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事業計画 概要表 

プログラム名 イラク・シリア人道危機対応（緊急対応期） 

事業名(日・英) 

イラク・ニナワ県元 ISIL 占領地へ帰還した子どもたちへの教育支援 

Education Support for Children who were in areas of return under the ISIL 

Occupation, Ninawa,Iraq 

開始日 2021 年 9月 28 日 終了日 2022年 9月 27日 日数 365 日間 

      

アウトカム 

ニナワ県の元 ISIL1占領地だったシンジャール郡に帰還した子どもたちのために安心安

全な学習スペースが確保され、ライフスキル等のプログラムの提供を通じて子どもたち

がレジリエンス力2を高める。 

事業概要 

ISIL 占領地だったニナワ県シンジャール郡では、クルド自治区等の国内避難民キャンプ

に避難していた人々の帰還の動きが加速しており、この 1 年で 11 万人に達している。し

かし、当地は ISIL により荒廃し 80%以上の学校が破壊され、戻ってきた子どもたちは劣

悪な環境で学んでいる。そこでこの子どもたちが安全安心で清潔な学習環境で学べるよ

う、校舎のない学校にはプレハブ校舎を建設し、多くの子どもたちが集中したため水衛

生設備が壊れている学校ではそれらを補修する。また、教員に対して Teacher in Crisis 

Contexts(緊急時の教育・TiCC)、対立解決、心理社会的支援、ライフスキル活動研修を実

施することで、紛争によって傷ついた子どもたちの心のケアを促す。以上を通じ、事業

終了後も教員を通して子どもたちが紛争体験を乗り越え健やかに成長するための適切な

ケア・サポートが提供できる学校環境を整える。 

事業内容（骨子のみ記入） 裨益者（誰が、何人） 

1. 安全安心で清潔な学習環境の整備 

1）プレハブ校舎の建設（1 校） 

2）水衛生設備の補修（3 校） 

直接裨益者：合計 2,015 人 

内訳：小学校生徒計 966 人（男

子 549 人、女子 417 人）、中学

高校生徒計 967人（男子 304人、

女子 663 人）、教員計 74 人（男

性 54 人、女性 20 人）、職員計

8 人3（男性 3 人、女性 4 人） 

間接裨益者：計 3 万 5 千人 

内訳：シヌニ地区人口約 1 万 5

千人、シンジャ―ル地区人口約

2 万人 

2. 子どもたちのレジリエンス力を高めるための環境整備（4 校） 

1）教員への研修 

・TiCC と対立解決研修 

・心理社会的支援 

・衛生教育講師養成研修 

・ライフスキル活動研修 

・ライフスキルクラブ研修 

・衛生啓発キャンペーンの実施 

2）子どもたちへの研修 

・MRE 研修 ・衛生研修 ・夏休みのライフスキルクラブ活動の提供 

 

 
1 イラク・レバントのイスラム国（英：Islamic State in Iraq and the Levan）の略称2 本事業にお

けるレジリエンスとは、子どもたちが紛争など過酷な生活環境下においても自身の置かれている状況

に適切に対処し、前向きに教育を継続することができるようになることを指す。 
2 本事業におけるレジリエンスとは、子どもたちが紛争など過酷な生活環境下においても自身の置かれ

ている状況に適切に対処し、前向きに教育を継続することができるようになることを指す。 
3 ただし、コンポーネント２では間接裨益者 
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理論的枠組み（ログ・フレーム） 

現状（事業開始前） 

シンジャール郡には県外

に避難していた人々の帰

還の動きが加速し、この 1

年で 11 万人に達してい

る。しかし、当地は戦闘に

より荒廃し 80%以上の学

校が破壊され、戻ってき

た子どもたちが安全安心

して教育を受けられる状

況ではまだない。 

目指すアウトカム 

シンジャール郡に帰還し

た子どもたちのために安

心安全な学習スペースが

確保され、ライフスキル

等のプログラムの提供を

通じて子どもたちがレジ

リエンス力4を高める。 

アウトカムの達成度を測る指標・目標値（確認方法） 

 各対象校の生徒の保護者が子どもを安心して学校に行かせられると感じる割合が増加する

（各対象校の生徒の保護者10%を対象に、プレサーベイとポストサーベイで聞き取り調査を

行う。） 

 各対象校の生徒の内、安心安全な学習環境下で教育を継続することができていると回答する

子どもたちの割合が増加する。（ライフスキル活動等に参加する子どもたちの内、10％を対

象にプレサーベイとポストサーベイで聞き取り調査を行う。） 

 調査票5を用いて10%の生徒にレジリエンス力を図る事前調査と事後調査を行い、2つの調査

結果を比較して、事後にはいと回答した項目の割合が増える。 

 プレハブ校舎の建設対象校において、就学生徒数が150人6以上となる。（事業終了時の登録

生徒名簿を確認する。） 

 水衛生設備補修対象校における登録生徒数が20%以上減少しない7。（事業開始時と事業終了

時の登録生徒名簿を比較する。） 

現状（事業開始前） 

学習環境がイラクの教育

基準に沿っていない。水

衛生設備が損傷し使用で

きない状況にある。 

1-1.イラクの教育基準に

沿った校舎が建設され

る。 

1-2．壊れた水衛生設備

が補修され感染症のリス

クが減る。 

アウトプットの達成度を測る指標・目標値・

（確認方法） 

 プレハブ校舎の建設完了校1校（引渡書） 

 水衛生設備補修完了校3校（引渡書） 

 事業終了時に使用可能なトイレの割合が

100%となる学校2校（モニタリング報告

アウトプット達成のため

の活動 

1-1 事業説明会 

1-2 プレハブ校舎の建設

1-3 学校備品・家具の調

達、設置 

✓ トルコ軍等によ

る大規模な軍事

作戦がない。 

✓ 帰還民の数が急

激に変動しな

い。 

 
4 本事業における子どもたちのレジリエンス力とは、紛争など過酷な環境下においても自身の置かれている状況に適切に対処し、前向きに教育を継続する

ことができるようになることを指す。 
5 「添付資料：Child & Youth Resilience Measure- Revised (CYRM-R) Ver. IVY」参照 
6 村の小中学校適齢期にある子どもの総人口約 180 人であるが、何かしらの理由で同校に通うことができない子どもたちがいることを想定して、150 人と

