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調 査 概 要 
 

Ⅰ．調査の目的 
ケニアには、平成３年（1991）年から続く隣国ソマリアにおける対立勢力間の抗争の

影響により多くの難民が流入した。平成 18（2006）年 12 月、暫定連邦政府が首都モガ

ディシュを制圧し、同政府の支配地域が拡大しつつあると報じられている。他方、同抗

争によりケニアへのソマリア難民の流入は続いているとされているが、ケニア政府は国

境を封鎖し新規流入を阻止しているとも言われている。 

平成 18（2006）年末現在、約 170,000 人のソマリア難民がケニアの北東部ダダーブ地

方の Dagahaley,Hagadera,Ifo の三つの難民キャンプに収容されている。ＵＮＨＣＲはソ

マリアの情勢を見つつ帰還の準備を進めているが、ソマリア国内の情勢が安定せず帰還

は進んでいない。 

日本のＮＧＯはケニアにおいてソマリア難民の支援を行っていないことから、今回の

調査は、①ソマリア難民のケニアへの現在の流入の状況、②ケニア政府、ＵＮＨＣＲ等

の国際機関及びＮＧＯ等のソマリア難民に対する支援活動の状況、③Dagahaley, Ifo, 

Hagadera の難民キャンプにおけるソマリア難民の状況、④ソマリア難民の新規流入状況

及び帰還の可能性を把握すると共に、これらソマリア難民に対する日本のＮＧＯ等にお

ける支援活動の可能性及びニーズを調査し、ソマリア難民に対する支援活動開始の可能

性を検討する際の参考に資することを目的とする。 

 

Ⅱ．調査の実施概要 
１．調査実施期間 

平成 19 年４月９日（月）～４月 12 日（木） 

 

２．調査対象国 

ケニア共和国 

 

３．調査員 

（１）アジア福祉教育財団 難民事業本部 援護課 職員 染 宮 太 郎 

（２）特定非営利活動法人日本ＵＮＨＣＲ協会 事業部マネージャー 山 崎 玲 子

（３）特定非営利活動法人ＢＨＮテレコム支援協議会 プロジェクトマネージャー 

 松 下 孝 弟 

（４）特定非営利活動法人災害人道医療支援会 医師 金 田 正 樹 

 

４．調査方法 

国連機関及びＮＧＯ等の関係者からの聴取及び難民キャンプにおける視察調査を行

った。 

 

５．訪問先及び面談者 

４月９日(月) ①ＵＮＨＣＲダダーブ支所職員との意見交換 

４月 10 日(火) ①Dagahaley キャンプ 

ＣＡＲＥのキャンプオフィスにて担当者からの聴取 
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病院視察 

ＵＮＨＣＲキャンプ事務所 

ＵＮＨＣＲと難民リーダーの意見交換 

 ②Ifo キャンプ訪問 

ＣＡＲＥのキャンプオフィスにて担当者からの聴取 

食糧配給場所、食糧倉庫視察 

焚き木配給場所視察 

IfoⅡキャンプ建設状況視察 

IfoⅡキャンプの小学校建築現場視察 

 ③ＵＮＨＣＲダダーブ支所 

面談者：Nemia Temporal(Head of Sub-Office Dadaab) 

Anna Maria Duarte (Protection Officer) 

Elisha Nziko(Emergency Field Officer) 

Maureen K’opiyo(Field Clerk)、他数名 

４月 11 日(水) ①Hagadera キャンプ訪問 

ＵＮＨＣＲキャンプ事務所における難民登録手続視察 

焚き木配給中の現場視察 

中学校視察 

新しく到着した難民の住居視察 

マーケット視察 

 ②ダダーブ地域行政事務所 

面談者：Dennis Ogola (District Officer) 

 ③ＵＮＨＣＲダダーブ支所 

４月 12 日(木) ①ＵＮＨＣＲナイロビ事務所 

面談者：Serge Ruso(Senior Programme Officer) 

Landry Ntahonsigaye(Assistant Programme  

Officer) 
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調 査 結 果 
 

（要約） 

Ⅰ．ソマリア難民発生の背景と難民キャンプの現状 

1991 年から 1992 年にかけて、ソマリアでの内戦と飢餓から逃れるため、多くのソマリ

ア人が難民としてケニアへ逃れた。1991 年よりソマリアとケニアの国境近くのケニアのダ

ダーブ町郊外にダダーブ難民キャンプが開設され、難民の保護が始まった。ケニア政府は、

安全性を理由に 2006 年１月に国境を封鎖したが、その後も新たにソマリアから難民が流入

している。ダダーブ地域は例年干ばつに悩まされているが、2006 年 10 月と 11 月、ダダー

ブ地域を大雨が襲い、難民キャンプは大洪水の被害を受けた。難民キャンプが開設されて

から 16 年が経過するが、難民の数は増加し続け、収容能力や環境問題、地元住民との諸問

題が起きている。 

 

Ⅱ．ダダーブ難民キャンプの概要 

ダダーブ難民キャンプは、首都ナイロビから東へ約 500 キロメートル、ソマリアとの国

境から約 80 キロメートルの位置にあり、Dagahaley、Hagadera、Ifo の三つの難民キャン

プからなる。2007 年１月における難民の人口は約 170,000 人で、97.5％がソマリア出身で

ある。国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）とＩＰ契約を交わしているＮＧＯのケア

ケニア(CARE Kenya)がキャンプの運営管理、食糧配給、水と衛生管理、教育とコミュニテ

ィー支援といった運営の主たる支援を行っている。1998 年８月から焚き木の配給が始ま

り、焚き木集め中のレイプや武装組織に攻撃される被害の減少、環境破壊の阻止につなが

っている。 

 

Ⅲ．ダダーブ難民キャンプにおける支援状況 

１．登録 

ソマリアとケニアの国境に面したケニア国内のリボイ町に、ソマリアから逃れてき

た難民の初期登録を行うレセプションセンターがある。レセプションセンターでは、

家族構成に応じたカードが世帯主に配布される。カードには、家族の人数を示した箇

所に穴が開けられ、食糧等の配給を受ける度に記録の穴が開けられる。2006 年に新し

くキャンプに到着した難民は 34,221 人である。ＵＮＨＣＲダダーブ支所が、すべての

難民の情報の事実確認やデータ登録・更新を行い、難民の保護を保障する体制を整え

ている。 

 

