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調 査 概 要 
 

Ⅰ．調査の目的 

ヨルダンには、平成 15（2003）年から続く隣国イラクにおける宗派間の対立や他の武

力衝突を逃れ、多数の難民が流入している。イラクにおける治安状況は悪化の一途をた

どっており、ヨルダンへのイラク難民の流入が続く中、ヨルダン政府は同難民の新規入

国を厳しく制限し始めたと言われている。 

ヨルダン国内のイラク難民の数は約 45～50 万人と推定されており、その多くは都市

部に暮らしている。ヨルダン政府、国際機関及びＮＧＯは、イラク難民の支援のニーズ

に応えるべく尽力しているが、同難民の増加に対応しきれておらず、さらなる中長期的

な支援が求められている。 
ヨルダンのイラク難民支援に関する、日本のＮＧＯの関心が高いことから、今回の調

査は、①イラク難民のヨルダンへの現在の流入状況、②ヨルダン政府、ＵＮＨＣＲ等の

国際機関及びＮＧＯ等のイラク難民に対する支援活動の状況、③イラク難民支援の方向

性を把握すると共に、これらイラク難民に対する日本のＮＧＯ等における支援活動の開

始・継続の可能性を検討する際の参考に資することを目的とした。 
 

Ⅱ．調査の実施概要 
１．調査実施期間 

平成 19 年 12 月７日（金）～12 月 15 日（土） 

 

２．調査対象国 

ヨルダン・ハシェミット王国 

 

３．調査員 

（１）アジア福祉教育財団 難民事業本部 企画調整課企画第二係員 八家由美子 

（２）特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 事務局長 高松 幸司 

（３）社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 事業強化・緊急部長 宮下  礼 

 

４．調査方法 

政府機関、国際機関、ＮＧＯ等の関係者からの聴取及びＮＧＯ活動現場視察調査を

行った。 

 

５．訪問先及び面談 

12 月９日（日） ①在ヨルダン日本大使館 

面談者：中島一等書記官、狩俣一等書記官 

 ②ヨルダン計画省訪問 

面談者：Ms. Feda Faleh Gharaibeh 

(Director, Coordination Office for the 

Reconstruction of Iraq)他２名 

 ③セーブ・ザ・チルドレン 
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面談者：Mr.Dennis Walto  

(Country Director Jordan & Lebanon) 

12 月 10 日（月）①ＵＮＨＣＲヨルダン事務所・イラク事務所 

面談者：Mr.Imran Riza (Representative) 

Ms.Anne-Marie Deutschlander  

(Senior Protection Officer) 

Mr. Peter Janssen (Durable Solutions Officer) 

Mr.Giorgi Sanikidze (Programme Officer) 

Mr.Anteneh Tesfaye (Programme Officer) 

Mr. Marco Roggia 

(Senior External Affairs Officer) 

Ms.Karmen Sakhr (Registration Officer) 

Ms. Megumi Ito（JPO） 

 ②Higher Council for Youth 

面談者：Dr. Mahmoud Al-Sarhan  

 ③ハシミテ慈善協会 

面談者：Dr. Majed A. Osaileh  

(Acting Director of Public Relations & Media) 

 ④国境なき子どもたち活動現場視察 

面談者：西本敦子氏 

12 月 11 日（火）①セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン活動現場視察 

面談者：Ms.Rawda F. Al Hudhud 

高松郷子氏 

 ②Terre Des Hommes Italia 

 (The Soldier’s Families Welfare Society)  

面談者：Ms. Suhad Ahmed Ali (General Manager)他１名 

 ③日本国際民間協力会活動現場視察 

面談者：南詠子氏 

12 月 12 日（水）①NGO Coordination Committee in Iraq (NCCI) 

面談者：Mr. Kasra Mofarah (Executive Coordinator)  

 ②ヨルダン赤新月社 

面談者：Ms. Laura Smith (International Co-ordinator) 

他１名 

 ③Canada International Development Agency 

面談者：Mr. Hong-Won Yu (Counsellor (Development-Iraq)) 

Ms. Kristen Chenier (Counsellor (Development) 

12 月 14 日（木）①Caritas Jordan 

面談者：Mr. Wael Suleiman (Executive Director) 

Ms. Suhad J. Zarafili (Project Officer) 

 ②ヨルダン教育省 

面談者：Mr. Mohamad Okouar (Managing Director) 
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調 査 結 果 
 

（要約） 

Ⅰ．ヨルダンにおけるイラク難民の概況 

旧フセイン政権崩壊後に周辺諸国へ流入したイラク難民の総数は約 240 万人で、そのう

ち約 45～50 万人がヨルダンに滞留していると言われている。流入したイラク難民は主に

アンマン周辺地域に居留しているが、最近ではアンマン周辺の物価高騰を受け、アズラッ

ク等比較的物価が安い地方都市周辺へ移動する傾向がみられる。イラク政情に安定化の見

通しがない状況にあって、終わりの見えない日々の積み重ねがストレスを生んでいる。こ

のことは難民を庇護するヨルダン側の許容の持久力を削ぐと同時に、難民自身の忍耐や自

尊心の持久力を削いでいる。ヨルダンにおけるイラク難民の数はヨルダン総人口の約１割

を占めるに至っており、政治・経済・社会等様々な面において多大な負担を強いる状況が

続いている。ヨルダン政府の方針は、新規の流入を制御しつつ、庇護する側の受容力を総

体的に増強することで滞留の長期化にかかる様々な問題を吸収していくことにある。 

 

Ⅱ．イラク難民に対する支援 

１．給水と衛生 

ヨルダン国内のイラク避難民は首都アンマンとその郊外に集中して居住しており、い

わゆる都市滞留型難民であるため、従来の難民キャンプの生活状況とは異なる。多くの

イラク難民はアンマンを始めその他の都市のインフラの恩恵を受けている状況にある。 

ＦＡＦＯ（Ｉ．２．（１）の脚注２参照）による調査結果からも、調査対象となった

ほとんどすべてのイラク人世帯が電気、水道、下水の公共設備にアクセスできているよ

うである。 

しかしその一方で、ヨルダン政府はイラク避難民の流入により、水や電気の供給など

インフラに膨大な負担がかかり財政に深刻な影響が出ていると訴えている。ヨルダン国

民の供給分でさえ不足傾向にある状況下で、ヨルダン総人口の約 10％に相当するイラク

避難民が流入することにより、供給能力の限界が強く懸念されている。 

衛生用品の配布については、貧困層に対しては国連難民高等弁務官事務所（以下、Ｕ

ＮＨＣＲとする）が Care International を通じて行っている他、ヨルダン赤新月社

（Jordan Red Crescent（以下、ＪＲＣとする））はドイツ赤十字の協力でイラク避難民

9,000 世帯に衛生用品パッケージを配布している。このような Non-Food Items（ＮＦＩ）

の配布は、困難な状況下でイラク難民が尊厳を維持できるようにするための重要な支援

となっている。 

 

２．栄養と食糧配給 

食糧配給の四つの主な配給ルートがある。第一に、ヨルダン政府主導で実施している

もの。ヨルダン社会開発省は日本のＮＧＯである日本国際民間協力会（以下、ＮＩＣＣ

Ｏとする）と協力の下、ザルカにて貧困層への食料供与事業を展開している。第二にＵ

ＮＨＣＲがＩＰ（実施団体）を通じて実施しているもの。ＵＮＨＣＲはアンマン、アン

マン近郊都市のザルカ、シリア国境近くのイルビットにおいて最も困窮度の高い 1,500

世帯に対し食糧配給を行っている。ＵＮＨＣＲの下、実際の配給はハシミテ慈善協会、

Mercy Corps、 Terre des Hommes（以下、ＴＤＨとする）、 Jordanian alliance against 
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hunger (ＪＡＡＨ)を通じて実施されている。第三にＪＲＣとＮＧＯの協力によるもの。

ＪＲＣは Islamic Relief England とのパートナーシップによるものと、Islamic Kurdish 

League の寄付によるもので、イラク人世帯に食糧配給を行っている。最後に、ＮＧＯ独

自のもので、例えば、Caritas Jordan がザルカにて独自に実施している食糧配給がある。 

 

