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２．事業の目的と概要 

（１）上位目標 大規模紛争が続く南コルドファン州において、大量の避難民とそれを受け入れる

地域住民との摩擦が回避され、両者の安定的な生活が確保されるとともに、将来

的な紛争後の社会再建に向けて地域の安定化と平和の定着が図られる 

（２）事業の必要

性（背景） 

 

 

●長期化する南コルドファン州の紛争と避難民の生活 

2011年 6月に同州で勃発したスーダン政府軍と反政府軍 SPLA-N（Sudan People’s 

Liberation Army-North）の戦闘は、停戦に向けた国際社会の仲介努力にも関わら

ず依然として継続している。 

政府掌握地域と反政府軍実効支配地域とに二分された州内では、戦火や食料難を

逃れて多数の避難民が反政府軍支配地域から政府掌握地域に流入した。カドグリ

郡（州都カドグリ周辺）では約 3万 6千人が 2年以上にわたり避難生活を送って

おり、隣接するリフ・アシャギ郡では昨年急激に流入した約 1万人の避難民がそ

のまま滞留しているとされる（いずれも 2014 年 4月州人道支援局による）。 

政府の政策により「キャンプ」は設置されず、避難民は地縁・血縁を頼りに地域

住民に受け入れられ、住居、水、農地、自然資源などを分け合って生計を維持し

てきた。しかしその状態が長期化するにつれ、様々な問題が顕在化しつつある。 

何よりもまず、膨張する避難民人口に対して農地、自然資源には限界があること

である。主要な生計手段である農地については、相互に分け合っているとはいえ、

その配分を巡っては避難民と地域住民との双方が不満を抱えている。雨季には天

水農業、乾季には薪拾いなどの自然資源に依存している現状を変え、生計手段の

多様化を図らなければ生活の安定を望むことはできない。 

給水については、この 3年間に援助団体の緊急支援により新規の井戸が多数設置

されたが、メンテナンスなどの維持運営を担うべき避難民及び地域住民の組織化

や研修教育はわずかしか実施されていない。このため多くの井戸が故障したまま

放置されており、1キロ以上離れた井戸まで水汲みに通う、また一部では川底に

溜まった水を飲用に使うなどの対処を取らざるを得なくなっている。 

さらに遡れば、同州では 2005 年に反政府勢力 SPLA（当時）と政府軍の間に和平

合意が締結され、長い南北内戦の間に避難していた人々は故郷に帰還し、2011 年

6 月までは生活を建てなおす途上にあった。その僅かな平穏な期間の後にこの度

の紛争が勃発したため、地域社会においてはもともと生活基盤も社会的紐帯も脆

弱性を抱えていたという背景も指摘できる。 
 

●市内中心部に滞留する避難民 

他方で、一部の避難民は受け入れ先を見つけることができず、最初の避難場所で

あった市内中心部の学校や広場での生活を今も続けている。その数は約千人にの

ぼり（2014 年 5 月州人道支援局）、ビニールシートや簡易的な資材で囲っただけ

の劣悪な居住環境に置かれている。生活廃棄物や汚水等の処理は十分ではなく異

臭も発生し、立ち退きを求める周辺の地域住民との間の摩擦は日々大きくなって

いる。生計活動についても、小規模ながら農地を持つ市郊外の避難民とは異なっ

てほとんどその手段を欠き、国連の食料配布に依存した生活を送っている。 
 

●JVC のこれまでの活動と本事業 

紛争勃発以降 JVC は 2 期にわたり、N連事業としてカドグリ郡及びリフ・アシャ

ギ郡の紛争被災民（避難民とそれを受け入れる地域住民）支援を実施してきた。

2011 年の緊急物資支援に始まり、2012 年からは雨季の耕作、乾季の野菜栽培とい

った生計支援、さらに給水支援に及んでいる。直接裨益者累計は約 5千世帯（2

万 5千人）に達する。これらの事業は被災民の生活状況を改善したほか、避難民

と地域住民との関係の安定化にも寄与、州人道支援局からも高い評価を得ている。 
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本事業では、従来から実施している生計支援と給水支援については、今までの成

果を踏まえつつ、これまでカバーしきれず尚且つ必要性が高い地区・集落への支

援を行う。一方で新規の活動として、避難民の再定住先を確保し、市内中心部で

の地域住民との摩擦を解消するため、州政府や国連機関と協力しながらカドグリ

周辺に避難民向けの居住スペースを建設する。 
 

●本事業が目指すもの 

このようにして、本事業では紛争地における地域の安定と基礎生活の向上を目指

す。日本政府のスーダン国別援助方針においても「平和の定着を推進するととも

に基礎生活の向上及び貧困削減を図る」と掲げられている。 

より長期的な視点に立つなら、将来的な紛争の終結時には、紛争勃発時にカドグ

リを離れたまま州外で生活している多くの住民が戻ってくることが予想される。

或いは、現在の反政府軍実効支配地域からも住民の帰還が見込まれる。その際に、

混乱を最小限に抑えてスムースな社会再建、社会再統合につなげていくためには、

それ以前の段階から住民の基礎生活が安定し、避難民と地域住民との融和が確立

されていることが重要である。そのような将来における平和の定着をも見据えて

本事業は実施されるものである。 

（３）事業内容 

 

