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事業計画 概要表（1 頁以内） 

 

プログラム名 イラク・シリア人道危機対応支援プログラム（緊急対応期） 

事業名(日・英) 
イラク共和国帰還した子ども達への教育支援フェーズⅠ 

Education Support for returnee IDP children in the Republic of Iraq Phase1 

開始日 2018 年 5 月 11 日 終了日 2019 年 1 月 10 日 日数 245 日間 

事業目的 

IS との闘いが終結し、国内避難民の帰還が本格化しているイラク共和国ニナワ県タルジ

ェラ村において、仮設校舎の建設や公立校の開校、補習校、教員研修等の面で教育環境

を整備し、帰還したすべての子どもたちが学校に通えるようにする。 

事業概要 

ニナワ県ハムダニア郡タルジェラ村は 2014 年から約 2 年に亘り IS 統治下におかれた地

域の一つで、全住民が避難を余儀なくされた。 IS の撤退後、346 世帯のうち、300 世帯

が帰還しているが、同村に唯一あった学校が空爆で破壊されたため、帰還している子ど

もたちは隣のシッカアミーン村の学校に通っている。しかし、教室のキャパや通学路に

問題があり、帰還した 275 人中 64 人が学校に通えていない。そこで通えなかった子ど

もと通えた子どもの学力差を埋めるため、通えなかった子ども対象に新学期開始前の 3

か月間、補習校を開校する。また、仮設校舎を建て、村のすべての子どもたちが新学期

から新校舎で公教育を受けられるようにする。また、この事業においては、教員が校舎

の維持管理に対する意識を持つことが必要であり、教員向けに維持管理ワークショップ

を行い、完成した校舎を学校全体で維持する環境づくりを行う。 

事業内容（骨子のみ記入） 裨益者（誰が、何人） 

1. 補習校の開校と運営 

通えなかった子どもと通えた子どもの学力差を埋めるため、通えなかった子ども

対象に新学期開始前の 3 か月間、補習校を開校する。 

帰還民の子ども 64 人

（6 才～11 才） 

2. 公立校用のプレハブ校舎の建設、開校サポート、トレーニング、ワークショッ

プ 

元の学校敷地に教室６室を備えるプレハブ校舎を建設し、2018 年 10 月の新学期

に開校する。開校後は危険回避教育、校舎維持管理ワークショップの開催やモニ

タリングを行う。 

帰還民の子ども 275

人（6 才~11 才） 
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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） 

