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事業計画 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(日・英) 
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 3月 31 日 日数 120 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。 

事業概要 

2019 年 10月 9 日、トルコ軍がシリア北部に侵攻した。避難を余儀なくされた人々の一部

はシリアより国境を越えイラク側に到着し、その総数は 10 月 14 日以降、11 月 21 日現在

で 16,317 人に上り、ニナワ県アクレ郡バルダラシュキャンプの到着累計は 13,993 人に

至っている。キャンプマネジメントを担当しているバルザーニ・チャリティ財団（BCF）

および支援調整担当の UNHCR ドホーク事務所によると、現時点ではガスコンロ、ガスボ

ンベ、冬物衣料、良質の毛布等を早急に必要としているとのことだったので、これら 2

機関と調整して、弊団体がガスコンロの配布を行うことが決定された。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。 

事業内容（骨子のみ記入） 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 

キャンプにおいて、調理に必要なガスコンロ 2,700 台の配布を行う。 

新規シリア難民 10,056

人（2700 世帯・11月 20

日現在） 
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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） 

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。 

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 

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 

 

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 

✓ 治安の安定 

✓ 物価・物資調達ルートが

安定している 

✓ 難民数に大きな変化がな

い。 

 治安の悪化 

 物価の急激な高騰により

調達が滞る。 

 難民数が急激に増える

または急激に減る、キャン

プ内外への急激な移動の

発生 

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 12 月 1 月 2 月 3 月 

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 

1 UNHCR ドホーク事務 

所、JCCC、 BRHA、 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 

    

2 キャンプの概要およびキ

ャンプ世帯数、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 

  

 

  

3 事前調査及び現場確認     

4 物資の見積・発注・調達     

5 物資の配布     

6 エンドラインサーベイ     
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事業計画書（原則 5 頁以内） 

 

1. プログラム名  イラク北部・シリア北部緊急支援 

（初動対応期、緊急対応期） 

 

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  Northern Iraq 

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

 

3. 団体名 認定 NPO 法人 IVY 

 

4. 事業期間  2019 年 12月 3 日 ～ 2020 年 3 月 31日 （120 日間） 

  

 

5. 事業目的（事業全体として目指す成果） 

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. 事業概要（事業地名、各コンポーネントの繋がりも明記のこと） 

2019 年 10月 9 日、トルコ軍がシリア北部に侵攻した。避難を余儀なくされた人々の一部はシリ

アより国境を越えイラク側に到着し、その総数は 10 月 14 日以降、11 月 21 日現在で 16,317 人

に上り、ニナワ県アクレ郡バルダラシュキャンプの到着累計は 13,993 人に至っている。キャン

プマネジメントを担当しているバルザーニ・チャリティ財団（BCF）および支援調整担当の UNHCR

ドホーク事務所によると、現時点ではガスコンロ、ガスボンベ、冬物衣料、良質の毛布等を早急

に必要としているとのことだったので、これら 2 機関と調整して、弊団体がガスコンロの配布を

行うことが決定された。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。 

 

9. 事業内容 

（１） ニナワ県バルダラシュキャンプへの生活支援物資の配布 

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 

 

UNHCR ドホーク事務所やバルダラシュキャンプのマネージメントを担当している BCF によると、

現時点ではガスコンロ、ガスボンベ、冬物衣料、良質の毛布等を早急に必要としているとのこと

だったので、これら 2 機関と調整して、弊団体がガスコンロの配布を行うことが決定された。 

ただし、NFI のニーズギャップは日々変化していくため、関連団体より情報を得ながらその

時々に必要としている支援物資を配布できるようにする。また他団体の配布状況も確認し、支援
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内容が重複しないようにする。 

 

1-2 キャンプの概要およびキャンプ世帯数、セキュリティ情報の把握 

キャンプ概要と弊団体の位置づけ 

バルダラシュキャンプの支援調整： 

トップエージェンシーはクルド自治政府である 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）が調整を行っている。 

バルダラシュキャンプは UNHCR がリードエージェンシーで、ナショナル NGO のバルザーニ・チャ

リティ財団（以下 BCF）が運営を任されている。また、キャンプの支援調整において各分野別の

窓口は、保健（ドホーク保健局）、食料安全保障（WFP）、非食糧物資などの基本ニーズ（UNHCR）、

水衛生(UNICEF)、教育（UNICEF、NRC）となっている。弊団体は、主に BCF 及び UNHCR と調整し、

不足している生活支援物資の配布を行う。 

 