（ア）避難民及び地域住民に対する乾季の菜園作りと小規模灌漑支援 

この地域では、乾季に自然産品の採集、炭焼き、出稼ぎなど多様な生計活動が営

まれてきた。しかし女性と子供を中心とする大量の避難民を構成員に迎えること

になった地域社会にとって、出稼ぎの機会は少なく、貴重な現金収入源となる薪

拾いなどをしようにも自然資源には限りがある。そこで JVC は、乾季の間に活用

されていなかった住居周辺の畑地に着目し、女性が地域を離れず生計活動を行う

ことができるよう 2012-13 年乾季より菜園での野菜栽培支援を開始した。既にカ

ドグリ郡内では一定の広がりを見せている。リフ・アシャギ郡では JVC による菜

園支援は今回が初めてとなるが、避難民の中には野菜栽培の経験を持つグループ

が存在し、菜園への関心が高いことが分かっている。 

本事業では、これまでの成果や経験を生かしつつ、避難民及び地域住民の間で菜

園作りがより拡大し定着することを目指す。収穫物の野菜は自家消費され家庭の

栄養改善に寄与するとともに、近隣の市場で販売され家計収入の一助となる。 
 

【対象地区】 

①カドグリ郡：前期 N連実施地区であるウムバタア、ティロ、ムルタ・ナザヒン

の各地区から、前期との重複を避けて対象となる集落を選定する。事業内容（ウ）

で述べるトゥク地区の避難民再定住用住居の入居者も対象とする。 

②リフ・アシャギ郡：約 1万の避難民がシャイール、サルフ・アダイ、バルダブ、

クウェイク、ケガなどの各地区で地域住民とともに生活している。これらの地区

から小規模灌漑の可否や住民の関心を見極めた上で事業対象集落を選定する。 
 

①②の中から 4集落程度、計 200 名（世帯）の対象者を見込む。なお、菜園用地

は井戸など灌漑施設周辺の共有地、または家庭の裏庭であり、住民間の話し合い

を経たうえで避難民にもアクセスが可能である。 

※「地区」と「集落」：各地区はそれぞれ 3～5程度の集落から構成される。 
 

【活動内容】 

①研修の実施と専門家による訪問アドバイス 

播種の仕方、効果的な灌漑方法、有機肥料作りなど乾季の野菜栽培に特化した実

技中心の研修を実施する。特に、苗床からの移植などに若干の手間が必要とされ
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るが市場性の高いトマト、ナス、スイカの栽培法に力点を置く。研修後一定期間