する。 
7 水衛生設備対象校は既に過密又はそれに近い状態であるため、生徒数の増加は見込めない。また、イラクの教員は日ごろから出席確認を行っていないた

め、出席率や退学率の計算は困難である。このため、登録生徒数が大幅に減少しないことで、子どもたちが継続して学校に通うことができていることを測

る。20%はこれまでの経験に基づいて設定。 
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書） 

 教育局、シヌニ小学校校長と共にシヌニ

小学校の過密緩和に向けた三者会議が行

われた回数（3回） 

 校舎維持管理のアクションプランを実行

した学校4校（モニタリング報告書） 

1-4 水衛生設備の補修 

1-5 学校校舎の引き渡し 

1-6 校舎維持管理ワーク

ショップの実施 

1-7 フォローアップ 

✓ 教職員の交代や

退職が生じな

い。 

 新型コロナウ

イルスの感染

拡大 

 トルコ軍によ

る大規模な軍

事作戦が行わ

れる 

教員の研修が行われてい

ないため、教員が紛争を

経験してきた子どもたち

への適切な教育や対応が

できていない。 

2．教員によるライフス

キル教育が実践されるこ

とによって、子どもたち

のライフスキルクラブ活

動が発足する。  

 教職員 74 人（男性 36 人、女性 38 人）が

TiCC・対立解決研修を修了する。理解度テ

ストの平均が 70%8以上のとなる（研修参加

者リスト、理解度テスト採点結果） 

 TiCC・対立解決研修振り返りの会で実施す

るアンケートで、日々の教育に研修内容が

活かされたと回答する教職員の割合

（100％） 

 心理社会的支援とライフスキル活動研修

の振り返りの会で実施するアンケートで、

日々の教育に研修内容が活かされたと回

答する教職員の割合（100％） 

 教職員 74 人（男性 54 人、女性 20 人）が

衛生教育講師養成研修を修了する。理解度

テストの平均が 70%以上となる（研修参加

者リスト、理解度テスト採点結果） 

 衛生教育を受けた生徒 1,933 人（衛生教育

参加者リスト） 

2-1 TiCCと対立解決研修 

2-2 心理社会的支援とラ

イフスキル活動研修 

2-3 子どものための衛生

教育講師養成研修 

2-4 ライフスキルクラブ

の発足 

2-5 ライフスキルクラブ研

修 

2-6 衛生啓発キャンペーン

の実施 

2-7 ライフスキル活動の提

供 

2-8 MRE の実施 

2-9 フォローアップ 

 
8 過去の実績に基づく。 
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 衛生教育講師養成研修振り返りで実施す

るアンケートで、日々の教育に研修内容が

活かされたと回答する教職員の割合

（100％） 

 ライフスキルクラブが発足した学校 4 校、

各クラブメンバー数 20 人以上（ライフス

キルクラブメンバーリスト） 

 衛生啓発キャンペーン 4 校各 5 日間以上、

生徒 20 人参加する×4 校（活動記録） 

 ライフスキル活動の提供を受ける生徒各

校延べ 1800 人×4 校9 

 MRE を修了する生徒 1,933 人（MRE 参加者

リスト）理解度テストの平均が 100%にな

る。 

 
9 1 日 30 人参加×20 日間×3 か月 
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事業進捗状況管理表 

アウトカム/ 

アウトプット 

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 

 

月

次 9 

 

月

次

10 

月

次

11 

月

次

12 

1．安全で清潔な学習環境が整備される 

1-1 事業説明会             

1-2 プレハブ校舎の建

設 

            

1-3 学校備品・家具の

調達、設置 

            

1-4 水衛生設備の補修             

1-5 学校校舎の引き渡

し 

            

1-6 校舎維持管理ワー

クショップの実施 

            

1-7 フォローアップ  

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

2．学校内で子どもの保護環境が整備される 

2-1 TiCCと対立解決研

修 

            

2-2 心理社会的支援と

ライフスキル活動研修 

            

2-3 子どものための衛

生教育講師養成研修 

            

2-4 ライフスキルクラ

ブの発足 

            

2-5 ライフスキルクラ

ブ研修 

            

2-6 衛生啓発キャンペ

ーンの実施 

            

2-7 ライフスキル活動

の提供 

            

2-8 MRE の実施             

2-9 フォローアップ       

 

     

 

 

 

 

3 者会議      3 者会議    3 者会議 

教職員による実践 

教職員による実践 

教職員による実践 

授業観察、聞き取り調査 
振り返りの会 
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事業計画書 

 

１．事業の背景 

(1) 対象地における被災者の状況 

イラクでは、ISIL との勝利宣言から 4 年が経つ現在においても、国内の経済不況や不安定な治安

による復興の遅れが深刻な課題となっており、2021 年 4 月末現在で約 120 万人10の国内避難民が帰還

することができずにいる。中でもニナワ県はモスルに ISIL の首都が置かれ、少数民族や少数教徒が

標的となり民族浄化の被害に遭う等、建物だけでなく、人々の心にも大きな傷跡を刻んだ地域である。

そのため、未だ帰還できない国内避難民 120 万人のうち 68 万人を同県出身者が占め、県外には 43 万

人、県内には 25 万人が故郷に戻れずキャンプ等での暮らしを続けている。 

当事業の対象である「シンジャ―ル郡」はニナワ県北西部に位置し、ISIL の残虐行為を犠牲者の

代表として世界に訴え 2018 年ノーベル平和賞を受賞したナディア・ムラドさんの出身地でもある。

同郡では 40 万人のうち半分の 20 万人が国内避難民となり、公共施設の 80%、民間の建物 70%が破壊

された。辺境にあるため、アクセスの悪さから復興に時間がかかっていることに加え、多くの人が

ISIL の記憶を消すことができず戻ることをためらっていたが、昨年末に治安と社会の正常化に向け

イラク政府、クルド自治政府両方が同郡の管轄管理権を保有し共同統治するとの「シンジャール協定」

が 2020 年 10 月 9 日に結ばれてから、復興への機運が高まり人々の帰還が促進され、6 月末現在で避

難した人の半数以上約 11 万人が同郡に帰還している。うち約 4 万人が小・中・高校年齢の子どもた

ちと推定されており、教育の環境整備が喫緊の課題となっている。 

 

