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2014年度活動報告書 

 

 

 2014 年度は、バングラデシュ政府のジュマの人々や和平協定実施を求める人々への対応が以前よりも厳

しくなった 1 年だった。「先住民族」の単語の公式使用の制限、チッタゴン丘陵国際委員会のいやがらせや

襲撃事件、さらに外国人への厳しい入域制限といった、厳しい状況が続いている。また 12 月にはランガマ

ティ県ナニワチョールで、襲撃事件が発生した。 

 このように、活動が大きく制約を受ける中、ジュマ・ネットの活動としては活動を続けてきた。2014 年

度の活動で重要と思われる成果は、以下のとおりである。 

 

(1) チッタゴン丘陵国際委員会の支援と国連先住民族問題常設フォーラムでの提言活動 

 バングラデシュ政府の抑圧的な姿勢の中でも、チッタゴン丘陵国際委員会は多くの活動を展開すること

ができている。しかし、チッタゴン丘陵を訪問するミッションの際には、車両に投石を受けるなど、危険

にさらされていることもあり、反対勢力の危険にもさらされている状態がある。 

 国連における提言活動はこれまでどおり、先住民族問題常設フォーラムで報告活動を行なうジュマ活動

家を支え、国連諸機関への提言活動を実施してきた。国連での提言活動に即効性はないものの、バングラ

デシュ政府への監視機能として大きな影響力があり、今後も続けていくつもりである。 

 

(2) エスニック・フェスタの実施 

 国内の先住民族やマイノリティにかかわる市民団体の場が徐々にへりつつある中で、ジュマ・ネットと

2 団体が共催で、先住民族の権利や文化を知ってもらうイベントとして実施し、様々なイベントとあわせ

10 団体の出店があり、当日は約 200 名近い参加者が集まる企画となった。 

 

(3) 現地の被害者支援の継続 

 レイプ被害は年々増加の傾向にあり、こうした女性への支援と女性の権利を理解する地域の環境づくり

を実施することができた。また、襲撃事件などの被害児童への教育支援活動もこれまでどおり実施するこ

とができた。 

 

 2014 年度は事務局スタッフ 2 名を配置して活動拡大を図る予定であったが、スタッフの体調が悪くなる

などし、結果的に 1 名が退職、1 名も解雇せざる得ない状況に陥った。労働環境に問題がないか外部の評

価作業も行なったものの、明確な原因解明にいたらず、こうした状況に至ったことは残念な結果であった。

2015 年度は、ボランティアによる運営を継続し、今後の会の建て直しの議論を続けていきたい。 

 

 

 

共同代表 トム・エスキルセン、下澤 嶽 
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2014年度 活動報告 

 

 

１ 平和促進活動 

 

(1) 国連機関等を通じた平和促進活動 

 

5月に実施された国連の先住民族問題常設フォーラムに、共同代表のトム・エスキルセンが参加した。同時に参

加している、国際チッタゴン丘陵委員会、ジュマの活動家、国際 NGO と一緒に情報共有し、提言活動をする良い

場となっている。 

今年も協働して、2011 年の勧告に基づいてバングラデシュ政府が和平協定を実施するように働きかけを行っ

た。しかしバングラデシュ政府は「我が国先住民族はいない。常設フォーラムの管轄外」という立場をとり続片方

で、国連政治国、国連人 

権高等弁務官事務所なども訪問し、現在もチッタゴン丘陵にある差別的な政治構造、人権侵害、土地問題等の情

報提供を行い、注意喚起を行った。また逆に多くのアアドバイスももらうことができた。また、2012 年末に「国連人

員」の人権審査方針が採択されたため、バングラデシュ軍の PKO派兵に関して、こうしたフィルターを具体的に活

用する方法を今後も考え行く必要がある。 

 

(2) 国際チッタゴン丘陵委員会の支援 

 

国際チッタゴン丘陵委員会は 2008 年に国外、国内のメンバーで再結成された委員会で、現在 13 名の委

員で構成されている。国際チッタゴン丘陵委員会は、徐々に各種団体や NGO の束ね的な役割たバングラ

デシュ政府との対話のキィグループになりつつあり、今後もこの委員会の役割が期待される。 

2014 年にこの委員会は主に以下のような活動に力を入れた。 

・政府関係者との対話 

・土地収奪の厳しいバンダルバン県の調査 

・国連先住民族問題常設フォーラムへの参加と働きかけ 

・第 7 回国際ミッションを実施し、政府関係者との会見、チッタゴン丘陵訪問を行う 

・女性への暴力に関する調査の実施と報告書の作成と国連での配布 

・コルポナ・チャクマ誘拐殺人事件のモニタリングと再調査委の要望書の提出 

・暴動、拷問、襲撃事件等に対する記者会見の実施 

・その他プレスリリースを多数行う。 

 