２．支援物資の配給 

食糧の配給と管理は、世界食糧計画（ＷＦＰ）から委託を受けたＣＡＲＥの Food 

Security and Logistics sector が、毎月１日と 15 日の２回配給している。配給され

るのは、トウモロコシ、小麦粉、豆、食用油、塩等であり、老人女性、妊娠中の女性、

子供等には優先的に配給される。食糧以外では、アルミニウム製バケツ、毛布、石鹸、

蚊帳等が配給されている。 

 

３．教育 

キャンプでは、幼児教育、初等教育、特殊教育、中等教育、成人教育が行われてい
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る。2006 年において、小学校の数は 17 校であり、生徒数は 32,623 人であった。一方、

中等教育を受けているのは 1,757 人、成人教育を受けているのは 3,430 人であった。

教員、教科書、教室、机、教材が圧倒的に不足しており、教育の質を高めることや就

学率を上げることが困難となっている。 

 

４．環境 

難民及びダダーブ地元住民の生活状況を改善するため、また難民キャンプ周辺の環

境を守るために、改良かまどの生産・普及、焚き木プロジェクト等が実施されている。

焚き木プロジェクトは地元民間業者から焚き木を購入して難民に支給することで、キ

ャンプ周辺の環境破壊を止め、また地元住民との間に起こる摩擦を回避する役目を果

たしている。 

 

５．女性と子ども 

2006 年において特別に配慮が必要な女性と子供の内訳は、2,384 人の女性（未婚の

母、離婚した女性、性暴力の被害者等）、2,016 人の子供（孤児等）、4,680 人の身体障

害者の女性や老人女性、3,077 人の新たに流入してきた女性と子供である。ジェンダ

ーに基づく暴力は、2006 年に 436 件寄せられた。そのうち、レイプが９件、性虐待や

セクハラが 21 件、暴行は 12 件であった。キャンプ内には、被害届用の箱と相談所が

設けられている。 

 

６．医療 

それぞれのキャンプに一つずつ病院が設置されている。病院は、ドイツ技術協力公

社（ＧＴＺ)が管理・運営している。三つの病院のベッド総数は 260 床で、各病院に医

師が１名いる。キャンプ全体の看護師は 20 名、補助看護師は 100 名以上である。病院

は外来棟の他に一般病棟、小児病棟、妊婦用病棟、結核用病棟、小手術室、救急室、

検査室、薬局がある。マラリアが一般的な疾患であり、それぞれの病院で月に 1,000

人以上が検査を受け、その陽性率は 30～50％である。 

 

７．職業訓練とコミュニティー支援 

同伴者のいない者、年配者、身体障害者等の弱者保護を行っており、また若者や女

性に対する職業訓練も行っている。カウンセリング、スポーツと若者の育成、婦人子

供、社会の向上と福祉という四つの部門に分かれて支援活動が行われている。 

 

８．給水と衛生 

水は地下水を利用しており、タンクに貯水してキャンプへ配水している。キャンプ

内には井戸が 17 ヵ所あり、給水用のタンクは 22 個ある。難民１人あたり１日 16 リッ

トルの水が提供されている。トイレは地下浸透式で、地面に深い穴を掘り、周囲を簡

単なトタンで囲み、足元をコンクリートで固めて穴を開けたものである。 

 

９．通信・電力 

キャンプとＵＮＨＣＲダダーブ支所では、無線で連絡が取れる体制にあり、携帯電

話は、キャンプ内で利用可能である。それぞれのキャンプに発電機が設置されている

が、ＮＧＯ等の設備で使用され、難民の住居への電気の供給はされていない。 
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Ⅰ．ソマリア難民発生の背景と難民キャンプの現状 