(2) 課題・ニーズの分析 

・シンジャール郡における教育支援の状況 

ニナワ県は学校校舎の不足が一因となって、小学校就学率 88%、修了率 68%、中学校就学率 72%、

修了率 34%、高校就学率 59%、修了率 25%と全国でも最低レベルとなっている11。シンジャ―ル郡も、

当団体が行ったシンジャール郡教育局や校長等への聞き取り調査によると、県と同程度あるいはやや

低い状況とのことである。また同郡教育局によると、同郡北西部に位置するシヌニ地区では、中心市

街地から離れた村々では、以前の校舎が壊されたため、子どもたちはテントや一般住居を改築した仮

校舎で学んでいる。仮校舎のため、嫌がって学校に通わない子どもたちも多いことため、イラク教育

省の基準を満たした校舎を準備することが喫緊の課題となっている。 

また、中心地以外の地域がそのような状況であるため、シヌニ地区やシンジャ―ル地区の中心市街

地では反対に生徒が集中し、過密に加えて、子どもたちが正しい水衛生設備の使用方法を理解してい

ないため、水衛生設備が破損し、野外排泄が常態化している他、学校で手洗い等の感染症予防対策を

とることができない状況にある。しかし、2020 年にシンジャ―ル郡に配分された教育予算の 1 億イ

ラクディナール（IQD）の大半は教員給与に充てられ、学校施設の補修や維持管理にはほとんど充て

られなかった12。そのため、生徒が集中している中心部の学校においては、生徒の増加に伴い壊れて

 
10 IOM,Iraq DTM Dashboard,April 30,2021 
11 UNICEF,Iraq Education Fact Sheet 2020,P9 
12 ACAPS, The return to Sinjar, November 2020,P2 

http://iraqdtm.iom.int/Dashboard
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2019/07/2020-IRAQ-Education-Factsheets_UNICEF_final.pdf
https://reliefweb.int/report/iraq/acaps-briefing-note-iraq-return-sinjar-20-november-2020
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いる水衛生施設の補修と整備が喫緊の課題となっている。 

 

・シヌニ地区における未成年の女子生徒に対する心理社会的支援の状況 

 同郡の少数教徒を中心とした大半の人々は ISIL による攻撃の被害、中でも未成年の女子は ISIL の

兵士間での人身売買や性的暴力の被害にあっており、今なお精神的な傷やトラウマを抱えている女子

が多く、18 歳未満の自殺者数が増える中、国境なき医師団は「少数教徒は精神衛生上の危機に陥っ

ている」と危機感を表している。同団体によるとシヌニ地区では全ての世帯で少なくとも家族の 1 人

以上が精神的病を患っているが、このような中、COVID-19 の影響で家庭内暴力などの被害も増加し、

被害者の精神的ストレスが増幅している。精神的ストレスは学校を退学する一つの要因ともなってお

り、教育と子どもの保護クラスターでは、女子生徒に対する心理社会的支援の必要性を訴えている。 

 

・シンジャール郡における子どもたちへの地雷回避教育支援の現状 

同郡では ISIL によって、多数の Improvised Explosive Device（即席爆発装置：IED）、Explosive 

Remnants of War (遺棄弾：ERW)が地中に埋められており、同郡における IED などによる被害は 2018

年以降、ほとんど毎月発生し、2020 年 2 月から 2021年 2 月にかけての被害件数は少なくとも 38 件13

確認されている。このため、子どもたちが通学時や日常生活において爆発物を発見した際に、事前に

その危険性を認識し、身を守ることができるよう地雷回避教育（Mine Risk Education：MRE）が必要

不可欠となっている。 

 

１．プレハブ校舎建設対象校：ダスタン小中学校（生徒計 96 人、教員計 14 人、職員なし） 

帰還民約 600 人が暮らすシヌニ地区ニュー・ハッサン村の教育に対する関心は高く、同村にあるダ

スタン小中学校は、村人の教育局に対する強い要望によって 2021 年 1 月に開校した同村唯一の学校

である。しかし教育局の予算不足によって、同校は 9 学年に対して 2 つのテントと民家 2 部屋、トイ

レ 1 基（現在は破損し、使用不可能）のみという劣悪な学習環境にある。そのため、小学校から中学

校までの就学適齢期にある子どもは約 180 人いるが、同校には約半数に当たる 96 人しか通っていな

い。同校に通学していない 84 人のうち約 50 人は 5 キロ先にある別の学区の学校に通っているが、通

学の負担からいつ辞めてもおかしくない状況にある。残り 34 人は学校に通っていない。このため、

学習環境を改善することが喫緊の課題となっている。 

 

2．補修対象校：シヌニ小学校・夜間中学高等学校（生徒計 1,284 人、教員計 34 人、職員 5 人） 

シヌニ地区中心地は、約 1 万人が暮らすシンジャ―ル郡第二の町である。シヌニ地区中心地には、

4 つの小学校校舎、1 つの夜間中学高等学校校舎、1 つの高校校舎、合計６つの校舎がある。この内、

2 つ目の「夜間中学高等学校校舎」を使用しているシヌニ小学校・夜間中学高等学校は、1957 年に開

校した学校であり、紛争時に校舎が破壊され、2018 年に別の支援団体によって補修とプレハブ校舎

の建設が行われたものの、生徒及び教員数の増加や生徒が正しいトイレの使用法を認知していないた

め、2020 年までには 11 基（内、3 基は教職員用）あるトイレの内、9 基（内、1 基は教職員用）が破

 
13 iMMAP, Humanitarian Access Response, Risk level monitoring maps of the "Explosive 

Hazard Incident" on district level for the 7 Governorates Nov. 2019 - Feb. 2021 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/immap-humanitarian_access_response_risk_level_monitoring_maps_of_the_explosive_hazard_incident_on_the_district_level_for_the_7_governorates_nov_2019_-_feb_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/immap-humanitarian_access_response_risk_level_monitoring_maps_of_the_explosive_hazard_incident_on_the_district_level_for_the_7_governorates_nov_2019_-_feb_2021.pdf
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損し、以降水衛生設備を使用できない状況が続いている。なお、本校舎では 11 基のトイレが使用可

能となることで、夜間中学高等学校の生徒数に対して必要なトイレの数は満たされる。一方、午前中

に同校舎を使用しているシヌニ小学校では、小学校生徒の数に対してトイレの数が不足しているた

め、シヌニ小学校の過密問題について教育局が正しく認識し、過密緩和に向けた取り組みを行うよう

働きかけを行う必要がある。 

 

