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１．団体名 特定非営利活動法人ジェン 

２．プロジ

ェクト名 

スリランカ北部における帰還民生活再建支援事業 

３．該当の

申請分野  

平和構築・難民支援 

４．活動地

域 

スリランカ北部（ムラティブ県） 

５．支援対

象者  

ムラティブ県における避難民・帰還民 

６．事業実

施の背景と

必要性 

ムラティブ県はスリランカ北部最後の帰還地である。UNHCR によれば、現在も避難民キャンプ

に留まっている 6,058 人(1,803 世帯)の避難民（2012 年 4 月 30 日付）すべてがムラティブ県プ

ドゥクリルプ郡出身であり、同郡では今もなお地雷除去作業が進められている。       

2012年 5月までにプドゥクリルプ郡全 19地区のうち、地雷処理が終わった 15地区に国内避難

民キャンプから帰還の許可が下り、5月下旬現在、郡人口（2008年時点）の約 38％にあたる 8,040

世帯が帰還している。事業対象予定地で、現在帰還が終了しつつあるあるプドゥクリルプ・ウェ

スト地区は 389世帯（2008 年地区人口の 17％）、イラナッパライ地区は 495世帯（同 36％）が帰

還したと報告されている。帰還が開始された 4地区（アーナンダプラム地区、マリガーティブ地

区、マントゥビル地区、シバンナガー地区）は本年 6月末までに計 1,892世帯（4地区人口の 40％）

の帰還が見込まれている。 

一方、対象地区の井戸の多くが紛争のため破壊されており、修復が急務となっている。ジェン

は 2011 年 7月よりムラティブ県プドゥクリルプ郡での支援を開始し、ウダヤッカドゥ・ノース

地区、テビプラム地区での井戸修復・清掃事業、トイレ付きシェルター建設事業を実施したが、

他地域はカバーしておらず、依然水衛生分野でのニーズは高い。同郡ではスリランカ政府軍が緊

急措置として、比較的損傷の少ない井戸の清掃を試みているものの、プドゥクリルプ郡全井戸

17,155 基中、使用可能な井戸数は 1,858基（10％）に留まる。事業対象予定の 6地区に絞ると、

使用可能な井戸は 6,884基中 94基となり、１％しか稼働していない。これは 6地区の帰還予定

人口 2,776世帯に対し、平均 30世帯で 1基の井戸を共有している計算となる。 

ジェンの調査によれば、プドゥクリルプ郡へ帰還し、家庭の井戸が使用できない住民は近隣の

学校などで水汲みをしており、少なくとも 1日 4回、往復 30～45分を費やしている。また、帰

還後 2週間は軍による給水活動が行われるがそれ以降は実施されないため、住民自ら 4～5メー

トルの深さを掘り、簡易井戸として不衛生なまま使用している例もある。本事業では、紛争中に

破壊された井戸を修復、清掃し、平均 5世帯で 1基の井戸使用を確保することで、帰還民の生活

を再建する。 
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７．実施し

た活動内容 

2012年は、以前入域を許可されていなかった

ムラティブ県プドゥクリルプ郡を対象地とし

て575基の井戸修復、清掃を行った。また、現

場のニーズに柔軟に対応し、修復のみならず、

ポンプ式井戸建設も13基（780世帯分）実施し

た。 

  

完成した井戸の様子 

８．主な活

動成果 

 生活用水を確保することで帰還民の生活が

安定し、定住を促進する基盤を構築した。また、

井戸建設、修復のみならず、事業終了後も住民

主体で井戸の維持管理を行えるよう、各地に井

戸管理委員会を設立した。帰還民同士の共同作

業を通じて、一度紛争により離散したコミュニ

ティの連帯感を醸成するための素地を再建し

た。  

井戸について話し合う、コミュニティワーカー

とＪＥＮスタッフ 
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１．団体名 公益社団法人シャンティ国際ボランティア会 