1991 年から 1992 年にかけて、ソマリアにおける内戦と飢餓から逃れるために、多く

のソマリア人が難民としてケニアへ逃れた。当時、避難民の半数以上は徐々に自主帰還

をしたが、一方で長く続く内戦は難民が帰還するのを難しい状況にした。よって、1991

年よりソマリアとケニアの国境近くのケニアのダダーブ町郊外にダダーブ難民キャンプ

が開設され、難民の保護が始まった。その後もソマリアの情勢が不安定であったことか

ら、ソマリアへの帰還は進まず、新たなソマリア難民が国境を超えて、ケニアへ流入し

続けた。 

2006 年６月、ソマリアの大半を実質的に支配していたイスラム法廷連合（Islamic 

Courts Union）とソマリア暫定政府（Transitional Federal Government）の対立が表面

化した。2006 年末にはエチオピア軍の支援を受けたソマリア暫定政府軍が首都を奪還・

制圧し、ソマリアはさらに不安定な状況に陥り内戦が続いている。ソマリアの内戦で被

害を受けているのは、大半が女性や子供である。しかし、ケニア政府は、安全性の問題

を理由に国境の閉鎖を決定し、2006 年１月に国境を閉鎖した。また、2006 年にはダダー

ブ難民キャンプの地域を中心として、リフトバレー熱(Rift valley fever)がケニアの多

くの場所で発生したことも、閉鎖の理由としてあげられている。この時期、ケニア政府

はリフトバレー熱のウイルス感染が人々の間で蔓延することを防ぐために、人の移動を

禁止する措置を取っている。 

ケニア政府による国境閉鎖後も、何らかの経路を使って新たな難民が流入しており、

さまざまな手段を使ってケニア国内へ入った新しい難民の数は把握できていないのが現

状である。ソマリアとの国境が開かれることがあれば、大量のソマリア難民がダダーブ

難民キャンプへ流入してくると考えられている。 

ダダーブ地域は、例年干ばつに悩まされているが、2006 年 11 月の豪雨の影響で、過

去に経験のない規模の洪水がダダーブ地域を襲い、難民キャンプは甚大な被害を受けた。

さらに、この洪水被害により、ダダーブの町から難民キャンプまでの道が１ヵ月間使用

できない状況となり、この間、陸路による難民キャンプへの援助ができなくなり、空路

による援助が行われた。ダダーブ難民キャンプにある三つのキャンプのうち、とりわけ

Ifo キャンプは壊滅的な被害を受け、現在は高地に新たな IfoⅡキャンプが建設中である。 

ダダーブ難民キャンプが開設されてから 16 年が経過するが、難民の数は増え続けてお

り、その収容能力や難民キャンプ付近の環境問題、地元住民との諸問題等、現在も問題

が生じている。 
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Ⅱ．ダダーブ難民キャンプの概要 

１．キャンプの位置、気候、人口 

ダダーブ難民キャンプは、首都ナイ

ロビから東へ約 500 キロ、ソマリアと

の国境から 80 キロに位置する北東州、

ガリッサ地方のダダーブ町の中心から

半径 18 キロの郊外にある。ダダーブ難

民キャンプは、Dagahaley、Hagadera、

Ifo の三つの難民キャンプからなり、

ダダーブ難民キャンプの全体の広さは

50 平方キロメートルである。 

ダダーブ町及びダダーブ難民キャン

プの地域は降雨量の少ない半乾燥の砂

漠で、まばらに植物が生息はしている

が水に覆われた地表（川や池、湖等）

は見ることができない。難民キャンプ

が開設される以前、同地域の土地は遊

牧民の家畜の放牧地として利用されて

いた。 

ダダーブ町の人口は、ケニア政府の

統計によると 15,000 人である。一方、 

ダダーブ難民キャンプの人口は、171,957 人（2007 年１月９日現在のＵＮＨＣＲの報

告による）である。難民の総人口の 49.5％が女性である。難民キャンプで暮らす 97.5％

がソマリアからの難民であり、その他の難民の出身国は、エチオピア、スーダン、エ

リトリア、ウガンダ、コンゴ民主共和国、ルワンダ、タンザニア、ブルンジである。

難民キャンプの人口の 47.5％が青年であるが、学校教育が受けられない者の数が増加

している。 

ソマリア難民はイスラム教を信仰しているが、その他の出身国の難民の多くは、キ

リスト教を信仰している。 

ソマリアから逃れてきた難民のほとんどが遊牧民として生活していた者である。多

くはないが、南部のジュバ渓谷の地域で農業をしていた者や、商業、貿易業を行って

いた者もいる。ソマリア難民の 75％は、ジュバ渓谷（the Juba River Valley）とゲ

ド地域（the Gedo region）に暮らしていた者であり、キスマヨ（Kismayo）、モガディ

シオ（Mogadishu）、バルデラ（Bardera）の出身者は 10％である。 

 

２．運営・管理 

難民キャンプは、国連難民高等弁務官事務所（以下、ＵＮＨＣＲ）とＩＰ契約

（Implementing partners：事業実施団体）を結んでいるＮＧＯによって運営されてい

る。運営の主たる面を担当しているＮＧＯは、カナダに本部事務所を置くＣＡＲＥで、

難民キャンプではＣＡＲＥ Kenya がキャンプの運営管理、食糧配給、水と衛生管理、

教育とコミュニティー支援を行っている。その他、ドイツ技術協力公社(German 

難民キャンプ地域は半乾燥の砂漠 

ソマリア難民の女性 
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Technical Corporation（以下、ＧＴＺ）)が医療としての健康支援、ハンディキャッ

プ・インターナショナル(Handicap International（以下、ＨＩ）)がガリッサ州立病

院への医療紹介を行っており、同２団体が連携して医療支援を行っている。また、Ｇ

ＴＺは難民が使用する焚き木の管理・配給、ケニア全国教会評議会（National Council 

of Churches of Kenya（ＮＣＣＫ））がエイズ学習や平和教育を行っている。ケニア赤

十字（Kenya Red Cross Society（ＫＲＣＳ））も難民キャンプにおける水の供給、国

境から難民キャンプまでの難民の移送に協力している。 

国際機関としては、ＵＮＨＣＲとの協力体制のもと、世界食糧計画（以下、ＷＦＰ）

が食糧支援を行っている。ケニア政府は難民の全体的なプログラムの管理と安全面に

おいての責任を負っている。 

ソマリアからの庇護希望者の難民（避難民）としての身分認定は、首都ナイロビの

ＵＮＨＣＲ事務所において行われていたが、2003 年からはＵＮＨＣＲダダーブ支所に

おいて行われている。 

 

３．安全面 

ダダーブ地方は、もともと山賊行為（略奪、強盗）が頻発し、治安が悪く、難民キ

ャンプの内外で、レイプや武装した組織による山賊行為といった暴力的な犯罪が深刻

な問題となっていた。このことから、安全面を考慮して、ダダーブ町から難民キャン

プへの車両の移動は、常にケニア警察のエスコートを必要としている。現在は、治安

の悪さを少しでも解消するために、ダダーブ町に警察署が設けられ、また三つの難民

キャンプにそれぞれ二つの交番が設置

されている。さらに同地域の警察官に

は、無線等の通信機器が配布されてい

る。 

難民キャンプ内の安全性を高めるた

め、それぞれの難民キャンプの周囲に

鉄の金網が張り巡らされており、その

長さは 160 キロにもなる。こうした取

り組みにより、近年、難民キャンプに

おける武装した組織による強奪や殺害、

レイプといった深刻な犯罪は減少傾向

にある。 

2006 年初めから導入された難民コミュニティーによる治安の維持・警備活動と、難

民のリーダーとＵＮＨＣＲとの間で行われる毎月のセキュリティーミーティングは、

さらなる治安の維持、安全面の確保につながっている。しかし、ソマリア国内でのイ

スラム法廷連合とソマリア暫定政府の間でいまだに続いている内戦の影響を鑑みて、

キャンプにおけるセキュリティー体制の維持は高く保たれている。 

1998 年８月から、ＵＮＨＣＲのプロジェクトとして難民への焚き木の配給が始まっ

た。難民の女性や子供が、焚き木を集めに難民キャンプの外の茂みに入っている時に、

レイプや武装組織に攻撃される被害が多発していたため、そうした被害の減少や難民

キャンプ周辺の自然環境破壊を止める目的で同プロジェクトが開始された。このプロ

ジェクトによりレイプや武装組織の被害を減らす成果がでている。 

ＵＮＨＣＲが参加している難民リーダーの集まり 
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４．地元住民との融和 