 しかし、第 7 回国際ミッションの最中に、一部のベンガル人入植者からの投石に合い、一人のメンバー

が負傷する事件が起き、ミッションを中断せざる得ない状況となった。また、1 月には、内務省から「委

員会」という名称は公的機関と勘違いするので、まぎらわしいから使用しないように、といった通達が出

されるなど、依然活動上も厳しい状況が続いている。ただし、委員会の役割は非常に重要なので、今後も

積極的な活動を期待したい。 

 

(3) その他 

 

上記以外にも、12 月 15 日のレイプ事件、12 月 16 日のランガマティ県、ナニワチョール襲撃事件に対し

て、バングラデシュ政府に適正な調査や対応を求める要請書を提出した。また、1 月 10 日に発生した、ラ

ンガマティ・メディカル・カレッジの開校をめぐって発生したジュマとベンガル人の暴動に対して、情報
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研修を受ける高校生たち 

収集を行った。 

3 月にバングラデシュを訪問する予定で調整していたが、2 月 5 日の新聞で、すべての外国人の訪問につ

いて、内務省の 1 か月前に申請すること、事前の許可が必要になったことが知らされた。こうした前例が

ないこと、現地の受け入れ NGO も今回は慎重に対応したいといった要望だったため、今回はやむなく現

地訪問を取りやめた。 

 

 

２ 被害者支援活動 

 

(1) ドゥルバルネットワークを通した女性支援活動 

 

2014度は新 3ヵ年計画（2014-2016）の最初の年度にあたる年であった。新 3ヵ年計画では、これまでのカグラ

チョリ県の団体 KMKS と、コックスバザール県の団体コルモニールがパートナーNGOで、それぞれの地域で予

定した活動が行われた。主な活動は、以下の通りである。 

・女性の暴力に対する気づきのワークショップの開催 

・女性の暴力被害者事件の情報収集とヒヤリング（合計４１件） 

・具体的な法的支援（６件） 

・自立支援・技術研修（３件） 

 

具体的な被害者の支援活動も経験値が上がり、効果を上げているものが増えている。新しい活動地であるコック

スバザール県でも２６件の被害案件の調査が進み、順調な滑り出しであると言える。 

また、気づきのワークショップの中でも、高校等で行う研修は、数も大きく、若い女性への教育効果も高いの有効

である。 

(2) 紛争被害児童・生徒への奨学金支援活動 

これまでジュマ・ネットは、襲撃事件や不当な逮捕などで親が殺害されたり、危険な状態に置かれている生徒・

児童の教育支援を 2007 年から行ってきた。2010 年以後は、そうした生徒・児童をモノゴールというランガマティ

県で活動する寄宿学校にあずけ、支援を一本かするようにしてきた。 

2014年は、22名の生徒・児童の支援を行った。その中で、4名の生徒は進級試験に合格できず、もう１名は問

題をお越し、計 5名がモノゴールを出ることとなった。また、レイプ被害をうけた女子が一名加わることになったの

で、2015年は 18名でスタートすることになる。 

 

 

３ 知らせ・交流する活動 

（1）学びの場作り 

 2014 年度は、気軽に学べる場として、学びカフェ「バングラデシュの先住民族たちは今」を、ダッカ

大学教授シクダール・モノアレ・ムルシェッド氏を招いて 10 月 25 日、ジュマ・ネットの事務所で開催

した。ムルショエッド氏は先住民族の言語研究の専門家であり、現在政府の特別プロジェクトとして進

んでいる「先住民族の母語による幼児教育」について、詳しい話を聞くことができた。参加者は 15 名だ

った。 

(2) イベントへの参加または実施 

昨年度 2 月に実施する予定だったが、大雪で延長された「エスニック・フェスタ」を 5 月 11 日、文京

区の見樹院で、ジュマ・ネット、APLA、ジュレーラダックの 3 団体で開催することができた。当日は

10 団体の出店団体があり、関連商品や書籍、エスニックフードなどが会場で販売され、活動紹介もされ

た。また、メインステージでは、アイヌの歌や踊り、平和を考える参加型ワークショップ、広田奈津子
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さんの講演会が行われ、約 200 名の参加者があった。 

