
2017年度 ジュマ・ネット活動報告書と決算書 
2018年度 ジュマ・ネット活動計画書と予算書 
2018年度 ジュマ・ネット役員一覧 

今年はロヒンギャ難民支援に追われた1年だった。 
この笑顔を見るためにがんばったように思う。 
この少年は今はどうしているのだろうか。 



2017年度 ジュマ・ネット活動報告(案) 
 

１ 平和促進活動 
 

(1) 国連機関等を通じた平和促進活動 

 2017 年 4 月 24 日～5 月 5 日にニューヨーク国連本部で開催された第 16 回国連先住民族問題常

設フォーラムに参加して、先住民族団体の声明文作成などを手伝ったほか、国際チッタゴン丘陵

委員会（CHTC）やバングラデシュの先住民族組織の代表と一緒に国連政治局（DPA）、先住民

族の権利に関する特別報告者（SRIP）など国連機関と個別に面談して CHT 問題への対応を要請

し、議事録を作成した。 

 

  
 

 

 

 

(2) 「コルポナ・チャクマはどこ？」のフィルムづくり 

 1996 年に発生したコルポナ・チャク

マの誘拐事件の真相を求める運動の高

まりを受けて、ジュマ市民の運動の意

義を確実なものにすることと、国際世

論をさらに高めるため、事件に関係す

る当時の関係者の証言と事件の顛末を

まとめたショート・ビデオを作成した。

現地での撮影と編集作業がやや遅れた

が、2017 年 6 月にはすべての作業を終

了し、「コルポナ・チャクマはどこ？」

関係者が閲覧できるようにした。 

YouTubeにアップされた「コルポナチャクマはどこ？」の動画 

サイド・イベントで発言する AIPP 元事務局長 Joan 

Carling 氏、琉球民族独立総合研究学会理事 友知政樹

氏、カパエン財団 Bablu Chakma 氏 

先住民族の権利に関する国連特別報告者 Victoria Tauli-

Corpuz氏（右奥）との会合 
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 コルポナ・チャクマが誘拐された 6 月 12 日にリリースすることができなかったので、2018 年

度には 6 月に東京で上映し、同時にコルポナ・チャクマの事件の問題を提起するイベントを行う

予定である。 

 

閲覧用の URLは以下のとおりである。 

日本語バージョン https://www.youtube.com/watch?v=rRE0qij-UPI 

英語バージョン  https://www.youtube.com/watch?v=HGNoAGWf1Uw 

 

(3) レイプ被害女性や関係者への軍の暴行に対する抗議文の送付 

 2018 年 1 月 22 日に、家宅捜索にきた軍人によって、二人のマルマ女性がレイプされる事件が

あった。その二人は事件後、ランガマティ県の病院に入院していた。2 月 15 日、軍の関係者が強

引に被害女性を自宅に連れ戻そうとし、付き添いのために在室していたチャクマ王妃とボランテ

ィアに暴行を加え、被害女性たちを連れ出す事件が発生した。ジュマ・ネットはこうした人権侵

害ともとれる行為に対して抗議文をバングラデシュ政府に送付した。 

 

 

２ 被害者支援活動 
 

(1) ロヒンギャ難民支援活動 

 2016年 10 月 9 日に発生したミャンマー警察 9 名を襲撃殺害した事件に続き、2017年 8月 25日、

再び武装したロヒンギャ・グループが警察を襲い、30 名の死傷者を出す事件が発生した。これ

に対抗してミャンマー軍による熾烈な掃討作戦が展開され、60 万人を越えるロヒンギャ難民が

バングラデシュに流入し、世界中を驚かせた。 

 ジュマ・ネットはこうした大量の難民流入に対して、APCD（Association for Pisciculture and 

Cattle Development 本部：ダッカ）、EKOTA（本部：バンドルボン県）、二つの現地 NGO と連携

し 3 月から 5 月に 3 回、9 月以後の 60 万人の難民流入に対して 9 月から 10 月にかけ 3 回、のべ

3,650 世帯に対して食料支援を実施した。配布物は、圧縮米、ビスケット、砂糖、じゃがいも、

塩などを配布した。10 月以後、海外の多くの支援活動が展開されたこともあって、食料支援活

動は休止した。 
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 その後の支援活動の計画を組み立てるため、12 月から 1 月にかけて現地コンサルタントに依頼