ケニア政府は、難民がケニアにおいて住民登録して暮らすことは、恒久的な解決策

にはならないとしている。ケニア政府は、難民キャンプからの出入りの自由を認めて

おらず、難民は難民キャンプで生活すべきであるという根本的な考えを有している。

しかし、ソマリアの国情の不安定を考えると、難民の流入に歯止めをかけることは困

難であり、ケニア政府は 2003 年より難民に身分証明書を与えることで、ケニア国内を

自由に移動することができるように配慮した政策をとるようになった。 

1991 年にダダーブ難民キャンプが開設され、ダダーブ町で今まで利用できなかった

サービスや援助を地元住民も利用できるようにＵＮＨＣＲが考慮したことで、地元住

民コミュニティーとの共生が図られている。例えば、国連児童基金（ＵＮＩＣＥＦ）

と協力し、ＵＮＨＣＲがダダーブ町の半径 150 キロ圏内に建設した 32 の井戸は、地元

住民が家庭用水や家畜用水として利用している。井戸はダダーブ地域のコミュニティ

ーによって管理されている。また、ダダーブ町には保健所が建設され、医薬品の供給

やその他の医療支援は地元住民に対しても行われている。さらに、地元住民はＵＮＨ

ＣＲの医療を無料で受けることもできる。国道の整備、ダダーブ町における中学校の

建設、ダダーブ町の子供 30 人に対する難民キャンプにおける小学校での無料教育等の

支援体制を整え、ダダーブ町の住民との良好な関係を築く努力が行われている。 

2005 年下旬に、ＵＮＨＣＲの資金でダダーブ町に行政官用の住居及び地域行政事務

所が建設され、現在はダダーブ地域行政事務所とＵＮＨＣＲの協力体制のもと、地元

住民と難民との間に生じる軋轢を調整している。 

 

５．自主帰還と第三国定住 

1999 年７月、1,387 人の難民がダダーブ難民キャンプよりエチオピアのゴダ(Goda)

とジジガ(Jijiga)に自主帰還した。また 2000 年２月には、686 人の難民が北東部と北

西部のソマリアへ自主帰還している。2001 年には、ソマリアの北東部と北西部に帰還

したいと申し出た 3,090 人の難民の帰還がケニア政府の対応により実現した。2002 年

２月には、220 人の難民がソマリアの北西部（Hargeisa と Berbera）へ自主帰還する

動きがあった。さらに 2003 年５月と６月、ＵＮＨＣＲの支援により 671 人の難民がソ

マリアへ帰還した。 

第三国定住プログラムが進められてはいるが、いまだに多くの難民が受け入れられ

ている状況ではない。ダダーブ難民キャンプにおいて第三国定住プログラムを実施し

ている主な国は、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアである。ごく少人数であ

るがヨーロッパ諸国も受入れを行っている。 

ダダーブ難民キャンプの難民が注目をされ、多くの難民が第三国定住プログラムに

よって受け入れられるようになったのは、2002 年から 2003 年初頭においてである。

対象となったのは 12,445 人のバントゥー族(Bantu)のソマリア難民であった。これは

アメリカ合衆国が受入れを容認したケースであり、まずはケニア国内にあるカクマ難

民キャンプに彼らを移動させ、アメリカ合衆国へ出発する手続が踏まれた。ソマリア

難民のうち、とりわけバントゥー族が受け入れられた背景には、ダダーブ難民キャン

プ内において、バントゥー族はマイノリティーな部族のために優先的な保護が必要で

あると判断されたことに加え、ソマリアへ自主帰還する見込みが もない部族である

と判断されたことがある。 
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2003年と2004年には、ＵＮＨＣＲダダーブ支所が独自のプロジェクトを立ち上げ、

キャンプ内で少数部族であり、かつ、自主帰還の見込みがない部族の受入れをカナダ

政府及びオーストラリア政府に働きかけた。同働きかけの結果、ソマリア及びスーダ

ン出身の約 1,000 人のミドゥガン族(Midgan)が、両政府のスクリーニングを受けた。

2004 年、約 2,000 人のアシュラフ族(Asharaf)とベナディール族(Benadir)がアメリカ

合衆国に受け入れられた。2005 年に、ＵＮＨＣＲは大きなプロジェクトを立ち上げ、

身体障害者や瀕死の状態になるほどのひどい暴力を受けた経験を持つ難民を把握する

体制を整えた。12 ヵ月間の調査で 10,000 人を超える難民が対象となった。このうち

約 2,600 人は、第三国定住プログラムの対象者であると判断され、そのほとんどはア

メリカ合衆国に受け入れられた。また、少数ではあるが、オーストラリアとカナダに

も受け入れられている。2006 年と 2007 年には、ＵＮＨＣＲダダーブ支所の主導のも

と、いまだ公的には問題視されていないものの優先的な保護が必要と思われる約

10,000 人の難民を対象にスクリーニングが行われ、そのうち 2,500 人から 3,000 人が

第三国に受け入れられるように準備が進められている。 
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Ⅲ．ダダーブ難民キャンプにおける支援状況 

１．難民登録 

ソマリアとケニアの国境に面した

ケニアのリボイ町（Liboi）に、ソマ

リアから逃れてきた難民の初期登録

を行うレセプションセンターがある。

まず、同レセプションセンターにお

いて、初期登録作業が行われ、ダダ

ーブ難民キャンプへの移動の順番を

待つことになる。ダダーブへの移動

はトラックが使われる。登録した順

番により、ダダーブへ移動するが、

身体障害者や女性、子供が優先され

る。 

2006 年に新しくダダーブ難民キ

ャンプへ入ってきた難民の数は、34,221 人である。ダダーブ難民キャンプ内にある三

つのキャンプのどこへ配置されるかは、その時のそれぞれのキャンプの状況に鑑みて、

ＵＮＨＣＲが決定するため、難民自身が決めることはできない。すでに家族の誰かが

難民キャンプで暮らしている場合は、ダダーブ難民キャンプですべての登録作業が終

了し、家族であることが確認された後、家族を統合させるために同じキャンプへ移動

する。レセプションセンターで家族構成に応じたカードが必ず世帯主に公平に配布さ

れる。同カードには、家族の人数を示した箇所に穴が開けられ、食糧や食糧以外の配

給を受けるとその都度、記録として穴が開けられる。 

多くの難民がいるために、登録作業は非常に困難な状況であるのが現状である。そ

こで、ＵＮＨＣＲは、二つの個人情報のリストを作成・管理している。一つはコンピ

ューターへの個人情報の登録が完了して食糧配給についての情報が明記されている者

のリスト、もう一つは手書きの食糧配給リストには登録されているが、コンピュータ

ーへの個人情報登録が済んでいない者のリストである。手書きの食糧配給リストによ

り、コンピューターに個人情報登録が済んでいない者でも、同リストの存在で食糧配

給がきちんと行われるようになっている。しかし、食糧配給リストは手書きのため、

多くの難民が配給を何度も受けようとごまかすこともある。 

ダダーブ難民キャンプにおいては、ＵＮＨＣＲダダーブ支所がＵＮＨＣＲに関係し

たすべての庇護希望者の登録を行い、登録者に関しての情報の事実確認やデータの更

新を行っている。また新生児の登録や、身分証明書の再発行、新しく登録した者への

身分証明書の発行、家族統合に向けた登録手続、キャンプ内での移動者の登録手続、

第三国定住者、帰還者、死亡者についての登録削除までの事務作業を行うことにより、

難民を保護する体制を整えている。 

2005 年３月、ＵＮＨＣＲとケニア政府の出入国管理局は、難民キャンプにおいて保

護を受けている難民の人口を正確に把握することを目的とした協定を結び、2005 年 11

月より人口把握に向けた取り組みが行われている。ケニア政府の出入国管理局が、難

民の人口を明らかにしようとする取り組みは 2006 年７月時点でも続けられていた。

難民の世帯ごとに配布されるカード 

（家族の人数、配給の記録箇所に穴が開けられる） 
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2006 年８月、ＵＮＨＣＲはより詳細な個人情報を記録するシステム(ProGres)を導入