IS との闘いが終結し、国内避難民の帰還が本格化しているイラク共和国ニナワ県タルジェラ村において、仮設校舎の建設や公

立校の開校、補習校、教員研修等の面で教育環境を整備し、帰還したすべての子どもたちが学校に通えるようにする。 

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 

唯一あった学校が空爆で

破壊されたタルジェラ村

では、帰還している子ど

もたちは隣りのシッカア

ミーン村の学校に通って

いる。しかし、教室のキ

ャパや通学路に問題があ

り、帰還した 275 人中 64

人が学校に通えていな

い。そのため、この子た

ちの学習能力が落ちてお

り、公立校が開校しても

授業についていけないこ

とが懸念される。 

1. タルジェラ村に帰還し

てから学校に通えていなか

った子どもたちが、公立校

開校前の 3 か月間、補習校

に通うことで、公立校の授

業についていけるだけの学

力を取り戻す。 

1-1 補習校開校前に、補習校用家屋や

敷地、通学路、周辺の土地の安全確認

が村長、校長、IVY によって行われる。 

1-2 教員免許、教員経験のある教師が

採用される。 

1-3 学校に通っていない 64 人の子ど

もたちが補習校に通う。 

1-4 補習校の開始時と終了時に行う

テスト結果で、終了時の方が全学年、

全科目で平均点が上がる。 

【確認方法】 

1-1 安全点検チェックシートと確認

者の署名、現場写真 

1-2 教員の履歴書 

1-3 生徒登録簿 

1-4 比較テストの結果 

1-1 政府関係者との協議 

1-2 家屋のリフォーム、机椅子

等の備品購入 

1-3  3 者による補習校用家屋及

び敷地等の安全確認 

1-4 生徒・教員の募集開始 

1-5 教員採用の実施 

1-6 生徒登録の開始 

1-7 第 1 回保護者説明会の実

施・補修校開校、比較テスト 

1-8 比較テスト、第 2 回保護者

説明会の実施 

✓ ニナワ県政府が本

事業について承認

している 

 ニナワ県政府が本

事業に承認をしな

い。 

✓ プロジェクトサイ

ト地の治安が安定

している。 

✓ プロジェクトサイ

ト地の治安が不安

定となる。 

 

唯一あった学校が空爆で

破壊されたタルジェラ村

では、帰還している子ど

もたちは隣のシッカアミ

ーン村の学校に通ってい

2-1.タルジェラ村にプレハ

ブ校舎を建設し、公立校を

開校することで、村の子ど

もたちが学校に通えるよう

にする。 

2-1. UNICEF 基準のプレハブ校舎設

計図に沿った建築が行われる。外部か

らの侵入を防ぐため、学校と外との境

界にフェンスが設置される。 

2-2.開校前に、教育省、村長、建築業

2-1 政府関係者との協議・ニナ

ワ県教育サブクラスターとの調

整 

2-2 建設会社の選定、敷地の安

全化、工事着工、工事中のモニ

✓ ニナワ県政府が本

事業について承認

している。 

 ニナワ県政府が本

事業に承認をしな
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る。しかし、教室のキャ

パや通学路に問題があ

り、帰還した 275 人中 64

人が学校に通えていない

子もいる。また、46 世帯

は、村に学校がないとい

う理由でまだ帰還してい

ない。 

2.2 学校全体で、校舎の維

持管理に取り組むようにな

る。 

者、校長、IVY とで敷地内、通学路、

周辺の土地の安全確認が行われる。 

2-3.現在帰還している 275人の子ども

たちが全員、公立校に登録する。 

2-4.危険回避についての教育が実施さ

れる。 

2-5.教員による維持管理委員会がアク

ションプランを実行する。 

2-6. 3 月現在、帰還していない 46 世

帯のうち、事業開始後、5 割以上が帰

還する。 

【確認方法】 

2-1. 完成後の校舎と設計図の照合 

2-2.安全点検チェックシートと確認者

の署名、現場写真 

2-3. 生徒登録簿 

2-4. 教案、報告書、写真 

2-5.活動記録、教員へのインタビュー 

2-6.村長への聞き取り 

タリング 

2-3 5 者による安全確認後、イ

ラク教育省へ受け渡し 

2-4 保護者説明会の実施 

2-5  危険回避教育の実施 

2-6  教員対象校舎維持管理ワー

クショップの開催、アクション

プランの策定 

2-7  維持管理委員会のアクショ

ンプラン実施状況のフォローア

ップ、登録児童数、出席状況、

帰還世帯数の調査 

い。 

✓ プロジェクトサイ

ト地の治安が安定

している。 

 プロジェクトサイ

ト地の治安が不安

定となる。 

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 月次 7 月次 8 

①補習校の開校と運営 

1-1 政府関係者との協議         

1-2 家屋のリフォーム、机椅子

等の備品購入 

        

1-3 3 者による補習校用家屋及

び敷地等の安全確認 

        

1-4 生徒・教員の募集開始         

1-5 教員採用の実施         

1-6 生徒登録の開始         

1-7 第 1 回保護者説明会の実

施、補習校開校、比較テスト 

        

1-8 比較テスト、第 2 回保護者

説明会の実施 

    

 

    

② 公立校用のプレハブ校舎の建設、開校サポート、トレーニング、ワークショップ 

2-1 政府関係者との協議、ニナ

ワ県教育サブクラスターとの調

整 

        