３．職業訓練 

ＴＤＨやＪＲＣにおいて、ヨルダン人とイラク人双方を対象とした職業訓練が実施さ

れている。裁縫、コンピュータ、手工芸、ハーブ栽培等、コースは多岐に渡る。 
職業訓練には、技術習得のみならず、心理ケア・セラピーとしての役割や難民と地域

コミュニティーの潤滑油としての役割といった深い意義がある。 
 

４．医療 

イラク避難民支援において、最もニーズが高いものの一つが医療だと言われている。

一次医療（Primary Health Care）が必須であることに加え、原因は明らかになってい

ないが高血圧、糖尿病といった慢性疾患がイラク人に顕著に見られるため、対策が求め

られている。 
ＪＲＣやカリタス・ヨルダン(Caritas Jordan)がＵＮＨＣＲとのＩＰ契約のもと、基

礎医療、歯科治療、心理社会的ケアなどの医療サービスを提供している。 
 

５．語学教育 

語学教育について、国境なき子どもたち（以下、ＫｎＫとする）が Higher Council for 

Youth（以下、ＨＣＹとする）と協力して英語学習事業を実施している。ＫｎＫはＨＣ

Ｙと協力して、ＨＣＹの管轄の下で運営されているフヘイスのユースセンターにおいて

青少年女子（イラク人とヨルダン人）を対象に英語学習のためのクラスを週５日実施し

ている。 
 

６．学齢児童の教育 

イラク難民支援において、平和教育やホストコミュニティーとの共生といった観点、

また、紛争の影響を受けた子どもの生活を守り、学習の機会を与え、全人的な発達（社

会的、認知的、身体的）を育成する面からも教育分野における支援は非常に重要であり、

国際機関も支援に力を入れている。 
元々の制度はヨルダン国籍ではない子どもがヨルダンの教育制度の恩恵を被るため

には合法的な滞在許可が必要であった。しかしながら、今般のイラク難民の流入がイラ

ク人の子どもの教育機会を奪うことを憂慮した４月のジュネーブ会議を経て、滞在許可

の無いイラク人の子どもも無条件で登録でき、ヨルダン教育を受けられることとなっ

た。学年は証明書類があればその学年に、無ければ試験を実施し適切な学年に編入する

こととなる。ＵＮＨＣＲはＮＧＯとＩＰを締結し、制服・学校用品セットの配布を実施

している。 
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７．女性と子ども 

正式に滞在許可が無いと正式な就業機会も得られないため、メイドなど家内労働に従

事する女性が多くおり、ヨルダン政府もその存在を認識している。教育水準の高いイラ

ク人女性の多くはイラク国内で働いた経験があるが、その経験を活かせないままでい

る。とくに女性、子どもといった弱者が長期にわたる難民生活に疲弊している状況は深

刻である。イラク国内での戦闘・テロの体験からくるショックやヨルダンにおける避難

生活を経験するショックを和らげるための心理社会的ケアを含めた支援ニーズは高い。 
 

８．その他 

イラク国籍を持つ者がヨルダンで滞在許可（及び就業許可）を得るには、銀行口座に

15 万ドルの預金が必要である。よって、正式に滞在許可を取得できるイラク人は富裕層

に限られ、より支援を必要とされる弱者グループは就業機会を得られない。また、正式

な滞在許可を未更新の場合、一日当たり 1.5 ヨルダン・ディナール（約 251 円）の罰金

が科せられる。 
女性はヨルダン政府も存在を認識しているメイドなど家内労働に従事できる可能性

があるが、男性の就業機会は現在では医療従事者に限られている。よって、就業機会が

ない男性が家に閉じこもらざるを得ない環境下に加え、イラク国内での戦闘・テロや脅

迫の体験からくる精神的打撃により、家庭内暴力が多くなっているとのことである。女

性や子どもに限らず精神的ダメージを受けているイラク人男性を対象とした心理社会

的ケア支援のニーズも高いと思われる。 
 

Ⅲ．将来の課題と展望 

イラク難民の滞留が長期化していることは、ヨルダン市民の生活に多大な負担を強いて

いる。許容の限界を迎えることで、ヨルダン市民の寛容な姿勢が崩れつつあるように見受

けられる。日々、近隣で生活をともにする市井の人々の感情が極端な忌避と排他の方向へ

向かうことのないよう、実生活の上で、イラク難民を庇護していく努力が広く世界中の

人々から感謝され、また支援されているという実感が得られるよう努めていく必要があ

る。 

滞留するイラク難民は、イラク国内が安定を取り戻した暁には、国家再建を主体的に担

っていく責務を有している。難民としての生活が長引くことにより、コミュニティーの一

員としての生産的な機能が失われ、帰国した際に、社会再生における新たな不安定要因と

なることのないよう、先々を見越した対応を施す必要がある。ヨルダン国内において就労

の機会を得ることは難しい状況にあるものの、なにがしかの生産的な活動への関与、ある

いは教育や職業訓練の機会を得ることにより、難民の人々が先々に向けた建設的な姿勢を

維持していこうとする努力を支援していくことが望ましい。 
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Ⅰ．ヨルダンにおけるイラク難民の概況 

１．概要 

（１）ヨルダンという国 

ヨルダンは面積8.9万平方キロメートル1（日本の約４分の１）、人口535万人（2005

年）の中東・西アジアに位置する王国である。イスラエル、パレスチナ暫定自治区、

サウジアラビア、イラク、シリアと接しており、イスラエル、パレスチナ自治区と

はヨルダン川と死海が国境である。国土の80％は砂漠地帯に属し、人口の約７割以

上はパレスチナ系住民が占めると言われている。公用語はアラビア語で、信仰する

宗教の割合はイスラム教93％（スンニ派がほとんどを占める）、キリスト教等７％

となっている。ヨルダンは中東に位置しながら、非産油国であり、際立った外貨獲

得手段のない脆弱な経済構造をもつと言われている。イラク戦争まで、必要とする

原油の100％をイラクに依存し、その半分を無償で、残り半分を優遇価格で調達し

ていたため、イラク戦争後の石油供給中断により経済は多大な影響を受けた。さら

に、ヨルダンの基幹産業である観光業も2001年９月11日の米国同時多発テロ事件、

イラク戦争の影響を受け伸び悩みを見せている。外交面でヨルダンはイラク問題、

パレスチナ問題という二つの重大な国際問題の当事国に囲まれている特性を持つ

ことから、中東の安定要因としての役割を担うことが国際社会から求められている。 

 

（２）イラク難民の概況 

旧フセイン政権崩壊後の政情不安を背景に周辺諸国へ流入したイラク難民の総

数は約240万人。そのうち約50万人はヨルダン、約150万人はシリア、その他約40万

人が域内中東諸国に滞留している。ヨルダン及びシリアに滞留するイラク難民は共

に総人口の約１割を占めるに至っており、政治・経済・社会等様々な面において多

大な負担を強いる状況が続いている。 

元来、アラブ社会は助けを求める者を庇護することにおいて寛容な社会と言われ

るが、イラク政情に安定化の見通しがない状況にあって、終わりのみえない日々の

積み重ねがストレスを生み、難民を庇護する許容の持久力を削いでいる。また同様

に、難民自身の忍耐や自尊心の持久力を削いでいる。様々な摩擦や衝突が露見しは

じめているなかで、風紀や治安維持上の不安要因として懸念され始めていることは、

受入側の許容力に限界が近づいていることの証左と言える。ヨルダン及びシリアに

おけるイラク難民は、主に都市部の居住区域に浸透して滞留しているという特徴に

おいて従来と異なる。難民としての認知の問題とともに、難民登録や生活状況の把

握、支援の提供において、的確にアクセスすることが難しい状況をもたらしている。

ヨルダン政府の基本方針は、新規の流入を制御しつつ、庇護する側の受容力を総体

的に増強することで滞留の長期化にかかる様々な問題を吸収していくことにある。

ヨルダン政府は2007年４月のイラク難民支援周辺諸国会合（ＵＮＨＣＲ主催、於：

在ジュネーブ国際機関日本政府代表部）を契機にイラク難民支援の政策を変更、広

く国際社会に対して支援を要請することとした。ヨルダン政府の対応方針について 

 

                 
1  外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/jordan/index.html 
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は近々、「イラク難民の滞留がヨルダンのインフラや経済に与える影響をまとめた

文書」及び「イラク難民支援方針・手引書」の発行をもって詳細が明らかにされる

予定である。 

シリアでは米国系援助団体が活動することはきわめて難しい反面、ヨルダンでは

援助団体の国籍によりさしたる困難性は認められない。特筆すべきは親日感であり、

日本のＮＧＯが活躍できる素地は広い。 
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２．ヨルダンにおけるイラク難民の現状 

（１）イラク難民 

イラク難民の総数は約 45～50 万人（ＦＡＦＯ2報告）。主にアンマン市周辺地域に

居留しており、大まかに三つのカテゴリーに分類される。 

 