した。現在はＵＮＨＣＲとケニア政府の出入国管理局が難民キャンプの中で事務所を

並べて登録手続を行っている。2006 年、22,881 人の新しい難民の登録作業が行われた。 

2006 年 12 月末日において、ダダーブ難民キャンプには、約 171,000 人の難民がお

り、このうち約 156,000 人の個人情報がＵＮＨＣＲのデーターベースに登録されてい

る。残りの 20,000 人については、順次登録作業が行われている状況である。 

 

２．支援物資の配給 

（１）食糧配給 

食糧の配給と管理は、ＷＦＰから委託

を受けたＣＡＲＥのFood Security and 

Logistics Sector が行っている。 

毎月１日と 15 日に配給される（年

24 回）。配給時間は、午前５時半から

午後２時半である。お年寄りの女性や

妊娠中・授乳中の女性、子供などには

優先して配給されている。 

配給の計画と実際の配給時の手伝い

に難民も参加しており、女性のエンパ

ワメントのために女性にも参加するよ

うに働きかけ、男性 50％、女性 50％の

参加を目標にしている。2006 年は、男

性が 60％、女性 40％の参加であった。

女性リーダーも、配給前後の会合に参

加している。2006 年には、食糧を計っ

て配給する業務に 180 人の難民が参加

し、このうち女性は 75 人であった。女

性は、塩、油、豆などの比較的軽い食

糧を担当し、男性はそれ以外の重い食

糧配給を担当した。 

 

 

 

食糧倉庫 

配給の様子 
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【表１ 食糧配給の例】 

１st cycle （例：2007 年３月１日）      ２nd cycle （例：2007 年３月 15 日） 

品目 配給量 キロカロリー  品目 配給量 キロカロリー 

小麦 100 350.000  とうもろこし 190 665.000 

無漂白の小麦 150 525.000  無漂白の小麦粉 170 595.000 

トウモロコシの粉末 200 720.000  トウモロコシの粉末 100 360.000 

豆 60 201.000  豆 55 184.250 

食物油 25 221.250  高たんぱく質粉 40 152.000 

高たんぱく質粉 40 152.000  食物油 25 221.250 

塩 5 000.000  塩 5 000.000 

計 580 2169.250  計 585 2177.500 

 

（２）食糧以外の配給 

食糧以外の物資の配給はＣＡＲＥが行っている。 

 

【表２ 配給された支援物資（2006 年度（１月～12 月））】 

アイテム 単位 Ifo 

キャンプ 

Dagahaley 

キャンプ 

Hagadera 

キャンプ 

計 

アルミニウム製バケツ 個 0 30 0 30 

アルミニウム製コップ 個 20 2 1,917 1,939 

プラスチック製コップ 個 1083 0 0 1,083 

毛布 枚 11,984 4,007 5,270 21,261 

桶 個 847 2 1,267 2,116 

水汲み用容器（10ℓ） 個 4,558 2,668 7,736 14,962 

水汲み用容器（20ℓ） 個 6 0 968 974 

調理器具セット セット 2,614 830 10,528 13,972 

プラスチック製シート 枚 22,065 3,769 6,406 32,240 

石鹸 メートルトン 90,526 37,217 96,563 224,306 

プラスチック製マット 枚 9,969 0 5,916 15,885 

 

その他、蚊帳、テント、シェルター用の木の枝等も支給されている。 

 

３．教育 

教育支援はＣＡＲＥが行っている。 
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【表３ 生徒数と教員数の割合（2006 年１月～12 月）】 

 生徒数 教員数 教員数:生徒数 理想的な比率 教員の不足数 

幼児教育 4,326 82 1:53 1:40 26 

初等教育 32,623 476 1:69 1:40 199 

特殊教育 1,955 37 1:48 1:20 48 

中等教育 1,757 41 1:43 1:40 18 

成人教育 3,530 30 1:118 1:40 58 

合計 44,191 666   349 

 

【表４ 女子と男子の割合（2007 年３月時点）】 

 女子 男子 合計 女子の割合 

初等教育 12,725 19,067 31,792 40％ 

中等教育 275 1,237 1,512 18％ 

合計 13,000 20,304 33,304 39％ 

 

【表５ 女子と男子の就学率（2007 年１月時点）】 

＊初等・中等教育をあわせた割合 

女子 37％ 

男子 63％ 

 

（１）初等教育（Grade １～８） 

2005 年に 28,383 人だった生徒は、2006 年末日現在、32,623 人に増えた（前年比

15％増）。2006 年末日現在、難民キャンプにおける小学校は 17 校あり、女子生徒の

割合は、全体の約 40％である。また、女子生徒が学業を続ける割合は 90％であり、

女子生徒が使いやすいトイレを設置したり、女子生徒へのスポーツの参加を促し、

登校する女子生徒数を増やす努力がされている。現在、教科書１冊に対して生徒は

５人、生徒数 69 人に対して先生１名である。生徒数 40 人に先生１名が望まれる。 

教室は老朽化しており、修復が必要である。2006 年度には 20 教室が修復された

が、まだ 130 教室（Dahagaley キャンプ：41、Hagadera キャンプ：41、Ifo キャン

プ：48）で修復が必要である。これらの修復に必要な経費は、16,431ＵＳドル（約

190 万円）1である。また、机の増設も必要である。2006 年度には 17 の学校で 267

台の机が新たに設置され、総数は 5,846 台から 6,113 台に増えた。現状は５人が並

んで１台の机を使用しているが、理想的には３人で１台の机の使用であり、4,652

台の机が不足している。机は一つ 2,000 ケニアシリング（約 3,200 円）2のため、総

額 129,222ＵＳドル（約 1,577 万円）の経費が必要という計算になる。 

 

