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CHS Alliance ウェブサイト掲載記事 

新型コロナウィルス感染症と人道支援の必須基準（CHS） 

どのように CHS コミットメントを支援に具現化することができるか 

2020 年 4 月 14 日 

https://www.chsalliance.org/get-support/article/covid-19-and-the-chs/ 

 

新型コロナウィルス感染症（以下、COVID-19）のパンデミックを受け、世

界各地で支援活動が加速しています。そのような中で、人びとの尊厳と権

利を尊重することが従来に増して重要です。感染者ばかりでなくあらゆる

人びとを単なる症例や事例としてみるのではなく、一人の人間として接して

いくことが必要です。人間としての尊厳を尊重することが「人道支援の必須

基準」（以下、CHS）の本質です。 

今日直面している事態は、国際社会が初めて直面する公衆衛生上の

緊急事態であり、社会的・経済的危機です。旅行や移動の厳しい制限、逼

迫した医療体制の中、市民社会組織(以下、NGO)や人道支援組織は重

要な役割を果たします。すべての人びとは差別を受けることなく等しく医療

制度にアクセスができ、尊厳と敬意をもって扱われるべきです。 

CHS は、私たち NGO、人道支援組織からの支援を受ける人びとへのコ

ミットメント（責任をもっておこなう約束）を示しています。CHS は私たちが

共通の考え方に沿って、人びとを中心に据えた支援を COVID-19 対応に

おいても実践する際の参考になりえます。以下、CHS のコミットメントがど

のようにパンデミック対応に活用しうるかを説明します。過去の有益な参考

情報も記載しています。 

 

訳者注： 

・各コミットメントにおける「質の規範」は、コミットメントが達成されている状

況を示し、コミットメント達成のために組織と職員がどう取り組むべきかを表

明しています。 

・ホームページ掲載記事に掲載されている参考情報とは、インターネット上

に掲載されている資料や、関連した活動（一部予定）を指します。訳者の

判断で紹介されているものの一部を割愛しています。大半は英語での発

信ですが、一部複数言語で提供されている場合もあります。 

支援の質とアカウンタビリティ向上ネ

ットワーク（JQAN）では、2015年

から日本の支援者による人びとの尊厳

と権利を守り、彼らに対しアカウンタビリ

ティを果たす人道支援の実践に向け、

世界各地で活用されている主要な国

際基準の普及活動を行ってきました。 

新型コロナウィルス感染症流行下で

の支援活動のあり方に関する「人道支

援の必須基準（Core 

Humanitarian Standard on 

Quality and Accountability, 

CHS）」の活用を提唱する CHS 

Alliance (本部スイス)の記事を日本

語訳しました。活動の計画やモニタリン

グに役立てていただければ幸いです。 

 CHS 全文をご覧になりたい方は、次

のページをご参照ください。 

https://corehumanitarianstan

dard.org/files/files/CHS_Japan

ese_ver2.pdf 

 CHS にそったモニタリング実施時の

質問項目を、文末に掲載しています。

同内容は、スフィアハンドブック 2018

日本語（CHS にかかる章の添付資

料 A1-8部分）からの抜粋です。 

訳文作成協力：岡野谷純さん、木

村万里子さん、福田紀子さん 

お問い合わせ先：事務局（松尾）

qa@janic.org 

https://www.chsalliance.org/get-support/article/covid-19-and-the-chs/
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_Japanese_ver2.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_Japanese_ver2.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_Japanese_ver2.pdf
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コミットメント 1 （質の規範） 

人道支援は状況にあわせて適切に実施されている。 

日ごろから疎外されている人びとは危機の際に一層脆弱になります。COVID-19 も例外ではありませ

ん。支援を必要とする人びとの多様なニーズを理解し、それらのニーズを満たし、多様な立場の人びとに

支援が届くようにすることがこれまで以上に重要です。 

 最も困難に直面している地域社会や人びとのニーズにこたえうる支援であるかを考える。 

 緊急アセスメント（事前調査）を行い、変化に応じて情報を再検証していく。特に個々人がウィルスへ

の感染（含む疑い）によって、表に出ない差別を受けていないかに注意を払う。 

 

参考情報 

 資料名・情報源 

・ The RCCE (IFRC, UNICEF and WHO) Action Plan Guidance COVID Preparedness and 

Response 

・ IASC Briefing note on addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 

・ Save the Children’s 10 things you should know about COVID-19 and Persons with Disabilities 