2-2 建設会社の選定、敷地の安

全化、工事着工、工事中のモニ

タリング 

        

2-3 5 者による安全確認後、イラ

ク教育省へ受け渡し 

        

2-4 保護者説明会の実施         

2-5 危険回避教育の実施         

2-6 教員対象校舎維持管理の

ワークショップの開催・アクシ

ョンプランの策定 

        

2-7 維持管理委員会のアクショ

ンプラン実施状況についてのフ

ォローアップ、登録児童数、出

席状況、帰還世帯数の調査 
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事業計画書（原則 5 頁以内） 

 

1. プログラム名 イラク・シリア人道危機対応プログラム（緊急対応期） 

 

2. 事業名 イラク共和国帰還した子どもたちへの教育支援フェーズⅠ 

    Education Support for Returnee Children in Republic of Iraq Phase1  

 

3. 団体名 認定 NPO 法人 IVY   

 

4. 事業期間     2018 年 5 月 11 日 ～ 2019 年 1 月 10 日 （245 日間） 

  

 

5. 事業目的（事業全体として目指す成果） 

IS との闘いが終結し、国内避難民の帰還が本格化しているイラク共和国ニナワ県タルジェラ村

において、仮設校舎の建設や公立校の開校、補習校、教員研修等の面で教育環境を整備し、帰還

したすべての子どもたちが学校に通えるようにする。 

 

6. 事業概要 

ニナワ県ハムダニア郡タルジェラ村は 2014 年から約 2 年に亘り IS 統治下におかれた地域の一

つで、全住民が避難を余儀なくされた。 IS の撤退後、346 世帯のうち、300 世帯が帰還してい

るが、同村に唯一あった学校が空爆で破壊されたため、帰還している子どもたちは隣のシッカア

ミーン村の学校に通っている。しかし、教室のキャパや通学路に問題があり、帰還した 275 人

中 64 人が学校に通えていない。そこで通えなかった子どもと通えた子どもの学力差を埋めるた

め、通えなかった子ども対象に新学期開始前の 3 か月間、補習校を開校する。また、仮設校舎を

建て、村のすべての子どもたちが新学期から新校舎で公教育を受けられるようにする。また、こ

の事業においては、教員が校舎の維持管理に対する意識を持つことが必要であり、教員向けに維

持管理ワークショップを行い、完成した校舎を学校全体で維持する環境づくりを行う。 

 

9. 事業内容 

（１） コンポーネント 1: 補習校の開校と運営 

タルジェラ小学校の校長から弊団体が聞き取った話によると、タルジェラ村の小学校対象年齢子

どもたちは 275 人とされているが、そのうち 64 人は学校へ通っていない。そのため、この子た

ちの学習能力が落ちており、公立校が開校しても授業についていけないことが懸念される。 

そこで、この子たちを対象に新学期開始前の 3 か月間、補習校を開校する。 

 

1-1 政府機関との調整 

ハムダニアシティカウンシル、ニナワ教育省と補習校開校に向けた協議を実施する。 

 

1-2 家屋のリフォーム、机椅子等の備品購入 
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補習校の教室は現地の貸家の利用を予定している。そのため、村長、IVY、業者で、紛争による

影響を受けていないか、家屋及び敷地の安全点検を行った後、リフォームを行う。照明器具、家

具・物品を購入する。部屋は 4 部屋あるので、クラス編成を 1 年生・2 年生・3.4 年生合同・5.6

年生合同と想定している。また一般家屋を利用するため、机・椅子・ホワイトボードなどの購入

を行う。補習校で使用した家具やその他備品類は、公立学校で再利用する。 

 

1-3  3 者による補習校用家屋及び敷地等の安全確認 

補習校開校前に、補習校用家屋や敷地、通学路、周辺の土地の安全確認を、各確認箇所のチェッ

クシートを元に村長、校長、IVY で行う。確認後には確認書に 3 者が署名する。 

 