カテゴリー１：2003 年から 2004 年にかけて越境した富裕層であり、医療やエンジ

ニアリング等高度な専門技術の提供やビジネスへの新規投資が見込める対象とし

て基本的には歓迎される存在。ただし、裕福さが窺える生活振りが、総体的な物価

の急騰と相まって、ヨルダン市民の嫌悪感を誘引する元凶とされる。 

 

カテゴリー２：2004 年から 2006 年２月のサマワ爆破事件以前に流入した中・上流

階層であり、バース党に属しバグダット周辺地域に居住していたテクノクラートが

大半を占める。家族の誘拐等、犯罪集団による脅迫から逃れてきた人々が多く、蓄

財を取り崩すことで生活の糧を得ている。基本的に滞留が黙認される存在。蓄財の

他、年金受給や賃貸収入、親類縁者からの仕送り及び資産の売却が主な資金源とな

っているが、その限界は見え始めており、この階層の貧困層への転落が危惧される。 

 

カテゴリー３：2006 年２月にスンニ派武装勢力によるシーア派モスク爆破と、それ

に続く宗派分裂・対立の混乱により流入した貧困層であり、社会の不安定要素とし

て歓迎されない存在。不法に就労しているとみられるイラク難民が約 20％いるが、

この貧困層カテゴリーがその大半を占め、ヨルダンの失業率上昇の元凶とされる。

また、犯罪や違法行為に手を染める存在として懸念され、強制送還される事例も少

なくない。一方で、潜伏状況にあることから外部との接点に乏しく、ニーズの高さ

は明白でありながら、実際に支援を届けることは困難な存在である。 

 

（２）イラク難民の移動 

域内においては、アンマンからアズラック等地方都市へ、ヨルダンからシリアへ、

シリアからイラク国内への移動がみられる。 

アンマン周辺の物価高騰を受け、アズラック等比較的物価が安い地方都市周辺へ

移動する傾向がみられる。伝統文化の保護色が強い地方における許容力にどのよう

に浸透していけるのか、中長期的な視点での対応方針が必要とされる。 

ヨルダンからシリアへの移動は、新たな査証のシステムが 2007 年 10 月に導入さ

れ、入国が制限され始めて以降、制止されている状況である。 

シリアでは、イラク政府の資金拠出により難民帰還用バスがチャーターされ、イ

ラク国内への難民帰還を促進する活動が 11 月より開始された。治安回復の見込み

や生活資金の欠乏等により、自発的に帰還する難民は増加傾向にある由であるが、

一方で、帰還した人々が新たな国内避難民となるケースや行方不明になるケースが 

 

                 
2  ＦＡＦＯとはノルウェーの研究機関でヨルダン政府の要請を受け、2007 年４～５月にヨルダンにおけ

るイラク人調査を実施。ノルウェー外務省、世界人口基金（ＵＮＦＰＡ）の資金協力を得て“Iraqis in 

Jordan 2007 Their Number and Characteristics”を 2007 年 11 月に発表。 
 http://www.fafo.no/ais/middeast/jordan/Iraqis_in_Jordan.htm 
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報告されている模様。 

ヨルダンでは、ＵＮＨＣＲが自発的に帰還する難民に支援を提供しているが、安

全確保の観点から、組織的な帰還活動を開始する時期には至っていないということ

が基本的な立場である。イラク難民の大半は、ヨルダンを第三国へ移住する中継地

と考えている。第三国定住として、米国を始めとしてブラジルやオーストラリア、

ヨーロッパ諸国等に移住する難民、また、親類縁者を頼って第三国へ出国する難民

も存在するが、その数は寡少である。 

 

（３）イラク難民の生活 

イラク難民は、特定の者（医療従事者等専門技能の資格を有する者、ヨルダン企

業との資本合弁等）を除き、就業することは実質的に制限されている。そのため、

大半は、蓄財の取り崩しや親類縁者の仕送りに頼る生活を余儀なくされている。ま

た、年金の受給や賃貸料の徴収、あるいは資産の売却を行うためにイラク国内を頻

繁に往来していた難民も多く存在するが、国境管理が厳しく制限されるようになり、

この資金ソースは機能が失われつつある。その他、一部の難民はやむなく不法な就

労に頼らざるを得ず、また、ヨルダン人の名義を借りて小規模なビジネスを営むな

どして生活の糧を得ている。 

なお、アンマンやザルカといった都市部では、イラク難民の若者が夜と共に路上

に集まり、犯罪の増加等、治安悪化の元凶として問題視されている。 

 

３．ヨルダン社会への影響 

人口の約１割に相当するイラク難民が滞留する現状は、内政、経済、社会、治安等、

多大な影響をヨルダン社会へ投影している。新たな経済投資が得られるという視点も

確かに見受けられるものの、その対価は部分的かつ寡少に過ぎず、様々な負担の蓄積

は、インフレによる市民生活の圧迫や、風紀、治安維持等に波及し、大きな社会問題

と認識されている。 

 

（１）ヨルダン政府の基本方針 

ヨルダン政府は、多くのパレスチナ難民を受け入れた実体験から、難民の受け入

れについて慎重を期す方針にある。昨今のイラク難民の滞留問題についても、第二

のパレスチナ難民にはしないということが、基本方針として認識されている。 

また、イラク難民に対する支援が独立独歩で進められることにより、ヨルダン市

民の生活と分離された特殊な領域で存在することとすれば、市民の民意を得ること

は難しい。あくまでも受容側の許容力を増強することで、限られた領域の中での共

存の在り方を探っていくことが、もう一つの基本方針として確認されている。 

ヨルダン政府による具体的な対応方針については、近々に発行される「イラク難

民の滞留がヨルダンのインフラや経済に与える影響をまとめた文書」及び「イラク

難民支援方針・手引書」にて明らかにされる予定である。 

何がしかの対価を意識することなく、人口の約１割を占める難民を受容し続ける

ことは難しく、イラク再興のシナリオとの相関や周辺諸国との外交、及び国際社会

との関係性も含め、イラク難民を受容していくことにかかる民意の理解を維持して

いくことは、容易ならざることと見受けられる。 
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（２）ヨルダン経済 

総人口はの約１割に相当するイラク難民が滞留している状況は、社会インフラの

大きな負担となっている。生活用水や電力の不足が深刻化しており、このままの規

模で難民を受容し続けるに足る余力はない。富裕層のイラク難民や湾岸諸国からの

投資をもとにホテルの建設や各種ビジネスの拡張等が進められ、新たな雇用機会の

増幅等のプラスの面も考慮し得るものの、総体的には失業率は増加しており、そも

そもにおいてインフレ基調による生活用品の物価上昇に苛まれていることから、市

民の生活感はむしろ減退傾向にある。中東にありながら産油国ではなく、主な産業

を農業や物流に依存している産業構造のもと、国際援助コミュニティーによる経済

支援は不可欠な状況と見受けられる。 

 

（３）ヨルダン文化 

生活に困窮したイラク難民が、児童売買や売春に手を染める問題が懸念されてい

る。また、就学児童が学校に通学することなく家内労働に従事することが恒常化し

つつある状況も報告されている。 

イラクでは家族内における家長の威厳は絶大なものがあり、その威厳のもとに秩

序が維持されている面がある。家長が就労により生活の糧を得ることができなくな

ることで秩序が崩れ、そのストレスから家庭内暴力に至るケースが報告されており、

心理社会的ケアの必要性が認められている。 

 

（４）治安 

2005 年当時、主に外国人が宿泊するホテルが爆破される事件が頻発して以降、社

会を揺るがすような大事件はおきていない。ヨルダン治安当局による徹底したテロ

行為の予防策が功を奏した成果とみられている。また、イラク国内におけるイスラ

ム宗派間の抗争がヨルダン国内に持ち込まれ、治安上の懸念として実体化している

ケースも今のところは公表されていない。 

一方で、アンマンやザルカといった都市部では、犯罪率の増加や治安の悪化が報

告されており、イラク難民滞留の長期化がその元凶として問題視されている。 

 

４．ヨルダン政府の対応 

（１）所轄部局 

イラク難民支援にかかる所轄は、ヨルダン計画省が務めている。また、政府とし

ての対応戦略の策定にあたっては、外務省、内務省、教育省、保健省、社会開発省

及び計画省による各省横断のイラク難民支援特務委員会が設けられており、事務局

機能は同様に計画省が務める体制が敷かれている。イラク難民の支援を行う際には、

窓口としての計画省へ申請を行い、イラク難民支援特務委員会における協議を経て、

各省との調整へ移行する仕組みとなっている。但し、国連機関や国際ＮＧＯなどの

支援機関は実態として、各省の担当部局と事前のすり合わせを行い、事前の了解を

得た上で計画省へアプローチすることが通例となっている。 

 