バルダラシュキャンプの世帯数の把握： 

UNHCR Dohok NES Refugee Response Update17 Nov 2019 によると、バルダラシュキャンプの到

着人数の累計は 13,993 人となっている（11月 21 日現在）。 

BCF への聞き取りによるとキャンプの人口数は 11月 20 日の時点で 10,056 名、テント数は 2,700

と報告があった。 

 

バルダラシュキャンプについてのセキュリティ情報： 

バルダラシュキャンプは弊団体事務所のあるエルビル市から北西へ直線距離で 50 キロ離れたと

ころに位置する。同キャンプの所在地であるニナワ県アクレ郡バルダラッシュ地区はクルド自治

政府ドホーク県の管轄におかれ、クルド警察が機能している。キャンプの治安・安全管理もクル

ド警察（アサイシ）の管理下に置かれており、現状のところ、活動実施の上での安全上の問題は

ない。 

 

1-3 事前調査及び現場確認 

事前調査： 

10 月 27 日にバルダラシュ難民キャンプの現地訪問調査を実施している。以後、BCF のキャンプ

マネジメント担当者と日々電話やメールで連絡を取り合い、刻々と変わる情勢やニーズの情報を

共有している。 

 

現場確認： 

本申請承認後、幣団体スタッフが再度キャンプを訪問し現場確認する。キャンプマネジメントお

よび JCCC との調整により、常に最新のデータを入手する様にしている。世帯数データ等を入手

後、キャンプマネジメント担当者と配布場所・倉庫・トラックの搬入場所等の現場確認を実施す

ることとする。また配布方法については弊団体にて 1-5 で検討しているが、これについてもキャ

ンプマネジメント担当と確認を取り、混乱を起こさないような配布方法を協議する。 
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1-4 物資の見積・発注・輸送 

・見積 

複数のガス会社から見積を取る。輸送料金も含めて価格の最も安く、輸送手配に問題が無い条件

を出したところに決定し、契約書を交わす。 

・発注 

配布数の確定後、契約書内容に沿ってしかるべき日程で発注を行う。 

・輸送 

発注した物品については、配布当日に業者のトラックを手配しキャンプまで搬送することとする。 

 

1-5 物資の配布 

事前にキャンプマネジメント担当者から配布対象者名簿を受領する。 

当日は幣団体スタッフ 3 人・配達補助者 5 人（リスト確認 3 人・受領サイン 2 人・配布 2 人・列

の整備 1 人）を配備する。 

1 日あたりの配布世帯数は 400 世帯から 600 世帯で 5～7 日間を想定しているが、これについて

は事前現場確認でキャンプマネジメント側の意見に従う。 

 

1-6 エンドラインサーベイ 

弊団体スタッフがキャンプマネジメントスタッフと共に、支援後の裨益者の権利保護を目的とし

て調査票をもとにエンドラインサーベイを実施する。エンドラインサーベイでは、①家族構成、

②逃れてきた地域、③キャンプへ避難してきた時期、④配布時期、⑤物資の使用頻度、⑥質、⑦

量⑧物資が役立ったか、などについて調査する。調査票作成、集計は弊団体スタッフが行う。サ

ーベイ結果は BCF、UNHCR ドホーク事務所、BRHA、JCCC 等で共有し、今後の支援の改善に役立て

てもらう。 

 

10．事業の背景 

（１） 対象地における被災者の状況 

UNHCR Dohok NES Refugee Response Update 17 Nov 2019 の情報によると、10 月 9 日のトルコ軍

のシリア北部侵攻後、イラク北部への新規流入難民の累計は 11月 21日時点で 16,317人に及ぶ。

越境者の数は一時よりは減ってきたものの、1 日当たり 100～200 人前後で推移している。今回

シリア北部に居住していた方々が避難してきているため、大多数がクルド系シリア人であるが、

中にはクリスチャン系シリア人も少数避難しているとの報告を受けている。 

 

（２） 課題・ニーズの分析 

・生活用品のニーズについて 

キャンプマネジメントを担当する BCF からの 11 月 18日時点での報告では、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いるとの報告があった。11 月 19 日のク

ルド自治政府の JCCC エルビル事務所との打ち合わせでも同様の情報を得ている。 
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また、UNHCR の報告によると、バルダラシュキャンプではキッチンスペースの補修が行われてい

