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１．団体名 特定非営利活動法人 オックスファム・ジャパン 

２．プロジェクト

名 
シリア難民緊急支援 
 

３．該当の申請分

野 
平和構築・難民支援 
 

４．活動地域 ヨルダン 
 

５．支援対象者  シリア難民及びヨルダン難民 
 

６．事業実施の背

景と必要性 
シリア危機は継続しており、いまだ多くの難民が帰還できる見込みはない。現地のオック

スファムで支援している事業のうち、ヨルダンで実施されている衛生用品の配布をオック

スファム・ジャパンは実施する。 
 

７．実施した活動

内容 
2013年度にはオックスファム・ジャパンの事業は実施せず、2014年度に実施することにな

った。2013年度はシリアへの送金準備として現地との調整及び支援対象プロジェクトの選

定を行った。結果、ヨルダンにおける難民及び現地困窮者への衛生分野の支援を行うこと

となった。 
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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教育セクターへの読書推進拡充事業 

３．該当の申請分

野  

平和構築・難民支援 

４．活動地域 タイ国境7ヶ所のミャンマー（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）の約14万人 

６．事業実施の背

景と必要性 

近年、この難民キャンプが大きな変化を迎えようとしています。2011年の民政移管以降、

ミャンマー（ビルマ）新政権がのもとで、様々な政治、経済、社会改革が行われるなど、

国内情勢が劇的に変化し、国境付近における60年以上に渡る紛争状態もようやく終わりを

迎える兆しが見えてきました。2012年1月にミャンマー（ビルマ）政府とカレン民主同盟

（KNU）の間で停戦合意に漕ぎ着け、その後現在までミャンマー（ビルマ）全土での停戦合

意に向けて政府側と少数民族勢力の評議会との間で話し合いが続けられています。これら

の変化を受けて、難民キャンプでは難民の自主的本国帰還の準備に関する討議が行われて

いますが、難民キャンプ側では、安全や帰還後の生活が保障されない中で、まだ難民が帰

還できる状況にはないと声明を出しており、実際に帰還が始まるまでにはかなりの時間が

かかると見られています。一方で、これまで長年難民キャンプを支援してきたドナーは財

政難や支援先変更を理由に、難民キャンプに対する支援を年々減らしている状況があり、

特に食糧支援の減少は難民の生活に大きな影響を与えています。よって、引き続き将来の

動きが確定するまで、難民キャンプでの社会サービスの継続が必要となっています。 

７．実施した活動

内容 

１．移行期を意識した活動運営 

２．情報や学習機会の提供 

３．学校教育との連携活動 

４．コミュニティ図書館としての機能維持 

８．主な活動成果 １．移行期を意識した活動運営 

コミュニティ図書館の運営、実践など、6種類の研修を通して関係者の能力強化に努めまし

た。研修会には述べ 792名が参加しました。また、カレン教育部会（KRCEE）及び各キャン

プのキャンプ教育部会事務所の組織図の中に正式にコミュニティ図書館が位置づけられま

した。これにより、これまでよりも一層カレン教育部会との連携が強化されました。 

 

２．情報や学習機会の提供 

合同研修会に全キャンプの図書館担当職員 20人が出席し、役割や課題の共有を行いました。

キャンプ教員トレーナー、教員向けの「読書推進活動」研修を実施し、教育関係者 131 人

と図書館の役割、移動図書箱の利用方法や必要性を共有しました。 

難民の帰還に関する情報などを掲示する「コミュニティ情報ボード」を全 21館のコミュニ

ティ図書館の前に設置しました。図書館の新刊案内の他、活動紹介、将来的な動きなどを

他団体と協力し掲示する予定です。また、図書館にはミャンマー（ビルマ）本国に関する

ニュースや一般教養書などを 20,000冊ほど届けました。 
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３．学校教育との連携活動 

中学校、高校向けの参考図書の貸し出しを開始しました。特に、英語でのレポートが多い

ため、英語の参考書や辞書などの要望が多く聞かれました。また、ミャンマー（ビルマ）

語の教科書、教員用ガイドブックが不足していることから、カレン教育部会と連携し、小

学校 3年～5年生用の印刷支援を行いました。 

 