（２）イラク難民管理 

イラク人の入国に対しては、昨年末より厳しい条件が課されることとなり、ヨル
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ダン・イラク国境は事実上、封鎖されている状況にある。イラク難民は asylum seeker

として登録することができるが、あくまでも第三国へ移住することを目的とする期

間限定（６カ月）の滞在許可証であり、居住許可証ではない。なお、滞在許可証で

合法的に就労することはできない。滞在許可証は基本的に期間延長が認められない

ものであるが、ＵＮＨＣＲは実態へ対応する上で不可欠との認識のもと、滞在許可

証の延長を手続きしている。 

滞在許可の登録数は 10%未満であり、90％以上の難民は未登録のまま、不法滞在

の状況にある。登録することにより、ヨルダン当局やイラク国内で経験した脅迫の

追っ手に居所が明らかになることを恐れている。登録が進まないことは難民の生活

状況の把握を難しくし、また、支援の対象者として選定を難しくすることから、イ

ラク難民支援における根本的問題として認識されている。 

 

５．国際援助コミュニティーの対応 

（１）援助調整 

援助調整の機能は、概ね発展中の段階といえる。教育や心理社会ケアのセクター

に関しては、ＵＮＩＣＥＦと Save the Children （以下、ＳＣとする）が中心とな

りワーキング・グループを組織して調整に努めている。ヨルダン政府による対応方

針が明らかにされることにより、調整機能の組織化はより実体化していくことが見

込まれる。 

 

（２）援助機関の支援活動 

イラク難民支援に関する国連のリードはＵＮＨＣＲが務めている。ＵＮＨＣＲの

基本方針は、難民の登録を進めながら生活状況の把握に努め、コミュニティーをベ

ースとした支援を実体化させていくことにある。それぞれの Implementing Partner

（実施団体：以下、ＩＰとする）が個別に行っていた支援活動を体系化し、地域の

ＩＰの中でリードをとる団体を選定して Community Centre としての機能を創設す

ることにより、より集約的で包括的な支援の提供を可能にすることを企図している。

具体的には、食料配給の他、心理社会的ケア、教育支援及び医療支援等が含まれる。

また、コミュニティー・ベースで集約的な支援の提供を可能にすることにより、そ

こを基点として登録作業が進められることが、副次的利点として想定されている。 

また、ＵＮＨＣＲの交渉により、イラク難民がヨルダンの公立学校で初等教育を

受けることが可能になった。約 15 万人と見積もられる難民の子どもたちのうち、

実態としては約 2.5 万人が就学している状況である。就学登録をすることにより居

所が明らかになることへの不安、コスト、児童就労の問題等々、難題は山積してい

るが、ＵＮＨＣＲはプライオリティーの一つとして対応している由。基礎医療の面

においても、イラク難民が公設病院でヨルダン人同様の診療を受けることができる

よう、当局との交渉に臨んでいる。 

ＩＯＭは、第三国定住の支援を行っている。また、ヨルダン国内におけるイラク

難民の支援として、心理社会的ケアのプログラムの実施を想定した基礎調査を行っ

ている。 

ＵＮＩＣＥＦは、従来の教育支援の切り口から、イラク難民に対する教材の配布

や就学児童に対する心理社会的ケア等のソフト面のプログラムを進めている。但し、
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学校建設や修復などのハード面の支援については、現時点では想定されていない。 

ヨルダン赤新月社は他の国の赤十字社や赤新月社からの支援を受け、医療活動の

ほか職業訓練事業やＵＮＨＣＲと共同で衛生キッドなどの Non-Food Items（食糧以

外の物資：ＮＦＩ）の配布を行っている。 

ヨルダンでは国籍による団体の活動制限が見受けられないので、多くの国際ＮＧ

Ｏが主に開発的な側面から多種多様な活動を展開している。日本のＮＧＯとしては、

ＮＩＣＣＯ、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（以下、ＳＣＪとする）、ＫｎＫ

がジャパン・プラットフォームの助成を得て、イラク難民を対象とする支援活動を

展開している。 
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Ⅱ．イラク難民に対する支援内容と現在のニーズ 

１．給水と衛生 

（１）インフラ事情 

ヨルダン国内のイラク避難民は首都アンマンとその郊外に集中して居住してお

り、いわゆる都市滞留型難民であるため、従来の難民キャンプの生活状況とは異な

る。多くのイラク難民はアンマンを始めその他の都市のインフラの恩恵を受けてい

る状況にある。 

ＦＡＦＯによる調査結果からも、調査対象となったほとんどすべてのイラク人世

帯が電気、水道、下水の公共設備にアクセスできているようである。飲料水に関し

ては、三世帯に一世帯が公共の水道設備から得ており、それ以外の世帯はボトル入

りの飲料水を購入している。ボトル飲料水を購入するのはあくまでも選択肢の一つ

であり、必要に迫られているわけではない。ほとんどすべての世帯が水道設備にア

クセスできていることから、水は確保できると見なされる。ＦＡＦＯ統計資料によ

ると、75％の世帯に公共の下水道に通じるトイレがあり、約18％は換気のよい場所

に土を掘って作った仮設トイレを使用している。このような仮設トイレはとくに貧

困層の間では一般的である。 

ＦＡＦＯの調査結果では、全体として調査世帯の高い割合において、日用品、耐

久消費財（冷蔵庫、オーブンなど）を所持しており、概ね必需品がよく揃っている

ことが報告されている。 

しかしその一方で、ヨルダン政府はイラク避難民の流入により、水や電気の供給

などインフラに膨大な負担がかかり財政に深刻な影響が出ていると訴えている。と

くに水については、水資源の開発可能性（国民一人当たりの利用できる水資源の理

論的最大量）が世界で二番目に低いとされる中で、都市人口の急増に伴う飲料水や

農業用水の確保が恒常的な課題となっている。ヨルダン国民の供給分さえ不足傾向

にある状況下で、ヨルダン総人口の約10％に相当するイラク避難民が流入すること

により、供給能力の限界が強く懸念されている。 

 

（２）衛生用品の配布 

貧困層に対してはＵＮＨＣＲがCare Internationalを通じて物資による支援を行

っており、毛布、衣類、女性用生理用品、子供用おむつが配布されている。また、

ＪＲＣはドイツ赤十字の協力でイラク避難民9,000世帯に衛生用品パッケージを配

布している。この中には石けん、粉末洗剤、キッチン用品、毛布等９種類の物品が

含まれている。このようなNon-Food Items（ＮＦＩ）の配布は、困難な状況下でイ

ラク難民が尊厳を維持できるようにするための重要な支援となっている。 
 

２．栄養と食糧配給 

食糧配給について、今回の調査では四つの主な配給ルートが明らかになった。第一

に、ヨルダン政府の主導で実施しているもの。ヨルダン社会開発省は日本のＮＧＯで

あるＮＩＣＣＯと協力の下、ザルカにて貧困層への食料供与事業を展開している。第

二にＵＮＨＣＲがＩＰを通じて実施しているもの。ＵＮＨＣＲはアンマン、アンマン

近郊都市のザルカ、シリア国境近くのイルビットにおいて最も困窮度の高い1,500世帯
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に対し食糧配給を行っている。ＵＮＨＣＲの下、実際の配給はハシミテ慈善協会、Mercy 