3．補修対象校：シンジャ―ル女子中学高等学校（生徒計 553 人、教員計 26 人、職員 3 人） 

シンジャ―ル地区中心地は約 1 万 5 千人が暮らすシンジャ―ル郡で最も大きい町である。同地区中

心地には、7 つの小学校校舎、2 つの中学高等学校校舎、2 つの高校校舎が運営されている。この内、

2 つ目の「中学高等学校校舎」を使用しているシンジャ―ル女子中学高等学校は同地区にある唯一の

女子校である。シヌニ小学校・夜間中学高等学校同様、紛争によって校舎が損傷し、2018 年に他団体

により補修が行われたが、校舎の利用者数増加により、パイプや貯水タンクなど水衛生設備が破損し

水が十分に流れず、トイレや手洗い場などが時々使用できない状況となっている。 

 

対象地 総人口 教職員と子ども

の直接裨益者数 

(割合) 

学校適齢期の

子どもの 

総人口 

学校適齢期の子

どもの直接裨益

者数（割合） 

ニュー・ハッサン村 約 600 人 194 人（約 32%） 約 180 人 96 人14（約 53%） 

シヌニ地区中心地 約 10,000 人 1,326 人（約

13%） 

約 5,000 人

（小学校から

高校） 

1,284 人(約 26%) 

シンジャ―ル地区中心地 約 15,000 人 583 人（約 3%） 約 3,500 人

（中学高校） 

583 人（約 16%） 

 

(3) 対象地における紛争分析・配慮 

 シンジャ―ル郡はイラク中央政府とクルド自治政府が管轄権をめぐって争っている地域であり、同

郡にある学校もイラク中央政府とクルド自治政府が入乱れて管轄している。このため、本事業ではイ

ラク中央政府とクルド自治区が管轄するそれぞれの学校を支援することによって、支援の偏りが生じ

ないよう配慮する。また、両方の学校を支援することによって同郡では少数派となるイスラム教徒の

子どもたちも教育支援を受けることができるようにする。（クルド自治区管轄：ダスタン小学校 イ

ラク中央政府管轄：シヌニ小学校・夜間中学高等学校とシンジャ―ル女子中学高等学校） 

 同郡では、クルド労働者党（Partiya Karkeran Kurdistan：以下、PKK）などの武装勢力が活発に

活動しており、子どもたちが PKK などによる徴兵リスクにもさらされている。子どもたちがいかなる

武装勢力の影響を受けないよう、UNDP の Immediate Stabilization チームと連携して、事前に対象

校のセキュリティチェックを行っていると同時に、事業期間中の治安に関わる情報共有を依頼してい

る。 

 
14 96 人は現在の登校生徒数。ただし、プレハブ校舎建設後は約 180 人全員（100%）が同校舎に通

う見込み。 
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 活動実施の際には、当団体及び現地提携団体スタッフに対して子どものセーフガーディング研修を

実施し、加えて通報や被害者へのフォロー等の体制を整備することで、事業を実施する中で子どもた

ちに対する搾取や虐待が生じないようにすると同時に、活動中はスタッフは可能な限り男女混合チー

ムで行動するよう努める。 

 

治安分析 

2015 年にアメリカ軍の後ろ盾を得たクルド人勢力は、同年中 ISIL をシンジャ―ル郡から追放し、同

時にイラク治安部隊（The Iraqi Security Forces：以下、ISF））をはじめ、PKK、シーア派戦闘団連

合（The People's Mobilization Forces：以下 PMF）、シンジャ―ル抵抗軍（Yekîneyên Berxwedana 

Şengalê：以下、YBS）などの武装勢力がシンジャ―ル郡各所に拠点を設置した。これらの勢力が 2015

年以降、それぞれの拠点地域において見回りなどを行い ISIL 戦闘員の掃討が行われ、ISIL はイラン

国境のハムリン山地に撤退し、同山地に拠点を置き、今なお潜伏していることが確認されているが、

2017 年末までにはシンジャ―ル郡における ISIL の残党は確認されなくなった。2018 年にはトルコ

軍が PKK に対抗して、空爆を行い、PKK はシヌニ地区からシリア国境沿いに撤退し、代わりにイラク

中央政府がシヌニ地区など中心地を管轄するようになった。以来、トルコ軍は度々PKK や PKK に近い

YBS、PMF などを標的に攻撃を行っているが、各勢力はシンジャ―ル山のふもとや山中、シリア国境沿

い、又は中心地から離れた村々にて拠点を維持しており、各所で時折イラク中央政府と PKK などの武

装勢力の間で衝突が起きている。このような状況に対応するため、2020 年 10 月 9 日、イラク中央政

府はクルド自治政府と同郡における社会と治安の安定を目指した「シンジャール協定」を交わしてい

る。 

 

２. 事業内容 

(1) 安全で清潔な学習環境が整備される 

 INEE 基本的スタンダード：協調、分析に沿って、シンジャ―ル教育局やコミュニティメンバーなど

に対して、本事業の活動と目的について周知した上で事業を実施する。プレハブ校舎の建設において

は、イラク教育局の基準に沿ったプレハブ校舎（教室 6 室（7m×5m）、職員室 1 室（7m×5m）、倉庫 1

室、簡易トイレ 14 基（生徒用 12 基（男子用 6 基、女子用 6 基）、職員用 2 基（うち 1 基はバリアフ

リー））、手洗い場 12 台、貯水タンク１個、フェンス、水道設備、電気設備）を建設し、校舎全体に

手すりやスロープを設け障害のある生徒にも配慮することで、INEE アクセスと学習環境・スタンダ

ード 2：保護と「しあわせ」、スフィア・スタンダード：権利保護の原則 1、2、3 に対応すると同時に

同村で暮らす全ての子どもたちが安全な学習環境で教育を受けることができるよう目指す。 

 

1-1. 事業説明会 

月次１、シンジャ―ル教育局、校長、コミュニティメンバーなどに対して、そして本事業の活動と

目的について周知し、理解と長期的な協力を得る。 

 

1-2. プレハブ校舎の建設 

 月次 2-4、施工業者から 3 社見積もりを依頼し、価格の適正と予定期間内に完了できる能力がある

かどうかを考慮した上で、施工業者を選定し、契約をする。契約後、施工業者と弊団体エンジニア及
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びスタッフが図面や工程表を基に、プレハブ校舎の工事内容、施工期間、完了予定日などを確認する。