 1-4 生徒・教員の募集開始 

 子どもたち・教員募集にあたっては、現地で広告を掲示する予定である。昨年はバナーを設置し

たところ、盗難される被害にあったため、本年は警察もしくは地区長の事務所近隣に掲示する。

また村長へ協力を仰ぎ、全部の対象家庭へ SNS メッセージを送信することも検討する。 

 

1-5 教員採用の実施 

教員は 4 名、校長、クリーナー1 名を採用する。質の高い教育を提供するため、教員免許、教員

経験のある教師を採用する。教科はアラビア語・英語・算数・理科・社会を想定し採用。教員に

よっては、2 教科兼任となる。 

 

1-6 生徒登録の開始 

生徒登録には補習校として利用する家屋を利用し、弊団体スタッフで 2 週間かけて実施する。ま

た、登録には採用した教員も参加してもらい、子どもたちの年齢や学力、学業から離れていた期

間を考慮し、保護者とも相談の上、なるべく登録時に編入する学年を決める。 

 

 1-7 第 1 回保護者説明会の実施、補習校開校、比較テスト 

弊団体スタッフおよび教員が中心となり開催し、保護者へ今後実施する補習校の内容について説

明を実施する。 

 

開校期間は 6 月 16 日～9 月 15 日を想定している。開校時間は日中 50 度を超す真夏ということ

を考慮し、比較的涼しい午前中の 8 時～12 時の 4 時間とする。時間割は以下のとおり。 

 日 月 火 水 木 

1時間目 アラビア語 アラビア語 アラビア語 アラビア語 アラビア語 

2時間目 算数 算数 算数 算数 算数 

3時間目 社会 社会 社会 社会 社会 

4時間目 英語 英語 英語 英語 英語 

5時間目 理科 理科 理科 理科 理科 
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 なお、開校時に、終了時とのテスト結果を比較するため、児童に比較テストを行う。 

 

1-8 比較テスト、第 2 回保護者説明会の実施 

 補習校終了 1 週間前までに、児童に終了時の比較テストを実施する。 

補習校終了 1 週間前に保護者説明会を実施し、補習校での学習の成果（入学時と終了時のテス

ト結果の比較）や生徒の成長ぶり、補習校での様子をスライド等で報告する。また、公立校の開

校と登録プロセスについて説明する。 

 

（２） コンポーネント 2：公立校用のプレハブ校舎の建設、開校サポート、トレーニング、ワーク

ショップ 

 

2-1 政府関係者・協力団体との協議 ／ニナワ県教育サブクラスターとの調整 

1 月よりハムダニアシティカウンシル1担当者と協議を進め、土地の確保・プレハブ学校建設に

ついて合意済みである。ハムダニアカウンシルを通じ、イラク教育省の承認レターも取り付け済

みである。 

学校建設図・BOQ 案については、ハムダニアシティカウンシルより BOQ・ユニセフ基準に基づ

く設計図案を受領している。教室数 6 室（縦 7ｍ×横 5ｍ）、職員室 3 室、倉庫 2 室、男女トイ

レ各 5 室と手洗い場各 1 か所、教員用トイレ男女各 2 個、排水設備、水道タンク、門、フェン

ス（境界）を予定している。1 教室最大 20〜25 人収容可能。全部で 6 教室あるが、1 シフトに

120〜150 人で、通学予定児童数は 275 人であるため、授業を午前・午後の 2 シフトとして対応

を行う。 

  

2-2 建設会社の選定、敷地の安全化、工事着工、工事中のモニタリング 

5 月に建設会社 3 社へ、価格見積もりとスケジュール表を依頼し、選定をする。 

6 月、建設会社・弊団体スタッフで建設スケジュールとモニタリング方法を確認する。工事前に

敷地内及び周辺の瓦礫の撤去、地雷、不発弾や金属片やガラス等の危険物がないか等の、安全化

の最終確認を専門家にも行ってもらう。工事中は、可能な限り週 1 回、教育省エンジニア・建設

会社エンジニア・弊団体スタッフでモニタリングを行う。 

 