・ Age and Disability Capacity Program’s Inclusion of older people and people with disabilities 

・ IASC Interim Guidance GENDER ALERT FOR COVID-19 OUTBREAK 

・ IASC COVID-19 Resources Relating to Accountability and Inclusion 

・ CARE’s Policy brief on Gender Implications of Covid-19 Outbreaks In Development and 

Humanitarian Settings 

・ CARE and IRC’s Global Rapid Gender Analysis for COVID-19 

・ Guidance and advice for older people on COVID-19 

・ CartONG ‘s COVID-19 Crisis: How to Adapt Data Collection for Monitoring and 

Accountability 

 

 

コミットメント 2 （質の基準） 

変化する状況にあった、効果的な人道支援が行われている。 

COVID-19 は前例のない事態であり、支援は状況に応じて迅速に更新する必要があります。パンデミ

ックの段階的な変化に伴い、人びとの知識や考え方は変化するため、アセスメントは継続的に行われ、

危機的な状況に即した支援となっていることが必要です。柔軟かつ状況に合った対応が欠かせません。 

 常に変化する状況に応じて定期的に支援内容を検証し、改訂する。 

 技術的な対応が書かれた基準類を参照し、時機に応じた対応をする。 

 

参考情報 

 資料名・情報源 

・ WHO’s COVID-19 specific guidance 

・ Sphere’s guidance on the Sphere Standards and the Coronavirus response in eight languages 

・ WHO and UNICEF Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19 
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・ ALNAP COVID-19 Portal 

・ I-APS’s Guidelines for Adapting Third-Party Monitoring In the Context Of the Covid-19 

Outbreak 

・ Mercy Corps’ COVID-19 Remote MERL Guidance 

・ ISAC Interim Key Messages: Flexible Funding for Humanitarian Response and COVID-19 

・ IOM COVID Camp Management Operational Guidance Frequently Asked Questions 

 

 

コミットメント 3 （質の基準） 

人道支援が地域の対応力を高め、負の影響を未然に防いでいる。 

パンデミック対応下では各国内の地域や全国の支援アクターが重要な役割を担います。渡航や物資

の供給が厳しく制限される中、大規模な国境を越えた支援の動員は実施体制の混乱や自国内での対応

の優先を余儀なくされ不可能となります。 

 リスク管理をしつつ、過去の事例を参照しながら、プログラムの遠隔（リモート）管理体制を強化す

る。 

参考情報 

Position Paper – Localised Response to Covid-19 Global Pandemic by the Alliance for Empowering 

Partnership (A4EP) 

 

支援による負の影響を防ぐためには、私たちは COVID-19 による影響として、性的搾取や虐待のリス

クが高まり、公共の安全を脅かしたり、不正やその他の犯罪行為が増加することを認識しておく必要があ

ります。COVID-19 についての理解や情報がないと、社会の結束が揺らぎ、暴力、差別、疎外や外国人

排斥などにつながりかねません。よって、私たちは起こりうる負の影響を十分注意を払い、支援によって、

特にスティグマ（汚名）、排除、外国人排斥などのさらなる被害を発生させないように細心の注意を持って

取り組まなければなりません。 

 性的搾取・虐待からの保護（PSEA）や行動規範を職員内で周知し、支援において準拠すべき方針

を明確にする。 

 PSEA に関する初歩的な訓練や再訓練を行う。 

 私たちの支援がさらなる被害をもたらすことや、受け手のスティグマ（汚名）や差別の増加につながら

ないようにする。 

 従来に増して影響を受けた地域や人びとの個人情報の管理を徹底し、保護する。 

 

参考情報 

 資料名・情報源 

・ CHS Alliance PSEA quick Implementation Handbook 

・ Interaction six-minute training video – No Excuse For Abuse 

・ Online Safeguarding Essentials on the Kaya Platform 

・ IASC Interim Technical Note: Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) During 

COVID-19 Response 
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コミットメント 4 （質の規範） 