                             
1 １ＵＳドル＝約 122 円で計算。以下、同様。 
2 １ケニアシリング＝約 1.6 円で計算。以下、同様。 
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（２）中等教育（Grade ９～12） 

学校が各難民キャンプに１校ずつし

かないため、教室の数が絶対的に不足

している。学校の壁には配給される食

用油の缶が使われており、暑い日には

熱がこもるため、改善が望まれている。 

 

 

 

（３）全体 

教員、教科書、教室、机、教材が圧倒的に不足しているため、教育の質を高める

ことや就学率を上げることが困難となっている。教員を増やすために、教員養成を

行うための資金が必要である。 

初等教育から中等教育へ進める生徒数が限られている。特に女子生徒の割合が低

い。そのため、「中等教育へ進める見込みが薄いのであれば、初等教育を受けさせる

意味がない」と考える親が多く、初等教育の就学率がやや減少していくのではない

かと懸念されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．環境 

ＧＴＺが環境支援を行っている。環境問題に取り組む目的は、難民及びダダーブ地

元住民の生活状況を改善すること、難民キャンプ周辺の環境を守るために難民と地元

住民の協力を促すことにある。 

ＧＴＺは、改良かまどの生産・普及に取り組んでいるが、調理用の燃料としての焚

き木が不足している。ソーラークッカーの使用も可能であるが、2006 年の洪水で故障

し、修理されていないものが多い。 

小規模ではあるが、病院や健康管理センター、学校等で農作物も生産されている。

主にピーマン、トマト、ケール等が栽培されており、2007 年１月、Dagahaley キャン

プ 190 ヵ所、ダダーブ町地域９ヵ所で農作物が生産されている。 

緑地帯の保護と再生は、全キャンプで順調に進んでいる。ＧＴＺは、難民キャンプ

中等教育で使っている教科書 

中等教育を受ける少女 
教室 

（壁がＷＦＰから配給された食用油の缶で作られている） 
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の垣根として植えられている樹木の管理にも力を入れている。トウモロコシや西瓜な

どの種も植えられており、これらの種は約 98 パーセントが苗木に成長している。 

 

（１）焚き木プロジェクト 

調理の煮炊きには焚き木が使用されている。かつては難民キャンプの周辺に難民

が焚き木を採りに行っていたことから、地元住民との間に摩擦が起こることもしば

しばあり、環境破壊への懸念が年々深刻となっていた。また、焚き木を採りに行き、

レイプや盗賊の被害に遭う難民が多かったため、1998 年よりＵＮＨＣＲが「焚き木

プロジェクト」を開始し、地元民間業者から焚き木を購入・支給する方法へ切り替

えた。焚き木の支給は、月１回行われ、家族の規模によって、支給の量が決められ

ている。 

 

【表６ 支給される焚き木】 

 

 

 

 

 

現在支給される焚き木は、必要量の 30～40％である。このため、難民は改良かま

どやソーラークッカーを使用するなどして、不足分の一部に充てている。ソーラー

クッカーは、雨の日は使用できず、また、調理に長時間を要するため、難民にはあ

まり歓迎されていない。今後は、代替燃料を見つけることが急務である。「焚き木プ

ロジェクト」により、女性や子供のレイプの被害は大幅に減少した。 

 

５．女性と子供 

（１）特別な配慮が必要な女性や子供 

ダダーブ難民キャンプには、2006 年、女性が 2,384 人（未婚の母、離婚した女性、

性暴力の被害者等）、子供が 2,016 人（孤児、親と離れたり親に捨てられた子供等）、

身体障害者の女性や老人女性が 4,680 人、新たに流入してきた女性と子供が 3,077

人いる。これらの特別な配慮が必要な女性や子供には、援助物資等も優先して配給

される。 

ジェンダーに基づく暴力は、2006 年に 436 件寄せられた。そのうち、107 件が特

に深刻なケースと判断されてＵＮＨＣＲの Protection に照会され、54 件については

現在もカウンセリングが継続されている。83 件は検査と治療を必要とし、医療機関

につなげられた。レイプが９件、性虐待やセクハラが 21 件、暴行が 12 件である。近

家族の規模（人） 焚き木の支給量（kg） 

１～２ 25 

３～４ 35 

５～６ 45 

７～10 50 

11～15 60 

焚き木の配給現場 
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年はドメスティック・バイオレンスが増加している。性器切除の問題も 80 件寄せら

れた。少年たちが性虐待に遭うケースも急増している。2006 年には６件の報告があ

り、いずれも水遊びをしているときに起きている。 

 

（２）衛生用品の配給 

13 歳～45 歳の女性を対象に、衛生用品（生理用ナプキンと下着）を配給している。 

2006 年には２回（６月と 12 月）配給があった。各ブロックの女性リーダーや、教

師、ＰＴＡ、ＣＡＶ(Committee against Violence)の委員等が受益者リストを作成

し、学校や家庭での配給を実施した。 

 

【表７ 衛生用品の配給状況】 

 受益者 下着 生理用ナプキン 

女子生徒 12,838 12,838 18,676 

女性 61,808 58,900 77,320 

新しく流入した難民女性 1,778 800 1,600 

計 76,424 72,538 97,596 

（2006 年度に実施した２回の合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．医療 

それぞれの難民キャンプに一つずつ

病院が設置されている。病院施設の入

口にはゲートがあり、周囲は鉄条網で

囲まれ、厳重なセキュリティーになっ

ている。難民キャンプの病院はＧＴＺ

が管理・運営している。 

三つの病院のベッド総数は 260 床で、

このうち Hagadera キャンプのベッド

相談所の様子 女性が暴力被害を受けたときの被害届の箱 

病院入口の看板 
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数が も多く120床、キャンプ内にはそれぞれ三つのHealth Postが設置されていた。

医療要員は各病院に医師１名で計３名、看護師は計 20 名、補助看護師は計 100 名以上

である。その他、事務員、検査技師、ドライバー、警備員、清掃員で運営されていた。 

病院は外来棟の他に一般病棟（男女の大人）、小児病棟、妊婦用病棟、結核用病棟、

小手術室、救急室、検査室、薬局の他に Mental Health Care 室があった。三つのキャ

ンプの内で も規模の大きい Hagadera キャンプの病院には、ボランティアで活動して

いるアメリカ国籍の医師がいたが、他の二つのキャンプで活動しているのはケニア国

籍の医師である。 

病院は木造またはコンクリートの建物で、ベッド間のスペースは充分の広さがあり、

内部は清潔に保たれている。訪問時、一般病棟は満床に近かったが、小児、妊婦、結

核病棟の入院患者は少なかった。 

2007年１月の患者数はDagahaleyキャンプが9,216人、Hagadera キャンプが12,143

人、Ifo キャンプが 13,087 人で、この数は 2006 年 12 月より増加している。 

2007 年１月は、マラリア、急性呼吸器疾患、水溶性下痢を疑う患者が増え、2007

年１月のそれぞれの病院のベッドの利

用率は 80％を越えた。これは 2006 年

11 月の洪水被害の影響と考えられて

いる。 

 