2-3 5 者による安全確認後、イラク教育省へ受け渡し 

開校前に、教育省、村長、建築業者、校長、IVY とで各確認箇所のチェックシートを元に敷地内、

通学路、周辺の土地の安全確認を行う。確認後には確認書に 5 者が署名する。 

イラク教育省への受け渡し時期は 9 月下旬を予定している。受け渡しは、イラク政府教育省エン

ジニア、建設会社エンジニア、弊団体の確認後、弊団体とイラク政府教育省間で、今後の維持管

理責任はイラク教育省にある等について記載された MOU をかわすものとする。 

 

1 ハムダニアシティカウンシル：イラク閣僚評議会のハムダニア支部。各県に存在し、決定権等

は市長や各市省庁よりも強い傾向をもつ。 
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2-4 保護者説明会の実施 

校舎完成後、弊団体スタッフによって実施する。 

 

2-5 危険回避教育の実施 

開校後に金属の破片や爆発物等の危険物が見つかる可能性もあるので、地雷や不発弾などの危険

物がどんな形をしているのか、見つけたらどう対処するのか等を教える危険回避についての教育

を IVY が実施する。 

 

2-6  教員対象の校舎維持管理ワークショップの開催、アクションプランの策定 

教員が校舎の維持管理に対する意識を持つことを目的として、弊団体スタッフが、教員向けにワ

ークショップを行い、維持管理に向けたアクションプランを考える。その後、ワークショップに

参加した教師を中心に、維持管理と清掃のための維持管理委員会を組織し、最終的なアクション

プランを策定し、完成した校舎を学校全体で維持する環境づくりを行っていく。 

ワークショップとその後のフォローアップの内容は、弊団体で 2016 年から実施しているエルビ

ル県での 15 校での実績を元に行う。 

・10 月 教員向け維持管理ワークショップを実施する。 

 ＜ワークショップの内容＞ 

① 教員 15 人を 3 人ずつの小グループに分ける。 

② 日本の小学校で生徒が清掃している動画を紹介。 

③ 学校の維持管理や清掃について、これまでの経験に基づき、課題や問題点を話し合い、

ワークシートに書き出してもらう。（グループワーク） 

④ グループごとに発表 

⑤ 学校をきれいに保つための「アクションプラン」を作成する。 

⑥ グループごとに発表 

 

2-7  校舎維持管理のフォローアップ、登録児童数、出席状況、帰還世帯数の調査 

・ワークショップ後 1 か月以内に、学校内で、維持管理と清掃のための維持管理委員会を組織し

てもらう。 

・11 月、組織後に弊団体スタッフが学校を２回訪問し、11 月末までに維持管理委員会メンバー

とアクションプランを最終化する。 

・アクションプランが確定した時点で、維持管理や掃除に必要な物品を提供する。 

・12 月は、弊団体スタッフが学校を２回訪問し、維持管理委員会の活動状況、課題、「アクショ

ンプラン」が実行できているか等、フォローアップを行う。 

・併せて、登録児童数、出席状況、帰還世帯数などの調査を行う。 

 