Corps、ＴＤＨ、 Jordanian Alliance against Hunger（ＪＡＡＨ）を通じて実施され

ている。第三にＪＲＣとＮＧＯの協力によるもの。ＪＲＣはIslamic Relief England

とのパートナーシップによるものと、Islamic Kurdish Leagueの寄付によるもので、

イラク人世帯に食糧配給を行っている。最後に、ＮＧＯ独自のもので、例えば、Caritas 

Jordanがザルカにて独自に実施している食糧配給がある。 

これらの中で、詳しい情報提供を受けたＮＩＣＣＯの食糧供与事業の活動状況を記

述する。 

 
ＮＩＣＣＯによる食糧供与事業（ＮＩＣＣＯの情報提供に基づく） 

（１）活動対象地の選定 
ＮＩＣＣＯの活動対象地に選定されたザルカ県はヨルダン人を含め貧困層が多

いため、貧困地域として指定されており、ヨルダン社会開発省によって３カ月毎に

貧困層を対象とする食料供与が実施されている。また、ザルカはアンマンに次いで

イラク避難民が多く居住する地域とされている。 

 
（２）実施日と回数の設定 

ＮＩＣＣＯは社会開発省と調整の上、ザルカ県ザルカ市のイラク人が多く居住す

る地区にて、ヨルダン人貧困層及びイラク避難民貧困層に対して、2007年12月と

2008年２月の２回に渡り各回100世帯に食料供与を実施する。 
 
（３）食糧供与予定の家庭（ベースライン）調査 

社会開発省より受領した供与先リスト100世帯分を元に家庭調査を実施する。調

査項目は、家族構成数・年齢、収入の内訳、職業、支出の内訳、食生活の内容から

なる（表１参照）。さらに、ヨルダン人貧困家庭に対しては「最も緊急で必要とし

ているもの」について問い、イラク避難民に対しては「イラクから避難した時期と

理由、出身地、宗教、前職、ザルカに居住する理由、生活面で最も不安に感じてい

ること」「食糧配給を他の団体から受けているか」「ヨルダン人との間に軋轢がある

か」について質問。 
調査の結果、ヨルダン人貧困家庭は、主に身体障害者、精神病、未亡人、離婚、

孤児、受刑者の家族等であることが分かった。また、調査世帯のうち約半数は食事

が１日２回のみであり、全員が子どもへの食糧と家賃の支出で困窮していた。 
イラク避難民家庭は、食糧に関して他団体から既に供与を受けている世帯があっ

た。ＴＤＨ（約800世帯）、Jordanian Alliance Against Hunger（約400世帯）とい

った団体がＵＮＨＣＲの下に実施しており、加えCaritas Jordanが独自に支援活動

を行っている。これらの団体は社会開発省と連携せずにザルカ内で食糧配給を展開

しているため配布先リストと一部重なる部分があった。これについて調整を検討す

るが、同時に既に供与された世帯において必ずしも満足のゆくような結果に至って

いない状況を考慮する。その状況とは、賞味期限切れの食品や嗜好に合わないもの

を供与されていた家庭があることである。ＮＩＣＣＯの食糧供与先の家庭調査にお

いて、イラク避難民は主にパスタ、スープストック、ハンモス（ひよこ豆をペース

ト状にしたもの）缶等は食さず、逆にオイル、なつめやし、ツナ、トマト、ミルク
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をとくに必要としていることが判明した。また、生活状態としても戦災による精神

障害者、身体障害者を抱えている上、ほとんどの世帯主が死亡または無職の状態に

ある。その結果を踏まえ、イラク人家庭の嗜好に特化して、最も栄養価と要望の高

い７品目（オリーブオイル、大豆油、ツナ、ミート缶、はちみつ、牛乳、なつめや

し）を配布することとし、食糧パッケージをヨルダン人、イラク人家庭用の２種類

用意することとした（表２参照）。 
 
（４）第１回食糧配給の実施 

2007年12月15日（土）、社会開発省の担当員２名及び警察９名の協力の下、第一

回食糧配給を実施。対象はヨルダン人50世帯、イラク人50世帯で事前に配布された

クーポンと引き換えにヨルダン人用、イラク人用、それぞれの食糧パッケージを配

給し、引き換え時にサインを受領するシステムである。開始予定時刻前から配給対

象者が集まり、２、３時間余りで目立った混雑や混乱なく無事終了。 
 
（５）第２回食糧配給に向けて 

対象者については、ヨルダン人家庭調査をさらに進め、ヨルダン人、イラク人の

バランスを再検討する。支援の重複を防ぎ、最も支援が必要な人々に対する配給を

目指す。また、女性、子どもの受領人が多いことに配慮し、運びやすい梱包にした

り、受領時は男性同伴で来るよう事前に知らせる。人員配置等については、第１回

で午前中に配給が集中したことから、午前の人員を増やすこと、または午前をヨル

ダン人、午後をイラク人に配給時間を指定することなどが対策として考えられる。

当初、警備の動員は必要ないとの意見が社会開発省からあったが、家庭調査の進行

に伴い、配給の要望や問い合わせの電話が殺到したため、出動を依頼した。これに

より、混乱もなく、順序よく配給が実施されたため、次回も出動を依頼する。 
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【表１ ザルカ食糧配給におけるベースライン調査用紙（イラク人家庭用）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料提供：日本国際民間協力会（ＮＩＣＣＯ）） 
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【表２ 食糧パッケージ内容】 

 

イラク人用パッケージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨルダン人用パッケージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料提供：日本国際民間協力会（ＮＩＣＣＯ）） 

  Brand Amount Price(JD) 

Olive Oil Jordan's Treasure 4.0 L 17 
Soy Oil Afia 7.0 L 9.8 
Tuna Sun Bell 12.0 can 7.5 
Canned Meat Halal 6.0 can 6.6 
Honey  (Made in Egypt) 3.0 kg 9.75 
Milk Halebuna 3.6 kg 16.4 
Dates (Made in UAE) 4.0 kg 3.8 
    70.85 

  Brand Amount Price(JD) 

Olive Oil Jordan's Treasure 2.0 L 8.5 
Soy Oil Afia 3.5 L 4.9 
Tuna Sun Bell 12.0 can 7.5 
Canned Meat Halal 6.0 can 6.6 
Honey  (Made in Egypt) 1.0 kg 3.2 
Milk Halebuna 1.8 kg 8.2 
Beans A   3.0 kg 3.15 
Beans B   3.0 kg 3.15 
Beans C   3.0 kg 3 
Beans D   3.0 kg 2.55 
Tea Al-Gazalein 3.0 kg 3.3 
Flour Halebuna 3.0 kg 1.6 
Canned Tomato Jwaideh 6.0 can 2.4 
Chicken Soup Maggie 12.0 pack 7.5 
Pasta A Al-Ghazal 6.0 pack 1.6 
Pasta B Al-Ghazal 6.0 pack 1.5 
Hummos Al-Kasseh 9.0 can 4.425 
    73.075 
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（写真提供：日本国際民間協力会（ＮＩＣＣＯ）） 

日本国際民間協力会 

イラク人用パッケージ ヨルダン人用パッケージ 

©日本国際民間協力会 ©日本国際民間協力会 

配給所の門の前を警備する警官 配給食糧を持ち帰る子どもたち 

©日本国際民間協力会 ©日本国際民間協力会 
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３．職業訓練 
職業訓練を実施している団体は複数存在するが、今回の調査では、ＴＤＨとＪＲＣ

の二団体での現場視察が実現した。 

 
（１）ＴＤＨによる職業訓練 

ＴＤＨはThe Soldier’s Families Welfare Societyという退役軍人をサポート

する地元の組織と連携し、女性を対象とした職業訓練を実施している。ヨルダン人

とイラク人双方を対象としているが、調査時現在は170人のうち110人をヨルダン人

が占めていた。訓練の内容は、コンピュータプログラム、裁縫、穀物の脱穀・袋詰

め、ハーブ栽培等多岐に渡る。裁縫では日本製のＪＵＫＩのミシンが用いられてお

り、視察時はズボンの縫製作業が行われていた。脱穀・袋詰めされた穀物は一般の

食材と同様に市場に出ており、70カ所で販売されている。価格は少々高めだが、質

の良さが評価され、厳しい価格競争の中でも生き残れるとのこと。ハーブ栽培は国

連開発計画（ＵＮＤＰ）の支援により開始された新規のプロジェクトで、ＵＮＤＰ

から５万米ドル（約500万円）の資金援助を受けている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職業訓練 裁縫 脱穀・袋詰めされた穀物 

ハーブ栽培 
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（２）ＪＲＣによる職業訓練 
ＪＲＣの職業訓練は1953年、パレスチナ人女性を対象に開始され、イラク避難民