なお、プレハブ校舎の設計時はバリアフリー化に配慮する。 

 

1-3. 学校備品・家具の調達、設置 

 月次 5、プレハブ校舎を建設するダスタン小学校において、机・椅子（計 15 式、15 式/教室）、白

板（計 6 台、1 台/教室）、教員用机・椅子、ヒーター（灯油式）（計 6 台、1 台/教室）、エアクーラー

（計 6 台、1 台/教室）を設置する。ヒーターは冬場（11 月末から 2 月末）最低 1 度にまで気温が下

がり、夏場（6 月から 9 月）最高 41 度まで気温が上がることから必要となっている。なお、学校時

間中は電気があることが確認されており、エアクーラーの使用も問題ない。 

 

1-4. 水衛生設備の補修 

 月次 3-4、シヌニ小学校・夜間中学高等学校（トイレ 9 基）とシンジャ―ル女子中学高等学校の水

衛生設備（貯水タンク、ウォーターポンプなど）を補修し、両校の子どもたちが既存の水衛生設備を

十分に使用できるようにする。なお、シヌニ小学校・夜間中学高等学校は生徒数に対してトイレの数

が圧倒的に不足しており、イラク教育システムの基準に満たされていないが、同校における新たなト

イレの建設は敷地不足の為、不可能であることが明らかとなった。そのため、校舎維持管理ワークシ

ョップでトイレを長期にわたって使用するために必要な対策を教員たちと話し合い、補修完了後は教

育局に対して同校における生徒数の緩和を呼びかける。 

なお、シンジャ―ル郡の水源は地下水に依拠しており、掘削された大型の井戸が郡内に点在してい

る。水道局がこの地下水の水質管理を行っていると同時に、学校やコミュニティに広がる水道設備を

日々管理している。昨年末からのイラク・シリア地域における降雨量の減少に伴って、今年の水量は

低下しているものの、依然として日常生活で必要とする水量は確認されている他、水が不足する際に

は各学校や家庭は給水車を活用して水を補っている。また、同郡における水は塩分濃度が高いため、

補修の際には高い塩分濃度に対応するためのフィルターも導入することで、より安全な水質を確保し

つつ、パイプなどの品質が保たれ、水衛生設備の備品が長期にわたって使用できるようにする。 

 

1-5. 学校校舎の引き渡し 

 月次 5、施工完了後、シンジャ―ル教育局エンジニア、校長、当団体のエンジニアで品質確認を行

った上で、学校校舎の引き渡し式を実施する。今後、小規模の修繕は教育局およびシンジャ―ル教育

局が責任を持って行う旨を記載した引き渡し書に当団体と教育局の代表が署名し、双方が保管する。 

 

1-6. 校舎維持管理ワークショップの実施（月次 1,5） 

目的 建設したプレハブ校舎・補修した水衛生設備の維持管理体制を構築し、事業

終了後も校長、教員で校舎を衛生的かつ継続的に維持、管理していけるよう

になる。 

対象校：対象者・実

施月 

 ダスタン小中学校教員 14 人（男性 10 人、女性 4 人）（月次 5） 

 シヌニ小学校（月次 1） 

 夜間中学高等学校教員 34 人（男性 22 人、女性 12 人）（月次 1） 

 シンジャ―ル女子中学高等学校教員 26 人（男性 22 人、女性 4 人）（月次

1） 
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アドバイザー シンジャ―ル教育局スーパーバイザー6 人（各校 2 人） 

期間 各校 1 日 

内容 ① 維持管理ワークショップの目的を説明（当団体スタッフより） 
② 校舎維持管理の課題についてグループワーク 
③ 課題解決のためのアクションプラン作成 
④ アクションプラン発表 

 

1-7. フォローアップ（月次 1～8） 

1-7-1.現地事業統括補佐、フィールドオフィサー、提携団体のフィールドコーディネーターの 3 人が

交代で 4 校を巡回訪問し、教員を集めて以下のようなフォローアップを行う。 

校名 シヌニ小学校、 

シヌニ夜間中学高等学校、 

シンジャ―ル女子中学高等学校 

 

ダスタン小中学校 

 

 

 

月次 1 

① 維持管理評価シート（モニタリング用）

を教員と作成 

② 教員と①を用い校舎の維持管理状況を

チェック（評価の基点） 

③ 中間評価までの達成目標を策定 

月次 4 までフォローアップなし（建設

中のため） 

 

月次 2 

 

① 教員と評価シートを用い校舎の維持

管理状況をチェック 

② 評価結果をもとにアクションプラン

の実施状況確認、次回モニタリングま

での改善策協議 

同上 

  月次 3     同上 同上 

 

 

 

 

月次 4 

 

 

① 各校の活動状況、グッドプラクティス

共有用資料作成（IVY） 

【各校で中間評価】 

② IVY、校長、教員とで中間評価実施 

・評価シートを用い校舎の維持管理状況を

チェック 

・月次 3 までの達成状況の確認、実施上の

課題の洗い出し 

・他校の活動状況やグッドプラクティスを

共有 

・アクションプランの見直し、修正 

・終了時までの達成目標の決定 

・プラン変更の場合は評価シートも変更 

同上 

 

月次 5 

① 教員と評価シートを用い校舎の維持

管理状況をチェック 

① 維持管理評価シート（モニタリン

グ用）を教員と作成 

月次 
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 ② 評価結果をもとに教員とアクション

プランの実施状況の確認、次回モニタ

リングまでの改善策協議 

② 教員と①を用い校舎の維持管理状

況をチェック（評価の基点） 

③ 終了時評価までの達成目標策定 

月次 6   同上 ① 教員と評価シートを用い校舎の

維持管理状況をチェック 

② 評価結果をもとに教員とアクシ

ョンプランの実施状況の確認、次

回モニタリングまでの改善策協

議 

※2 週間間隔で①②を 2 回実施。 

月次 7 【各校で終了時評価】 

IVY、校長、教員で終了時評価実施 

・評価シートを用い校舎の維持管理状況を

チェック 

・各教員の活動報告（維持管理への取り組

み、学校・同僚・子どもたちの変化等） 

・達成状況の確認、成果の共有 

・活動を継続させていくための協議 

【終了時評価】 

IVY、校長、教員で終了時評価実施 

・評価シートを用い校舎の維持管理状

況をチェック 

・各教員の活動報告（維持管理への取

り組み、学校・同僚・子どもたちの変

化等） 

・達成状況の確認、成果の共有 

・活動を継続させていくための協議 

 