人道支援はコミュニケーション、参加、ならびに影響を受けた人びとの意見に基づいて行われている 

COVID-19 対応において、コミュニケーションは何よりも重要なポイントです。他方、感染防止のために

とられている社会的距離により、従来型のグループや個人との話し合いによるコミュニティへの参加は許

されません。このような中、偽ものや正しくない情報、もっともらしい思い込み（神話）を無くすことが求めら

れています。 

 遠隔でのコミュニケーションを可能にする各種手段（例：ホットライン、ショートメッセージ、インターネ

ット等）を活用して、情報の発信とフィードバックを常時行う。ラジオも有効な手段であることを忘れず

に。 

 明確で一貫性のある正しい情報を積極的に発信することが基本である。情報発信時の言語はコミュ

ニティにとって分かりやすい言語で作成されている必要がある。効果的なコミュニティ参画は、うわさ

や誤った情報を突き止め、対処するのに役立つ。 

 コミュニケーションが支援現場の現状に応じたものであるように注意する。コミュニティが持っている

認識や信じられていることは、支援を促進することも妨げることもあるため、これらを理解し、現地の

状況に沿った発信をすることはとても重要である。 

 COVID-19 対応によって、従来の支援活動がどのように影響をうけるのかについて説明をする。ま

た支援団体が提供可能なサービスの内容とコンタクト方法（ホットラインやウェブサイトなど）を明確に

する。 

 現地の主要関係者、協力者、コミュニティリーダーに対し、直接の対応が難しい時に、どのようなコミ

ュニケーション体制があるかを確認し更新する。場合によっては現地の主要関係者に対し、携帯電

話などの通信手段を確保することも検討する。また地域における伝統的な相互扶助の仕組みが情

報入手に役立つことを理解する。 

 

参考情報 

 資料名・情報源 

・ CDAC’s How To Guide on communication and community engagement (CCE). 

・ Asia-Pacific Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Working Group 

produced the extremely helpful COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people 

in risk communication and community engagement 

・ The British Red Cross’ Community Engagement Hub continues to collate the latest 

communication and community engagement-related resources 

・ IFRC has produced a Risk communication and community engagement strategy for Africa   

・ H2H Network has funded BBC Media Action, Internews, Evidence Aid and Translators 

Without Borders to lead a project to fight misinformation around the virus. To receive the 

weekly Connect: COVID-19 bulletins, email COVID-19@internews.org 

・ WHO has created a series of myth busters to counter the spread of misinformation and 

rumours 

・ CDAC’s Practice Guide to Working with Rumours   

・ UNICEF has created some key messaging for the prevention of the spread of COVID-19 in 

schools 

・ IASC has produced a guide on how to include marginalized and vulnerable people in risk 

communication and community engagement in COVID-19 

・ UNICEF and IFRC have produced a guide for focus group discussions on COVID-19 

 

mailto:COVID-19@internews.org
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コミットメント 5 （質の規範） 

苦情や要望を積極的に受け入れ、適切な対応をしている。 

COVID-19 対応時だからといって、苦情や要望の受付を軽視するのではなく、従来にも増して受付体

制を整備し管理をすることが必要です。上述した通りコミュニケーションがいつものようには取れない中

で、私たちは次のような対応をしなければなりません。 

 担当者の業務負担や責任が増える状況であっても、苦情や要望を受け付けられる体制が取れてい

るかを定期的に確認する。 

 参照できる情報源や、照会先のサービス提供団体の情報が更新されているようにする。 

 人びとに、支援組織としてどのような支援や支援者の態度・行動を期待できるかを明確にし、それに

反する言動がある場合は苦情・要望受付窓口に申し出ることができることを伝える。 

 

 

参考情報 

CHS Commitments in plain language to display in prominent places so people affected know and 

understand what to expect.  

 

 

コミットメント 6 （質の規範） 

人道支援は調整されており、相互補完的である。 

COVID-19 対応が効果的かつ効率的に実施されるには、強力な協働が求められます。私たちはコミュ

ニティの人びと、受入国政府、国内および地域の医療機関、ドナー、民間セクター、科学者、国内外の

人道支援組織が、それぞれの任務と専門性に基づき貢献できると理解することが重要です。 

 全国および地域の主要関係者が参加している調整の場への参加を継続・強化する。 

 コミュニティの要望を整理し、不要な負担を軽減し、支援対象地域や内容の拡大充実にむけ、他の

支援関係者と情報を共有し、協働をする。 

 支援組織間でアセスメント（事前調査）、研修や評価活動の共同実施を試み、一貫性のある支援を

実現する。 

 

 

 

