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世界世界世界世界のののの人道問題人道問題人道問題人道問題とととと赤十字赤十字赤十字赤十字国連大学国連大学国連大学国連大学グローバルセミナーグローバルセミナーグローバルセミナーグローバルセミナー漂流漂流漂流漂流するするするする地球秩序地球秩序地球秩序地球秩序とととと平和構築平和構築平和構築平和構築のののの挑戦挑戦挑戦挑戦セッションセッションセッションセッション２２２２ 和解和解和解和解とととと共存共存共存共存にににに向向向向けてけてけてけて
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世界世界世界世界のののの人道問題人道問題人道問題人道問題とととと赤十字赤十字赤十字赤十字
�わがわがわがわが国国国国のののの歴史的歴史的歴史的歴史的「「「「人道人道人道人道」」」」問題問題問題問題1929192919291929年年年年のののの捕虜条約捕虜条約捕虜条約捕虜条約へのへのへのへの未加盟未加盟未加盟未加盟台湾台湾台湾台湾のののの元日本兵戦没者弔慰金元日本兵戦没者弔慰金元日本兵戦没者弔慰金元日本兵戦没者弔慰金サハリンサハリンサハリンサハリン韓国人問題韓国人問題韓国人問題韓国人問題在日北朝鮮人在日北朝鮮人在日北朝鮮人在日北朝鮮人のののの帰還事業帰還事業帰還事業帰還事業とそのとそのとそのとその後後後後のののの問題問題問題問題有事立法有事立法有事立法有事立法ととととパッケージパッケージパッケージパッケージでででで「「「「1977197719771977年年年年のののの追加議定書追加議定書追加議定書追加議定書」」」」へへへへ加入加入加入加入有事有事有事有事におけるにおけるにおけるにおける外国人外国人外国人外国人のののの安否調査業務安否調査業務安否調査業務安否調査業務国際人道法国際人道法国際人道法国際人道法のののの普及普及普及普及のののの困難性困難性困難性困難性
�世界世界世界世界のののの人道問題人道問題人道問題人道問題災害災害災害災害武力紛争武力紛争武力紛争武力紛争保健保健保健保健・・・・衛生衛生衛生衛生教育教育教育教育
�世界世界世界世界のののの人道問題人道問題人道問題人道問題とととと赤十字赤十字赤十字赤十字赤十字赤十字赤十字赤十字のののの原則原則原則原則NGONGONGONGOのののの行動規範行動規範行動規範行動規範・・・・最低基準最低基準最低基準最低基準赤十字赤十字赤十字赤十字ののののアプローチアプローチアプローチアプローチのののの特徴特徴特徴特徴最近最近最近最近のののの活動事例活動事例活動事例活動事例からからからから

世界世界世界世界のののの人道人道人道人道問題問題問題問題
� 増増増増えるえるえるえる災害災害災害災害
� 武力紛争武力紛争武力紛争武力紛争とととと「「「「忘忘忘忘れられたれられたれられたれられた」」」」難民難民難民難民・・・・国内国内国内国内避難民避難民避難民避難民
� 三大感染症三大感染症三大感染症三大感染症（（（（HIV/AIDSHIV/AIDSHIV/AIDSHIV/AIDS、、、、結核結核結核結核、、、、マラリアマラリアマラリアマラリア））））
� 水水水水とととと衛生衛生衛生衛生
� 教育教育教育教育

自然災害死者自然災害死者自然災害死者自然災害死者とととと被災者被災者被災者被災者数数数数
00004040404080808080120120120120160160160160200200200200万万万万 1970197019701970----79797979年年年年 1980198019801980----89898989年年年年 1990199019901990----99999999年年年年・全体的に死者数は減少傾向にあるが、貧困国の死者数は平均すると先進国の13倍・台風･水害による死者が70％を占める・死者数の減少にもかかわらず、被災者数は右肩あがり・自然災害が多発かつ大規模化する傾向にある・貧困層がもっとも被害を受けやすい 00005555101010101515151520202020億億億億 1970197019701970----79797979年年年年 1980198019801980----89898989年年年年 1990199019901990----99999999年年年年

災害発生件数災害発生件数災害発生件数災害発生件数（（（（年平均年平均年平均年平均））））
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世界世界世界世界のののの災害災害災害災害
�年間年間年間年間720720720720件件件件のののの災害災害災害災害がががが発生発生発生発生
�そのそのそのその4444割以上割以上割以上割以上ががががアジアアジアアジアアジアでででで発生発生発生発生
� 2000200020002000年年年年からからからから2004200420042004年年年年までのまでのまでのまでの年平均発生件数年平均発生件数年平均発生件数年平均発生件数
1995199519951995年年年年からからからから1999199919991999年年年年までのまでのまでのまでの55555555パーセントパーセントパーセントパーセント増増増増特特特特ににににアフリカアフリカアフリカアフリカ諸国諸国諸国諸国におけるにおけるにおけるにおける増加増加増加増加がががが顕著顕著顕著顕著スマトラスマトラスマトラスマトラ沖地震沖地震沖地震沖地震・・・・津波死者津波死者津波死者津波死者：：：： 22222222万人万人万人万人パキスタンパキスタンパキスタンパキスタン地震死者地震死者地震死者地震死者：：：： 8888万万万万7777千人千人千人千人ハリケーンカトリーナハリケーンカトリーナハリケーンカトリーナハリケーンカトリーナ死者死者死者死者：：：： 1,0001,0001,0001,000人人人人ジャワジャワジャワジャワ島中部地震死者島中部地震死者島中部地震死者島中部地震死者：：：： 6,0006,0006,0006,000人人人人

�最近最近最近最近のののの災害災害災害災害によるによるによるによる年平均死者数年平均死者数年平均死者数年平均死者数 ：：：：9999万人万人万人万人
武力紛争武力紛争武力紛争武力紛争

• 冷戦後冷戦後冷戦後冷戦後、、、、宗教宗教宗教宗教････民族民族民族民族のののの対立対立対立対立のののの表面化表面化表面化表面化
• 地域紛争地域紛争地域紛争地域紛争のののの複雑化複雑化複雑化複雑化
• 安価安価安価安価なななな武器武器武器武器（（（（対人地雷対人地雷対人地雷対人地雷、、、、軽火器軽火器軽火器軽火器））））
• 冷戦期冷戦期冷戦期冷戦期はははは厳厳厳厳しくしくしくしく管理管理管理管理されてきたされてきたされてきたされてきた大量破大量破大量破大量破壊兵器壊兵器壊兵器壊兵器などのなどのなどのなどの拡散拡散拡散拡散

紛争紛争紛争紛争とととと難民難民難民難民
� 世界世界世界世界のののの最貧最貧最貧最貧20202020カカカカ国国国国のののの80808080％％％％がががが過去過去過去過去15151515年間年間年間年間にににに紛争紛争紛争紛争
� 1994199419941994年年年年～～～～2003200320032003年年年年のののの大規模紛争死者大規模紛争死者大規模紛争死者大規模紛争死者はははは1,3001,3001,3001,300万人万人万人万人⇒⇒⇒⇒ サハラサハラサハラサハラ以南以南以南以南アフリカアフリカアフリカアフリカ、、、、南西南西南西南西アジアアジアアジアアジアのののの死者死者死者死者1,2001,2001,2001,200万人超万人超万人超万人超これらのこれらのこれらのこれらの地域地域地域地域がががが、、、、全世界全世界全世界全世界のののの難民難民難民難民・・・・国内避難民国内避難民国内避難民国内避難民のののの4444分分分分のののの3333をををを抱抱抱抱えるえるえるえる
� アフリカアフリカアフリカアフリカ：：：： 世界世界世界世界のののの難民数難民数難民数難民数のののの30303030％（％（％（％（260260260260万人万人万人万人））））タンザニアタンザニアタンザニアタンザニアがががが55555555万人万人万人万人とととと最大最大最大最大のののの難民難民難民難民をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれ
� 2005200520052005年年年年のののの難民出身国上位難民出身国上位難民出身国上位難民出身国上位5555ヵヵヵヵ国国国国：：：：アフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタン（（（（191191191191万人万人万人万人）、）、）、）、 スーダンスーダンスーダンスーダン（（（（70707070万人万人万人万人）、）、）、）、ブルンジブルンジブルンジブルンジ（（（（44444444万人万人万人万人）、）、）、）、コンゴコンゴコンゴコンゴ民主共和国民主共和国民主共和国民主共和国（（（（43434343万人万人万人万人）、）、）、）、ソマリアソマリアソマリアソマリア（（（（39.539.539.539.5万人万人万人万人））））