1-7-2.シヌニ小学校の過密緩和に向けた三者会議（月次 5、8、11） 

トイレが不足するシヌニ小学校の生徒の過密問題を緩和するため、シヌニ小学校の校長と協力して

現地事業統括補佐が教育局に対して継続的に働きかけを行う。また同時に過密問題緩和に向けた提言

書を教育局に対して提出することで、将来的にシヌニ小学校のトイレ不足が解消されることを目指

す。 

 

(2) 学校内で子どもの保護環境が整備される 

 INEE アクセスと学習環境・スタンダード 2：保護と「しあわせ」や INEE 教授と学習・スタンダー

ド 1：カリキュラム、人道行動における子どもの保護最低基準原則 6：人道行動において子どもたち

のレジリエンス（回復力）に沿って、子どもたちが身を守るスキルを習得できるよう衛生知識を含む

ライフスキルに関わる教員研修を実施し、研修を受けた教員が子どもたちにライフスキル教育を提供

するとともに、地雷・爆発物に関する教育を提供することで、学校内における子どもの保護環境を整

備する。 

 

2-1. TiCC と対立解決研修（月次 4） 

目的 教員が紛争の影響を受けた子どもに対する適切な教授法と指導法を身につけるこ

とで、子どもが安心して学習できる環境を整える。 

内容 1．TiCC：①事前テスト、②子どもの保護、③教育学と教授法、④教員の役割と教

員の心身の健康と幸福について、⑤演習、⑥カリキュラム作成と学習指導計画、
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⑦事後テスト 

2．対立解決研修：①対立のメカニズムと分析②怒りの分析・マネジメント③対立

解決のコミュニケーション方法④偏見と多様性⑤異文化理解 

対象校：対象

者 

 ダスタン小中学校教員 14 人（男性 10 人、女性 4 人） 

 シヌニ小学校・夜間中学高等学校教員 34 人（男性 22人、女性 12 人） 

 シンジャ―ル女子中学高等学校教員 26 人（男性 22 人、女性 4 人） 

講師 外部講師 1 人（TiCC と対立解決研修の専門家） 

期間 各校 4 日間 

 

研修を受けた教職員は、研修内容を授業で実践する。教職員が研修内容を実践しているかどうかは、

活動 2-9.フォローアップにて確認する。 

 

2-2. 心理社会的支援とライフスキル活動研修(月次 5) 

目的 研修を受けた教員が心理社会的支援活動の重要性を認識し、事業終了後も教員が主

体となって心理社会的支援活動を実施することができるようにする。 

内容 子どもの保護サブクラスターの定める心理社会的支援マニュアル（10-14 歳向けと

15-20 歳向け）に基づいて以下の内容の研修を実施する。 

① ライフスキルとは 

② 心理社会的支援活動とは 

③ ライフスキルクラブの活動計画 

④ 年齢に応じた心理社会的支援活動の実践演習（歌、絵本の読み聞かせ、ゲーム

など） 

⑤ ライフスキル活動の支援計画策定 

⑥ ライフスキルクラブの発足準備など 

対象校：対象

者 

 ダスタン小中学校教員 14 人（男性 10 人、女性 4 人） 

 シヌニ小学校・夜間中学高等学校教員 34 人（男性 22人、女性 12 人） 

 シンジャ―ル女子中学高等学校教員 26 人（男性 22 人、女性 4 人） 

講師 外部講師 1 人（心理社会的支援活動の専門家） 

期間 各校 5 日間 

 研修を受けた教職員は、研修内容を授業で実践する。教職員が研修内容を実践しているかどうかは、

活動 2-9.フォローアップにて確認する。 

 

2-3. 子どものための衛生教育成研修（ToT）（月次 6） 

目的 3 校の教員を対象に、子ども参加型衛生教育の教員研修を実施し、教員が歌やゲー

ムなどを通じて衛生に関する正しい知識を教えることができるようにする。 

内容 イラク赤新月社の作成した Children Hygiene and Sanitation Training（CHAST）

のガイドラインに沿って、本研修を実施する。  

1 日目 CHAST の概要、衛生教育と行動変容について、テスト 

2 日目 衛生教育（歌）の実演、衛生に関わる正しい知識・習慣と間違った知識・

習慣（実演含む） 

3 日目 

（実演） 

学校における衛生設備の管理方法について、トイレ周りに関わる課題に

ついて、手洗いの重要性、飲料水と食中毒に関して 

4 日目 ごみの分別管理について、校舎清掃計画の策定、5 日目の実演準備 

5 日目 CHAST キット（ゲームや絵本など一式）を用いた実践（まとめ）、テスト 
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対象校：対象

者 

 ダスタン小中学校教員 14 人（男性 10 人、女性 4 人） 

 シヌニ小学校・夜間中学高等学校教員 34 人（男性 22人、女性 12 人） 

 シンジャ―ル女子中学高等学校教員 26 人（男性 22 人、女性 4 人） 

選定 衛生に関わる理科の教員、工作に関わるアートの教員、関心が高く自ら参加する意

思のある教員、校長や他教員からの推薦 

講師 イラク赤新月社スタッフ 2 人 

期間 各校 5 日間 

 

 研修を受けた教職員は、研修内容を授業で実践する。教職員が研修内容を実践しているかどうかは、

活動 2-9.フォローアップにて確認する。 

 

2-4. ライフスキルクラブの発足（月次 6） 

 対象校 4 校において、ライフスキルクラブを発足する。子どもの保護クラスターの心理社会的支援

活動のガイドブックに沿って、小学校 4 年生（10 歳）以上の生徒を対象とし、共学校では男女 5：5

となるよう配慮する。クラブメンバーは有志で参加する生徒 20 人。ライフスキルクラブメンバーは、

ライフスキル活動への積極的な参加を他の生徒に対して呼びかける他、衛生啓発キャンペーンを実施

することで、生徒が主体となってライフスキルに関わる能力の強化を行うことを目指す。また、ライ

フスキルクラブメンバーは、アニメーターや教員と共にクラブ活動計画を策定し、学校期間中もライ

フスキル活動が行われ、ライフスキル活動が習慣化することで事業終了後もライフスキル活動が継続

されることを目指す。また、アニメーターは可能な限り女性を雇用する。 

 