の流入に伴い1990年代から対象者にイラク人を含むようになった。現在250人のイ

ラク人女性が登録している。イラク避難民を対象に加えた大きな理由として、母国

に帰還したときに自立できるようにするための配慮がある。訓練の内容は、裁縫（パ

ッチワーク、刺繍等を含む）、手工芸、タイピング、コンピュータ、美容など幅広

いコースが用意されている。とくに最近はコンピュータの人気が高く、受講希望者

のウェイティングリストが作成されているほどである。 
コースの詳細については、例えば裁縫のコースの場合、受講料は１カ月５ヨルダ

ン・ディナール（約835円）で、１コースは９カ月で構成されている。コースを修

了すれば縫製工場等で職を得ることが期待できる。さらに９カ月のコースでは長過

ぎて通えない場合、産着のような簡単なものを学べる２カ月のコースを選ぶことも

可能である。裁縫コースで使用されているミシンはＴＤＨと同様に日本のＪＵＫＩ

から提供されている。コンピュータコースは、スペイン赤十字から15台供与された

ものを使用しており、ＵＮＥＳＣＯの支援で２カ月コースを一日３シフトで実施し

ている。美容コースは１コース３～４カ月で構成されている。受講料は月7.5ヨル

ダン・ディナール（約1,253円）で、修了後は結婚式、その他祝い事のために利用

されるメイクやヘアメイクを担当する美容師としての職が得られる。 
ＪＲＣの職業訓練は1953年以来の歴史と実績があり、ヨルダン教育省の認可を受

けている。３世代に渡って受講する家族があるほど、受講者から評判がよく、さら

に社会でも高い評価を受けているため、ＪＲＣの職業訓練修了証を保持していれば

雇用される確率が高いとされる。また、この職業訓練はセラピーとしての役割も果

たしており、女性の意欲向上や社会性を培うことに寄与している。 
 
（３）職業訓練の意義 

上述の職業訓練には三つの重要な意義がある。まずは、心理ケア・セラピーとし

ての役割である。難民として滞在する人々の大半は就労許可を保持していないため、

職に就くことができない。何もすることがなく日々を過ごすうちに、自分が無力な

価値のない人間だと思い、自己喪失に陥ってしまう傾向にある。それを職業訓練で

生産活動に従事することにより、自分の存在価値を見い出すことができる。第二に、

技術の習得である。帰還が実現した暁には、すぐにでも就労が可能な状態にしてお

くことで、生計を立てること、ひいては国家の再建に寄与することになる。第三に、

地元コミュニティーの受入れを促す役割である。元来地域に根差している活動に難

民が加わることにより、難民が疎外されることを回避し、逆にコミュニティーに受

け入れられることを助長する働きがある。 
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４．医療 

イラク避難民支援において、最もニーズが高いものの一つが医療だと言われている。

一次医療（Primary Health Care）が必須であることに加え、原因は明らかになってい

ないが高血圧、糖尿病といった慢性疾患がイラク人に顕著に見られるため、対策が求

められている。就労許可がない多くのイラク避難民の中には、医師や看護士免許を持

つ人々がおり、またボランティアとしても活動の場があることから、医療分野におい

てイラク人に活動の機会を提供することが望まれている。 

 
（１）ＪＲＣによる支援 

ＪＲＣでは貧困層のイラク避難民に対し、2006年６月にフランス赤十字支援の下、

最初の基礎医療センターを開設した。開設された場所はアル・ハシミというアンマ

ン西部のイラク難民が安い住居に多く住んでいる地域である。センター開設後一年

が経過したところで、増加するニーズに対応するためフランス赤十字とEuropean 

Commission Humanitarian Office（ＥＣＨＯ）の支援を受けて事業を拡大させた。

2007年にはイラク避難民へのサービスに焦点をあてた基礎医療センターをさらに

三つ開設した。内二つはアル・タジ、マルカにInternational Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies（ＩＦＲＣ）支援の下に開設し、残りの一つは

ＵＮＨＣＲ支援の下（2007年10月ＩＰ契約締結）、既にあった赤新月社病院敷地内

ヨルダン赤新月社 職業訓練センター 手工芸コースの作品 

裁縫コースで使用されるミシン コンピュータルーム 
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に開設された。ここでは２名の医師で一日120～150人の患者を診察しており、医師

が足りない時は他の診療所の医師が応援に駆けつける。いずれのセンターもアンマ

ンにおいてイラク避難民人口の高い地域に置かれ、基礎医療サービスと薬を無料で

提供している。ガン患者や高額の医療支援が必要な患者については、ＵＮＨＣＲに

申請し、資金を要請したり、他の病院を紹介するシステムをとっている。センター

には医師（男女）、看護士、ソーシャルワーカーが配置され、週６日診療を行って

いる。センターでは基礎的な歯科治療や心理サポートなどのサービスを提供してい

る他、高血圧や糖尿病などの慢性疾患に苦しむ極貧患者に対し、特別なフォローア

ップを実施している。 
International Relief and Development というＮＧＯとの共同事業では、60人

以上のイラク人ボランティアにトレーニングを受けてもらった後、コミュニティー

に派遣している。イラク避難民支援の情報提供の他、健康に関する質問用紙の記入

を求めたり、血圧計測など基礎的な健康確認を行う。支援がまだ行き届いていない

人々に対し支援を活用してもらえるように活動している。 
ＪＲＣでは医療サービスに対する高い需要に応えるため、クリニックを増やした

り、移動診療所を開始することを計画している。 
さらに、支援活動はヨルダン国内のイラク人に限らずイラク国内にも及んでいる。

ＪＲＣはヨルダンにおいて国境なき医師団（Medecins Sans Frontieres（ＭＳＦ））

フランスと合意の下、紛争による負傷者に対する外科手術に特化した支援プロジェ

クトを展開している。重症患者はイラクからアンマンのＪＲＣに搬送され、整形外

科、形成外科、顎顔面外科手術が受けられる。これまで約300人の患者を受け入れ

てきた。同合意に基づき、ＪＲＣは医療スタッフ、40病室、手術室２部屋を提供し

ている。患者の多くはイラク国内へ戻れる健康状態に回復するまで、数回に渡る手

術と長いリハビリのため数カ月間をアンマンで過ごす。その他、ＭＳＦオランダと

の協力では、イラク国内の医療スタッフを招いて定期的に医療技術向上のためのコ

ースを提供している。コース受講者が帰国後学んだ技術を実践及び移転することが

期待されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＵＮＨＣＲとのＩＰ契約で開設された医療センター ヨルダン赤新月社 診療室 
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（２）カリタス・ヨルダン（Caritas Jordan）による支援 
カリタス・ヨルダンはヨルダンにおいて40年の活動実績を持ち、ヨルダン政府か

ら信頼を寄せられてきた。イラク人に対する支援は1991年湾岸戦争を機に開始され、

現在のイラク戦争によるイラク難民への支援へと続いている。カリタス・ヨルダン

は国内においてアンマン、ザルカ、イルビット、カラク、フヘイズなど合計11の診

療所を運営しており、2007年４月にはＵＮＨＣＲとのＩＰ契約の下、アンマン（ノ

ース・ハシミ）に診療所を開設している。 
このうちＵＮＨＣＲ支援によるアンマン（ノース・ハシミ）の診療所は2007年４

月に開設され、１日約200人を診察している。医師（男女）、歯科医、看護士、ケー

スワーカーが配置されており、３名のイラク人アシスタントも勤務している。医療

サービスは歯科治療や心理社会的ケアの他、健康意識向上セッション（Health 

Awareness Session）など啓蒙活動も実施しており、2007年11月にはエイズ、ガン、

慢性疾患に関するセッションを３回開催し、これらのセッションにはおよそ200人

が参加した。医療機器は比較的新しいものが設置され、日本の医療機器メーカーの

機材が見られた。患者のほとんどがイラク人で、イラク人以外の患者は約25％であ

る。イラク人以外ではヨルダン人の他、ソマリア、スーダンなどの出身者でＵＮＨ

ＣＲマンデート難民が含まれる。翌年はヨルダン人の割合を20％に引き上げること、

イラク人医師を増やすことを希望している。 
 

【患者年齢／性別の割合（2007年11月１日～30日）】 
 

年齢層（歳） 男性（人） 女性（人） 
0～4 70 68 

5～17 142 195 

18～59 950 1654 

60以上 716 834 

 
（出典：カリタス・ヨルダン） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アンマン（ノース・ハシミ）診療所入り口 歯科治療機器 
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（３）医療分野におけるＵＮＨＣＲの貢献 

