
 
      

バングラデッシュの警察とコックスバザール、そして UN Women（国連

女性機関）は「女性と子どものヘルプデスク」というサービスを 2019年

3月 3日（日）に、コックスバザールのマドゥフチャラ警察に位置する

第１キャンプに初めてできたロヒンギャキャンプにて開始しました。 

ロヒンギャの女性リーダー、政府高官、国連機関、国際機関や地方組

織の人々、そして難民キャンプを運営している人々等、多くの人が開会

式に参加しました。                                                                                       

 

 
 

コックスバザールの警察本部長の要請によりドイツ政府の支援を受けて

設立されたこのサービスは、訓練を受けた女性警察官を配置し、ロヒン

ギャの女性や子供の援助を促進します。また、24時間サービスを提供

できるよう、女性警察官が泊まれる施設も建設される予定です。女性

警察官の存在は、人身取引や家庭内暴力などロヒンギャの特に女性

や子どもの安全や治安に関わる問題に取り組んでいくうえで、非常に重

要だといえます。ロヒンギャの女性リーダーは、「今までは女性に対しての

犯罪行為について誰にも相談することができませんでした。しかし、女性

警察官の存在と「女性と子どものヘルプデスク」のサービスがあることで、

法律や規範が守られるようになるのだと感じ、安心してキャンプで過ごす

ことができます」と語っています。  

女性警察官は、難民が抱える不満を解消するために、様々な問題

に取り組んでいく準備が出来ていると語っています。 

 

コックスバザールの国際女性デーのイベント：      

アートフェアエキシビション  

2019年国際女性デーを記念して、コックスバザールではアートと手

工芸の展示会が 2回にわたって開催されました。このイベントは UN 

Women を含む人道支援におけるジェンダー（GiHA）ワーキンググ

ループに支援されており、3月 7日には第 4 キャンプにあるダルバー

ルホールにて、３月９日にはロングビーチホテルにて開催されました。

どちらも「私の将来、私の夢」というテーマで開催され、大きな注目を

集めるとともに、展示されていたバスケットやマット、壁飾りやデコレー

ション、刺しゅうなどの手工芸の作品などに関心が寄せられました。

（最後のページでさらに写真を見ることができます）

 
イマム（イスラム教の宗教指導者）達が手工芸作品の展示を楽しんでいる様子。 

ダルバールホールでの展示では、ロヒンギャキャンプのあらゆるところから多くの人が訪

れました。写真：UN Women/ジュリアン・デ・シルバ  

 

UN Women コックスバザールでの活動報告  

シャミムル・ホケ・パヴェル ロヒンギャ難民キャンプ担当官リーダーの考察   

 
写真：UN Women/ジュリアン・デ・シルバ  
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「女性警察官の存在と「女性と子供のヘルプデスク」のサービスが

あることで、法律や規範が守られるようになるのだと感じ、安心し

てキャンプで過ごすことができます」 

「女性と子どものヘルプデスク」サービス開始   

石川祥子 UN Womenバングラデッシュ事務所所長と ABM マサド・フセイン警官 

写真：UN Women/ジュリアン・デ・シルバ  
 
 
 
 



 

 

   

 

第４キャンプにある多目的センター（MPWC）への政府高官など

の訪問が最近行われ、支援者たちが、このセンターがロヒンギャの女

性と思春期の女児に対してどのようなサービスとアクティビティを提供

しているのか、さらに理解する機会となりました。 

 
2019年 2月９日にノルウェー在バングラデッシュ大使のシドセル・ブレケン氏

（右）とノルウェー外務省のミッションチームが多目的センターを訪問しました。ロヒン

ギャの女性がセンターで受けた生計支援トレーニングで学んだ技術を使って制作した

スカーフを紹介しました。 写真：UN Women/ジュリアン・デ・シルバ  
                   

 

 

  

 

2019年 2月 18日には、 英国の国際開発大臣兼女性・機会

均等担当大臣であるペニー・モーダント氏と、英国国際開発省

（DFID）の方々が多目的センターに訪れました。  

 
英国国際開発省の派遣団は、生計支援トレーニングで学んだスキルが刺しゅうなど

の作品に反映されていることや、多目的センターの研修を通して学んだテクニックを、

視察しました。これらの職業訓練は、ロヒンギャ難民の女性をエンパワーし、持続可

能な生活を暮らしていくためにも非常に重要なものとなっています。   

写真：UN Women/ナディラ・イスラム  

 

 