を置いて、専門家による実地訪問アドバイスも行う。 

②小規模灌漑用器具の支援 

井戸からポリタンクに汲み上げた水を運搬するための手押し車を計 40 台（5世帯

に 1台）配布。水やりのための如雨露は各参加者に配布。 

③種子配布 

比較的栽培が容易なオクラ、ルッコラ、モロヘイヤなどの野菜は、種子も地元の

市場で安価に入手できるため支援は行わない。前述したトマト、ナス、スイカ種

子（相対的に高価だが期待できる収入も高い）を配布する。 
 

（イ）井戸掘削・補修と維持運営の仕組み作り支援 

【手押しポンプ型井戸 2基の新設】 

カドグリ郡、リフ・アシャギ郡ともに、多くの避難民を受け入れて人口圧力は高

まり、避難民と地域住民との摩擦を回避するためにも十分な数の井戸の設置が求

められてきた。この 3年間に JVC を含む援助団体が新規掘削を進めてきたが、地

域住民（ホストコミュニティ）から押し出される形で新たな避難民居住区が生ま

れているケースもあり、新規の井戸設置の必要性は依然として高い。このため手

押しポンプ型井戸 2基新設を計画する。最終的な掘削地点は人道支援局及び州政

府水資源局と調整を行い決定する。 
 

【井戸 10基の補修と維持運営の仕組み作り】 

前述の通り井戸設置数は増加したものの、利用者は増加する一方で維持運営体制

の欠落（定期メンテナンスの未実施等）のため故障は減らず、多くの手押しポン

プ型井戸が稼働していない。これに対して、両郡から 5地区以上を選んで井戸 10

基の補修を実施すると同時に、住民自らが維持運営を行うための仕組み作りを行

う。具体的には、子どもを含む住民全体を対象にした正しい使い方の啓発活動、

井戸管理委員会の設立、定期メンテナンスや補修の技術研修、住民が少額を負担

して井戸の維持費用に充当する仕組み作りなどを計画している。 
 

（ウ）避難民再定住用住居設置及び入居者支援 

帰還の見込みが立たない中で、避難民は不十分ながらも避難先での生活基盤を築

いてきた。州人道支援局が昨年実施したアンケート調査では、カドグリ周辺の避

難民の約 8割が「このまま住み続ける」ことを希望している。しかし前述のよう

に、受け入れ先がなく、生活基盤の構築もままならず劣悪な環境下で生活する避

難民も存在する。これに対応して、州政府と国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）

とは昨年、郊外に 350 戸の避難民向け再定住用住居を建設。市内中心部の学校や

広場に集住する避難民を主な対象として入居者が選定された。JVC は N 連事業と

して入居者への給水と生計支援を担当。住居周囲には耕作可能な土地も提供され、

種子の配布を受けた入居者は自らの手で畑作を始め、既に収穫を上げている。 

こうした進展はあるものの、避難民の集住状態は完全には解消されておらず、な

おも約千人が学校や広場での生活を送っている。再定住用住居の更なる増設が待

たれる中、州政府は新規建設地の計画を固め、今回、新規 100 戸の建設を JVC に

要請してきた。要請は、これまでの JVC の活動が評価された結果でもある。 

州政府によれば、避難民が郊外の再定住用住居に移動した際には、周辺環境の回

復だけでなく、機能停止していた学校を再開し、千人単位での児童・生徒を新た

に受け入れることができるという。 

ついては、州政府の要請に応え、避難民再定住用住居 100 戸の建設を行いたい。

用地はカドグリ郊外のトゥク地区に確保されている。なお、UNHCR は住居建設用
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の資材を保有しており、その一部が本事業に提供される予定である。 

建設と並行して、州政府・国連機関と協力して入居者の選定を行う。入居時の引

っ越し支援、入居後の生計向上支援（上記（ア）に含まれる）も実施する。 
 

（エ）避難民と地域住民との融和のための対話促進 

菜園用地や井戸を巡る避難民と地域住民との摩擦を回避するため、本事業のあら

ゆる場面を通じて、両者が互いに話し合う場を設定する。それにより、土地や水

を両者が共同利用するための合意を形成するだけでなく、相互の信頼関係を深め

る機会となることを目指す。 

（４）持続発展性 ・菜園作りに参加した避難民・地域住民が灌漑法、栽培法を身に付け、生計活動

としての野菜栽培が定着していく 

・避難民・地域住民が井戸の維持運営・補修の手法を身に付け、援助団体に頼る

ことなく地域の社会インフラとして井戸が稼働し続ける 

・再定住用住居が提供されることで避難民と地域住民との間の摩擦が減少し、今

後長期にわたり両者が良好な関係を保ちつつ地域社会の統合が進む 

 （５）期待される

成果と成果を測

る指標 

【期待される成果】 【指標】（判定方法） 

（ア）避難民・地域住民 200 世帯が乾

季にトマト、ナス、スイカを含む野菜

を栽培、家庭での自家消費のほか販売

により家計収入が向上する 

・200 世帯が野菜を栽培。うち 8割以上が

トマト、ナス、スイカを栽培（観察） 

・野菜栽培面積：各地区合計 3ha（観察） 

・収穫物の販売：週 1回/2 ヶ月間の販売

で計 300SDG の収益（聞き取り） 

（イ）-(1)井戸新設 2基が計 100 世帯

(500 人)に生活用水を供給 

・1日 1基当利用世帯数 50 世帯（観察） 

 

※人道支援の基準を示したスフィア・ハンドブックによれば手押しポンプ井戸 1基の

給水対象は最大 500 人。住居からの距離は最大 500 メートル。スーダンの政府及び国

連諸機関の基準は、1基当たり緊急時 100 世帯（500 人）、平常時 50 世帯（250 人）。

これらに加え、本事業の対象となる郊外村落部では半径 500 メートル内に 50 世帯程

度が居住することも踏まえて、本事業では 1基当たりの利用を 50 世帯と計画する。 

（イ）-(2)井戸10基が補修され計500

世帯（2,500 人）に生活用水を供給。

避難民・地域住民が井戸の正しい使い

方を理解し、地区の井戸管理委員会が

継続的に運営・メンテナンスを行う 

・1日 1基当利用世帯数 50 世帯（観察） 

・井戸（手押レバー）の使い方改善（観察） 

・井戸管理委員会が少額の維持費徴収を含

む利用ルールを策定（観察） 

・井戸管理委員会が定期メンテナンス、軽

微な故障の修理ができる（観察、聞き取り） 

（ウ）-(1)避難民に再定住用住居 100

戸が提供され、市内中心部の学校や広

場で生活していた世帯を中心に入居。

避難民の居住環境が大きく改善され

るとともに、元居住地の周辺環境の回

復や学校スペースの再利用により地

域住民との摩擦も解消される 

・入居後の戸別訪問によるモニタリング 

・入居者選定時に現居住地での生活状況を

把握した上で、再定住住居入居後の生活と

の比較（観察、聞き取り） 

・現在と、避難民が移動した後との市内中

心部の環境変化（観察、聞き取り） 

（ウ）-(2)再定住用住居の入居者が新

たな生計活動として野菜栽培を開始 

・乾季の菜園作りを 20名が実施（観察） 

 

（エ）避難民と地域住民との相互理解

と信頼醸成が図られ、将来的な軋轢が

回避される 

・避難民と地域住民が土地（菜園用地）利

用について合意（聞き取り） 

・同じく井戸利用について合意（聞き取り） 