2-5. ライフスキルクラブ研修（月次 7） 

目的 アニメーターや教員の指導の下、ライフスキルメンバーが主体となってライフ

スキル活動を実施することでライフスキルを身につけると同時に事業終了後

も主体的に活動が継続されるようにする。 

内容 ①ライフスキルとは、②子どもの権利、③他の人との接し方について、④ライ

フスキルクラブ活動の実践、⑤クラブ活動の計画策定 

対象校：対象者 対象校 4 校におけるライフスキルクラブメンバー 

講師 各対象校のアニメーター1 人（社会学や教育学の大学を卒業し、子どもの保護
サブクラスターなどによって研修を受けたライフスキルの専門家） 

期間 各校 1 日 

 

2-6. 衛生啓発キャンペーンの実施（月次 8） 

目的 衛生教育を受けた子どもたちが主体となって衛生教育のメッセージを学校内

で発することにより、衛生教育が確実に実践されるようになることを目指す。 

内容 ライフスキルクラブのメンバーが休憩時間や放課後を活用して、学校内で衛生

教育のメッセージ（手洗いの重要性、トイレの使い方など）を共有する。また、

各学校に石鹸を配布し、手洗い活動を促進する。 

対象校：対象者 対象校 4 校におけるライフスキルクラブメンバー 

ファシリテーター 各対象校のアニメーター1 人 

期間 各校 1 週間 
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2-7. ライフスキル活動の提供（月次 10-12） 

目的 紛争や COVID-19 の影響による子どもたちの心理社会的ストレスを緩和・軽減・

回復する。 

対象校：対象者 アニメーターが心理社会的支援が必要と判断した対象校の生徒とライフスキ

ルメンバー（各校、生徒 30 人/日を想定） 

カリキュラム 子どもの保護サブクラスターの推奨しているガイドブックに基づく、プレサー

ベイとポストサーベイ 

内容 レクリエーション活動（図画工作、ゲーム等）の実施 

期間・回数 各校 3 ヵ月（6 月‐8 月の夏休み期間中）、5 日／週、5 時間／日 

場所 各支援対象校 

ファシリテーター 事業で雇用するアニメーター 

モニタリング 活動期間中はプロジェクトオフィサーと提携団体のフィールドコーディネー
ターがモニタリングを行い、アニメーターに必要な助言を行う。また、研修を
受けた校長や教員もアニメーターと共に活動の準備に携わる他、校長が毎週モ
ニタリングに同行することで事業終了後も教員が主体となってライフスキル
活動を継続することができるよう目指す。 

 

2-8.  MRE（Mine Risk Education）の実施（月次 7） 

目的 対象校の子どもたちが爆発物や不審物の危険性と発見した際の対応法を身に着

けることで、爆発物による被害にあうことを予防する。教員も参加することに

よって、生徒が爆発物や不審物を発見した際に、適切に対応できるようにする。 

内容 UNMAS が実施した「Explosive Hazard Training」を元に以下の内容で実施する。 

① 爆発装置（地雷、不発弾、即席爆発装置）の概要 

② 立入禁止サインと危険地域の看板の説明、立ち入らないよう警告 

③ 地区内での安全な過ごし方について 

④ 道で不審物を見つけても触らない 

⑤ 不審物で遊ばない、火をつけない 

⑥ 歩道を歩くときは歩道の真ん中を歩き、車道側を歩かない 

⑦ 夜は外出しない 

⑧ 周囲で危険を感じた時には、その場から動かず、周囲に助けを求め、救助を

待つ 

⑨ 不審物の報告（生徒であれば教員や保護者に、教員・保護者は地区長、また

は政府等に連絡)  

対象校：対象者 各対象校の全生徒と教員 

講師 外部講師 1 人（Shareteah Humanitarian Organization またはその他の MRE を
教えることのできる資格を持つ団体） 

期間 各校 5 日間(1 クラス 40 分×2 回)  

 

2-9.  研修後の教職員のフォローアップ 

 「TiCC と対立解決」「心理社会的支援とライフスキル活動」「子どものための衛生教育」の各研修

後、毎月 1 回以上、プロジェクトオフィサーが各校を訪問し、教職員が研修で学んだ内容を実践して

いるかどうか、また、実践にあたっての課題、疑問点等を校長や教員一人一人から聞き取る。また、

授業や休み時間中の生徒の観察、生徒からの聞き取りなども行う。フォローアップの内容は、プロジ

ェクトオフィサーが報告書にまとめ、当団体と提携団体のスタッフで共有する。 

月次 12 には、教職員と各講師、プロジェクトスタッフがオンラインで各研修の振り返りの会を開
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催し、各研修が日々の授業や学校生活で実践し、活かすことができたかどうか確認するとともに、各

講師に教職員からの実践上の疑問質問等についてアドバイスをしてもらう。 

 

3．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 

HRP2021 は戦略目標 2「脆弱な国内避難民や帰還民への基本的サービスへのアクセス支援」の中で

学校教育や水衛生設備へのアクセス支援を目標に掲げている他、戦略目標 3「脆弱な国内避難民や帰

還民の安全で尊厳ある生活の確率支援」の中で過酷な生活環境下で心身の健康を維持するための活動

を目標として掲げている 。また、Durable Solution Task Force(以下、DSTF)の戦略目標 4「基本的

サービス：避難を余儀なくされた人々の基本的サービスへの公正なアクセスの確保」では帰還民が教

育を受けられるよう、教員の能力強化や心理教育支援の重要性を掲げている。以上のことから、本事

業は HRP2021 及び DSTF の戦略に合致する。 

また、本事業の計画時には、シンジャ―ル郡で学校補修を行っている UNICEF と UNDP と支援の重複

が生じないよう、支援対象校のリストを共有している。特に UNDP とは、同郡における補修に関わる

連携について協議を行っており、本事業の全対象校は UNDP によってセキュリティチェックを受け、

対象校・対象地域の安全性を確保している。衛生教育に関しては、イラク赤新月社・フランス赤十字

社を通して、個別に衛生教育に関わる調整や相談を行った上で計画している。子どもの保護に関わる

活動においては、教育クラスターと子どもの保護サブクラスターと相談の上、事業設計を行っており、

子どもの保護サブクラスターのガイドラインに沿いつつ、教育クラスターの戦略である学校内での心

理社会的支援活動の普及を目指す。 

 