世界世界世界世界のののの保健保健保健保健・・・・衛生衛生衛生衛生（（（（１１１１））））
� 平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命がががが50505050歳未満歳未満歳未満歳未満のののの国国国国：：：：世界世界世界世界27272727ヵヵヵヵ国国国国（（（（全全全全ててててアフリカアフリカアフリカアフリカ諸国諸国諸国諸国））））
� 世界世界世界世界のののの最貧国最貧国最貧国最貧国のののの子子子子どものどものどものどもの5555人人人人にににに1111人人人人はははは5555歳歳歳歳になるになるになるになる前前前前にににに死亡死亡死亡死亡
� 5555歳未満歳未満歳未満歳未満でででで命命命命をををを失失失失うううう子子子子どものどものどものどもの半数半数半数半数はははは、、、、・・・・肺炎肺炎肺炎肺炎・・・・下痢下痢下痢下痢・・・・ﾏﾗﾘｱﾏﾗﾘｱﾏﾗﾘｱﾏﾗﾘｱ・・・・はしかはしかはしかはしか・・・・エイズエイズエイズエイズのののの5555つのつのつのつの病気病気病気病気にににに よるよるよるよる
� 5555歳未満歳未満歳未満歳未満のののの死亡率死亡率死亡率死亡率がががが一番高一番高一番高一番高いいいいシエラレオネシエラレオネシエラレオネシエラレオネはははは25252525％。％。％。％。一方一方一方一方、、、、日本日本日本日本をををを含含含含むむむむ先進国先進国先進国先進国ではではではでは1111％。％。％。％。
�毎分毎分毎分毎分1111人人人人、、、、妊娠関連妊娠関連妊娠関連妊娠関連のののの合併症合併症合併症合併症でででで女性女性女性女性がががが死亡死亡死亡死亡
�2000200020002000年年年年にはにはにはには52525252万万万万9999千人千人千人千人のののの妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦がががが死亡死亡死亡死亡

世界世界世界世界のののの保健保健保健保健・・・・衛生衛生衛生衛生（（（（２２２２））））
• 毎分毎分毎分毎分30303030人人人人がががが感染症感染症感染症感染症でででで死亡死亡死亡死亡
• アフリカアフリカアフリカアフリカでででで毎日毎日毎日毎日15,00015,00015,00015,000人人人人ののののHIV/HIV/HIV/HIV/エイズエイズエイズエイズ、、、、結核結核結核結核、、、、マラリアマラリアマラリアマラリア（（（（三大感染症三大感染症三大感染症三大感染症））））でででで死死死死んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。⇒⇒⇒⇒感染症感染症感染症感染症によるによるによるによる死者数死者数死者数死者数：：：：年間年間年間年間1,4701,4701,4701,470万人万人万人万人＝＝＝＝自然災害自然災害自然災害自然災害でででで亡亡亡亡くなるくなるくなるくなる人人人人のののの60606060倍倍倍倍。。。。⇒⇒⇒⇒第二次大戦以降第二次大戦以降第二次大戦以降第二次大戦以降のののの三大感染症三大感染症三大感染症三大感染症によるによるによるによる死者死者死者死者：：：：1111億億億億5000500050005000万人万人万人万人＝＝＝＝武力紛争死者武力紛争死者武力紛争死者武力紛争死者のののの6.56.56.56.5倍倍倍倍感染症感染症感染症感染症はははは「「「「第三第三第三第三のののの災害災害災害災害」」」」

世界世界世界世界のののの保健保健保健保健・・・・衛生衛生衛生衛生（（（（３３３３））））・結核患者結核患者結核患者結核患者のののの90909090％％％％がががが国民総生産国民総生産国民総生産国民総生産（（（（GNPGNPGNPGNP））））2,9952,9952,9952,995ドルドルドルドル以下以下以下以下のののの国国国国。。。。75757575％％％％がががが15151515歳歳歳歳～～～～54545454歳歳歳歳。。。。・・・・開発途上国開発途上国開発途上国開発途上国におけるにおけるにおけるにおける病気病気病気病気：：：：原因原因原因原因のののの80808080％％％％がががが水質汚染水質汚染水質汚染水質汚染にににに関連関連関連関連。。。。・・・・ワクチンワクチンワクチンワクチンのののの接種率接種率接種率接種率：：：：サハラサハラサハラサハラ以南以南以南以南ののののアフリカアフリカアフリカアフリカでででではははは50505050％％％％以下以下以下以下。。。。
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水水水水とととと衛生衛生衛生衛生基本的な衛生施設へのアクセス（2002年）
安全な飲料水へのアクセス（2002年）

HIV/AIDSHIV/AIDSHIV/AIDSHIV/AIDS・エイズエイズエイズエイズによるによるによるによる死者死者死者死者：：：： 年間年間年間年間310310310310万人万人万人万人。。。。⇒⇒⇒⇒400400400400人乗人乗人乗人乗りのりのりのりのジャンボジェットジャンボジェットジャンボジェットジャンボジェット機機機機がががが毎日毎日毎日毎日21212121機墜落機墜落機墜落機墜落ししししているているているている勘定勘定勘定勘定。。。。・・・・世界人口世界人口世界人口世界人口のののの2222％％％％未満未満未満未満のののの南部南部南部南部アフリカアフリカアフリカアフリカ：：：：全世界全世界全世界全世界ののののHIVHIVHIVHIV感染者感染者感染者感染者のののの3333割割割割、、、、エイズエイズエイズエイズによるによるによるによる死者死者死者死者のののの3333分分分分のののの1111をををを占占占占めるめるめるめる。。。。成人人口成人人口成人人口成人人口のののの3333分分分分のののの１１１１にまでにまでにまでにまで蔓延蔓延蔓延蔓延。。。。⇒⇒⇒⇒エイズエイズエイズエイズはははは、、、、人間人間人間人間にににに計計計計りりりり知知知知れないれないれないれない苦痛苦痛苦痛苦痛をもたらすだをもたらすだをもたらすだをもたらすだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、数十年数十年数十年数十年にわたるにわたるにわたるにわたる開発開発開発開発のののの進歩進歩進歩進歩がががが無無無無にににに帰帰帰帰ししししているているているている。。。。
ＨＩＶＨＩＶＨＩＶＨＩＶ/AIDSのののの増加増加増加増加
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• 世界世界世界世界のののの人口人口人口人口のののの41414141％％％％以上以上以上以上ががががマラリアマラリアマラリアマラリアにににに感染感染感染感染するするするする危険危険危険危険にさらされているにさらされているにさらされているにさらされている
• マラリアマラリアマラリアマラリアによるによるによるによる死者死者死者死者のののの90909090％％％％ははははアフリカアフリカアフリカアフリカにににに⇒⇒⇒⇒幼児幼児幼児幼児をはじめとしてをはじめとしてをはじめとしてをはじめとして、、、、年間百万人年間百万人年間百万人年間百万人のののの命命命命をををを奪奪奪奪っているっているっているっているアフリカアフリカアフリカアフリカ諸国諸国諸国諸国のののの経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率をををを1.31.31.31.3％％％％低下低下低下低下