２．プロジェク

ト名 

ミャンマー（ビルマ）難民キャンプにおける図書館事業 

３．該当の申請

分野  

平和構築・難民支援 

４．活動地域 タイ国内7箇所のミャンマー（ビルマ）難民キャンプ 

５．支援対象者  難民キャンプに在住するミャンマー難民（主にカレン族） 約１3万人 

６．事業実施の

背景と必要性 

キャンプ内における教育・文化施設は、学校教育、成人識字教育、職業訓練に限られており、

そこでは、指導者中心、知識伝達型の教授法が優先、人々が主体的・創造的に参加し、創造性、

感受性、協調性、コミュニケーション能力を磨くことのできる機会が必要。 

・難民キャンプでの限られた生活環境の中では外の情報入手は難しく、また、有意義に余暇を

過ごす手段もほとんど無い。余暇や文化活動の機会、情報へのアクセスの機会を提供する必要

がある。 

・長期化する難民キャンプ生活や、第三国定住政策が導入された中、文化的アイデンティティ

ーの喪失が危惧され、言語や文化を維持、継承する機会を提供する必要がある。 

７．実施した活

動内容 

・21館のコミュニティ図書館運営 

→カレン語とビルマ語の本を提供。 

→週5日開館 

・研修とワークショップ 

→・図書館員、図書館コーディネーターへ

の研修 

 ・教育委員会、図書館委員会、キャンプ

内組織への研修 

 ・カレン青年同盟、図書館青年ボランテ

ィアへの研修 

・図書の出版と配布  

・難民子ども文化祭の開催 

 

コミュニティ図書館で本を読む子どもたち 

 

図書館運営研修 

８．主な活動成 ① 図書館の運営 
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果 →・21館のコミュニティ図書館を週5日開館（日・月休館） 

・年間利用者延べ539,201名（子ども：323,385人、大人215,916人） 

・図書館では日々、絵本・紙芝居、パネルシアターを使った読み聞かせ、人形劇、ゲーム、

歌、お絵かき、折り紙など、子どもたち向けの様々な活動が実施されています。 

②人材育成研修会の開催 

 ・図書館運営研修 

 ・図書館活動研修 

 ・図書館建物修繕研修 

 ・出版研修 

 ・人形劇キャラバン研修 

 ・コーディネーター合同研修 

対象者：図書館員、図書館コーディネーター 

    教育委員会、図書館委員会、キャンプ内組織メンバー 

    カレン青年同盟、図書館青年ボランティアなど 

③図書の出版と配布 

→5タイトル×2言語（ビルマ語、カレン語） 各1,000冊ずつ印刷 

・その他、ビルマ語、カレン語の図書購入と配架 

④伝統文化活動 

→難民子ども文化祭を4つのキャンプで開催。 

・第1部は様々な民族の子どもたちのレクリエーション。第2部はそれ 

ぞれの伝統文化パフォーマンスを行った 

⑤青年ボランティアによるイベントの開催 

→年間6回開催。母の日、父の日、子どもの日など 
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１．団体名 NPO法人 聖地のこどもを支える会 