コミットメント 7 （質の規範） 

人道支援者は継続的に学習し、改善している。 

COVID-19 対応が効果的かつ効率的に実施されるには、強力な協働が求められます。私たちはコミュ

ニティの人びと、地元政府、国内および地域の医療機関、ドナー、民間セクター、科学者、国内外の人

道支援団体が、それぞれの任務と専門性に基づき貢献できると理解することが重要です。 

 エボラ出血熱ほかの過去のパンデミック対応からの教訓や経験を参照する。 

 自らの活動において新しい工夫を試み、影響を受けた人びとや他の関係者と共に学びながら、支

援活動を改善していく｡ 
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参考情報 

 資料名・情報源 

・ Kaya’s The COVID-19 Learning Pathway (Open Access) 

・ Learningpool’s Coronavirus Course Essentials 

・ Cornerstone’s Learning platform on COVID-19 

・ Bioforce’s COVID-19 self-training tool for local and international responders working on 

prevention and control – In French 

・ Groupe URD’s Epidemics, Pandemics and Humanitarian Challenges: Lessons from a Number 

of Health Crises 

 

 

コミットメント 8 （質の規範） 

職員は、効率的に職務を行えるよう、自らもサポートを受けられ、適正かつ公平な扱いを受けている。 

COVID-19 対応においては、すべての人が感染のリスクに晒されており、従来に増してストレスに感じ

ます。多くの人びとが在宅で勤務することが求められる中、支援組織はすべての人員管理を遠隔対応す

るように仕組みを適応していくことになります。普段に増して職員のワーク・ライフ・バランスに配慮し、す

べての職員をサポートし信頼をもって、彼らがその業務責任を職業モラルと参加意欲をもって果たすこと

ができるように支援することが求められます。人事管理部門によるリーダーシップが求められます。 

 最前線で従事する職員には安全な環境で仕事をするために必要な PPE（個人防護用具）を提供す

る。 

 職員の COVID-19 のリスクと予防方法に理解しているよう徹底する。彼らが参照できる具体的なガ

イドラインなどの提供を行い、症状の疑いがある人や感染者と接する際の方法について十分に周知

しておく。 

 組織としての就業上の健康と安全に係る方針および緊急事態に対応する計画をすべての職員と管

理者で共有すると共に、疾病手当金や休暇規定、福利厚生について彼らがいつでも参照できるよう

にする。 

 職員が在宅勤務をする際に必要な環境や機器類を整備する。またそれらに関する相談対応や訓練

の機会も提供する。 

 テクノロジーを活用して遠隔で勤務する職員同士がコミュニケーション手段を維持し、一つのコミュ

ニティとしての意識を持って、公私にわたるテーマでの対話ができるようにする。 

 環境の変化、それに伴うワーク・ライフ・バランスの負担増によって個々の職員に生じるストレスに注

意する。在宅勤務時に安全、健康でいるための明確なアドバイスとあわせ、心理的サポートを提供

する。 

 職員に対し、個々の業務の仕方に応じた支援（例：物理的な執務空間、介護や育児に応じた柔軟

な勤務時間、任意での休暇取得や一時的な特別休暇の付与など）を行い、各自に期待する業務成

果（例：執務時間よりも成果の見せ方など）を明確にすること。 

 

参考情報 

 資料名・情報源 

・ DisasterReady.org free online learning help responders work safely and promote infection 

prevention, preparedness and well-being 

・ Duty of Care International has published a new duty of care checklist for people management 

and recruitment in aid organisations 
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・ The Headington Institute has a team of psychologists helping humanitarian and development 

organisations ensure the well-being of individuals. They’ve created a suite of materials related 

to COVID-19 

・ Humentum blog with tips for remote working 

・ The KonTerra Group provides mental health and organizational resilience services to 

organisations and their people: 

 Managing Stress and Anxiety During An Infectious Disease Outbreak 

 Taking Care Of Yourself During Quarantine or Self-Isolation 

 Mental health charity Mind’s guidance on coronavirus and well-being 

 資料名・情報源 

・ CIPD’s answers to frequently asked questions to offer guidance in responding to the 

coronavirus disease, COVID-19 

・ New coronavirus: Recommendations for the workplace from the Swiss Government 

・ Acas – Coronavirus advice for employers and employees 

・ Save the children’s video on MHPSS and Wellbeing and resilience and building up 

 

 