また、10 月 4 日、5 日に実施されたグローバルフェスタに出典し、多くのボランティアの協力のもと、

活動をアピールすると同時に、食品販売ブースではピタパンを調理販売した。 

(3) チッタゴン丘陵白書の作成と出版 

 2007 年から 2013 年までの期間をカバーした記録としてチッタゴン丘陵白書を 2014 年度中に完成、出

版する予定であったが、作業が遅れており、2015 年 5 月頃に完成する予定である。また、2007 年に出版

した最初の白書が完売してしまったので、これも復刻版を作成し、今回の新しいものをあわせて販売し

ていく予定である。 

(4)  活発な広報活動の展開 

会報を年 4 回発行するほか、毎月のメルマガの発行、月数回のブログの更新などをこれまでどおり続

けることで、ジュマ・ネットやチッタゴン丘陵問題の情報を発信していった。また、今年度も昨年に続

き、ランガマティ県のモノゴールで日本語ボランティアとして活動する大学生に現地での日常を紹介す

るグログ記事を掲載していった。また、それ以外にも、フェイスブック、ツイッタなどにも積極的に関

連情報を掲載した。 

 

 

４ 販売収益事業 

(1) 米、メロン、石鹸の販売による収益事業 

販売収益事業は、寄付だけでなくジュマ・ネットが進める商品を購入することで、一部が活動資金に

なるものである。今年度は、これまでの新たに 5 月にカーネーション、トマトの販売、12 月に無農薬み

かんとお茶の販売を行った。また定番なったメロン、カボチャ、野菜、米、蜂蜜の販売も実施し、合計

○○円の売り上げになった。純益は○円になった。 

 

 

５ 運営体制の強化 

(1) 事務局の運営体制の強化 

2013年度は 8月から二人体制にすることができた。しかし、スタッフ 1名が 4月から病気で休職することにな

ったため、当面一人体制のまま、事務局を維持した。そのため、計画にあったいくつの積極的な事業案を見直

し、1 名でも運営できるものに抑えるとともに、労働環境の見直しを行うため、アドバイザリー委員や監事の内部

ヒヤリングなどをしてもらい、アドバイスをもらう機会を設けた。もう 1 名のスタッフも体調不良となり、財政的な課

題が表面化してきたため、2 月の運営委員会で新年度からスタッフを置かない体制にしてコストダウンをはかる

とともに、事業を縮小して現地の必要な活動を支える決定を行った。そのため、2015年5月からは有給スタッフ

を置かず、ボランティアだけで当面事業推進を行っていく予定である。また、できるだけ早期に経営改善を果

たし、安定した組織経営に戻していきたい。 

(2) 財政基盤の確保 

2014年度は人員体制などの問題もあり、マンスリーサポーターや寄付者の拡大に十分対応できなかった。 

（3）総会、アドバイザリー委員会、運営委員会の開催 

定期総会を７月 19 日に、ジュマ・ネットの事務所で開催した。その日には、新しい販売商品の試食

会なども同時に行った。運営委員会は、できるだけ毎月の開催に努めた。また、後期から深刻になった

財政課題にたいして、3 月 28 日に、運営委員会とアドバイザリー委員会を同時開催し、助言を求めた。 
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教育支援をしている児童たち 

（スペースの関係で一部だけ掲載しています） 
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写真で見る 2014年度の主な活動 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月、国連先住民族問題常設フォーラムに参加 

 

ニューヨークで開催された国連先住民族問題常設

フォーラムに、トムが参加した。バングラデシュ

の PKO 参加枠増加に伴い、PKO 事務局に抗議文

を提出した。 

9月、チッタゴン丘陵国際委員会が襲撃される  

 

第 7 回国際ミッションの際、バンダルバン県へ

の訪問をする道中で、車両への投石を受けて委

員会スタッフが負傷した。抗議のための記者会

見を行った。 

9月、レイプ・DV被害の女性への支援の授与 

 

レイプ・DV被害にあっている女性が自立的に

生活ができるように、資金提供と合わせ、研

修機会を設けた。 
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レイプ・DV 被害と女性の権利ついて学ぶ女子高校

生たち 

 

若い高校生を対象に、DV法、女性の権利などについ

て学ぶ機会を設けた。 

5月、エスニック・フェスタの実施 

 

3団体が共催で、マイノリティ、先住民族の権利に

ついてのイベントを開催した。左は民族衣装のファ

ッションショー、下は販売会場のようす。当日は

10団体の出店と、200名の来場者があった。 
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5月、はるちゃんトマトの販売 