栄養問題栄養問題栄養問題栄養問題
�開発途上地域開発途上地域開発途上地域開発途上地域ではではではでは8888億億億億1,5001,5001,5001,500万人万人万人万人がががが、、、、1111日日日日ののののエエエエネルギーネルギーネルギーネルギー必要量必要量必要量必要量をををを摂取摂取摂取摂取できないできないできないできない飢餓状態飢餓状態飢餓状態飢餓状態(2002(2002(2002(2002年年年年))))
�最最最最もももも飢餓飢餓飢餓飢餓がががが深刻深刻深刻深刻なななな地域地域地域地域((((サハラサハラサハラサハラ以南以南以南以南アフリカアフリカアフリカアフリカとととと南南南南アジアアジアアジアアジア))))ではではではでは、、、、そのそのそのその数数数数がががが数千万人単位数千万人単位数千万人単位数千万人単位でででで増加増加増加増加
�サハラサハラサハラサハラ以南以南以南以南ののののアフリカアフリカアフリカアフリカではではではでは、、、、体重不足体重不足体重不足体重不足のののの子子子子どもどもどもどもがががが1990199019901990年年年年のののの2,9002,9002,9002,900万人万人万人万人からからからから、、、、2003200320032003年年年年にはにはにはには3,7003,7003,7003,700万人万人万人万人へとへとへとへと増大増大増大増大

世界世界世界世界のののの教育問題教育問題教育問題教育問題
� 文字文字文字文字のののの読読読読みみみみ書書書書きがきがきがきが不自由不自由不自由不自由なななな成人成人成人成人：：：：9999億人億人億人億人世界世界世界世界のののの最貧国最貧国最貧国最貧国のののの成人識字率成人識字率成人識字率成人識字率57.557.557.557.5％％％％
� 世界世界世界世界のののの子子子子どものどものどものどもの5555人人人人にににに1111人人人人がががが学校学校学校学校にににに行行行行けないけないけないけない学校学校学校学校にににに通通通通えないえないえないえない子供子供子供子供のののの数数数数：：：：1111億億億億3333千万人千万人千万人千万人特特特特ににににサハラサハラサハラサハラ以南以南以南以南ののののアフリカアフリカアフリカアフリカでででで就学率就学率就学率就学率がががが低低低低いいいい
� 就学率就学率就学率就学率がががが一番低一番低一番低一番低いいいいブルキナファソブルキナファソブルキナファソブルキナファソではではではでは小学校小学校小学校小学校にににに行行行行けるけるけるける子子子子どもがどもがどもがどもが36363636％％％％
� 非就学児非就学児非就学児非就学児のののの10101010人人人人にににに8888人人人人ははははサハラサハラサハラサハラ以南以南以南以南アフリカアフリカアフリカアフリカかかかか南南南南アジアアジアアジアアジア
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貧富貧富貧富貧富のののの格差格差格差格差富富富富のののの配分配分配分配分人口比人口比人口比人口比最富裕最富裕最富裕最富裕
最貧困最貧困最貧困最貧困

１１１１１１１１．．．．７７７７％％％％２２２２．．．．３３３３％％％％１１１１．．．．９９９９％％％％１１１１．．．．４４４４％％％％
８２８２８２８２．．．．７７７７％％％％ 貧困貧困貧困貧困とはとはとはとは？？？？

�一日一日一日一日1111米米米米ドルドルドルドル以下以下以下以下のののの生活生活生活生活（（（（世界銀行世界銀行世界銀行世界銀行））））
�金銭的尺度金銭的尺度金銭的尺度金銭的尺度だけだけだけだけ？？？？
�基本的基本的基本的基本的サービスサービスサービスサービスへのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセスのののの欠如欠如欠如欠如（（（（例例例例えばえばえばえば、、、、教育教育教育教育、、、、保健医療保健医療保健医療保健医療、、、、安全安全安全安全なななな水水水水））））
�生活生活生活生活にかかるにかかるにかかるにかかる意思決定力意思決定力意思決定力意思決定力のののの欠如欠如欠如欠如

複合危機複合危機複合危機複合危機
(Complex Humanitarian Emergencies)政治政治政治政治国家破綻国家破綻国家破綻国家破綻国内騒乱国内騒乱国内騒乱国内騒乱経済経済経済経済経済危機経済危機経済危機経済危機食料不足食料不足食料不足食料不足 社会難民難民難民難民・・・・国内避難民国内避難民国内避難民国内避難民地域社会崩壊地域社会崩壊地域社会崩壊地域社会崩壊民族民族間摩擦民族間摩擦民族間摩擦民族間摩擦差別差別差別差別・・・・不公正不公正不公正不公正複合危機複合危機複合危機複合危機紛争紛争紛争紛争 災害災害災害災害

紛争紛争紛争紛争災害災害災害災害
人道支援人道支援人道支援人道支援とととと開発協力開発協力開発協力開発協力のののの GAP人道支援人道支援人道支援人道支援 復旧復旧復旧復旧/再建再建再建再建 開発協力開発協力開発協力開発協力

UNHCR UNDP世界銀行世界銀行世界銀行世界銀行開発開発開発開発NGOWFP救援救援救援救援NGOドナードナードナードナー政府政府政府政府 ドナー政府 ドナードナードナードナー政府政府政府政府
国際救援国際救援国際救援国際救援とととと復興支援復興支援復興支援復興支援

�国際救援国際救援国際救援国際救援被災者被災者被災者被災者のののの生存生存生存生存にににに不可欠不可欠不可欠不可欠なななな支援支援支援支援（（（（医療医療医療医療、、、、保健保健保健保健、、、、水水水水・・・・衛生衛生衛生衛生、、、、食糧食糧食糧食糧、、、、避難所避難所避難所避難所などなどなどなど））））
�救援救援救援救援からからからから復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興へのへのへのへのシームレスシームレスシームレスシームレスなななな展開展開展開展開被災者被災者被災者被災者のののの援助依存性援助依存性援助依存性援助依存性心心心心ののののケアケアケアケア地域社会地域社会地域社会地域社会のののの安定安定安定安定災害脆弱性災害脆弱性災害脆弱性災害脆弱性のののの克服克服克服克服
�キーワードキーワードキーワードキーワード受益者受益者受益者受益者のののの参加参加参加参加 被災国被災国被災国被災国のののの救援機関救援機関救援機関救援機関のののの機能強化機能強化機能強化機能強化

世界世界世界世界のののの人道問題人道問題人道問題人道問題とととと赤十字赤十字赤十字赤十字
�赤十字赤十字赤十字赤十字のののの原則原則原則原則
� NGONGONGONGOのののの行動規範行動規範行動規範行動規範・・・・最低基準最低基準最低基準最低基準
�赤十字赤十字赤十字赤十字ののののアプローチアプローチアプローチアプローチのののの特徴特徴特徴特徴
�最近最近最近最近のののの活動事例活動事例活動事例活動事例からからからから
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Mission statement

To improve the lives 
of vulnerable people

by mobilizing the 
power of humanity

赤十字赤十字赤十字赤十字・・・・赤新月赤新月赤新月赤新月のののの７７７７原則原則原則原則Humanity 人道人道人道人道Impartiality 公平公平公平公平Neutrality 中立中立中立中立Independence 独立独立独立独立Voluntary service 奉仕奉仕奉仕奉仕Unity 単一単一単一単一Universality 世界性世界性世界性世界性
185
RC/RC
National
Societies

ICRC
International
Committee

of

the Red Cross

IFRC
International 
Federation

Of 
RC/RC 

193
State
Parties

Who signed
Geneva 

conventions

Red Cross
International
Conference

国際赤十字国際赤十字国際赤十字国際赤十字・・・・国際赤十字国際赤十字国際赤十字国際赤十字・・・・赤新月運動赤新月運動赤新月運動赤新月運動赤新月運動赤新月運動赤新月運動赤新月運動
国際赤十字国際赤十字国際赤十字国際赤十字・・・・赤新月運動赤新月運動赤新月運動赤新月運動