 
スウェーデン国際開発協力庁（SIDA）のミャンマー事務所アンダース・フランケンバー

グ所長が率いるミッションチームが、2019 年 3月 5日に多目的センターを訪問しまし

た。訪問者たちは、難民の方々が受けている携帯修理の技術の研修に非常に感銘を

受けた様子でした。 写真：UN Women/ジュリアン・デ・シルバ  

 
派遣団の一人がロヒンギャの女性に、なぜこの多目的センターを訪れるのか聞いた

ところ、このセンターは彼女にとって安心できる場所であるとともに、生きていくうえで

必要な技術を学べる場所だからと話していました。  

写真：UN Women/ジュリアン・デ・シルバ    
 

UN Women コックスバザール事務所からのアップデート 

➢ 日本政府は、UN Women のバングラデッシュでの、特にロヒンギャの女性と思春期の女児にフォーカスした人道的介入を支援すること

を決めました。このイニシアチブは、カナダ、ドイツ、スウェーデン、イギリスの政府、オーストラリアの UN Women国内委員会、日本、ア

イスランド、シンガポール、スウェーデン、アメリカ、そして TingariーSilverton基金と国連中央緊急対応基金の支援を受けており、ロヒ

ンギャ難民危機に対する UN Women の措置をさらに強化するものとなるでしょう。  

➢ 2 つの新しい多目的センターが第 3 キャンプと第５キャンプで建設中です。これらのセンターは、UN Women と BRAC*の、ロヒンギャ

難民と難民を受け入れている側の女性たちが共存していけるようなコミュニティー作りをするというフォーカスを、さらに強化していきます。  

➢ また、３つめの新しい多目的センターが、第 4 キャンプで 3月末には完成する予定です。UN Women と現地パートナーのアクション・

エイドの支援により運営しているこれらのセンターは、第 4・第 18 キャンプにて多目的センターのサービスをさらに拡大し、ロヒンギャ難民

の女性と女児が生計スキルや情報を学び、研修を受ける機会を提供していく予定です。これらのセンターで学べる具体的な内容として

は、栄養、個人の衛生、災害への備え、人身取引、健康、公衆衛生、家族計画、読み書きの知識、リーダーシップ等があり、ほかの

支援者が行っているサービスや救済活動の情報なども提供しています。  

 

* BRAC:バングラデッシュにある世界最大の開発 NGO団体であり、貧困層の人々、非識字や病気、社会的不公正に苦しむ人々や地域をエンパワーする

ことを目的としている。 

 
 

UN Womenが運営する多目的センター（MPWC）への訪問者  



 

    

 

 

    

バングラデシュ政府のキャンプ担当官は、何千人もの難民の福祉の問題

に取り組んでいます。 担当官リーダーのシャミムル・ホケ・パヴェル氏は

「2017年に私がキャンプに着任した際のロヒンギャ難民たちの苦労は、

とても言葉で表現しきれるようなものではありませんでした。基本的人権

すらも彼らから奪われていたのです。尊敬をもって接することが、彼らが尊

厳と自信を取り戻すうえで極めて重要なことだと信じています。」と述べて

います。  
 

当初自分の新たな役割をどう果たせばいいのか、キャンプ担当官リーダー

として、そして一人の人間として、パヴェル氏は悩みました。しかし今では、

UN Women のような支援機関と協働することで、機能的かつ実用的

な支援を提供する方法を編み出すことができました。キャンプ担当官の

仕事は 24時間体制で、常に何らかの緊急事態に対して、ロヒンギャの

住人、NGO職員、他の担当官や、マジ（ロヒンギャコミュニティの伝統

的リーダー）たちと共に立ち向かっています。 
 

2017年にコックスバザールへの難民流入が始まって以来、パヴェル氏は

堅い意思をもってリーダーの役割を果たし成功を収めてきました。彼のチ

ームは 3000人ものロヒンギャ難民（うち 560人は女性）をトレーニン

グし、活動に参加してもらってきました。ボランティアたちはそれぞれの能力

に応じて選ばれ、指示をこなし、責任を果たしてきました。これにより難民

たちー多くの場合高齢者や障がいを抱えている人々が、自分たちの社会

組織における自治と秩序を創り出し、自信をつけ、生計の改善の一歩

に結びつけました。  
 

「この危機の早い時期に、ロヒンギャの人々を本当の意味で助けるには、

彼らをエンパワーして彼ら自身の力で自らのグループを助けられるようにす

る必要があると気づいたのです。ロヒンギャの人々が自ら、食料や支援物

資などを自分たちの間で配給すること。それが混乱したキャンプでの生活

に秩序を保つ上で非常に重要なのです。」  

 