コミットメント 9 （質の規範） 

資源は管理され、本来の目的のために責任を持って活用されている。 

COVID-19 対応には追加的な資源が必要となる中、支援団体がニーズの変化に応じた素早い対応が

できるように、ドナー（資金援助者）には、使途の制約を設けず、かつ柔軟に活用できる資金提供を行うこ

とが期待されています。 

 

参考情報 

 資料名・情報源 

・ Global Humanitarian Response Plan 

・ LAPA’s International Covid-19 Funding Sources 

・ IASC Interim Key Messages: Flexible Funding for Humanitarian Response and COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

https://konterragroup.net/wp-content/uploads/2020/03/KonTerra_Managing-Stress-during-COVID-19_2020.pdf
https://konterragroup.net/wp-content/uploads/2020/03/KonTerra_Self-care-during-quarantine-or-self-isolation_2020.pdf
https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus/coronavirus-and-your-wellbeing/#collapse9b669
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添付   
以下は、スフィアハンドブック 2018日本語（CHS にかかる章の添付資料 A1-8 部分）の抜粋です。 

スフィアハンドブック 2018日本語は以下からダウンロードできます。 

https://jqan.info/documents/sphere_handbook/ 
 

基本行動と組織の責任をモニタリングする際の質問項目 
以下は、人道支援の必須基準(CHS)における基本行動と組織の責任についての質問項目である。これ

らの質問は、支援活動全体の考案のため、また、各支援活動、対応、方針の見直しのためのツールと

しても使用できる。 

コミットメント 1  影響を受けた地域社会や人びとはニーズに合った支援を受けている。 

基本行動をモニタリングする際の質問項目 

1. 影響を受けた地域社会と人びとの能力とニーズに関する包括的かつ協議的な事前調査（アセスメ

ント）が実施され、支援計画に活かされているか。 

2. ニーズ、リスク、能力、脆弱性、状況を評価する際、女性、男性、少女、少年を含む影響を受け

た地域社会や人びと、地域の団体、関係者との協議を行っているか。事前調査（アセスメント）

とモニタリングのデータは、性別、年齢、障がいの有無によって細分化されているか。 

3. リスクの高いグループはどのように特定されているか。 

4. ニーズと状況の分析に、分野横断的な問題が考慮されているか。 

5. 影響を受けた人びとのニーズや傾向に合わせた物資、現金などの支援を提供しているか。多様な

対象にあわせた種類の支援と保護策があるか。 

6. 変化するニーズ、能力、リスクと状況に基づき、さまざまなグループにも対応できる戦略をとる

ことができる活動とは何か。 

組織の責任をモニタリングする際の質問項目 

1. 人権に則り、公平かつ独立した人道支援の確固たる方針が組織にあるか。職員はそれを 認識して

いるか。 

2. 関係者は組織の在り方が、公平で独立した差別のないものであると実感しているか。 

3. 支援の工程には、性別、年齢、障がいその他の関連項目で細分化したデータの継続的な収集の仕

組みが含まれているか。 

4. 上記のデータは定期的に支援計画の策定、実行に活かされているか。 

5. 組織は、変化するニーズに応えるための資金調達方法、人員配置方針、支援計画の柔軟性を備え

ているか。 

6. 組織は、適切な支援形態を決めるために体系的に市場分析を実施しているか。 

コミットメント 2 影響を受けた地域社会と人びとは必要な時に必要な人道支援を受けら

れる。 

基本行動をモニタリングする際の質問項目 

https://jqan.info/documents/sphere_handbook/
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1. 物理的障壁、差別、リスクなどの制約条件は定期的に特定、分析され、影響を受けた人びとと協