２．プロジェクト名 イスラエル・パレスチナ・日本 

第二回 若者がつくる『平和の架け橋 in 東北』 

３．該当の申請分野  教育支援／平和構築・難民支援 

４．活動地域 岩手県大槌町 

５．支援対象者  岩手県大槌町被災者 及び イスラエル・パレスチナ・日本の学生参加者 

６．事業実施の背景

と必要性 

2003年秋当法人の招聘によって日本を訪れたイブラヒム・ファルタス神父の熱い望みにあ

る。同神父は、2002年春ベツレヘムで起きた聖誕教会包囲事件の際、当事者の一人として

話し合いによる解決に尽力した人である。各地での講演会で同神父は、この時の「人のい

のちを救う体験」をつぶさに語り、さらに「平和と和解」のためには「対話」がいかに不

可欠であるかを熱心に語り、聴衆に大きな感銘を与えた。滞日中広島を訪れたイブラヒム

神父は、被爆の悲惨な実情を目の当たりにして、非常に強い衝撃を受け、『この破壊と再

生の町広島・長崎でこそ、イスラエル・パレスチナの子どもたちに「平和の学び」をさせ

たい』と考え、その実現を強く望んだ。 

こうして当 NPO 法人は、彼の望みに応え、2005 年と 2007 年夏にパレスチナとイスラエ

ルの青少年を日本へ招いて、日本の青少年を加えて特にヒロシマ・ナガサキにおいて交流

プロジェクトを実施した。 

 また 2009 年夏には、この実りをさらに充実させるため、イスラエル・パレスチナでプ

ロジェクトを行い、3か国の青少年（前 2回の参加者を含む）を交流させた。 

 2011 年に「平和の架け橋」が東北の地で築き始められた。このプロジェクトの継続によ

って、さらに多くのイスラエル・パレスチナ・日本の若者が、友情で結ばれ、力を合わせ

て、苦しむ人々に奉仕する喜びや被災者とのふれあいの体験と通し、「共に生きることの

大切さ」を実感することができた。 

 この大きな実りをもたらした４回のプロジェクトを踏まえ、2012年度も東北の被災地で

復興支援活動を行った。 

 イスラエルとパレスチナから責任者を含め 9人を招聘。当法人と目的を同じくするエル

サレムの NGO “John Paul II Foundation”（理事長イブラヒム・ファルタス神父）との

共催でった。 

 また、東北の被災地における協力者とも、ボランティア活動の内容、実施地などについ

て話し合っている。 

 

７．実施した活動内

容 

イスラエル、パレスチナより学生各 4名、引率者 1名の計 9名を招聘し、日本からは学生

８名、スタッフ 9名が参加して、東北におけるボランティア活動及び東京における報告会・

セミナー・講演会を行った。 

（１） 事前研修：イスラエル・パレスチナ・日本、それぞれの地において、当プロジェ

クト参加する若者のために研修を行い、三カ国の学生が被災地で共により良い奉仕

活動を行えるように、ボランティアとしての心構えを準備した。実り多い対話・交

流をするため、互いの国についての問題点（紛争の問題やそれぞれの社会が抱える

苦しみ）を学び、人間の感情と紛争との深い関係性、対立する者同士が互いに理解

し合うことの大切さを学んだ。「人間・平和と紛争」についても、それぞれの国で事前研

修を行った。 

（２） プロジェクト：岩手県大槌町にて一週間、震災復興支援のボランティア活動に携
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わる。（①仮設住宅訪問、②運動公園の草取り、③河原の石拾い）。被災地の状況が

刻々と代わるため，ボランティア活動の内容は直前に決まった。被災者との交流を

積極的に図った。被災者から壮絶な体験談や心の奥底にある思いを吐露され、若者

達は正面からそれに向き合い受け止めた。また、として、互いの違い（民族・宗教

など）や不信・敵意を乗り越え、人とは何かを考え、共に生活し、働き、生かされ

る事の大切さを実感した。 

（３）ワークショップ・報告会：JICA 東京において、ワークショップ、シンポジウムお

よび交流会を開催。「平和構築」に関心を持つ日本の学生、一般市民のための理解

と協力の場とした。今回も、当 NPO 法人の｢平和プロジェクト｣に参加した若者た

ちに主体的に計画・実施に関わった。 

８．主な活動成果 被災された方も紛争地に住む人々も、同じよ

うに家族や家を失い、仕事を失っている。そ

れぞれ苦しみや困難の中にあっても、互いに

励まし合い、助け合い、希望を見出そうと努

めた。イスラエル・パレスチナの若者は被災

地での奉仕活動を通して、協力・協働し、被

災者とも絆を結び、命の大切さと平和への理

解を深め、国境を越えた友情を得た。 

 

岩手県大槌町の仮設住宅にて盆踊り大会 

 

河原での石拾い作業のボランティア 
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１．団体名 認定 NPO 法人 難民支援協会 