ヨルダンにおけるイラク難民支援で最もニーズが高いと言われる医療分野にお

いて、ＵＮＨＣＲが多大な貢献をしている。ＪＲＣやカリタス・ヨルダンなどの医

療機関とＩＰ契約を締結することで、初期医療を無料で提供したり、ガンのような

高度医療必要患者の医療費を負担したりしている。公設医療機関医療費のヨルダン

人とイラク人の負担割合を一元化したことも特筆すべき事項である。 
 
５．語学教育 

語学教育について、ＫｎＫがＨＣＹと協力して英語学習事業を実施している。 
 
ＫｎＫによる支援 
ＫｎＫの活動対象地の一つであるフヘイスでは既に300世帯のイラク難民がRoyal 

Association for Iraq Immigrants（ＲＡＩＩ）に登録をしている。ＫｎＫはＨＣＹと

協力して、ＨＣＹの管轄の下で運営されているフヘイスのユースセンターにおいて青

少年男女（イラク人とヨルダン人）を対象に英語学習のためのクラスを週５日実施し

ている。他の活動と併せて、イラク難民の青少年の保護と健全な成長に寄与する。な

お、活動地としてフヘイスが選定された理由はイラク人の青少年が多く、また、住民

同士が顔見知りでコミュニティーに根ざした交流の促進が図りやすい規模の都市のた

めである。 
 
６．学齢児童の教育 

イラク難民支援において、平和教育やホストコミュニティーとの共生といった観点、

また、紛争の影響を受けた子どもの生活を守り、学習の機会を与え、全人的な発達（社

会的、認知的、身体的）を育成する面からも教育分野における支援は非常に重要であ

り、国際機関も支援に力を入れている。ＵＮＨＣＲが10億ドル、ＵＮＩＣＥＦが教科

書などに1.3億ドル、ＥＵが教育制度改革に26億ユーロの支援を実施・約束している。 
元々の制度では、ヨルダン国籍ではない子どもがヨルダンの教育制度の恩恵を被る

ためには合法的な滞在許可が必要であった。しかしながら、今般のイラク難民の流入

がイラク人の子どもの教育機会を奪うことを憂慮した４月のジュネーブ会議を経て、

滞在許可の無いイラク人の子どもも無条件で登録でき、ヨルダン教育を受けられるこ

日本製の血圧計測器 日本製の医療機器 
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ととなった。学年は証明書類があればその学年に、無ければ試験を実施し適切な学年

に編入することとなる。12 月 13 日の教育省における聞き取りでは 26,652 人のイラク

人の学齢児童が登録済みであり、翌９月の教育年度開始までには４万人から５万人の

イラク人が登録すると想定している。登録人数が伸びない理由に、イラク国内の治安

が安定するまで戻りたくないと考えている人々がほとんどのため、登録の結果、強制

送還されてしまうと恐れている人々が多くいることが挙げられる。イラク人ボランテ

ィアなどを通じた登録の呼びかけや理解の促進が有効であると思われる。 
また、学校に数年通っていないので実質的に通えないことも理由として挙げられる。

よって、就学年齢を超えた子どもや中退者を対象とした正規学校教育枠外で行われる

ノン・フォーマル教育のニーズもかなり高い。なお、就学期の子どもは 15 万人から

25 万人程度いると想定している。ただ、学校に登録した子どもの家族が必ずしもＵＮ

ＨＣＲに登録しているわけではない。 
ここで危惧されているのが、受け入れ増によるダブルシフト、過密クラス、水道電

気不足である。教育省の方針としてはダブルシフトや賃貸の教室を取り止める予定で

あったが、児童の増加を想定し、ダブルシフトなどを維持することとなっている。ま

た、全国では３千校余りあるなか、１校当たりの負荷は平均すると少ないが、難民が

滞在している地域はより貧困な人々が住んでいる地域に限定されているので、その地

域の学校への負担は大きい。 
よって、ヨルダン教育省としては、ヨルダンが資源の少ない中、難民を受け入れて

いるので、イラク人のみを分けて支援することでイラク人と困窮しているヨルダン人

との間の軋轢を増幅させるのではなく、イラク人を受け入れているヨルダンの学校や

コミュニティーを支援して欲しいという方針である。それによって、受け入れている

学校やコミュニティーのキャパシティーも向上し、全体的な底上げにつながる

Win-Win の状況になるとのことである。 
また、ヨルダンでは初等教育から高等教育までのフォーマル教育と職業訓練や、学

外中退者を対象とした補修教室などのノン・フォーマル教育は共に教育省の管轄であ

り、教育省管轄以外のものはすべてインフォーマル教育として独自に事業が実施可能

である。 
 
（１）ＵＮＨＣＲによる支援 

ＵＮＨＣＲはＩＰ契約をＮＩＣＣＯ、Mercy Corps、ＴＤＨ、ＳＣなどのＮＧＯ

と結び、イラク人7,500人とヨルダン人2,500人に対する制服・学校用品セットの配

布などのイラク難民とヨルダン人支援を行っている。また、教育省支援として、50

校の教室修繕及び備品配布や2007～2008年度中の教員2,000人の雇用支援などを実

施している。 
 
（２）ＳＣによる支援 

ＳＣはアンマンにおいてイラク人を受け入れている20校などからイラク難民の

子どもとヨルダン人の子ども（学校が選出する支援の必要な児童）を対象に制服・

学校用品の配布をＵＮＨＣＲのＩＰとして実施している。 
また、教育省の能力開発、生徒の就業機会拡大支援、コミュニティーの理解促進

などの活動を行う「学校から職場へ：School-to-Career」事業や、能力開発、ネッ
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トワーク促進、報道支援、地域交流などの活動を行う「青少年リーダー育成：Siraj」

事業などの教育分野に関わる事業を実施している。 
今回視察した学校用品の配布は登録リストとの照合、クーポン券配布、少し離れ

た場所での券との引き換えで学校用品の受け取り、イラク人を含めたボランティア

の活用、適正なスタッフ配置など混乱もなく配布がしっかり準備され実施されてい

た。また、配布はＳＣ Jordanの事務所がある敷地を利用したが、ＳＣが昨年夏よ

りイラク人園児約100人を対象に開園している安全な遊び場として機能している幼

稚園も併設されている。後述するセーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（ＳＣＪ）の

支援がどのようなものになるのか理解することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．女性と子ども 

女性や子どもの支援を実施している団体は複数存在するが、今回の調査では、女性

を支援しているＴＤＨ、ＪＲＣの現場を視察した。また、子どもを対象に支援活動を

実施している日本のＮＧＯ３団体（ＫｎＫ、ＮＩＣＣＯ、ＳＣＪ）の現場も併せて視

察した。 
正式な滞在許可が無いと正式な就業機会も得られないため、メイドなど家内労働に

従事する女性が多く、ヨルダン政府もその存在を認識している。教育水準の高いイラ

ク人女性の多くはイラク国内で働いた経験があり、長期にわたる難民生活に疲れてい

る人も多く、イラク国内での戦闘・テロの体験からくるショックやヨルダンにおける

避難生活を経験するショックを和らげるための心理社会的ケアを含めた支援ニーズは

高いと思われる。 
女性支援や子ども支援を受けるための登録作業などを行っているが、イラク国内の

治安が安定するまで戻りたくないと考えている人々がほとんどのため、登録の結果、

強制送還につながることを恐れている人々はまだ多い。イラク人ボランティアなどを

通じた登録の呼びかけ、理解の促進が有効であると思われる。 
 
（１）ＴＤＨによる支援 

ＴＤＨはSoldier’s Families Welfare Societyと協力して、ヨルダン人とイラ

ク人の女性を対象とした前述のコンピュータプログラム、裁縫、穀物の脱穀・袋詰

め、ハーブ栽培等の職業訓練を実施しているが、子どもがいる女性たちが安心して

学校用品配布キット 配布キットを受取る子ども 
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勤務できるように保育室及び図書室を併設している。日本でも保育室のある職場は

まだ数えるほどしか存在しないので画期的な支援と思われる。訓練を受けたスタッ

フが子どもの世話をし、図書室の本を読んだりしている。地域の子どもにも門戸は

開かれているが勤務している女性の子どもが優先される。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）ＪＲＣによる支援 

ＴＤＨと同様にＪＲＣはヨルダン人、パレスチナ人、及び、イラク人の女性を対

象とした前述の裁縫（パッチワーク、刺繍等を含む）、手工芸、タイピング、コン

ピュータ、美容等の職業訓練を実施している。開業支援も実施しているため、受講

希望者は非常に多い。 
なお、本調査では視察していないが、コミュニティー・センターやキャンプを通

じて青少年の心理社会的ケアを実施している。 
 
（３）ＫｎＫによる支援 

ＫｎＫはフヘイスとアズラックのユースセンターでイラク人とヨルダン人の青

少年770人程度を対象としたスポーツを通じた情操教育、前述の英語学習、心理社

会的ワークショップ、教育支援を実施している。スポーツを通じた情操教育では課

外クラブの運営やバスケットボールやサッカーなどの競技大会の開催を行ってい

る。心理社会的ワークショップでは、心理社会的ケア専門家の協力の下、ストーリ

ーや脚本を考案し、絵コンテ等も作成し、映像を制作する。教育支援では近隣の公

立学校への編入学に必要な文具・学用品の学校への供与を行う。これらの活動を通

じて、イラク難民の青少年の保護と健全な成長に寄与すると共にヨルダン人青少年

との交流の促進も図っている。 
今回は競技大会及びセレモニーを視察する予定であったが、時間の都合でセレモ

ニーのみの視察となった。在ヨルダン日本大使館やイラク大使館の出席もあり、事

業の理解促進を図っていた。 
 
（４）ＮＩＣＣＯによる支援 

ＮＩＣＣＯは子どもを対象とした活動として、ザルカ市内で10、11歳の児童（イ

ラク人とヨルダン人）を対象として心理社会的ケア事業を展開している。活動の中

子ども用図書室 保育室 
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心は日本人心理社会的ケア専門家のもと計画された5種（18回）のワークショップ