� 185185185185ヵヵヵヵ国国国国にににに赤十字赤十字赤十字赤十字・・・・赤新月赤新月赤新月赤新月ののののネットワークネットワークネットワークネットワーク
� 9700970097009700万人万人万人万人ののののメンバーメンバーメンバーメンバー・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア2000200020002000万人万人万人万人ははははアクティブアクティブアクティブアクティブななななボランティアボランティアボランティアボランティア
� 年間年間年間年間6000600060006000万人以上万人以上万人以上万人以上のののの被災者被災者被災者被災者・・・・犠牲者救援犠牲者救援犠牲者救援犠牲者救援
� 1919191919191919年年年年ののののIFRCIFRCIFRCIFRC設立以来設立以来設立以来設立以来、、、、150150150150カカカカ国以上国以上国以上国以上でででで2000200020002000件件件件のののの災害災害災害災害・・・・難民救援事業難民救援事業難民救援事業難民救援事業をををを展開展開展開展開

国際赤十字国際赤十字国際赤十字国際赤十字・・・・赤新月運動赤新月運動赤新月運動赤新月運動

国際赤十字国際赤十字国際赤十字国際赤十字・・・・赤新月運動赤新月運動赤新月運動赤新月運動ならびにならびにならびにならびにNGONGONGONGOのためののためののためののための行動規範行動規範行動規範行動規範（（（（Code of Conduct)1.1.1.1. 人道的人道的人道的人道的なななな規範規範規範規範がががが何何何何ものにもものにもものにもものにも優先優先優先優先するするするする2.2.2.2. 援助援助援助援助はははは人種人種人種人種・・・・信条信条信条信条・・・・国籍国籍国籍国籍のののの別別別別なくなくなくなく実施実施実施実施。。。。優先優先優先優先順位順位順位順位ははははニーズニーズニーズニーズのみにのみにのみにのみに基基基基づいてづいてづいてづいて決定決定決定決定されるされるされるされる3.3.3.3. 援助援助援助援助はははは特定特定特定特定のののの政治政治政治政治・・・・宗教宗教宗教宗教にににに利用利用利用利用されないされないされないされない4.4.4.4. 政府政府政府政府のののの外交政策外交政策外交政策外交政策のののの道具道具道具道具としてとしてとしてとして行動行動行動行動しないしないしないしない5.5.5.5. 文化文化文化文化とととと慣習慣習慣習慣習にににに敬意敬意敬意敬意をををを払払払払うううう
国際赤十字国際赤十字国際赤十字国際赤十字・・・・赤新月運動赤新月運動赤新月運動赤新月運動ならびにならびにならびにならびにNGONGONGONGOのためののためののためののための行動規範行動規範行動規範行動規範（（（（Code of Conduct)6.6.6.6. 災害災害災害災害にににに対対対対するするするする現地現地現地現地のののの対応能力対応能力対応能力対応能力をををを高高高高めるめるめるめる7.7.7.7. 援助活動援助活動援助活動援助活動のののの運営運営運営運営にににに受益者受益者受益者受益者がががが参画参画参画参画できるできるできるできる方策方策方策方策をををを探探探探るるるる8. 8. 8. 8. 援助援助援助援助はははは、、、、基本的基本的基本的基本的ニーズニーズニーズニーズをををを満満満満たすとたすとたすとたすと同時同時同時同時にににに、、、、将来将来将来将来のののの災災災災害害害害にににに対対対対するするするする脆弱性脆弱性脆弱性脆弱性をををを軽減軽減軽減軽減させることをさせることをさせることをさせることを目指目指目指目指すすすす9999．．．．我我我我々々々々はははは、、、、援助援助援助援助のののの対象者対象者対象者対象者、、、、支援者双方支援者双方支援者双方支援者双方にににに説明責任説明責任説明責任説明責任をををを有有有有するするするする10.10.10.10. 我我我我々々々々のののの行行行行うううう情報情報情報情報、、、、広報広報広報広報・・・・宣伝活動宣伝活動宣伝活動宣伝活動においてにおいてにおいてにおいて、、、、災害災害災害災害のののの被害者被害者被害者被害者がががが哀哀哀哀れみのれみのれみのれみの対象対象対象対象ではなくではなくではなくではなく、、、、尊厳尊厳尊厳尊厳あるあるあるある人間人間人間人間であるであるであるであることをことをことをことを認識認識認識認識すべきであるすべきであるすべきであるすべきである
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The Sphere Project人道人道人道人道憲章憲章憲章憲章 食料支援食料支援食料支援食料支援栄養栄養栄養栄養水水水水とととと衛生衛生衛生衛生住居住居住居住居とととと居住地管理居住地管理居住地管理居住地管理健康健康健康健康
人権法人権法人権法人権法難民法難民法難民法難民法人道法人道法人道法人道法

2,100Kカロリーカロリーカロリーカロリー／／／／人人人人／／／／日日日日
10-12％％％％はははは、、、、タンパクタンパクタンパクタンパク質質質質
17％％％％はははは、、、、脂肪脂肪脂肪脂肪

15リットルリットルリットルリットル／／／／人人人人／／／／日日日日にににに加加加加えてえてえてえて、、、、トイレトイレトイレトイレ 手洗手洗手洗手洗いいいい 1-2リットルリットルリットルリットル／／／／人人人人／／／／日日日日清掃清掃清掃清掃 2-8リットルリットルリットルリットル／／／／日日日日医療施設医療施設医療施設医療施設 外来外来外来外来 5リットルリットルリットルリットル／／／／患者患者患者患者入院入院入院入院 40-60リットルリットルリットルリットル／／／／人人人人／／／／日日日日 赤十字赤十字赤十字赤十字のののの人道支援人道支援人道支援人道支援のののの特色特色特色特色
�ジュネーブジュネーブジュネーブジュネーブ条約条約条約条約、、、、赤十字赤十字赤十字赤十字のののの原則原則原則原則 紛争状況下紛争状況下紛争状況下紛争状況下のののの中立機関中立機関中立機関中立機関としてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能
�世界的世界的世界的世界的ななななネットワークネットワークネットワークネットワーク （（（（185185185185ヵヵヵヵ国国国国））））
�地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした活動活動活動活動
�救援救援救援救援からからからから開発開発開発開発までのまでのまでのまでの一貫一貫一貫一貫したしたしたした対応対応対応対応
�市民組織市民組織市民組織市民組織（（（（シビルシビルシビルシビル・・・・ソサエティソサエティソサエティソサエティ））））のののの強化強化強化強化
�公共性公共性公共性公共性のあるのあるのあるのある活動活動活動活動（（（（補助機関補助機関補助機関補助機関））））
�国際的国際的国際的国際的なななな効果的効果的効果的効果的なななな支援調整支援調整支援調整支援調整赤十字国際委員会赤十字国際委員会赤十字国際委員会赤十字国際委員会（（（（ICRC)ICRC)ICRC)ICRC)国際赤十字国際赤十字国際赤十字国際赤十字・・・・赤新月社連盟赤新月社連盟赤新月社連盟赤新月社連盟

ﾊﾟｷｽﾀﾝ地震 ｽﾏﾄﾗ津波救援ﾌｪｰｽﾞ 復興ﾌｪｰｽﾞ
105人55人

開発等 ｼﾞｬﾜ地震14人ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴHIV/AIDS4人1人 ｽｰﾀﾞﾝﾀﾞﾙﾌｰﾙ 1人1人ｽﾘﾗﾝｶｹﾆｱ 1人 13人 18人
国際救援国際救援国際救援国際救援････開発協力要員派遣開発協力要員派遣開発協力要員派遣開発協力要員派遣（（（（人数人数人数人数））））

2005年年年年1月月月月1日日日日～～～～2006年年年年8月月月月31日日日日
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ東ﾃｨﾓｰﾙHIV/AIDS等7人ﾌｨﾘﾋﾟﾝ基礎保健８人1人中国ﾀﾝｻﾞﾆｱ1人 1人ﾏﾚｰｼｱ1人ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ 近年近年近年近年のののの日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社のののの活動活動活動活動（（（（１１１１））））