るが、キャンプ内の一部地域に留まり、また調理場所が確保できていても調理器具が不足してい

ることにより調理ができない状態にある。必要な器具の配布が急がれている。 

 

（３） 対象地における紛争分析・配慮 

バルダラシュキャンプはクルド自治政府管轄下にあり、クルド警察（アサイシ）のセキュリティ

管理下に置かれている。今のところは安全上の懸念はないが、難民の動向は常にセキュリティの

問題になる潜在性があるので、関係当局と密接に連絡を取り合い、対応をして行く。 

 

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 

NFI 分野： 

本事業は NFI クラスターの指針に沿ったものである。具体的には「適切なシェルターと非食料品

のサポートを通じて、キャンプ内の脆弱な避難民の適切な生活条件を維持する」（シェルター、

NFI セクター目標１）に沿っている。 

 

（２） 受入国政府当局との連携・調整 

リードエージェンシーである UNHCR ドホーク事務所、JCCC、BRHA と連携しつつ、支援調整を行

う。 

 

（３） その他のアクターとの連携・調整 

現場レベルの調整は各団体との直接打合せとなるが、特にキャンプマネジメントを担当している

BCF とは密に連絡を取り、担当者からの情報をもとに支援物資の調整を行ってゆき、刻々と変化

する支援ニーズに対応し、他団体との支援の重複を避ける。 

また、物資配布に際しても BCF と連携してキャンプ世帯数、他団体の配布方法についての情報共

有を行い、弊団体ではそれらの情報を元に配布対象者、配布方法を決定する。配布時に、キャン

プでは対象者への事前連絡、場所の提供、警備との連絡を行う。 

 

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（本事業に該当しないと思わ

れる項目がある場合には、空欄のまま提出） 

（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 

スフィアハンドブック 

１） 食料安全保障と栄養 

ガスコンロを配布することにより、下記の最低基準を順守する。  

・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。(p.201) 

・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。（p.208） 



申請団体名：認定 NPO 法人 IVY 

- 8 - 

２） 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。(p.244) 

避難所および避難先の居住地基準２ 

・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。（p.252） 

・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。(p.260) 

・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。(p.260) 

・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。(p.260) 

 

（２） 人道支援の必須基準（CHS）をどのように順守するか 

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」 

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」 

に基づき、事前調査時に、逃れてくる前、逃れてくる際の状況、現在の生活状況など把握し、現

在必要な支援について調査を行う。 

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」 

冬季に必要となる物資ニーズを迅速に把握する。 

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。」に基づき、キャンプマネジメント団体と協議し、ア

セスメントおよびエンドラインサーベイにおいて調査する際に、脆弱性の高い人々が発言しやす

い環境を作る。 

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苦情が寄せられた際には、

通報者の安全性を最優先し、キャンプマネジメント団体トップと弊団体事業統括が調査を行い、

対応を協議する。 

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、キャンプマネジメント団体である BCF 及び UNHCR ドホーク事務所と調整し、不足して

いるガスコンロの配布を行う。 

 

（３） その他 

なし 
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13. 事業管理体制 

（１） 人員配置 

本事業は、原則幣団体現地雇用スタッフ（現地事業統括補佐、コーディネーター）がエルビル市

内と難民キャンプを行き来し、現場確認、物資配布、エンドラインサーベイを行う。 

物資配布時、エンドラインサーベイ時は、対象者が多いことから、補助者を雇用し実施する。 

 

  ・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、現地事業統括補佐１人、コーディネーター１人 

 

  ・配布補助者 ５人、調査補助者 ３人 

   

・IVY 本部（所在地：日本、山形県山形市） 

事業総括１人、事業副総括１人、事業総括補佐１人、会計担当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、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毎月 1 日にその月の使用額分を電子送金する。 

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） 

 

14. 想定されるリスクへの対処法 

・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。 

・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。 

・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。 

     

15. 安全管理体制 

  事業対象地は外務省が定めるレベル４「退避勧告地域」に該当する。難民キャンプがある地域は
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クルド自治政府管轄下にあり、アサイシと呼ばれる治安警察が、キャンプ及び周辺地域を 24 時