10．事業の背景 

（１） 対象地における被災者の状況 

イラク共和国ハムダニア郡タルジェラ村は、IS 占領前は 346 世帯が暮らしていた。主な産業



申請団体名：認定 NPO 法人 IVY  

- 9 - 

は農業だったが、プラスター（壁材）工場も１軒あり、村人は農業か工場のどちらかで生計を立

てていた。しかし、2014 年 6 月に IS に村が襲われ、全世帯が避難を余儀なくされた。3 年後に

彼らが村に戻った時には、特にモスル奪還作戦時の空爆の影響で、農地は荒れ、工場も破壊され、

農機具や機械、家畜等、金目の物は皆持ち去られていた。しかし、幸い全壊した家屋は 5 軒と少

なく、電気はすでに復旧しており、生活用水はタンクローリーが毎日回ってくる等、インフラは

ある程度整っている。また、米や小麦粉等の食料支給が 1 月から始まっている。避難生活におい

ては、家賃・避難先での食料等の獲得等生活費がかさむ。帰還をすれば、その分の家賃を負担し

なくて良いことや、復興に向け農地の整備等を行い将来に備えたいという帰還民も多い。そのた

め、3 月現在、300 世帯 1,155 人2が帰還している。生活費は男性が他所に日雇いに出て収入を

得ている現状である。 

このようなタルジェラ村であるが、村にあった唯一の学校が破壊され、村に学校がない異常

事態が半年以上続いている。帰還していない 46 世帯の帰還しない理由も、村長の話では、村に

学校がないためとの話で、学校の再興はタルジェラ村の未来にとり重要な課題である。 

 

（２） 課題・ニーズの分析 

１）ハムダニア郡のホストコミュニティで校舎建設を行っている団体がない 

ハムダニア郡は 48 地区に小学校が 20 校、中学校が 9 校あるが、19 校が破壊されているため、

どこも再建を待っている状態である。しかし、ニナワ教育サブクラスターのデータ「4Ws_2018 

Ninawa 15.3.18」によると、ハムダニア郡のホストコミュニティで活動している団体はPeople in 

need だけであり、水・衛生支援や壊れた学校校舎の補修等を行っている。ニーズは高いにもか

かわらず、学校建設を行っている支援団体は現在のところ、ない。 

 

２）村の子どもたちの 64 人が学校に通っていない 

同村には占領前に小学校 1 校があったが、モスル作戦の際の空爆で破壊された。そのため、帰還

した子どもたち 211 人は現在、隣りのシッカアミーン村の小学校へ通っているが、残り 64 人が

以下の理由で学校へ通えないままとなっている。このため公立学校を開校しても、授業について

いけずドロップアウトをしてしまう可能性も否めないため、補習校を開設し、キャッチアップを

図る必要性がある。 

①隣りのシッカアミーン村の校舎はもともと小さく、1 シフト最大 200 人である。現在、2 シフ

トにして、午後の教室を元のタルジェラ村小学校に貸しており、タルジェラ村の子どもたち 211

人が通っているが、キャパがすでに限界に達していて、これ以上は教室に入れないため、後から

帰還した子どもは入れなくなっている。 

 

■タルジェラ村小学校の校長から弊団体スタッフが聞いた帰還した生徒の状況は以下のとおり。 

学年 通っている生徒数 通えていない生徒数 合計 

 
2 IOM DTM 2018/3/15 発表のタルジャラ村の帰還民数は 190 家族となっているが、村長発表では

190 家族＝複数の親族の世帯が 1 軒に同居との意味だとのことで、世帯数は 300 世帯とのことなの

で、ここでは正確を期しそのように記載した。IOM は人数を 1,140 人と発表しているが、1,155 人

とのことである。 
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1 年生 44 人 6 人 50 人 

2 年生 36 人 18 人 54 人 

3 年生 38 人 9 人 47 人 

4 年生 38 人 10 人 48 人 

5 年生 26 人 8 人 34 人 

6 年生 29 人 13 人 42 人 

  合計 211 人 64 人 275 人 

 

②村からシッカアミーン村まで通うのに、片側 2 車線、道幅 80 メートルの高速道路「モスル・

エルビルハイウェイ」を横断しなければならず、7 歳児が通学中の事故で死亡している。そのた

め、村内に安全に通学できる学校が求められている。 

 

③なお、もしタルジェラ村に学校が再建されれば、シッカアミーン村小学校での生徒受け入れは

終了することとなっており、通っている全生徒がタルジェラ村の小学校に通う。 

 