 

寄付付商品として、宮城県のはるちゃん

トマトを販売した。 

10月、グローバルフェスタで出典販売 

 

毎年恒例となった日比谷公園のグローバ

ル・フェスタに出典し、ピタサンドの販

売と展示を行なった。下は前日の準備の

様子。 
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7月、会員総会のを開催 

 

会員総会を開催し、活動のあり方を議

論した。あわせて、ジュマ・ネットの

新商品の試食会を行なった。 

10月、バングラデシュのエスニック・マ

イノリティの勉強会を実施 

 

学びカフェ「バングラデシュの先住

民族たちは今」を、ダッカ大学教授

シクダール・モノアレ・ムルシェッ

ド氏を招いて 10 月 25 日、ジュマ・

ネットの事務所で開催した。 

2 月、都内女子高校生のボランティア

の受け入れ 

 

都内の女子高校生が、ボランティア

活動の一環としてジュマ・ネットの

活動の作業の手伝いに。 
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[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   預  り  金 △ 30,188 
   現      金 47,940    流動負債  計 △ 30,188 
   現金（外貨日本円換算） 32,546 負債の部合計 △ 30,188 
   当座  預金 1,421,188 
   普通  預金 1,627,352  【正味財産】
    現金・預金 計 3,129,026   正味  財産 3,005,326 
  （売上債権）   (うち当期正味財産増加額) 24,649 
   未  収  金 2,412    正味財産　計 3,005,326 
    売上債権 計 2,412 正味財産の部合計 3,005,326 
  （その他流動資産）
   仮  払  金 22,681 
   貸倒引当金 △ 178,981 
    その他流動資産  計 △ 156,300 
     流動資産合計 2,975,138 

資産の部合計 2,975,138 負債・正味財産の部合計 2,975,138 

正　味　財　産　の　部

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 2015年 3月31日 現在

ジュマ・ネット
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[税込]（単位：円）

全事業所

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      受取会費 828,000 
      受取寄付金 2,287,638 
      受取助成金 4,861,700 
      国内活動収益 229,381 
      販売事業収益 540,000 
      受取利息収入 374 
        経常収入  計 8,747,093 
    【事業費】
      外  注  費 25,000 
      海外事業費 3,184,252 
      旅費交通費 67,690 
      商品仕入高 388,417 
        当期事業費 計 3,665,359 
          合  計 3,665,359 
            事業費  計 3,665,359 
    【管理費】
      給与手当 2,805,868 
      通勤手当 233,567 
      法定福利費 662,261 
      外注費 32,400 
      通  信  費 216,347 
      荷造  運賃 17,258 
      旅費交通費 73,550 
      謝金 5,000 
      会  議  費 7,527 
      出展費 56,368 
      事務用消耗品費 53,727 
      新聞図書費 3,024 
      印刷  経費 238,144 
      地代  家賃 444,960 
      支払手数料 206,229 
      雑      費 5,990 
        管理費  計 5,062,220 
          経常収支差額 19,514 
  ［その他資金収支の部］
    【その他資金収入】
      雑収入 2,090 
      為替差益 3,783 
        その他資金収入  計 5,873 
    【その他資金支出】
      雑損失 553 
      為替差損 185 
        その他資金支出  計 738 
          当期収支差額 24,649 
          前期繰越収支差額 2,980,677 
          次期繰越収支差額 3,005,326 

ジュマ・ネット

自 2014年 4月 1日  至 2015年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

《経常収支の部》
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下澤 嶽  大学教員

トム・エスキルセン  通訳

青山 亜紀  会社員

安達　淳哉  会社員

木村　真希子  大学教員

日下部 尚徳  大学教員

白岩(竜野) 啓子  自治体職員

上村 英明  大学教員／NGO代表

枝木 美香  NGOスタッフ

郡司 真弓  ジュマ・ネット会員

小泉 雅弘  NGO理事

渋谷 敦志  フォトジャーナリスト

菅原　伸忠  NGOスタッフ

神 仁  団体役員

田中 治彦  大学教員

ディプティ・ションコール・チャクマ  会社員

野口 陽一  団体理事

村田 由彦  団体職員

持田 貫信  僧侶

渡邉 彰悟  弁護士

今村 公保  僧侶

福澤 郁文  デザイン会社取締役

藤井 文男  会社員

監事（3名）

2014 年度ジュマ・ネット役員

アドバイザー委員（13名）

運営委員（5名）

共同代表（2名）

 