４．コミュニティ図書館としての機能維持 

7 ヵ所の難民キャンプ 21 館のコミュニティ図書館を運営しています。年間延べ利用者数は

539,201 人（内 17 歳以下：323,285 人、18 歳以上：215,916 人）でした。この他、カレン

語・ビルマ語の絵本を 3タイトル（合計 6,000冊）出版し、全ての図書館に配架しました。

連日、学校帰りの子どもたちで賑わう図書館で新しく出版された絵本が楽しまれています。 

また、キャンプ内で暮らす各民族の子どもたちの交流と平和への祈りをこめて、難民子ど

も文化祭を4つの難民キャンプで開催しました。夜のステージでは、6～12の民族の子ども

たちが堂々と自分の民族の踊りや歌などを披露しました。 

 

 

９．活動写真 

 

絵本を楽しむ子どもたち（ウンピアム難民キャンプ） 

 

図書館員による読み聞かせ（メラマルアン難民キャンプ） 
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１．団体名 特定非営利活動法人 聖地のこどもを支える会 

２．プロジェクト

名 

第三回 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（東日本大震災被災地）、東京都（JICA東京） 

５．支援対象者  被災者（不特定多数）、プロジェクト参加者 

６．事業実施の背

景と必要性 

中東和平の一助となることを願って2005年以来イスラエル・パレスチナ・日本の青少年事

業を広島、長崎、イスラエルなどを舞台に行い、2011年の大震災を機に活動の地を東北に

移して3回目となる。 

甚大な被害を受けた被災地のために、イスラエル・パレスチナ・日本の3ヵ国の若者がボラ

ンティア活動を行い、彼ら同士、また被災者との間に「平和の架け橋」を築き続けること

である。 

遅々として復興が進まない被災地を決して忘れてはならず、支援を継続していく必要があ

る。若者達は支援を必要としている人々のために力を合わせて奉仕する喜びを通して、「人

間」「命」「平和」とは何かを考え、また共同生活の中で対話や助け合いを通して、相互

受容と信頼のうちに対立や敵対心を乗り越えることを体験する。被災者の方々との出会い

と絆が非常に大きな助けとなった。 

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 2名の計 10名を招聘し、日本からは学生

８名、スタッフ 8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わ

る。（①仮設住宅訪問、②学童保育支援③海岸や墓地などの清掃）。前回得た心の絆

をさらに深め、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。 

地元の方々とイスラエル・パレスチナの若者との楽しい文化交流会を開催した。 

（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。 
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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。  

仮設住宅の住民との触れ合い 

 

学童保育の子どもたちとのランチのひとと

き 
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１．団体名 特定非営利活動法人 難民支援協会 

２．プロジェクト

名 

日本における難民（難民申請者含む）への支援事業 

３．該当の申請分

野 

平和構築・難民支援 

４．活動地域 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: シェルター運営、宿泊施設の紹

介・開拓、不動産屋の同行 

 

事務所でのカウンセリングの様子 

 

事務所での炊き出し 

８．主な活動成果 のべ約670件の法的支援と1,200件の生活支援のカウンセリングを行った。また、緊急支援

として11室のシェルターを確保し、のべ46名に住居を提供した。事務所では軽食や炊き出

しを準備し、その日食べるものがないほど困窮する難民の食事を支援した。 
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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300世帯 

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バグラン県ズシ地区で地雷や不発弾を除去しました。 

 

８．主な活動成果 バグラン県ズシ地区の3つの村落で、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981世帯（約7,000人）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。 

 

地雷除去の専門団体ヘイロー・トラストの職員が手作業で確実に地雷・不発弾の除去を進めていま

す。 
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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。 

 

小学生にる植林活動を通じて、スラムの居住環境向上に

貢献する (2013年 6 月 19日) 

 

スラムに住む異なる民族同士による清掃活動を通じて民

族融和と居住環境向上に貢献する(2013年 11月 29日) 

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。 

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。 

④防犯居住環境整備：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 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内学校建設 

３．該当の申請

分野 

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85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308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413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91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 

 

子供たちに楽しく衛生指導 

 

民族舞踊による篤い歓迎を受けました 

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。 

 