（１）感染疾患 

（イ）マラリア 

マラリアは、キャンプでの一般

的な疾患であり、それぞれの病院

で検査を受ける人数は 1,000 人／

月以上でその陽性率は 30～50％

である。 

マラリア患者数は明らかにされていないが、ケニアとソマリアはマラリア汚染

地区であり、感染者数は多いと推測される。またこの地域のマラリアは熱帯熱マ

ラリアで、アルテミシニン系の薬が著効し、その死亡率は低い。難民には蚊帳が

配られ、病院内のベッドもそれぞれ蚊帳付きベッドであった。 

 

（ロ）結核 

2006 年 11 月は 362 人、同年 12 月は 317 人の結核患者が確認された。この間、

３人の結核患者が死亡したが、これらはいずれも老人でマラリアや高血圧、心疾

患を合併した者だった。結核の薬物療法による治療は 92 パーセントが有効であり、

重症例は連携先であるガリッサ州立病院に搬送される。難民キャンプの病院には

レントゲン設備がないため、結核の疑いがある患者は車で２時間ほどかかるガリ

ッサ州立病院に搬送され、検査を受けることになる。 

 

（ハ）エイズ 

ＨＩＶ検査を受ける患者は月に平均 200 人以上いるが、そのほとんどは陰性で

ある。一方、陽性の患者についての具体的な情報は得られていない。難民キャン

Dagahaley キャンプの病院内で診察を待つ難民 
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プ内にＨＩＶの検査の啓蒙する看板が立てられている。しかし、検査キットが足

りなく、安定した供給が出来ていない。 

 

（ニ）風土病 

リフトバレー熱はソマリア、ケニアを中心とした風土病で動物原性感染症のウ

イルス疾患である。そのウイルスは蚊が媒体となりこの蚊に刺された動物などか

ら感染するとされる。症状は出血熱などで、ワクチンにより予防が可能である。

今までに難民キャンプで２例のリフトバレー熱患者があり、そのうち１例は死亡

している。 

 

（２）重症患者 

キャンプでは治療できない重症患者または検査を必要とする患者は、ナイロビま

たはガリッサの病院へ搬送される。2007 年１月 20 日から２月 21 日までの１ヵ月間

で 83 人がガリッサ州立病院に搬送され、14 人は手術を受けている。婦人科疾患、

痔、乳房切断、下肢切断、前立腺切除などであった。現在の難民キャンプでは全身

麻酔を要する手術はできず、局所麻酔の小手術のみが可能である。 

 

（３）予防接種 

麻疹のワクチンは定期的に行われている3。麻疹の流行は現在見られない。破傷風

予防接種も随時行われているが義務化されていない。難民キャンプではワクチンは

適切に保管されている。 

 

（４）死亡率 

2007 年１月のＣＭＲ（粗死亡率／

1,000）は 0.23 で、５才以下の死亡率

も 0.32 と前月比で増加していた。その

主な死亡原因は急性の感染性呼吸器疾

患によるものだった。 

 

（５）栄養 

2007 年３月のＷＦＰからの食糧配

給は小麦粉、とうもろこし粉、油、塩

など１人あたり約 2,100 キロカロリー

になっている。難民キャンプ内には大

型テントが並び厳重に管理された食糧

倉庫がある。食糧は月に２回配給され

その配給方法等うまく配慮されていた。 

ソマリア人は元々身長が高く細身で

あるが、特に栄養の状態が悪いと思わ

れる様子ではなかった。乳児の中にも

                             
3 ケニアの法律に基づいて義務化されている。 

病室 

病気の乳幼児 
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栄養失調の子供は存在するが、その数は少数と思われる。充分な食糧配給が実行さ

れている様子である。 

 

７．給水と衛生 

（１）給水 

キャンプ内の給水ネットワークは、ＣＡＲＥが担当している。水はすべて地下水

を利用している。動力ポンプを用いて地下水をくみ上げ、タンクに貯水し、キャン

プへ配水している。地下水をくみ上げる施設は鉄条網に囲まれ、警備員を常駐させ

て厳重に管理されている。キャンプ内には 17 の井戸があり、このうち 13 が常時使

用されているが、残りの四つは非常の場合に備え通常は使用していない。給水用の

タンクは 22 個ある。井戸からポンプでくみ上げられる水は１ヵ月に約 87,000 立方

メートルである。難民１人あたり１日 18 リットルの水が供給されていたが、難民の

増加に伴い、水の需要が増加し、難民１人当たりの水の供給量が１日 18 リットルか

ら 16 リットルに減少している。 

水質検査は、毎週２回、三つのキャンプで行われており、井戸、蛇口、携帯容器、

住居において細菌の汚染がないかが監視されている。衛生の促進と教育のキャンペ

ーンが毎週監視員によって行われている。安全な水を供給するために水は塩素処理

されている。井戸における塩素濃度は水１リットル当たり 1.5 ミリグラムが維持さ

れ、蛇口から出てきた際の残留塩素濃度は水１リットル当たり 0.3 ミリグラムとさ

れている。13 の井戸からくみ上げられた水はタンクに蓄えられ、総延長約 70 キロ

の水道管により 231 の蛇口に供給されている。水道管の管理は十分されているが、

老朽化により漏水や破裂も多い。 

建設中の IfoⅡキャンプでは、水道管の配水設備が完成していないため、ケニア

赤十字のトラックで給水が行われている。洪水が起きたときや雨季において、水源

を汚染から守ることが課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水くみ上げ場 給水場所 
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（２）衛生 

トイレは地下浸透式である。地面に

深い穴を掘り、周囲を簡単なトタンで

囲み、足元をコンクリートで固めて穴

を開けたものである。 初はＵＮＨＣ

Ｒがトイレを作り、難民へ供給してい

るが、汚物が多くなり使用できなくな

ると埋め立て、２回目以降は難民自身

がトイレを作らなければならない。

2007 年４月時点で、１世帯に一つのト

イレが備えつけられている。 

 