� すべてのすべてのすべてのすべての国際赤十字国際赤十字国際赤十字国際赤十字・・・・赤新月社連盟赤新月社連盟赤新月社連盟赤新月社連盟アピールアピールアピールアピールへのへのへのへの拠出拠出拠出拠出
� 地震地震地震地震などのなどのなどのなどの大規模災害救援大規模災害救援大規模災害救援大規模災害救援：：：：緊急対応緊急対応緊急対応緊急対応ユニットユニットユニットユニット（ＥＲＵ）（ＥＲＵ）（ＥＲＵ）（ＥＲＵ）のののの出動出動出動出動インドインドインドインド、、、、イランイランイランイラン、、、、スマトラスマトラスマトラスマトラ津波津波津波津波（（（（インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア))))、、、、パパパパ キスタンキスタンキスタンキスタン救援物資救援物資救援物資救援物資・・・・資機材資機材資機材資機材のののの提供提供提供提供
� 大災害復興支援大災害復興支援大災害復興支援大災害復興支援スマトラスマトラスマトラスマトラ津波津波津波津波、、、、パキスタンパキスタンパキスタンパキスタン地震地震地震地震、、、、ジャワジャワジャワジャワ地震地震地震地震などなどなどなど
� マングローブマングローブマングローブマングローブ植林植林植林植林によるによるによるによる災害対策災害対策災害対策災害対策（（（（ベトナムベトナムベトナムベトナム、、、、インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア））））
� インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア、、、、バングラデシュバングラデシュバングラデシュバングラデシュなどなどなどなど災害多発国災害多発国災害多発国災害多発国のののの災害対策災害対策災害対策災害対策
� アジアアジアアジアアジア・・・・太平洋地域太平洋地域太平洋地域太平洋地域のののの災害緊急対応体制整備災害緊急対応体制整備災害緊急対応体制整備災害緊急対応体制整備
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スマトラスマトラスマトラスマトラ島沖地震島沖地震島沖地震島沖地震・・・・津波災害津波災害津波災害津波災害日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社のののの被災者支援活動被災者支援活動被災者支援活動被災者支援活動（（（（救援救援救援救援からからからから復興復興復興復興までまでまでまで）））） 津波被災国津波被災国津波被災国津波被災国とととと赤十字赤十字赤十字赤十字のののの活動活動活動活動
スリランカモルディブモルディブモルディブモルディブ

インド バングラデシュ ミャンマー タ イマレーシアインドネシア●日赤日赤日赤日赤ERU活動地活動地活動地活動地 出典：BBCニュース地震発生地震発生地震発生地震発生：：：：2004年年年年12月月月月26日日日日 午前午前午前午前7時時時時59分分分分（（（（現地時間現地時間現地時間現地時間））））
東アフリカ諸国セイシェルセイシェルセイシェルセイシェルソマリアソマリアソマリアソマリアケニアケニアケニアケニアタンザニアタンザニアタンザニアタンザニア

日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社のののの緊急救援活動緊急救援活動緊急救援活動緊急救援活動 (1)■■■■ 被災状況被災状況被災状況被災状況とととと支援支援支援支援ニーズニーズニーズニーズのののの調査調査調査調査 （（（（2004200420042004年年年年12121212月月月月27272727日日日日～～～～2005200520052005年年年年1111月月月月15151515日日日日））））発災直後発災直後発災直後発災直後からからからから、、、、特特特特にににに被害被害被害被害がががが甚大甚大甚大甚大ななななインドネシアインドネシアインドネシアインドネシア、、、、スリランカスリランカスリランカスリランカにににに職員職員職員職員をををを派遣派遣派遣派遣。。。。国際赤十字国際赤十字国際赤十字国際赤十字のののの要員要員要員要員とととと被災状況被災状況被災状況被災状況のののの調査調査調査調査をををを実施実施実施実施。。。。 日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社のののの緊急救援活動緊急救援活動緊急救援活動緊急救援活動 (2)■■■■ 医療医療医療医療チームチームチームチームのののの派遣派遣派遣派遣 （（（（2004200420042004年年年年12121212月月月月29292929日日日日～～～～2005200520052005年年年年4444月月月月28282828日日日日））））基礎保健基礎保健基礎保健基礎保健・・・・医療型医療型医療型医療型のののの緊急対応緊急対応緊急対応緊急対応ユニットユニットユニットユニット（（（（ERUERUERUERU））））ををををインドネシアインドネシアインドネシアインドネシア・・・・アチェアチェアチェアチェ州州州州ムラボムラボムラボムラボ、、、、北北北北スマトラスマトラスマトラスマトラ州州州州ニアスニアスニアスニアス島島島島へへへへ派遣派遣派遣派遣 （（（（医師医師医師医師・・・・看護師等看護師等看護師等看護師等のべのべのべのべ105105105105人人人人））））

（（（（１１１１））））各国赤十字社各国赤十字社各国赤十字社各国赤十字社のののの訓練訓練訓練訓練されたされたされたされた要員要員要員要員とととと機材機材機材機材出動出動出動出動できるできるできるできる体制体制体制体制そのものそのものそのものそのもの→→→→ 平時平時平時平時からのからのからのからの準備準備準備準備とととと緊急時緊急時緊急時緊急時のののの活動活動活動活動（（（（２２２２））））標準化標準化標準化標準化されたされたされたされた救援機能救援機能救援機能救援機能とととと機能分化機能分化機能分化機能分化→→→→ 各社各社各社各社のののの共同事業共同事業共同事業共同事業（（（（３３３３））））1ヶヶヶヶ月月月月はははは自己完結型自己完結型自己完結型自己完結型のののの救援活動救援活動救援活動救援活動をををを実施実施実施実施（（（（４４４４））））最長最長最長最長4ヶヶヶヶ月間展開月間展開月間展開月間展開
緊急対応緊急対応緊急対応緊急対応ユニットユニットユニットユニット（（（（ERUERUERUERU））））とはとはとはとは 被災地でのERUの配置

ERUの種類 出動数基礎保健ERU、病院ERU 5給水・衛生ERU 8テレコムERU 1ロジスティクスERU 2救援活動ERU 2合計 18
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バンダバンダバンダバンダ・・・・アチェアチェアチェアチェナングロナングロナングロナングロ・・・・アチェアチェアチェアチェ州州州州ムラボムラボムラボムラボ((((日赤日赤日赤日赤ERUERUERUERU展開地展開地展開地展開地)))) メダンメダンメダンメダン((((後方支援後方支援後方支援後方支援のののの拠点拠点拠点拠点))))ニアスニアスニアスニアス島島島島
((((救援活動継続中救援活動継続中救援活動継続中救援活動継続中))))

インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア共和国共和国共和国共和国スマトラスマトラスマトラスマトラ島島島島日赤日赤日赤日赤ERUERUERUERUチームチームチームチームのののの活動場所活動場所活動場所活動場所
シムルーシムルーシムルーシムルー島島島島（（（（巡回診療巡回診療巡回診療巡回診療）））） 北北北北スマトラスマトラスマトラスマトラ州州州州

１１１１月月月月 ２２２２月月月月 ３３３３月月月月県立県立県立県立病院病院病院病院でのでのでのでの救援活動救援活動救援活動救援活動破傷風破傷風破傷風破傷風（（（（麻疹麻疹麻疹麻疹））））予防接種予防接種予防接種予防接種仮設仮設仮設仮設ｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸ・・・・母子保健母子保健母子保健母子保健巡回巡回巡回巡回訪問訪問訪問訪問巡巡巡巡 回回回回 診診診診 療療療療シムルーシムルーシムルーシムルー島島島島でのでのでのでの巡回診療巡回診療巡回診療巡回診療仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅でのでのでのでの巡回診療巡回診療巡回診療巡回診療日赤日赤日赤日赤ERUERUERUERUチームチームチームチームのののの診療患者数総計診療患者数総計診療患者数総計診療患者数総計：：：： 10,45010,45010,45010,450人人人人
４４４４月月月月スマトラスマトラスマトラスマトラ沖地震発生沖地震発生沖地震発生沖地震発生 第１班出国12/26

12/29
病院支援開始1/4 巡回診療開始 予防接種開始1/8

1/18 シムルー巡回開始2/22仮設クリニック開設1/24 ニアスニアスニアスニアス地震発生地震発生地震発生地震発生 ニアス島空港でのトリアージ開始3/28 3/31 ニアス島仮設診療所開設4/7 第６班帰国4/28