３）当該地域の人口構成 

タルジェラ村の人口構成は次のとおりである。 

年齢層 人口 

0-5 歳 172 人 

6-11 歳 275 人 

12-17 歳 124 人 

18-60 歳 550 人 

60 歳以上 34 人 

合計 1,155 人 

 

0-5 歳が既に 172 人いることから、引き続き毎年約 30 人の生徒が入学することが見込まれ、本

公立校は事業終了後も 10 年以上先まで継続的に必要とされている。 

 

（３） 対象地における紛争分析・配慮 

タルジェラ村はイスラム教の少数派（シャバク派）が居住する村であり、IS 統治下では激しい

攻撃を受け、住民は避難せざるをえなかった。今後も少数派というだけで、IS の残党による攻

撃が完全にないとは言えない。嫉妬等を買わないよう、十分注意する。 

また、現地 NGO である RNVDO からの情報では、幹線道路はテロ攻撃等による危険はなく安

全ということだが、タルジェラ村のような郊外の村の道路では地雷が埋まっている地域もある

とのことである。補習校、及び学校建設においては、敷地内だけでなく、敷地に隣接する周辺

の土地も含め、建設会社や専門家に十分な調査を実施してもらってから工事に入るようにする。 

 

11．他のアクターとの連携・調整 
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（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 

本事業はイラク教育クラスター objective1  Increase access to inclusive, protective and 

quality formal and non- formal education for conflict affected children, adolescents and 

youth にしたがい、プレハブ校舎建設・補習校運営を通じて、帰還した子どもたちへ教育機

会を提供するものである。 

 

ニナワ県教育サブクラスターで集約している 4Ws（3 月 18 日版）情報では、ハムダニア郡で

教育分野で活動をしている国際NGOはPeople in needと INTERSOSの 2団体。前者はPSS, 

Recreational, catch-up classes, distribution of student kits, SinB,RC Box, winerization 

items, copying curricula, MRE、後者がキャンプで NFE をしているがプレハブ校舎の建設

はどこもやっていない。 

 

（２） 受入国政府当局との連携・調整 

ハムダニアシティカウンシル担当者とイラク教育省ハムダニア事務所職員の双方で、弊団体

が学校を建設することの話し合い、合意が出来ている。 

当該学校建設については、ハムダニアカウンシルより合意のレターを受領している。また建

設用地確保についても同時にレターを受領している。 

 

（３） その他のアクターとの連携・調整 

 特になし。 

 

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、教育ミニマムスタンダード（INEE）2010 を基準に設計されている。具体的には以下と

なる。 

①ニナワ教育クラスターへの参加を通して、他機関・NGO 団体と最新情報を共有する。地域内の破

壊された校舎の再建や帰還後未就学の子どもたちへの対策について検討する。活動の重複を避けるた

めの調整、校舎の設計基準・建築基準の確認等を行っていく。（INEE 基本スタンダード 1:協調） 

②通学路の危険などにより帰還後、学校に通えなかった児童 64 人に配慮し、補習校を 3 ヶ月間開校

して、10 月に開校する公立校で他の児童についていけるようにする。（INEE アクセスと学習環境：

スタンダード 1） 

③補習校においては、教員免許、教員経験のある教師を採用し、質の高い教育を提供する。（INEE ア

クセスと学習環境：スタンダード 1） 

④補習校における成果・進捗をはかるため、補習校開始直後及び終了時にテストを行う。（INEE 教

授と学習：スタンダード 4） 

⑤児童の年齢や学力、学校に通えなかった期間の長さに配慮して、補習校における学習内容や編入す

る学年を決める。また、公立校においても開校後に帰還した児童に対して同じように配慮する。

（INEE アクセスと学習環境 スタンダード 1） 

⑥空爆により破壊された、村に一つしかない学校を再建することにより、帰還した村の児童全員が復
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学できるようにする。（INEE アクセスと学習環境：スタンダード 1） 