議の上で計画を改変しているか。 

2. 天候、季節、社会要因、アクセスのしやすさ、紛争などを考慮に入れた上で、最適な時期に活動

が実施されるように計画されているか。 

3. 支援の計画と実施の遅れはモニタリングされ対処されているか。 

4. 早期警報システムや危機対応計画が活用されているか。 

5. スフィアなどのハンドブックに記載されている技術的な基準が使われ、守られているか。 

6. まだ対処されていないニーズが特定され、対応されているか。 

7. モニタリングの結果は支援計画に反映されているか。 

組織の責任をモニタリングする際の質問項目 

1. 組織には支援計画に着手する前の段階で、十分な能力、資金、派遣可能かつ適切な能力を有する

職員が揃っているかを評価する明瞭な手順があるか。 

2. モニタリングと評価を実施し、その結果を運営や意思決定に活かすための明確な方針、手順、資

源が整備されているか。それらは職員に周知されているか。 

3. 資源の割り振りに関する意思決定の責任および時期を示す明確な手順はあるか。 

コミットメント 3 影響を受けた地域社会や人びとは、人道支援の結果、負の影響を受け

ることなく、よりよい備えや回復力（レジリエンス）を得て、より安全な状態に置かれ

る。 

基本行動をモニタリングする際の質問項目 

1. 体制、組織、任意のグループ、指導的立場の人びと、支援ネットワークなど 地域社会がもつ回復

力（レジリエンス）を把握し、彼らの能力を高めるための計画を備えているか。 

2. リスク、ハザード、脆弱性、関連した計画などの既存の情報が支援活動に活用されているか。 

3. 支援活動に際して、地域の市民団体、行政機関、民間組織自らが実施できているかどうか、ま

た、どのように実施できるかが検討されているか。地域の組織が支援活動を引き継ぐ際には、そ

の地域組織を支援する計画がなされているか。 

4. リスク削減と回復力（レジリエンス）の促進を目指す戦略と行動は、影響を受けた地域社会や人

びととの協議を通して、または彼らが先導する形で計画されているか。 

5. 地域や国の優先事項に沿った支援活動を徹底するため、地域の指導者や政府との協議が、公式、

非公式に関わらずどのように行われているか。 

6. 地域社会、特に疎外されている少数グループが主体となった互助、初期対応、今後の対応のため

の能力の育成を支援団体の職員は、効果的に支持しているか。 

7. 支援は早期の回復を促すものか。 

8. 主体性と意思決定権は、段階的に地域の人びとに移譲されているか。 

9. 支援活動が地域経済に及ぼしうる影響を明らかにするために、地域の市場と経済の評価が完了し

ているか。 

10. 影響を受けた人びとおよび関係者と協議した上で立てられた、支援活動の移行と終了の明確な計

画を有しているか。 

組織の責任をモニタリングする際の質問項目 

1. 組織に、支援活動を実施する地域の脆弱な立場におかれた人びとのリスク評価とそのリスクを軽

減するための取り組みの実施を必須としているか。それらを職員に周知しているか。 

2. 支援による負の影響を把握し、軽減する方針と手順があるか。それらを職員に周知しているか。 
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3. 性的搾取、虐待、差別に関して、性的指向および性自認の多様性に対する差別も含め、それらに