２．プロジェク

ト名 

日本のおける難民（難民申請者含む）への支援事業（情報提供・助言及び緊急人道支援） 

３．該当の申請

分野  

平和構築・難民支援 

４．活動地域 日本 

５．支援対象者  日本にいる難民（申請者含む） 

６．事業実施の

背景と必要性 

日本にいる難民申請者は、社会のセイフティネットが希薄な中、厳しい生活を強いられ、労

力を要する難民申請の手続きに臨まなければならない。よって、それぞれの分野において、

専門的な立場から、支援をする必要がある。 

７．実施した活

動内容 

法的な支援 

• 難民申請者からの迫害状況に関する聞

き取り、カウンセリング 

• 難民申請者への、難民条約や難民申請

手続きの説明 

• 申請書類の作成のアドバイスや、国別

人権状況のリサーチ 

• 国際空港を含む、入国管理局の収容施

設における被収容者との面会や資料の

提供 

生活の支援 

• 生活費支援: 緊急生活支援金の支給 

• 医療支援: 医療機関への同行、診察の

通訳、医療費の減額や分割払いの交渉、

健康保険への加入支援 

住居支援: シェルターの運営、安価な

宿泊施設の紹介・開拓、不動産屋への

同行 

生活相談の様子 

 

 

事務所の待合室で仮眠をとる難民 

８．主な活動成

果 

法的支援 （総計852件） 

・事務所にて、計764件の法的個別相談支援を行った。 

・収容所など外部での相談支援を計88件実施した。 

生活支援（総計1557件） 

・事務所にて、計1236件の生活個別相談を行った。 

・外部同行支援を計321件実施した。 
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１．団体名 特定非営利活動法人難民を助ける会 

２．プロジェクト

名 

地雷・不発弾除去支援 

３．該当の申請分

野  

平和構築・難民支援 

４．活動地域 アフガニスタン・イスラム共和国中央部 

５．支援対象者  除去作業対象地域の住民 約1,500人 

６．事業実施の背

景と必要性 

アフガニスタンでは全国に約600平方キロに及ぶ地雷汚染地域が未処理のまま残されてお

り、2,000以上の町・村とそこに住む人々が地雷・不発弾事故の危険にさらされています。

こうした危険を根本的に解消するために、地雷・不発弾の物理的な除去を通じた、地雷汚染

地域の縮小・解消が必要とされています。 

７．実施した活動

内容 

地雷除去の専門団体であるイギリスのNGO、ヘイロー・トラスト（HALO Trust）と協力し、

地雷汚染地域のひとつである中央部で地雷や不発弾を除去しました。 

 

８．主な活動成果 バグラン県キンジャン地区の4村落で、地雷および不発弾除去活動を実施することができま

した。これらの地域に暮らす約300世帯が、地雷や不発弾の心配なく安心して暮らせるよう

になりました。 

 

 

地雷除去団体HALO TRUSTから除去活動の報告をうけるAARの古川千晶（中央）、五十嵐豪（右から2番目）。確実

に安全な土地は増えています（2013年3月12日） 

 

 

バグラン県キンジャン地区の村にある小高い丘で、地雷除去を行うヘイロー・トラストのスタッフ。 
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１．団体名 
特定非営利活動法人 日本紛争予防センター 