し、包括的なロヒンギャ難民キャンプの調査を実施した。また 2 月には、ジュマ・ネット運営委

員の日下部氏がキャンプ地を訪問した。以上の調査から、トイレや水の供給の問題が深刻である

ことがわかり、これらの活動をジュマ・ネットとして取り組むことを決めた。レイプ被害女性の

実態については、被害者本人の躊躇もあり、実態の把握が難しく、すぐにプロジェクト化するこ

とは難しいという判断になった。 

 

  
 

  
 

 

 

(2) 紛争被害児童・生徒への奨学金支援活動 

 紛争や襲撃事件で親を亡くし、またはレイプ被害にあった児童・生徒の教育支援を 2009 年か

ら開始し、現在もこれを継続している。 

2017 年度は 11 名の支援児童・生徒が寄宿学校モノゴールの生活に慣れ安定した勉強を続けた。

病気により耳の障害を持ったリクについては治療の見込みはなく、今後障がい者教育施設などの

可能性を検討していくことになる。(支援児童・生徒の詳しい情報は 7p を参照) 

 

2017年 10月の難民キャンプでの配給の様子 
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(3) 襲撃事件および土砂災害被害者への支援活動 

 2017 年 6 月 2 日、ランガマティ県ロングドゥ郡でベンガル人入植者によるジュマの人々への襲

撃事件が発生し、約 250 件の家が焼かれ、女性 1 名が殺害された。また、2017 年 6 月 12 日、バン

グラデシュ南部を襲った集中豪雨により、チッタゴン丘陵各所で土砂くずれがあり、150 名近くが

土砂に埋もれて死亡する自然災害が発生した。 

これを受けて、ジュマ・ネットとしては、襲撃事件と土砂災害被害者の双方に支援を行うこと

にし、募金を集めた。土砂災害の支援金は現地パートナーのモノゴールに 60 万円を送り、8 月 15

日には現地で資材などの配布物購入の資金として活用した。 

 

  

 

 

   

 

 

 

３ 知らせ・交流する活動と運営体制 

 

(1) 学びの場作り 

 ロヒンギャ難民の実態を伝える報告会を、4 月 14 日（参加者 22 名）、9 月 17 日（参加者 35 名）、

3 月 5 日（参加者 48 名 聖心女子大と共催）の 3 回実施した。 

 

(2) イベントへの参加または実施 

 また、9 月 30 日、10 月 1 日に開催されたグローバル・フェスタにジュマ・ネットとして 

6月 12日の土砂災害の被害の様子（AP社） 6 月 2 日の襲撃事件後、避難するジュマの人々（The 

Bangladesh Chronicle より） 

8月 15日実施されたロングドゥの襲撃事件被害世帯への支援金の配給 



出展し、チッタゴン丘陵、ロヒンギャ問題について広報活動を行なった。また会場でのワークシ

ョップブースで、ロヒンギャ難民の問題を伝える報告会を行なった。 

 

 今年度は、4 月、9 月、3 月と 3 回の「ジュマ・ネット通信」を発行した。また、フェイスブッ

クでの発信を行い、3 月末では 875 人の「いいね」を確保した。 

ノイロンジョナさんのお話しの会 
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イティモニ・チャクマ(11

歳) 

6 年生。3 年前にモノゴールに

来ました。すっかりこの場所に

も慣れました。しっかり勉強でき

るのでうれしいです。英語が好

きです。歌や踊りをもっと学び

たいです。 
 

コナック・チャクマ（15

歳） 

11 年生。モノゴールには 9 年前

に来ました。両親とも死に、兄弟

はいません。ここではたくさん友人

ができて、うれしいです。ギターと

歌が好きで、よく歌っています。 

 

シリカ・チャクマ（11

歳） 

7年生。6年前に、お兄さんのリ

トンと一緒にここにきました。最

初は寂しくつらかったです。今

は慣れました。英語が好きで

す。また実家に戻るのが楽しみ

です。友だちとよく歌を歌った

り、踊ったりしています。 
 

シンヨン・ムロ（19歳） 

12 年生。今はモノゴールを出て、

家の近くの町のバンダルボン市で

勉強しています。高卒認定試験

の結果を待っています。今パソコ

ンのコースで学んでいます。これ

からも勉強を続けていきたいで

す。 

 

