➢ プロジェクトの前期、中期、後期に、キャンプの

管理者やキャンプで働く他団体と協議し、アセス

メント及びサーベイにおいて脆弱性の高い裨益者

の家庭への訪問に注力するなどのニーズを確実に

満たすために尽力した。 

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」 

➢ ガスコンロ及びガスボンベ配布日当日に、配布場

所に行くことが出来なかったと主張する住民に対

し、裨益者リストを用いて対象者であるという確

認をとり、配布するなど、弊団体とキャンプ管理

団体（BCF）は、キャンプの住民から来る電話や直

接による苦情に適切に対応した。 

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。」 

➢ 弊団体は、キャンプ管理団体（BCF）や UNHCR と定

期的にミーティングを行い、プロジェクトの実施

について調整し、実行に移した。 

・キャンプ管理団体（BCF）と UNHCR とのミーティ

ング（1 回/週） 

・BRHA、JCCC 等とのミーティング（1 回/月） 

その他随時各所との MTG を実施し、調整や協力す

ることで、支援の重複を避け、裨益者が受けられ

る支援の最大化に寄与した。 

 

8. 事業管理体制 
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（１）人員配置 

・IVY イラク事務所（所在地：エルビル市アンカワ地区（危険度レベル２）） 

 現地事業統括 1 人（日本人）… 0.07 人役 

 現地事業統括補佐 1 人（現地スタッフ）… 0.17 人役 

 コーディネーター1 人（現地スタッフ）… 0.22 人役 

・IVY 本部（所在地：日本、山形県山形市） 

 事業総括 1 人… 0.17 人役 

 事業副総括 1 人… 0.16 人役 

 事業総括補佐 1 人… 0.2 人役 

 会計担当 1 人… 0.2 人役 

 

 上手くいった点 

 キャンプマネジメントである BCF とは過去 3 回に渡り連携して支援を実施してきたことから、

現地事業統括補佐とのコミュニケーションも良好で、現地に足を運べない時にも電話でのやり

とりで状況を把握することができた。 

 

上手くいかなかった点 

 2020 年 1 月にイランによる米国大使館を含む複数の米国関連施設へのロケット弾着弾により、

外務省が定める危険レベルが引き上げられたことから、1 月以降現地事業統括が日本から遠隔

で業務管理をすることとなり、現地事業統括補佐に負荷がかかった。しかし、現地事業統括補

佐はこれまで難民キャンプ、キャンプ外での物資配布経験が豊富であり、またキャンプマネジ

メントと良好な関係を築けていたことから、事業統括不在の中でも滞りなく活動を行うことが

できた。 

  

（２）資金管理 

本部に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

した。現地で使用する費用については、弊団体が 2014 年より利用している Trade Bank of Iraq 

(TBI)へ三井住友銀行仙台支店からその月の使用額分を電子送金で対応した。現地事務所の手許保

有金の限度は 2000 ドルとする。ただし、やむを得ない事情により限度額を超えて保有する場合は、

事務局長の承認を必要とする。（経理規定第 23 条） 

出納管理は、（１）現金は金庫に保管する。（２）経理責任者は月末の業務終了前に現金残高を数

え、金種表に記録し、事務局長に報告する。（３）2000 ドル以上の現金の引き出し、支払（銀行

振込、現金、小切手、クレジットカード）を行うときは、経理責任者が事務局長の承認を得る。

（４）職員への給料を除く、業者等への 2000 ドル以上の支払は、合理的な理由があるときを除き、

銀行振込、小切手、クレジットカードによるものとする。（経理規定第 27 条） 

支払いの承認については、100 ドル未満：現地事業統括と会計担当者の承認 100 ドル以上～500

ドル未満：現地事業統括と事務局長の承認 500 ドル以上～5000 ドル未満：事務局長と理事 1 名

の承認 5000 ドル以上：理事会の承認を得るものとする。（経理規定第 29 条） 
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（３）安全管理体制 

事業実施の際には、「退避勧告地域」への邦人スタッフの立ち入りは基本行なわず、事業所・宿泊

地は「退避勧告地域」に設置していない。 

宿泊所は事務所所在地より 100ｍ離れた場所にある警備の厳重な国連職員も利用する宿舎を利用

した。また、事務所には防犯カメラ、衛星電話、スペアの携帯電話を置く対応をした。また、日

本人スタッフの移動は日中のみとし、移動の際は、常に複数の移動ルートを確保し、現地の治安

状況に応じて、適宜移動ルートを替えるなど、安全管理に万全を期した。日本人スタッフは、常

にパスポートおよび復路変更可能な航空券を携帯し、空路あるいは陸路から、より安全なルート

で、いつでもイラクから退避・出国できるようにした。また日本人スタッフがイラクへ渡航する

予定がある場合には、出張検討段階からＪＰＦ事務局を通じて外務省に対し情報共有を行った。 

なお、弊団体の「エルビル事務所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、明確化しており、

本事業はこのガイドラインに基づいて、適切に安全対策を行った。 

 

9. 想定していたリスクへの対応 

想定していたリスク 対応 

配布予定のガスコンロはイラク国内で調達可

能である。遅延がないよう、予め調達する業者

に配布日時、配布世帯数を連絡し、必要な個数

を確保するようにする。 

当初ガスコンロはイラク国内で調達の予定だ

ったが、品質、個数が多かったためトルコから

配送してもらうこととなったが、配送の遅延な

どはなく配布することができた。 

バルダラシュキャンプの難民数が急激に増加、

もしくは減少した場合には、キャンプ地の変

更、配布内容の変更を検討し、キャンプマネジ

メント担当者と調整の上変更する。 

計画時の 11 月 20 日時点では、バルダラシュ

キャンプに 2,700 世帯がいたが、年末までに多

くの難民が都市へ引っ越したり、シリアに戻っ

たりしたため難民世帯が減少した。キャンプマ

ネジメントであるバルザーニ・チャリティ財団

に相談したところ、近隣のガウィランキャンプ

でもガスコンロを配布してほしいとの要請が

あったため、対象キャンプを２キャンプに変更

した。 

他団体と支援物資内容や時期が重複しないよ

う、キャンプマネジメント担当者と随時情報を

共有する。 

バルザーニ・チャリティ財団より他団体の配布

内容について情報共有していたため、重複を回

避することができた。 

 

 

以上 