ニアスニアスニアスニアス島島島島でのでのでのでの救援活動救援活動救援活動救援活動
日赤日赤日赤日赤ERUERUERUERUチームチームチームチームのののの救援活動救援活動救援活動救援活動

診察診察診察診察したしたしたした被災者数被災者数被災者数被災者数：：：：10,45010,45010,45010,450人人人人 日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社のののの緊急救援活動緊急救援活動緊急救援活動緊急救援活動 (3)■■■■ 救援物資救援物資救援物資救援物資のののの配布配布配布配布・・・・インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア：：：： 食糧食糧食糧食糧、、、、衛生用品衛生用品衛生用品衛生用品、、、、テントテントテントテント、、、、蚊帳蚊帳蚊帳蚊帳、、、、文具等文具等文具等文具等のののの配布配布配布配布・・・・スリランカスリランカスリランカスリランカ：：：： 仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅のののの建設資材建設資材建設資材建設資材やややや救援活動用救援活動用救援活動用救援活動用のののの車輌整備車輌整備車輌整備車輌整備二二二二カカカカ国国国国でででで、、、、総額総額総額総額2222億億億億5,5005,5005,5005,500万円相当万円相当万円相当万円相当のののの救援物資救援物資救援物資救援物資をををを提供提供提供提供

日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社のののの緊急救援活動緊急救援活動緊急救援活動緊急救援活動 (4)■■■■ 国際赤十字国際赤十字国際赤十字国際赤十字をををを通通通通じたじたじたじた救援活動救援活動救援活動救援活動・・・・インドインドインドインド、、、、ミャンマーミャンマーミャンマーミャンマー等等等等のそののそののそののその他被災国他被災国他被災国他被災国にににに対対対対するするするする国際赤十字国際赤十字国際赤十字国際赤十字をををを通通通通したしたしたした支援支援支援支援。。。。（（（（医療救援医療救援医療救援医療救援、、、、飲料水飲料水飲料水飲料水のののの提供提供提供提供、、、、食糧食糧食糧食糧・・・・生活物資生活物資生活物資生活物資のののの配布配布配布配布、、、、安否確認安否確認安否確認安否確認などなどなどなど））））総計総計総計総計8888億億億億2,5002,5002,5002,500万円万円万円万円のののの資金拠出資金拠出資金拠出資金拠出 赤十字赤十字赤十字赤十字のののの救援活動救援活動救援活動救援活動（（（（主主主主なななな実績実績実績実績））））赤十字赤十字赤十字赤十字がががが支援支援支援支援したしたしたした被災者総数被災者総数被災者総数被災者総数 １００１００１００１００万人万人万人万人動員動員動員動員したしたしたしたボランティアボランティアボランティアボランティア 約約約約２２２２万万万万９９９９千人千人千人千人救援物資救援物資救援物資救援物資のののの配布配布配布配布 約約約約１６３１６３１６３１６３万万万万８８８８千人千人千人千人負傷者等負傷者等負傷者等負傷者等のののの救護救護救護救護・・・・診療診療診療診療 約約約約１４１４１４１４万万万万３３３３千人千人千人千人飲料水飲料水飲料水飲料水のののの提供提供提供提供 毎日毎日毎日毎日２７２７２７２７万万万万６６６６千人千人千人千人安否調査安否調査安否調査安否調査 約約約約５５５５千人千人千人千人
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赤十字赤十字赤十字赤十字のののの復興支援戦略復興支援戦略復興支援戦略復興支援戦略津波対応会議津波対応会議津波対応会議津波対応会議のののの開催開催開催開催（（（（於於於於：：：：香港香港香港香港）：）：）：）：2005200520052005年年年年3333月月月月3333日日日日～～～～5555日日日日赤十字の2010年までの中長期的復興復旧事業の戦略および枠組みを策定『『『『香港宣言香港宣言香港宣言香港宣言』』』』のののの論旨論旨論旨論旨赤十字のネットワーク → 被災各国での広域的広域的広域的広域的なななな支援支援支援支援各国赤十字社の連携による効果的効果的効果的効果的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな事業運営事業運営事業運営事業運営被災各国の政府、関係機関との連携連携連携連携・・・・調整調整調整調整事業の透明性透明性透明性透明性と寄付者等への説明責任説明責任説明責任説明責任の確保紛争・国内暴動等の状況を考慮した支援単なる復旧にとどまらず、将来の災害災害災害災害リスクリスクリスクリスクをををを軽減軽減軽減軽減するための取組み住民防災教育、ボランティアの養成などを通した災害対応能力災害対応能力災害対応能力災害対応能力のののの強化強化強化強化
保健医療保健医療保健医療保健医療水水水水とととと衛生衛生衛生衛生 生計手段生計手段生計手段生計手段災害対策災害対策災害対策災害対策・・・・防災防災防災防災 住宅再建住宅再建住宅再建住宅再建

救援救援救援救援・・・・復興体制整備復興体制整備復興体制整備復興体制整備
赤十字赤十字赤十字赤十字のののの復興支援事業復興支援事業復興支援事業復興支援事業のののの分野分野分野分野

主主主主なななな事業計画事業計画事業計画事業計画（（（（2006年年年年9月現在月現在月現在月現在））））家家家家をををを失失失失ったったったった人人人人々々々々のののの住宅住宅住宅住宅のののの再建再建再建再建 1，，，，500棟棟棟棟病院病院病院病院のののの復興支援復興支援復興支援復興支援、、、、機能強化機能強化機能強化機能強化 2施設施設施設施設地域診療所地域診療所地域診療所地域診療所のののの再建再建再建再建、、、、機能強化機能強化機能強化機能強化 83施設施設施設施設被災児童被災児童被災児童被災児童のののの教育支援教育支援教育支援教育支援救急法救急法救急法救急法、、、、水上安全法水上安全法水上安全法水上安全法、、、、防災教育防災教育防災教育防災教育のののの普及普及普及普及などなどなどなど被災国被災国被災国被災国のののの保健衛生環境保健衛生環境保健衛生環境保健衛生環境のののの改善改善改善改善（（（（衛生教育衛生教育衛生教育衛生教育などなどなどなど））））引引引引きききき続続続続きききき避難生活避難生活避難生活避難生活をををを続続続続けているけているけているけている人人人人々々々々へのへのへのへの生活生活生活生活物資物資物資物資のののの配布配布配布配布
住宅住宅住宅住宅のののの再建再建再建再建 (インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア・・・・スリランカスリランカスリランカスリランカ））））

バングラデシュバングラデシュバングラデシュバングラデシュ：：：：災害対策事業災害対策事業災害対策事業災害対策事業
� 政府政府政府政府のののの政策政策政策政策としてのとしてのとしてのとしてのサイクロンサイクロンサイクロンサイクロン災害対策事業災害対策事業災害対策事業災害対策事業
� 149ヵヵヵヵ所所所所ののののサイクロンサイクロンサイクロンサイクロン・・・・シェルターシェルターシェルターシェルターのののの建設建設建設建設
� 無線無線無線無線ネットワークネットワークネットワークネットワーク・・・・システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築
� コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティにににに根付根付根付根付いたいたいたいた活動活動活動活動

� 避難演習避難演習避難演習避難演習
� ボランティアボランティアボランティアボランティア研修研修研修研修
� 住民参加住民参加住民参加住民参加・・・・防災意識防災意識防災意識防災意識のののの浸透浸透浸透浸透