間 365 日年中無休で警護にあたっている。 

物資配布の際には、事前にキャンプを訪問し、キャンプマネジメント、他機関及び治安部門とス

ケジュールと配布方法について調整し、短時間で効率よく、混乱や暴動が起きないよう細心の方

法をとる。（内容：キャンプへの物資搬入方法、配布物資の内容、幣団体側から連れてくる補助

者数、1 日に予定している配布世帯数、混乱が生じないための世帯呼び出し、配列、受領、受領

後の住民の帰らせ方など） 

弊団体ではリスクへの対処法として組織内で合意され文章化された「エルビル事務所安全管理ガ

イドライン」を持つ。組織内での共有化を図ることにより、緊急時の職員の安全はもちろん、重

要書類等の紛失等を最小限に防ぎ、迅速な事業再開に役立つと考えている。概要は下記のとおり。 

 

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行わない。事業所・宿泊地

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。幣団体はイラク連邦政府の NGO 登録、クルド自治政府の NGO

登録を取得済みである。 

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 

 

また、この安全管理ガイドラインでは、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）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。以下、要約。 

 

レベル 1（平常時） 

移動は専用車両を使用。事務所兼宿舎には防犯カメラを設置。INSO からの治安情報を毎日チェ

ック。退避ルートの確認（国連・領事館の退避リストへの登録、航空機の運行スケジュール、車

両チャーター先、同乗を頼める「知人・友人」の多数確保。衛星電話の充電、モバイルによるイ

ンターネット回線の確保、重要書類（契約書、会計書類、パスポート等）のコピーを Drop Box

とメモリスティックに週 1 回保存、現金は退避時の最低必要額を金庫内に保管等。食糧、水、灯

油の備蓄と発電機の点検等。 

 

レベル 2（要警戒・活動は継続） 
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上記に加え、自爆テロ等が発生した場合は情報変化をいち早く掌握するため、現地事業統括は、

現地での情報収集と分析を中心的に担い、毎日 8 時半（日本時間 14 時半）に本部担当と定時連

絡。 

 

レベル 3（要警戒・通常活動の中断あるいは行動制限） 

上記に加え、単独行動の禁止。 

 

レベル 4（退避行動の開始・退避） 

上記に加え、退避用バッグの内容確認。退避手段の確保。本部事務局内では「非常事態対応表」

に従って行動する。IS の急襲等で治安が急激に悪化した場合、国際便の相次ぐ運航休止、JICA

や国際 NGO の駐在員の退避開始等を退避の指標とする。急を要する場合は現地事業統括、本部担

当者、代表理事が協議して判断。さらに本部への連絡が即座に取れない場合は現地スタッフは独

自の判断で退避することができる。航空機での退避が可能な場合はアンマン、イスタンブール等

の周辺国都市。陸路退避の場合はトルコ。現地スタッフが活動継続可能な場合は退避先から遠隔

で事業を実施し、活動できない場合は休止判断。 

 

レベル 5（退避後） 

退避した本人と援護者は退避後、変化に応じて、本部へ報告。 

 

事業地への帰還 

退避勧告の解除。国連スタッフ、国際 NGO スタッフ、ＪＩＣＡが市内で活動し、安全が確認され

ていること。エルビルへ航空機で入れること。同行者（現地職員等）が確保できること。安全な

拠点（滞在・宿泊場所）の確保ができること等が確認できれば、現地事業統括は状況確認のため

に現地入りすることができる。理事会はその報告をもとに事業再開の有無について判断する。 

 

16. 連結性または持続発展性 

  幣団体は、難民キャンプ外に暮らす難民への生活物資配布支援、教育支援を実施してきた経験を

もつ。バルダラシュキャンプに避難している難民の中には、イラク国内に避難している親族との

再会を求めてキャンプ外へ移動する難民も出てきている。長期化することでキャンプを離れる世

帯も出てくると想定されるため、支援が行き届きにくいキャンプ外の難民に対する生活物資の支

援や、教育支援も視野に入れ、本事業ではエンドラインサーベイ時に家庭や子どもの状況などに

ついても把握するようにする。 

  また、現行事業ではカイヤラ地区において、ISIL 占領下にいた子ども達への教育支援を実施し

ている。今回対象となるシリア難民の中にも、紛争を経験し心理的ケアを必要としている子ども

が含まれているため、教育支援を実施する際には子どもたちと接する教師に対するトレーニング

等を実施し、子ども達が安心して教育を受けられる環境を整える。 

  

以上 