であるが、合計120人の児童を対象とすることになっている。参加児童は18回のワ

ークショップの中で、描写や粘土細工、スポーツ、演劇といった活動に参加し、段

階を踏みながらストレス発散や自己表現を学び、他者との交流や協調性を高めると

いった心理社会的な発達や回復を目指す。さらに、演劇ではイラク人とヨルダン人

の共生をテーマにすることになっており、参加児童に加え観客に対しても平和的共

生というテーマを発信、考えてもらう機会となることが期待されている。 
また、実施にあたってはヨルダン社会開発省に加え、現地ＮＧＯ（Family Guidance 

& Awareness Center（ＦＧＡＣ））との協力により、ボランティアの起用等、コミ

ュニティーを取り込んだ活動を行っている。 
事前と事後に心理テストを行い、本活動によってもたらされた効果を計るととも

に、それぞれの状況把握に役立てられることになっている。 
今回は心理社会的ケアのワークショップを視察した。子どもたちが自己表現をす

ることにより心理社会的な発達や回復に寄与している面が窺えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）ＳＣＪによる支援 

ＳＣＪは、ザルカ、イルビット、マフラックの３県内にある20の教室（幼稚園）

で就学前教育の普及、充実のため活動を実施している。対象は、他２団体と同様に

イラク人とヨルダン人で、就学前教育のカリキュラムについては現在ＵＮＨＣＲが

安全な遊び場（Safe Space）等を導入した適用カリキュラムを調整中であり、本Ｓ

ＣＪ事業でもこれらのアプローチを導入するため、今後のヨルダンでの就学前教育

の試験的プロジェクトにもなっている。幼稚園に通うことで子どもたちが社会性を

身に付け、身体・知能の発達にも寄与するのでヨルダン教育省と就学前教育の普及

への取り組みを図る。 
また、ヨルダンでは、カリキュラム同様教員資格制度も整備されていないため、

教育内容や手法にばらつきがある。そのため、教育省が推奨している「遊びを通じ

心理社会的ケアのワークショップ（ＮＩＣＣＯ活動現場） 
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た学習：Learning Through Play」を現地の状況、慣習に適応させながら取り込み、

その基礎研修を幼稚園教員に対し実施する。この指導者研修に加え、家庭に基礎を

置く心理社会的ケアを促進するにあたって、親と教員に対し指導者研修を行う。ま

た場の提供ということで、修復予定の幼稚園に併設して「イラク人親と子どもセン

ター」が設置される。 
幼稚園施設の修復については、１月に幼稚園が長期休暇に入るのを利用して施工

される見込みである。 
今回視察した幼稚園は選定されたばかりで修復前の状態であったが、幼稚園運営

側の体制も整っているため、支援の依存体質に陥ることなく活動を展開できるので

はないかと思われる。 
 

（６）ＨＣＹによる支援 
ＨＣＹは、275のコミュニティ・ベースのフォーラムがあり、スポーツや文化イ

ベントを催している。ヨルダン人の青少年が中心だが、ＫｎＫと提携してイラク人

青少年への支援も実施している。 
 

８．その他 
イラク国籍を持つ者がヨルダンで滞在許可（及び就業許可）を得るには、銀行口座

に15万ドルを預金しなければならず、しかもその半分は口座に入れたままでなければ

ならない。よって、正式に滞在許可を取得できるイラク人は裕福な層に限られ、より

支援が必要とされる弱者グループは就業機会を得られない。また、正式な滞在許可を

未更新の場合、一日当たり1.5ヨルダン・ディナール（約251円）罰金が科せられるの

でプレッシャーは多大であると考えられる。 
女性はヨルダン政府も存在を認識しているメイドなど家内労働に従事できる可能

性があるが、男性の就業機会は現在では医療従事者に限られている。よって、就業機

会がない男性が家に閉じこもらざるを得ない環境において、イラク国内での戦闘・テ

ロや脅迫の体験からくるショックやヨルダンにおける避難生活を経験するショックに

も影響を受けた家庭内暴力が多くなっているとのことである。女性や子どもに限らず

精神的ダメージを受けているイラク人男性を対象とした心理社会的ケア支援のニーズ

も高いと思われる。 
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Ⅲ．将来の課題と展望 

１．長期化する滞留 

調査訪問の先々で、長引くイラク情勢悪化、イラク難民帰還に伴う困難が言及され

た。イラク難民の滞留が長期化していることは、ヨルダン市民の生活に多大な負担を

強いている。懸念すべきは市民の民意の動向であり、許容の限界を迎えることで寛容

の姿勢が崩れつつあるように見受けられる。日々、近隣で生活をともにする市井の人々

の感情が極端な忌避と排他の方向へ向かうことのないよう、実生活の上で、イラク難

民を庇護していく努力が広く世界中の人々から感謝され、また支援されているという

実感が得られるよう努めていくことが賢明だろう。 

インフレ抑制やエネルギー政策、水供給、教育制度の改革等、マクロ経済政策の視

点からヨルダン政府が取り組む諸施策に対し、二国間や他国間の援助スキームの戦略

的な運用によるタイムリーな支援が望まれる。2007 年４月イラク難民支援周辺諸国会

合の後、ヨルダン政府がイラク難民支援の政策を変更し、広く国際社会に対して支援

を要請することとした事実から、これらの要望は理解に難くない。 

また、地域コミュニティーにおいては、難民コミュニティーとの摩擦を軽減する視

点から、心理社会的ケアやインフォーマル教育、社会起業、職業訓練、余暇活動等、

コミュニティーのエンパワーメントが有効である。ヨルダン政府の方針はイラク人の

みを対象とした支援は歓迎せず、コミュニティー全体の支援を望んでいる。計画省に

よると、すでに活動しているＮＧＯはヨルダン政府のこのような方針を十分に理解し

ているとのことであった。コミュニティー全体を支援する視点から取り組むＮＧＯの

活動に対し、きめ細かく柔軟な対応が可能となるような支援を提供していくことが有

益となるだろう。 

一方、日本のＮＧＯによる活動実績は欧米に較べ寡少であり、政府当局、市民団体

ともに日本のＮＧＯとの活動経験に乏しいことから、双方の関係を整理するところか

ら慎重に進めていく必要が認められる。ヨルダンにおいてＮＧＯ登録を完了させるに

は、計画省のみならず内務省、外務省の同意も必要とされるとのことである。 

 

２．イラク国家再建に備えて 

滞留するイラク難民は、イラク国内が安定を取り戻した暁には、国家再建を主体的

に担っていく責務を有している。現状では宗派間や部族間の争いなどにより帰還して

も国内避難民になってしまう状況がある。しかし、難民としての生活が長引くことで、

コミュニティーの一員としての生産的な機能が失われ、帰国した際に、社会再生にお

ける新たな不安定要因となることのないよう、先々を見越した対応を施すことが求め

られる。ヨルダン国内において就労の機会を得ることは難しい状況にあるものの、な

にがしかの生産的な活動への関与、あるいは教育や職業訓練の機会を得ることにより、

難民の人々が先々に向けた建設的な姿勢を維持していこうとする努力を支援する意義

は大きい。このことはⅡ.３．職業訓練でも述べている。 

ヨルダンで活動する国際ＮＧＯは、イラク国内が安定を取り戻した際には、各地へ

赴いてコミュニティーの再建を支援する原動力となることが期待される存在である。

ＮＧＯの活動は単にイラク難民を支援するのみならず、将来のイラク国内への展開を

見据えた能力創りを並行しているという視点からも評価することができる。ＮＧＯに
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よる活動の継続を支援し、且つそれら幾多の団体のネットワーク化と機能化を支援す

ることで、イラク復興に際しての様々なキャパシティーの強化を計画立てて行ってい

く必要がある。 

 