２．プロジェク

ト名 

ケニア国ナイロビ市マザレ・スラムにおける民族対立・暴動予防のためのコミュニティ平和構

築事業 

３．該当の申請

分野 

平和構築・難民支援 

４．活動地域 ケニア共和国ナイロビ市マザレ地区  

５．支援対象者  ケニア・ナイロビのマザレスラムに居住する住民、CBO(住民組織)、及び現地政府 

６．事業実施の

背景と必要性 

ケニアでは、2008 年 1月に国内各地で発生

した大統領選挙後の大暴動で見られた様

に、選挙等の政治的イベントが起爆剤とな

り、民族間の大規模な暴動に発展する潜在

的な危険性が高い。よって今後ケニアにお

いて紛争に発展する危険性を未然に予防

するための持続性の高い取り組みが求め

られている。同地区の貧困率並びに失業率

の高さも相まって若者を中心に不満が募

っており、犯罪の多発により治安は不安定

である。同地区における治安改善が草の根

レベルから発展させていくことにより、コ

ミュニティのニーズに則した独自の治安

改善の仕組み作りが急務である。 

 
公共ゴミ箱を設置した小学校の生徒と教師。校内

のゴミ箱には、すべて衛生啓発メッセージのステ

ッカーが張られている 

７．実施した活

動内容 

紛争に発展しないための未然予防措置と

して、草の根レベル、すなわち現地コミュ

ニティ住民を受益の対象とし、各コミュニ

ティのリーダーをはじめ住民達が CBO（住

民組織）や行政機関と協力し自らの地域の

治安を改善することで紛争に発展しにく

い社会を作れるよう住民の能力を育成す

ると同時に、行政と連携する仕組みを作る

ことを目的とする。 

 
スポーツを通じた警察と住民の交流会 

８．主な活動成

果 

①民族間の対立回避研修：事業対象区画の住民及びそのリーダーに対し、各区画内での調停・

問題解決のための早期警戒ネットワークを作り、問題や緊張が発生する前に協議・調停を通じ

危険回避能力を育成する。 

②治安機構・行政・司法へのアクセス改善：警察と住民間のコミュニケーションを構築する。 

③被害者・弱者保護：女性及び子どもを中心に防犯啓発を行う。 

① 犯居住環境整備：犯罪発生の機会を抑止しする居住環境作りを支援する。 
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１．団体名 特定非営利活動法人 ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン 

２．プロジェク

ト名 

スリランカ北部人道支援 

３．該当の申請

分野  

平和構築・難民支援／保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 スリランカ北部マナー県マンサイウェスト（Manthai West）郡 

５．支援対象者  マナー県の紛争帰還民世帯400世帯（約2,000人） 

６．事業実施の

背景と必要性 

スリランカ北部マナー県マンサイウェスト（Manthai West）郡のコミュニティは、不衛生状

況の改善や水の確保が急務であり、寡婦や障害者世帯などの社会的弱者層が多く定住するコ

ミュニティを優先的に選定し、トイレと井戸の設置等を行う支援必要である。 

７．実施した活

動内容 

1．トイレの設置（241基） 

トイレの設置と設置後の衛生講習を通じて、適切なし尿処理が行われるようになり、不衛生

状況を改善できた。裨益世帯からは、「夜でも安心してトイレに行けるようになった」、「ト

イレの設置に伴い、土地問題が解決してうれしい」等の声が寄せられた。全世帯で設置した

トイレを利用しており、また定期的な清掃も行っている状況を確認。また、手洗いや飲料水

の煮沸等衛生講習で学習したことを、女性が中心となって実践している様子を確認した。 

2．井戸の設置（26基）、修理（12基） 

井戸の設置と既設井戸の修理を通じて飲料水の確保を実現すると共に、トイレの設置と組み

合わせて衛生環境を改善。浅井戸では飲料水の確保が難しいマナー県の地形を踏まえ、深井

戸の設置を実施し、確度の高い採水を達成した。裨益世帯からは、｢水汲みの重労働が軽減

できるようになった｣、｢水汲み時間が節約され、他の家事や仕事ができるようになった｣、「洗

濯や入浴回数が増えた」等の声が寄せられた。また、井戸の設置や修理が終了した後に、家

庭菜園を新しく始めた世帯も確認した。 

８．主な活動成

果 

マナー県において、帰還は終えたが劣悪な

環境での生活を余儀なくされている社会的

弱者層を対象に、安全で衛生的なトイレ・

給水施設を提供すると共に、その長期的に

再定住可能な環境の整備を通じて、コミュ

ニティの再建を担うことができた。 

1．トイレの設置（241基） 

マナー県の紛争帰還民世帯241世帯（60.3%） 

2．井戸の設置（26基）、修理（12基） 

マナー県の紛争帰還民世帯 400世帯（100%） 

※トイレと井戸の支援はセットで行ったた

め、数字は上記トイレの裨益者世帯と一部

重複 

 