パヴェル氏は若い女性たち（16~28歳）に、裁縫や仕立て、ブロック

ペインティングなどのスキルを身に着けてもらう活動に情熱を注いでいま

す。女性たちはトレーニング受講後ミシンや針、糸、布などの裁縫道具の

支給を受けます。メンター制も重要な要素の一つです。経験とスキルを

持った年配の女性は、若い女性や少女たちにその技術を伝えるように促

されるのです。  

彼は 40 の「司法委員会」をも立ち上げました。委員会はケースに

応じたキャンプ住民間のいさかいに、非公式の判決を下すことができ

ます。それぞれの委員会はロヒンギャコミュニティのマジ長 1人、イマム

10人、基本的な識字能力のある 5人、そして 45-55歳の女性

5人の合計 21名から構成されています。評決は投票で行われ、

担当官は女性の票が男性票によって影響を受けないよう注意を払

います。2019年 2月の時点で、各司法委員会は毎日 2-3件を

扱っています。  

  

ロヒンギャコミュニティ全体とウキヤ、テクナフのホストコミュニティとの対

話促進に加え、担当官は UN Women が運営している多目的セ

ンターのような安全センターの役割を補完しました。バングラデッシュ

政府は UN Women プログラムを対象に、さらに 3 つの多目的セン

ターの設立用の土地を提供しました。このプロセスにおける担当官の

重要性は否定の余地もなく、パヴェル氏の存在は UN Women に

とって強い味方となっています。「UN Women の活動が多目的セン

ターの女性や女児たちにとって継続して効果をもたらしていることに、

心から感銘をうけています。運営と効果が目に見えてわかるこの方法

を、さらに拡大していきたいのです。」 

                                       

インタビューの間パヴェル氏の電話は鳴りっぱなしでした。午後 10

時、人身取引案件の電話を取るために彼は中座しました。次の電

話は UNHCR の親善大使、アンジェリーナ・ジョリーが明朝訪問する

ことを知らせるものでした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャミムル・ホケ・パヴェル氏はロヒンギャ難民支援における、触媒のような存在です。2017年以降担当官の一人とし

て東第１、西第 1、第３、第４キャンプを監督しています。バングラデッシュ政府職員としてキャリアを始めて以来、危

機管理の分野で専門を伸ばしてきたパヴェル氏は、キャンプにおける自分の役割は仕事以上のものだと言います。彼

の任務であり、天職であると考えているのです。  

 
 

難民のためのエンパワーメント実践中 

バングラデシュ政府キャンプ担当官リーダー、シャミムル・

ホケ・パヴェル氏による考察  

 

危機対応担当官であるシャミムル・ホケ・パヴェル氏（左）が、ロヒンギャ難民の女

性たちやコミュニティの人々と働く様子。 写真: UN Women/ Juthika 

Dewry 



 

人道支援におけるジェンダー（GiHA）ワーキンググループにより、国際女性デーに合わせてロヒンギャの女性と女児の才能が、アートと手工芸の展示会で披

露され、一般からも多くの関心を呼びました。 ロングビーチホテル、コックスバザール  
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2019年 3月７日・9日 人道支援におけるジェンダー（GiHA）ワーキンググループによる 

国際女性デーイベント：アートフェアエキシビションのスナップショット 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：UN Women/ジュリアン・デ・シルバ 

いずれのイベントも UNWomen、IOM、UNHCR、WFPの国連機関での

連携した支援を受けています。また、BRAC, セーブ・ザ・チルドレン, 

DanChurchAid, RTMI(Research, Training and Management 

International), Relief International, オックスファム, アクション・エイ

ド, Terre des hommes, Gonno Unayan Kendro (GUK), 

UNFPA及びMuktiなど、多くの Cox’s Bazar駐在の国際 NGOにより

支援を受けて、手工芸作品の出店を行いました。  

 

Cox’s Bazar Sub Office 
Hotel Probal 
Cox’s Bazar, Bangladesh  
 
bangladesh.unwomen.org 
facebook.com/unwomenbangladesh 

 
 
 
  

ウキヤとテクナフにある UN Womenの多目的センターなどにおける、職業訓練はロヒンギャの女性と女児に、手工芸による生計への道を開きました。  

訪問者が色とりどりの手工芸製品を、興味深く見て回っている様子。製品はノ

クシカタ（ベンガル地方の刺し子縫い）、パンジャビ（パンジャブ地方の服）、

装飾品などの布製品。  

 