ベトナムベトナムベトナムベトナム赤十字赤十字赤十字赤十字のののの災害対策事業災害対策事業災害対策事業災害対策事業
�マングローブマングローブマングローブマングローブ植林植林植林植林・・・・災害災害災害災害対策対策対策対策プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
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ベトナムベトナムベトナムベトナムのののの台風台風台風台風・・・・高潮災害高潮災害高潮災害高潮災害
� 年間平均年間平均年間平均年間平均4つのつのつのつの台風台風台風台風
� 過去過去過去過去20年間年間年間年間のののの台風台風台風台風・・・・高潮高潮高潮高潮でででで10,000 人死亡人死亡人死亡人死亡
� 年間約年間約年間約年間約3億億億億ドルドルドルドルのののの経済的損失経済的損失経済的損失経済的損失
� 台風災害台風災害台風災害台風災害ののののインパクトインパクトインパクトインパクトのののの一部一部一部一部ははははマングローブマングローブマングローブマングローブのののの伐採伐採伐採伐採にににに起因起因起因起因
� 地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化によりよりによりよりによりよりによりより厳厳厳厳しいしいしいしい台風台風台風台風・・・・高潮災害高潮災害高潮災害高潮災害がががが予測予測予測予測されるされるされるされることことことこと

ベトナムベトナムベトナムベトナムののののマングローブマングローブマングローブマングローブ
� 50年間年間年間年間にわたるにわたるにわたるにわたるマングローマングローマングローマングローブブブブのののの伐採傾向伐採傾向伐採傾向伐採傾向

� えびのえびのえびのえびの養殖養殖養殖養殖
� 沿岸開発沿岸開発沿岸開発沿岸開発
� ベトナムベトナムベトナムベトナム戦争戦争戦争戦争のののの影響影響影響影響

� 伐採伐採伐採伐採によるによるによるによる災害災害災害災害リスクリスクリスクリスクのののの増大増大増大増大とととと沿岸地域沿岸地域沿岸地域沿岸地域のののの脆弱化脆弱化脆弱化脆弱化
“Green screen”としてのとしてのとしてのとしてのマングローブマングローブマングローブマングローブ
� 緩衝地帯緩衝地帯緩衝地帯緩衝地帯(buffer zone)としてのとしてのとしてのとしてのマングローブマングローブマングローブマングローブ

� 海水海水海水海水ののののスピードスピードスピードスピードのののの減速減速減速減速
� 波消波消波消波消しししし効果効果効果効果
� 風力風力風力風力のののの減速減速減速減速

� マングローブマングローブマングローブマングローブはははは1mのののの波波波波をををを
5cmのさざなみにするのさざなみにするのさざなみにするのさざなみにする効効効効果果果果があることがあることがあることがあること

(Mazda, 1997)

ベトナムベトナムベトナムベトナム赤十字赤十字赤十字赤十字マングローブマングローブマングローブマングローブ植林植林植林植林・・・・災害対策事業災害対策事業災害対策事業災害対策事業
� 1994年年年年からからからから実施実施実施実施
� 台風台風台風台風・・・・高潮災害高潮災害高潮災害高潮災害からからからから堤防堤防堤防堤防をををを守守守守るためにるためにるためにるためにマングローブマングローブマングローブマングローブのののの植林植林植林植林
� 沿岸地域沿岸地域沿岸地域沿岸地域のののの住民住民住民住民のののの災害災害災害災害にににに対対対対するするするする脆弱性脆弱性脆弱性脆弱性・・・・被災減少被災減少被災減少被災減少
� 日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社はははは1997年年年年からからからから支援参加支援参加支援参加支援参加

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト概観概観概観概観 （（（（日赤支援分日赤支援分日赤支援分日赤支援分））））
(

�北部北部北部北部6省省省省のののの延延延延べべべべ8,990.33ha実面積実面積実面積実面積 5,758.5ha

(東京東京東京東京ドームドームドームドーム1,231個分個分個分個分））））
� 531kmのののの沿岸地域沿岸地域沿岸地域沿岸地域のののの100km分分分分
� 1997年年年年からのからのからのからの所要経費所要経費所要経費所要経費：：：： 約約約約300万万万万ドルドルドルドル

It takes time… 保護保護保護保護・・・・育成活動育成活動育成活動育成活動
� 波波波波にににに流流流流されやすいされやすいされやすいされやすい幼幼幼幼いいいい苗苗苗苗
� フジツボフジツボフジツボフジツボやややや藻藻藻藻のののの付着付着付着付着にににによってよってよってよって枯枯枯枯れてしまうことれてしまうことれてしまうことれてしまうこと
� 保護保護保護保護・・・・監視活動監視活動監視活動監視活動のののの必要性必要性必要性必要性

� 植林地帯植林地帯植林地帯植林地帯へのへのへのへの船船船船のののの航行航行航行航行
� 薪用薪用薪用薪用としてのとしてのとしてのとしての伐採伐採伐採伐採
� 不法不法不法不法なえびのなえびのなえびのなえびの養殖養殖養殖養殖
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After 6 years

� No damage to the dykes behind regenerated mangrove, 
and no deaths inland of the protected dykes during 

Typhoon Wukong in October 2000

地域住民地域住民地域住民地域住民のののの収入源収入源収入源収入源・・・・生活向上生活向上生活向上生活向上
� マングローブマングローブマングローブマングローブ植林植林植林植林によるによるによるによる日当日当日当日当（（（（現金収入現金収入現金収入現金収入））））
� 保護保護保護保護・・・・監視監視監視監視によるによるによるによる現金現金現金現金収入収入収入収入
� マングローブマングローブマングローブマングローブのののの根元根元根元根元にににに集集集集まるまるまるまる魚介類魚介類魚介類魚介類、、、、花花花花にににに集集集集まるまるまるまる蜜蜂蜜蜂蜜蜂蜜蜂からからからから蜜蜜蜜蜜のののの採取採取採取採取によるによるによるによる現金収入現金収入現金収入現金収入

学校学校学校学校でのでのでのでの防災教育防災教育防災教育防災教育
� 1,533 人人人人のののの先生先生先生先生にににに対対対対してしてしてして防災教育防災教育防災教育防災教育のののの研修研修研修研修をををを実施実施実施実施（（（（2003年年年年)

� 48,000人人人人のののの学童学童学童学童にににに防災教防災教防災教防災教育実施育実施育実施育実施
� 250のののの小学校小学校小学校小学校にににに防災教科防災教科防災教科防災教科書書書書65,000 冊冊冊冊のののの配布配布配布配布

対費用効果対費用効果対費用効果対費用効果
� ベトナムベトナムベトナムベトナムｊｊｊｊ赤十字赤十字赤十字赤十字ののののプロプロプロプロジェクトジェクトジェクトジェクト経費経費経費経費（（（（94~03)：：：：

435万万万万ドルドルドルドル
� このこのこのこのプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトでででで年間年間年間年間

730万万万万ドルドルドルドルかかるかかるかかるかかる防波堤防波堤防波堤防波堤のののの維持経費維持経費維持経費維持経費をうかすことをうかすことをうかすことをうかすことができたことができたことができたことができたこと
And more…

� 日本赤十字日本赤十字日本赤十字日本赤十字のののの青少年青少年青少年青少年メンメンメンメンバーバーバーバー184人人人人ががががベトナムベトナムベトナムベトナム訪訪訪訪問問問問・・・・友好親善友好親善友好親善友好親善
� 日本赤十字日本赤十字日本赤十字日本赤十字ののののボランティボランティボランティボランティアアアア・・・・職員職員職員職員246人人人人ががががマングマングマングマングローブローブローブローブ植林植林植林植林にににに参加参加参加参加

ベトナムベトナムベトナムベトナムでのでのでのでの成果成果成果成果のののの主要因主要因主要因主要因
�コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの参加参加参加参加
�地域住民地域住民地域住民地域住民のののの防災意識防災意識防災意識防災意識
�長期長期長期長期にわたるにわたるにわたるにわたる支援支援支援支援
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近年近年近年近年のののの日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社のののの活動活動活動活動（（（（２２２２））））
� 武力紛争犠牲者武力紛争犠牲者武力紛争犠牲者武力紛争犠牲者・・・・難民救援難民救援難民救援難民救援アフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタン、、、、スーダンスーダンスーダンスーダン、、、、イラクイラクイラクイラク、、、、タンザニアタンザニアタンザニアタンザニア、、、、レバノンレバノンレバノンレバノンなどなどなどなどＩＣＲＣＩＣＲＣＩＣＲＣＩＣＲＣアピールアピールアピールアピールへのへのへのへの拠出拠出拠出拠出
� 人材人材人材人材のののの提供提供提供提供アフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタン北部北部北部北部のののの病院再建事業病院再建事業病院再建事業病院再建事業スーダンスーダンスーダンスーダン、、、、タンザニアタンザニアタンザニアタンザニア、、、、イラクイラクイラクイラク、、、、アフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタン、、、、コソボコソボコソボコソボなどなどなどなどへへへへ医療医療医療医療スタッフスタッフスタッフスタッフ、、、、安否調査担当安否調査担当安否調査担当安否調査担当、、、、救援担当救援担当救援担当救援担当などなどなどなど派遣派遣派遣派遣
� 救援物資救援物資救援物資救援物資・・・・機材機材機材機材のののの提供提供提供提供

アフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタン病院再建病院再建病院再建病院再建・・・・研修事業研修事業研修事業研修事業医療医療医療医療サービスサービスサービスサービスのののの質質質質・・・・量量量量のののの改善改善改善改善１１１１．．．．病院病院病院病院スタッフスタッフスタッフスタッフのののの教育訓練教育訓練教育訓練教育訓練２２２２．．．．病院施設病院施設病院施設病院施設のののの補修補修補修補修、、、、増築増築増築増築３３３３．．．．医療資機材等医療資機材等医療資機材等医療資機材等のののの整備整備整備整備教育教育教育教育・・・・訓練費訓練費訓練費訓練費 1111億億億億6,6006,6006,6006,600万円万円万円万円（（（（含人件費含人件費含人件費含人件費））））医療資機材医療資機材医療資機材医療資機材、、、、建物復旧建物復旧建物復旧建物復旧 1111億億億億8,0008,0008,0008,000万円万円万円万円事務所事務所事務所事務所・・・・車両車両車両車両などなどなどなど 4,4004,4004,4004,400万円万円万円万円
近年近年近年近年のののの日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社のののの活動活動活動活動（（（（３３３３））））

� 保健保健保健保健・・・・衛生問題衛生問題衛生問題衛生問題にににに対対対対してしてしてしてネパールネパールネパールネパールのののの飲料水飲料水飲料水飲料水・・・・ＰＨＣＰＨＣＰＨＣＰＨＣ事業事業事業事業ジンバブエジンバブエジンバブエジンバブエ、、、、インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアなどのなどのなどのなどのＨＩＶ／ＡＩＤＳＨＩＶ／ＡＩＤＳＨＩＶ／ＡＩＤＳＨＩＶ／ＡＩＤＳ事業事業事業事業フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン、、、、インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアなどのなどのなどのなどの保健医療支援保健医療支援保健医療支援保健医療支援
� 血液事業研修生血液事業研修生血液事業研修生血液事業研修生のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ（（（（1983198319831983年年年年～～～～314314314314人人人人））））
� バングラデシュバングラデシュバングラデシュバングラデシュ、、、、ラオスラオスラオスラオスでのでのでのでの血液事業開発支援血液事業開発支援血液事業開発支援血液事業開発支援
� 教育問題教育問題教育問題教育問題にににに対対対対してしてしてして文具文具文具文具などなどなどなど教育資材教育資材教育資材教育資材のののの提供提供提供提供アフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタン、、、、バングラデシュバングラデシュバングラデシュバングラデシュ、、、、モンゴルモンゴルモンゴルモンゴル、、、、ネパールネパールネパールネパール、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン

ネパールネパールネパールネパール飲料水供給飲料水供給飲料水供給飲料水供給・・・・衛生環境改善事業衛生環境改善事業衛生環境改善事業衛生環境改善事業
� 1983年年年年よりよりよりより支援開始支援開始支援開始支援開始。。。。 総受益者数総受益者数総受益者数総受益者数150万人万人万人万人。。。。
� ネパールネパールネパールネパールのののの農村地域農村地域農村地域農村地域においてにおいてにおいてにおいて、、、、安全安全安全安全なななな飲料水飲料水飲料水飲料水とととと衛生知識衛生知識衛生知識衛生知識とととと設備設備設備設備をををを普及普及普及普及をををを通通通通じてじてじてじて、、、、住民住民住民住民のののの健康健康健康健康をををを増進増進増進増進ささささせせせせ、、、、生活生活生活生活のののの質質質質のののの向上向上向上向上をををを目的目的目的目的としているとしているとしているとしている。。。。

ネパールネパールネパールネパールにおけるにおけるにおけるにおける砒素対策事業砒素対策事業砒素対策事業砒素対策事業のののの流流流流れれれれネパールで井戸水の砒素汚染を確認（政府・WHO）サンプル検査（2,400本）①①①①水質検査水質検査水質検査水質検査
(8,682本本本本)砒素検出井戸砒素検出井戸砒素検出井戸砒素検出井戸

435本本本本 ②②②②砒素砒素砒素砒素のののの知識知識知識知識をををを普及普及普及普及 ③③③③健康被害健康被害健康被害健康被害のののの検査検査検査検査
(38,861人人人人)慢性砒素中毒慢性砒素中毒慢性砒素中毒慢性砒素中毒のののの疑疑疑疑いいいい

435人人人人再検査長期的な水質検査井戸の利用者へのフォローアップ 政府などへのノウハウの提供働きかけ・ハンドオーバー砒素除去フィルター・プラント設置安全な代替井戸の掘削 砒素を含む井戸水の飲用禁止ビタミン剤供与と食事指導保健スタッフによるケア
1999年

2004年2003年2000年～2003年
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予防
ケアと治療偏見と差別
良いカウンセリングと検査がケアと治療を促進する

HIV感染者エイズ患者偏見はHIV/エイズの正しい理解を妨げる ケアと治療の受けやすさが検査を促進する正しい情報と予防活動が偏見を減らす偏見はケアを受けにくくするケアと治療が偏見を減らす
日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社ととととアドボカシーアドボカシーアドボカシーアドボカシー

�国際人道法普及国際人道法普及国際人道法普及国際人道法普及セミナーセミナーセミナーセミナーなどなどなどなど
�対人地雷禁止対人地雷禁止対人地雷禁止対人地雷禁止キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン参加参加参加参加
�人道問題人道問題人道問題人道問題にににに関関関関するするするする赤十字赤十字赤十字赤十字シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムのののの開催開催開催開催ととととＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ教育教育教育教育ＴＶＴＶＴＶＴＶでのでのでのでの放映放映放映放映（（（（1987198719871987～）～）～）～）
� IDRL(IDRL(IDRL(IDRL(国際災害対応法国際災害対応法国際災害対応法国際災害対応法））））のののの制定制定制定制定へへへへ向向向向けてけてけてけて

研修会研修会研修会研修会などのなどのなどのなどの開催開催開催開催
�国際救援国際救援国際救援国際救援・・・・開発要員基礎研修会開発要員基礎研修会開発要員基礎研修会開発要員基礎研修会（（（（BTC)BTC)BTC)BTC)国際国際国際国際モジュモジュモジュモジュールールールールによるによるによるによる研修研修研修研修
� H.E.L.P.H.E.L.P.H.E.L.P.H.E.L.P.（（（（Health Emergency Large Health Emergency Large Health Emergency Large Health Emergency Large Population)Population)Population)Population)----日本赤十字九州国際看護大学日本赤十字九州国際看護大学日本赤十字九州国際看護大学日本赤十字九州国際看護大学、、、、ICRCICRCICRCICRCとのとのとのとの共催共催共催共催））））
�アジアアジアアジアアジア・・・・太平洋地域災害対応体制太平洋地域災害対応体制太平洋地域災害対応体制太平洋地域災害対応体制のののの整備推進事業整備推進事業整備推進事業整備推進事業
�アジアアジアアジアアジア・・・・太平洋地域血液太平洋地域血液太平洋地域血液太平洋地域血液シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム（（（（タイタイタイタイ赤十字社赤十字社赤十字社赤十字社とのとのとのとの共催共催共催共催））））