対応する方針と手順が定められているか。それらを職員に周知しているか。 

4. 新たに起こる、または変化する危機に対する危機対応計画はあるか。それらを職員に周知してい

るか。 

5. 職員は保護、安全、リスクについて自分たちに何が求められているか理解しているか。 

6. 組織は、地域社会が主導する活動や自助を促しているか。 

コミットメント 4  影響を受けた地域社会や人びとが自らの権利や保障されるべき内容を

知り、必要な情報を確保でき、自身が関係する事柄の意志決定に参加できる。 

基本行動をモニタリングする際の質問項目 

1. 影響を受けたさまざまなグループが、支援組織、支援内容に関する情報を入手できるように、情

報が適切な方法で提供されているか。 

2. 女性、男性、少女、少年、特に疎外されている人や弱い立場にいる人を含むすべての人びとが、

提供された情報を入手でき理解できているか。 

3. 影響を受けた人びとの意見、その中でも最も弱い立場の人びとや疎外されている人びとの意見を

特定し、支援活動の立案や実施に反映されているか。 

4. 影響を受けた地域社会におけるすべてのグループは、自分たちが受ける人道支援についての意見

を述べる方法を知っているか。この方法が安全だと感じているか。 

5. 意見は活用されているか。支援活動は、フィードバックに基づいて変更された部分を特定してい

るか。⊕ 基本行動1.3 および 2.5参照。 

6. 影響を受けた地域社会や人びとがフィードバックを行うことに対する障壁を、支援組織は認識し

対応しているか。 

7. フィードバックの仕組みにより寄せられた意見をまとめたデータは、年齢、性別、障がい、その

他必要に応じ分類されているか。 

8. インターネットを介した支援が提供される場合、職員との対面する機会がなくてもフィードバッ

クを人びとが行う複数の方法が用意されているか。 

組織の責任をモニタリングする際の質問項目 

1. 方針や支援計画には、情報共有に関する決まりがあり、情報共有すべきものとすべきでないもの

の基準があるか。それらを職員に周知しているか。 

2. 方針や支援計画にはデータ保護に関する決まりがあるか。ハードコピーは鍵のかかる場所に、ソ

フトコピーはパスワードで保護するなどの安全なデータ保存、アクセス制限、緊急退避時のデー

タの消去、情報共有の手順に関する決まりがあるか。情報共有の手順は、どの状況でどの情報を

誰と共有すべきかを詳述しているか。情報は、それを厳密に知っておく必要がある場合にのみ共

有すべきであり、不必要に個人を特定可能にする詳細や事例の履歴を含むべきではない。 

3. 方針には、機密情報、慎重に扱うべき情報、職員や影響を受けた人びとを危険にさらす可能性が

ある情報の取扱方法が記されているか。それらを職員に周知しているか。 

4. 広報や渉外および資金調達関係の文書には、影響を受けた人びとのことをどのように伝えるかに

ついての方針や指針はあるか。それらを職員に周知しているか。 

コミットメント 5 影響を受けた地域社会や人びとは安全に苦情や要望を述べることがで

き、迅速な対応を受けられる。 
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基本行動をモニタリングする際の質問項目 

1. 苦情対応の仕組みをつくる際、影響を受けた地域社会と人びとの意見を取り入れたか。 

2. すべての多様なグループ、特に安全とプライバシー保護に配慮が必要な人びとを考慮に入れて、

苦情対応の手順を決めたか。 

3. 苦情対応の仕組みがどのようなものか、どのような苦情が受け付けられるかなどの情報が、すべ
ての人びとに提供され、理解されているか。 

4. 苦情に対する調査や対応の期限が合意されており、それらは守られているか。苦情の受付から解
決までの時間は記録されているか。 

5. 性的搾取、虐待に関する苦情は、即時に適切な権限を持つ有能な職員により調査されているか。 

組織の責任をモニタリングする際の質問項目 

1. 苦情対応のための具体的な方針、予算、手順が定められているか。 

2. 組織の苦情対応に関する方針や手順について、研修およびそれらに関する定期的な再研修をすべ

ての職員に行っているか。 

3. 組織の苦情対応方針には、性的搾取、虐待、差別に関する特段の決まりがあるか。 

4. 性的搾取、虐待、差別防止についての組織の方針と手順は、影響を受けた地域社会や人びとに認

識されているか。 

5. 組織が期限内に解決できなかった苦情が、迅速に他の適切な組織に託されているか。 

コミットメント 6 影響を受けた地域社会や人びとは、関係団体の間で調整され、かつ相互

補完的な支援を受けられる。 

基本行動をモニタリングする際の質問項目 

1. 組織の能力、資源、支援対象地域、支援分野に関する情報は、経時的に他の支援団体と共有され

ているか。 

2. 地方行政と中央行政を含む他の組織の能力、資源、活動範囲、支援分野の情報を入手し、活用し

ているか。 

3. 組織は既存の調整機能を特定し、参画しているか。 

4. 支援の立案計画と実施の際、他の組織や行政主導の支援も考慮した上で行われているか。 

5. 支援の漏れや重複が把握され対処されているか。 
 

組織の責任をモニタリングする際の質問項目 

1. 他の支援団体との協働を実践するための組織の方針や戦略が明確に示され、取り組まれている

か。 

2. 協働する団体の選択基準と、協働と調整の方法や条件は確立しているか。 

3. 正式な組織間協定の取り決めは整備されているか。 

4. 組織間協定には、各組織が人道支援の原則に則り貢献するかを含め、明確な役割、責任、取組み

が記載されているか。 
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コミットメント 7 影響を受けた地域社会や人びとは、支援組織が経験や振り返りから学