８．職業訓練とコミュニティー支援 

コミュニティー支援活動はＵＮＨＣＲ Community Service Team（以下、ＣＳＴ）と

ＣＡＲＥ Community Development Sector（以下、ＣＤＳ）が担当している。 

ＣＳＴは主に同伴者のいないもの、年配者、身体障害者等の弱者保護を行っている。

また、若者や女性に対する職業訓練も行っている。ＣＤＳは、カウンセリング、スポ

ーツと若者の育成、婦人子供、社会の向上と福祉という四つの部門に分かれて活動し

ている。1994 年以来、Community Self Management（ＣＳＭ）コミュニティーの自治

管理が強化され、住民の意思決定行為、計画立案、各種活動の実施に住民の積極的参

加がされるようになっている。 

 

（１）職業訓練 

キャンプでの青年向けの能力開発プログラムとしては以下のようなものがある。 

・新聞編集  ・コンピューター  ・洋裁  ・タイピング  ・簿記 

・集団力学（心理学）  ・資産運用  ・マーケティング（市場調査） 

・ビジネススキル 

 

 

 

 

水くみ用の容器を持って給水に集まる 

地下浸透式トイレ 
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（２）障害者支援 

視覚・聴覚・精神的・身体的障害者には特別の学校教育が実施されるように配慮

されている。障害者の人口は3,753人で、そのうち女性が1,713人で45％を占める。

障害者人口のうち、身体障害者が全体の 53％、盲目が６％、弱視が７％、耳の不自

由な者が７％、言語障害が６％、精神障害が９％、多重障害者が６％、てんかんが

６％である。 

障害者へのリハビリサービスが 695 人（うち女性 137 人）に対して行われている。

306 人は理学療法で、166 人は日常生活をしながらリハビリを行っている。また、障

害者は、独立のため、大工、皮職人、車椅子工場で移動用道具（松葉杖、ステッキ、

網包帯、乳母車、便座、ひじや足首用添え木等）の修理の支援を受けられる。また、

年寄りのためのロバ車による輸送のサービスも行われている。 

 

９．通信・電力 

（１）無線 

ナイロビからＵＮＨＣＲダダーブ支所までの間は自動車無線で連絡が取れる体制

が整えられている。キャンプ内に鉄塔が建てられており、難民キャンプとＵＮＨＣ

Ｒダダーブ支所との間で、常に無線で連絡が取れる状態にある。携帯電話は、難民

キャンプでも利用可能である。無線設備はＵＨＦ、ＶＨＦ、ＨＦがあり、車にはＵ

ＨＦとＶＨＦの無線が、一部の車についてはＨＦの無線もついている。Dadaab、

Dagahaley、Hagadera、Ifo、Garissa、Elwak の間はＨＦの無線でつながっている。

ただし、激しい雨や曇天の場合には、通信の品質が著しく影響を受けることがある。 

 

（２）電力 

ＵＮＨＣＲダダーブ支所には、250ＫＶＡの発電機が１台、200ＫＶＡの発電機が

２台ある。３台のうち１台を順繰りに休ませながら使用しているが、電力はまだ不

足気味である。また、ＣＡＲＥの事務所がある敷地内には、60ＫＶＡと 100ＫＶＡ

の発電機がある。発電機は、Hagadera キャンプに 60ＫＶＡ、Dagahaley キャンプに

60ＫＶＡと 40ＫＶＡ、Ifo キャンプに 60ＫＶＡと 58ＫＶＡのものがある。ただし、

電気は支援組織の設備で使用され、難民の住居等への電気は提供されていない。 

 

（３）電話、インターネット 

ＵＮＨＣＲダダーブ支所には、電話とインターネット用に直径約 2.5 メートルの

Dagahaley キャンプのユースセンター 
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パラボラアンテナが設置されている。キャンプ内の

主要施設には電話が設置されているが、回線は不足

している。 

携帯電話はキャンプのどこでも使用可能である。

難民は携帯電話を難民キャンプ内のマーケットで購

入することができ、多くの難民が所持している。主

に利用されているのはプリペイドカードタイプの携

帯電話である。また難民キャンプ内のマーケットに

インターネットと公衆電話を設置した店があり、イ

ンターネットの利用料金は１分２ケニアシリング

（約３円）である。パソコンは十数台、公衆電話が

数台あった。 

 

インターネット店での様子 



 －23－ 

Ⅳ．将来の課題 

１．ヘルスケア 

2006 年夏からの新たな難民の流入により、難民キャンプの人口はキャパシティーを

大幅に超えており、病院の新設や設備の拡充、医師や看護師を増員する必要がある。

例えば、レントゲン機器は、国際移住機関（ＩＯＭ）からの支給を受けることができ

るが、専門のレントゲン技師を確保できないといった問題がある。難民の増加に伴い、

保健衛生やＨＩＶ/ＡＩＤＳの教育・啓発に従事できるスタッフの確保も急がれている。

また施設、設備等の老朽化が極めて深刻な状況である。 

 

２．環境 

毎日の調理に必要な焚き木は、ＵＮＨＣＲの財政状況により、ニーズの約３～４割

しか支給されていない。不足分については、改良かまどやドイツのＮＧＯによって寄

贈されたソーラークッカーを利用しているが、これは不足分の一部に充てられている

にすぎない。ソーラークッカーは雨が降れば使用できず、また調理にも時間がかかる

ことから、難民にはあまり歓迎されていない。ケニア政府も環境問題を非常に懸念し

ている。そのため、今後は環境にも配慮した代替エネルギーを検討していく必要があ

る。 

 

３．教育 

キャンプの人口の 47.5％は青年である。学校に通わない青年の人数も増えている。

これは初等教育や中等教育を終えた後の教育の機会がないためである。特に中等教育

では、各難民キャンプに１校ずつしかない。中等教育に進める機会を増やすことが望

まれている。教室を増設し、トレーニングにより教員を増員するための資金が必要で

ある。 

 

４．道路 

難民キャンプ周辺は、道路が整備されてなく、砂漠地帯の悪路を走らなければなら

ない。そのため、毎年の雨期には車両による通行が困難となり、支援物資の輸送に大

きな支障をきたしている。2006 年 11 月には、大洪水の被害により、約１ヵ月間車両

による通行が遮断された。そのため支援物資は空輸に頼らざるを得なくなり、輸送費

の負担はたいへん深刻な状況に直面した。気象状況に影響される輸送の問題を改善す

るために、道路の整備が必要である。 
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