⑦校舎建設用地は空爆で破壊された前校跡地であるので、工事開始前には教育省、村長、建築業者、

校長、IVY とで敷地内、通学路、周辺の土地の安全確認を十分に行う。補習校についても、借りる家

屋や敷地内、通学路、周辺の土地の安全確認を教育省、村長、IVY、校長とで行う。これらを行うこ

とで、児童や教員に対し安全な教育環境を提供する。開校後に金属の破片や爆発物等の危険物が見つ

かる可能性もあるので、地雷や不発弾などの危険物がどんな形をしているのか、見つけたらどう対処

するのか等を教える危険回避についての教育を IVY が実施する。（INEE アクセスと学習環境：スタ

ンダード 2） 

⑧UNICEF 基準のプレハブ校舎設計図、ニナワ教育省の BOQ 案に沿って建築を進め、校舎全体の

構造や教室の広さ等を学習場所として適切なものにする。外部からの侵入を防ぐため学校の敷地には

境界線（フェンス）を設置する。（INEE アクセスと学習環境：スタンダード 3） 

⑨学校の維持管理に関するワークショップを行い、参加した教員が維持管理に対する意識を持つよう

にする。（INEE 教授と学習：スタンダード 4） 

⑩学校内で維持管理ワークショップに参加した教員を中心に維持管理委員会を作り、児童も含めた学

校全体で維持管理に取り組む体制を作る。（INEE アクセスと学習環境：スタンダード 3） 

⑪IVY は定期的にモニタリングを実施し、補習校、公立校が安全な状況下にあるか、また学校の維持

管理委員会が機能しているか等について、校長、教員、児童から聞き取りを行う。問題があれば IVY、

校長、教員とで協議する。（INEE アクセスと学習環境：スタンダード 3） 

 

（２） 人道支援の必須基準（CHS）をどのように順守するか 

①補習校の児童募集の際には、バナー広告を出すと同時に、文字の読めない人びとへは電話を通じ説

明を行うようにする。また学校関係者だけでなく、近所、親戚等の人々にも協力を仰ぎ、情報の提供

を行なっていく。（コミットメント 4.2 4.3） 

②保護者説明会、職員会議への参加を通じ、補習校、公立校に対する苦情、要望に対応する。弊団体

だけでは対処出来ない場合は、ハムダニアカウンシル・ニナワ教育省につなぐ。（コミットメント 5.1  

5.7） 

 

（３）その他 

特になし。 

 

 

14. 想定されるリスクへの対処法 

本事業はニナワ県ハムダニア郡で実施をするものである。弊団体では 2018 年 3 月現在、イラク

連邦政府への NGO 登録を申請中である。そのため、登録が完了するまでの期間は、ハムダニア

郡教育省を通じて上級政府機関であるイラク閣僚評議会ハムダニア支部から事業実施の承認レ

ターを取り付けている。 

 

15. 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わない。事業所・宿
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泊地は「退避勧告地域」に設置しない。危険情報が見直された際は大使館・エルビル領事事務所

に相談の上、対応を改めて検討する。またイラク連邦政府の NGO 登録が完了後はただちにイラ

クの査証を取得し、入国する。 

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宿舎を利用する予定

である。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。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す。尚、エルビル市内で自爆テロ等が

発生した場合には、外出を最小限とし宿舎待機とするなど、安全を最優先にして事業を実施する。 

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・出国できる体制を保持する。現地の治安が

悪化した場合には，現地領事館等とも協議し、事業実施について、事業の中止も含めて検討する。

また、他の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う 

 

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（事業への被災者の参画を含む） 

本事業は、弊団体が 2014 年からシリア難民・IDPs に対して実施していた教育事業を、帰還民

対象へシフトしたものである。帰還民に対する事業はこの事業が初めてであり、今後も継続する

予定である。この事業を、今後の復興・開発支援の足がかりにする予定である。 

  

 

以上 

 