ぶことでより良い支援が提供されることを期待できる 

基本行動をモニタリングする際の質問項目 

1. 支援を立案する際に、過去の類似した危機における人道支援の評価や改善点が支援計画に反映さ

れているか 

2. モニタリング、評価、フィードバックや苦情対応といった機能からの情報は、支援の計画と実施

の際の柔軟性のある対応や改善につながっているか。 

3. 組織として学習し蓄積した知識は、系統的に記録されているか 

4. 影響を受けた人びとや協働する組織を含んだ、関係個人と組織に学習したことを共有するための

仕組みがあるか。 

組織の責任をモニタリングする際の質問項目 

1. 評価と学習のための方針や資源は確保されているか。それらを職員に周知しているか。 

2. 人道危機に特化した指針など、組織としての経験や学習の記録や普及に関する明確な指針はある

か。 

3. 支援を通して学習したことは組織内で記録され、共有されているか。 

4. 組織は、人道支援に関連した公開討論ができる機会や組織に積極的に関わっているか。また、そ

の組織はそのような場にどのような貢献をしているか。 

コミットメント 8 影響を受けた地域社会や人びとは、必要な支援を、十分な能力のある

管理の行き届いた職員やボランティアから受けられる。 

基本行動をモニタリングする際の質問項目 

1. 新しい職員は、組織の使命や価値観を教育され理解しているか。 

2. 組織は、職員の業績を把握し、業績が不振な時は対策を施し、良い業績を評価しているか。 

3. 職員は、行動規範もしくは同様の拘束力のある文書に署名をしているか。その場合、方針の理解

を深めるために、規範または関連する方針についての研修を職員に提供しているか。 

4. 自組織もしくは協働する組織の職員についての苦情を受け付けているか。それらの苦情はどのよ

うに対応されているか。 

5. 職員は、自分の役割遂行に必要な能力向上のためのサポートが受けられる事を認識しているか。

そのサポートは活用されているか。 

組織の責任をモニタリングする際の質問項目 

1. 支援の規模と焦点に沿った人材の質と量を選定する手順は、整備されているか。 

2. 組織規模の計画には、将来のリーダー育成と新たな能力の開発を視野に入れているか。 

3. 人事方針と関連業務の手順は地域の労働法に準じ、職員管理における過去の良き事例を踏襲して

いるか。 

4. 職員の安全と福利厚生に関する方針は、危機により影響を受けた可能性のある現地職員に対する

実務的および心理社会的ニーズに対応するものであるか。 

5. 職員を採用、訓練、査定する際に、影響を受けた人びとからの声に耳を傾け、意見に対応できる

能力に関連した資質を考慮しているか。 

6. すべての職員は、具体的な責任を含む最新の職務内容と目的を認知しているか。 
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7. 報酬や手当の仕組みは公平で透明性があり、一貫して適用されているか。 

8. すべての職員は、業績管理、職員の能力開発方針やその手順について説明を受け、常に最新の情

報を受け取っているか。 

9. すべての職員と請負業者は、性的搾取と虐待防止に言及した行動規範に署名することが義務づけ

られ、任命時に規範について重要事項の説明を受けているか。 

10. 金融業者や商業組織との契約に、性的搾取や他の搾取を防ぐための明確な声明、条項、行動規範

が含まれているか 

11. 組織には、活動地域の特性を踏まえた内部告発に対応する仕組みについて指針があるか。職員は

それを認識しているか。 

12. 職員は支援計画と実施におけるあらゆる差別の可能性を理解し、認識し、対応しているか。 

コミットメント 9 影響を受けた地域社会や人びとは、資源が支援組織によって、効果

的、効率的、倫理的に管理されることを期待できる。 

基本行動をモニタリングする際の質問項目 

1. 職員は、支出の決定を組織の実施要綱に従って行っているか。 

2. 支出は定期的にモニタリングされ、報告はその支援関係者全員に伝えられているか。 

3. サービスや物資は競争入札を経て調達されているか。 

4. 水、土壌、大気、生物多様性などへの潜在的な環境汚染はモニタリングされ、その軽減対策がと

られているか。 

5. 内部告発が安全に行える手順があり、それは職員、影響を受けた人びと、その他の関係者に認識

されているか。 

6. 費用対効果と社会的影響はモニタリングされているか。 

組織の責任をモニタリングする際の質問項目 

1. 資源の倫理的な調達、利用、管理に関する方針と手順は整備されているか。 

2. 方針と手順に以下の条項が含まれるか。 
 

▪ 資金の受領と配分 

▪ 贈与物資の受領と配分 

▪ 環境負荷の軽減と防止 

▪ 不正行為の防止、汚職または汚職容疑への対応、資源の不正使用 

▪ 利益相反 

▪ 監査、検証、報告 

▪ 資産リスク評価と管理 

 

以上 