設置されたトイレ 



12 
 

 

井戸を利用して喜ぶ子どもたち 
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１．団体名 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン（PWJ） 

２．プロジェクト

名 

南スーダン帰還民への水・衛生支援 

３．該当の申請分

野  

平和構築・難民支援 

４．活動地域 南スーダン共和国ジョングレイ州 

５．支援対象者  帰還民、国内避難民、および地域住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

2011年7月に独立を遂げた南スーダン共和国のジョングレイ州に帰還した避難民は、帰還先

に生活に必要な全てが整っていない状況に直面しており、中でも給水などの基本的な設備

が不足している。また、民族間の衝突の頻度も高まっており、衝突が発生した際に、避難

する人びとに対して、必要な支援を行う体制が整っていることが肝要である。 

７．実施した活動

内容 

② 掘削井戸建設：アユッド郡に 6 本、ウロ

ール郡に 7 本、ファンガック郡に 5 本の

井戸を建設した。各コミュニティでワー

クショップを実施し、井戸管理委員会の

衛生・井戸維持管理についての理解を図

った。また、トゥイッチイースト郡、デ

ュック郡、およびアユッド郡において、

稼働していない井戸計 31本を修復した。 

③ 衛生設備建設：アユッド郡のクリニック

と市場に公共トイレ各 1 棟（6 部屋）を

建設し、衛生ワークショップを開催、衛

生に関する理解を得た。 

緊急物資配布：ジョングレイ州内で発生した

自然災害や部族間の衝突によって生じた国内

避難民に対し、食糧や浄水タブレット、水汲

み用ポリタンク、蚊帳などを配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成した井戸で水汲みをする子どもたち 

 

洪水被災者へ配布する物資の引き渡し 

８．主な活動成果 2011年7月に独立を遂げた南スーダン共和国のジョングレイ州において、帰還した人びとが

生活する上で基本となる飲み水を確保するための井戸を整備するとともに、公共トイレを

建設し、清潔な生活環境の整備に貢献した。また、自然災害や部族間の衝突によって生じ

た国内避難民に対し、緊急支援物資を配布した。 
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１．団体名 （NPO法人）れんげ国際ボランティア会 

２．プロジェクト

名 

ミャンマー難民キャンプ 学校建設・運営支援 

３．該当の申請分

野  

教育支援／平和構築・難民支援 

４．活動地域 タイ国ターク県メソット 

５．支援対象者  メラ・ミャンマー難民キャンプの保育園児、小中高の学童学生 

６．事業実施の背

景と必要性 

タイとミャンマーの国境沿いには、ミャンマーの圧政を逃れて来た約14万人の人々が難

民キャンプを作って生活をしています。 

当会はその中でも最大のメラ･キャンプ（人口約5万人）の支援を行っています。これまで

キャンプの食糧や物資などの最大の支援を行ってきたEUは近年の経済危機によりその支援

が激減しており、支援の必要性はさらに増して来ています。 

７．実施した活動

内容 

 ●保育園…園児87人 

   ・園長先生他5人の先生、スタッフの

サラリー 

・建物のメンテナンス  ・給食の支援 

  ●シリミングラ校…生徒数320人 

      ・校長先生と他12人の先生のサラリー 

   ・建物のメンテナンス 

      ・本の整備（カレン語、宗教書） 

 ●シリサンダ校…生徒数415人 

      ・校長先生と他27人の先生のサラリー 

   ・建物のメンテナンス 

      ・教科書の整備（カレン語） 

  ●シリヤダーナ校…生徒数95人 

      ・校長先生と他6人の先生のサラリー 

      ・建物のメンテナンス             

 

 

支援校のシリサンダ校 

（Donor by ARTIC JAPAN）ARTIC＝れんげ国

際ボランティア会 

 

同行した九州看護福祉大によるデンタルケ

アの授業の様子 

８．主な活動成果 50名の先生たちの努力により、約1,000人の難民の子ども達に教育の機会を提供することが

できた。 

 