(2）受入国政府当局との連携・調整 

 シンジャ―ル郡はイラク中央政府とクルド自治政府が管轄する地域であるが、両政府のシンジャ―

ル教育局から事業計画に対する承認を取得している。特に、支援対象校 3 校はいずれも両政府からの

支援要請を受けて、事業計画を行っており、事業実施の際には両政府と調整の上行う。また、研修や

ライフスキルなどの活動を実施する際には教育局スーパーバイザーに同行・視察を依頼し、本事業で

実施する活動の重要性を周知するよう努める。 

 

(3）その他のアクターとの連携・調整 

 本事業は各対象校の校長とコミュニティに対する聞き取り調査を行った上で計画している。 

 

4. 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) 人道支援の必須基準（CHS）をどのように順守するか 

 4.1「支援組織は、自組織について、理念、職員の行動規範、現在と将来の支援計画についての

情報を、影響を受けた地域社会や人々に対して開示する」本事業は関係者への事業説明会を行っ

た上で事業を実施する。 

 4.3「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々の参加と関与を確保する」本

事業では校長や教員が各活動に参加する他、子どもたちもクラブ活動を通じて主体的に参加する

仕組みとなっている。 
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 5.3「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々

の安全を最優先する」事業実施の際に、弊団体と提携団体のホットライン番号やメールアドレス

を共有し、随時苦情や不満を弊団体に報告できる仕組みを整える他、活動時にはアンケートを配

布し、常に改善点を把握し、改善に努める。 

 

 

 

6. 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 

新型コロナウイルスの感染拡

大・状況の悪化 

現在、イラク国内では新型コロナウイルスによる移動規制など

は生じていないものの、度々学校が休校となったことから、今後

も学校が休校となる可能性がある他、感染状況が悪化した際に

は移動規制が敷かれる可能性がある。 

 校舎建設と補修：外出制限が発令されない限り、施工業者と

ともに万全の感染防止対策を取った上で少人数で建設作業

を継続。 

 各研修：各教員が所有しているＰＣやスマートフォンを通

じたオンライン研修を想定。端末を持たない教員には貸与

する。 

 ライフスキルクラブ：活動を少人数に分けて行う。 

 衛生啓発キャンペーンと MRE：絵本やビデオなどの資料を作

成し、配る。 

武装勢力による侵攻、攻撃 現在、シンジャ―ル郡の治安状況は安定しているものの、万が

一、武装勢力による侵攻や攻撃があった際には教育局やクラス

ターと随時情報共有を行い、必要に応じて活動の中止や延期を

し、裨益者とスタッフの安全を確保する。 

イラク政府からの十分な協力が

得られない、または調整が難航

する。 

政府からの十分な協力が得られず、また、政府との調整が難航し

た場合、①活動実施の遅れ、②支援対象校の重複のリスクがあげ

られる。そこで、本事業では、以下の方法で対処する。 

① 活動実施の遅れ：提携団体と連携して現地事業統括補佐の面

談を申し入れ、迅速な対応を要請する。 

② 支援対象校の重複：イラク政府、教育クラスターと日々連絡

を取り合い、支援対象校の重複を避ける。万が一、重複の可

能性が確認された場合には即座に教育省と教育クラスター

と相談・交渉し、計画通りの事業実施を目指す。 

 

7. 安全管理体制 

本事業実施の際には、外務省で定められている「退避勧告地域」への日本人スタッフの立ち入りは
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原則行わない他、事業所や宿泊地の設置も行わない。そのため、事務所のあるエルビルにおいて、退

避勧告が発令されている場合、日本人スタッフは日本より遠隔で事業管理を行う。危険情報の見直し

がされ、外務省より危険レベルが引き下げられた場合、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。日本人スタッフは、空路または陸路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、現地日本領事館などとも協議し、事業

実施について中止も含めて検討する。また、駐在員以外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。 

現地スタッフは、シンジャ―ル郡に到着した際に、現地事業統括へ連絡する他、衛星電話を携帯し

有事の際は直ちに現地事業統括へ連絡する。また、シンジャ―ル郡への渡航の際は、提携団体とセキ

ュリティチェックを行い、安全性を確認した上で渡航する。 

事務所には、防犯カメラを設置する他、衛星電話、予備の携帯電話を常備し、外部への連絡手段を

確保する。ま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。 

なお、シンジャ―ル郡では未だ突発的な戦闘やトルコ軍による空爆のリスクがあるが、本事業は計

画段階より The International NGO Safety Organization（INSO）の主催するシンジャ―ル郡の治安

に関わる会議やシンジャ―ル調整会議（Sinjar General Coordination Meeting）などに現地事業統

括が参加しており、積極的に治安状況や支配地域状況を収集確認しており、事業期間中も同様に対応

する。 

 

8. 連結性または持続発展性 

本事業では、教員の能力強化を行うことで、教員が主体となって校舎の維持管理及び子どもの保護

に関わる活動が事業終了後も継続されることを目指している。特に、子どもの保護に関わる活動にお

いては、事業期間中に心理社会的支援活動の専門家であるアニメーターを各校に配置し、研修を受け

た校長や教員と一緒になってライフスキルクラブ活動を提供することで、アニメーターが教員たちの

手本となり、将来的には教員たち自らがライフスキルクラブメンバーと共にライフスキル活動を実施

することができるようになることを目指している。また、ライフスキルクラブメンバーに対しても研

修を行うことで、子どもたちが衛生教育を含むライフスキル活動の重要性を認識、ライフスキル活動

に積極的に参加するようになることで、子どもたちが健やかに成長することができるようにする。加

えて教育局のスーパーバイザーに対して研修やモニタリングに視察・同行してもらうことで、本事業

の重要性を認識し、郡内の他の学校にも学校内でのライフスキル活動や衛生教育の実施が波及してい

くことを目指している。 

また、当団体では、これまでの JPF 事業で建設した校舎やトイレの日々の維持管理は教職員が行

う、とのスタンスで、事業中に教職員を対象に校舎維持管理ワークショップを行い、維持管理のため

のアクションプランを教職員らに考えてもらい、施設引き渡し後はそれらのプランを実行に移し、さ

らに当団体スタッフが、毎月 1 回モニタリングして、アクションプランが実際に実行に移されている

か、施設はきれいに保たれているか、課題はないか等、相談にのるなどしてきめ細かいフォローアッ

プを行って校舎や施設がきれいに保たれている。本事業の対象校でもこれまでの方法を導入すること

で、施設が維持されていく。 
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