リク・チャクマ（15歳） 

8 年生。6 年前にお父さんが殺

されてここにきました。勉強は

英語と宗教が好きです。あと友

達とクリケットやサッカーをよくし

ます。将来は技術者の仕事が

したいです。 

 

ロディ・パンクォ（17歳） 

11 年生。高卒認定試験の結果を

待っている。11 年前にモノゴール

にきました。英語や歴史が好きで

す。歌と踊りも友達とやります。将

来仕事がしたいです。 

 

アオジ・チャクマ（16

歳） 

10年生。6年前にここに弟のチ

ッコドンと一緒にきました。勉強

がしっかりできるので安心で

す。英語が好きです。将来は警

察官になりたいです。 

 

モットリカ・トリプラ（20

歳） 

11 年生。高卒認定試験の結果を

待っています。今年からはカグラ

チャリ市にあるカレッジに通いま

す。今一生懸命勉強しています。

いつか小学校の先生になりたいと

思っています。 

 

リトン・チャクマ（17

歳） 

10 年生。6 年前にお父さんが

軍人に殺され、ここにきました。

だいぶ落ち着きました。将来は

医者になりたいです。自由な時

間にはよく絵を描いています。 

 

プラン・バラ・トリプラ

（17歳） 

11 年生で、高卒認定試験の結果

を待っています。母親が殺され、

家に住めなくなり、2 年前にモノゴ

ールにきました。今年からはカグ

ラチャリ市にあるカッレジに通うこ

とにします。英語や国語が好きで

す。 

 

ソナマニ・チャクマ（19

歳） 

12 年生。もうここに 9 年もいま

す。今は僧侶としてここで子ど

もの世話をしています。好きな

科目は、科学、歴史、英語で

す。将来は、何か社会に役立

てる仕事がしてみたいす。 
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[税込]（単位：円）

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      受取会費 324,000 
      受取寄付金 5,197,627 
      受取助成金 2,000,000 
      国内活動収益 59,350 
      販売事業収益 42,660 
      受取利息収入 0 
        経常収入  計 7,623,637 
    【事業費】
      海外事業費 6,703,104 
      旅費交通費 388,533 
      通信費 103,026 
      支払手数料 73,188 
      出展費 13,176 
　　　印刷製本費 110,742 
　　　仕入高 19,650 
        当期事業費 計 7,411,419 
          合  計 7,411,419 
            事業費  計 7,411,419 
    【管理費】
      旅費交通費 16,510 
　　　通信運搬費 55,916 
      事務用消耗品費 6,305 
　　　修繕費 15,000 
      業務委託費 6,642 
      支払手数料 756 
      地代  家賃 237,600 
      印刷  経費 1,139 
      雑      費 20,000 
        管理費  計 359,868 
          経常収支差額 △ 147,650 
  ［その他資金収支の部］
    【その他資金収入】
      その他資金収入  計 18 
          当期収支差額 △ 147,632 
          前期繰越収支差額 5,048,642 
          次期繰越収支差額 4,901,010 

自 2017年 4月 1日  至 2018年 3月31日

2017年度　ジュマ・ネット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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[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）   仮  受  金 0 
   現      金 135,497    流動負債  計 0 
   当座  預金 3,696,391 負債の部合計 0 
   普通  預金 1,247,815 
    現金・預金 計 5,079,703  【正味財産】

  正味  財産 4,901,010 
  （その他流動資産）   (うち当期正味財産増加額) △ 147,632 
   仮  払  金 288    正味財産　計 4,901,848 
   貸倒引当金 △ 178,981 正味財産の部合計 4,901,010 

     流動資産合計 4,901,010 

資産の部合計 4,901,010 負債・正味財産の部合計 4,901,010 

正　味　財　産　の　部

2017年度　ジュマ・ネット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
2018年 3月31日 現在

2017年度 監査報告書 

 

 

 

ジュマ・ネットの 2017 年度活動および経理報告において、適正な監査を行ったのち、内

容等に不正および不適当な処理等がないことを証明します。 

 

2018 年 6 月  日 

 

 

 

監事                                印 

 

監事                                印 

 

監事                                印 
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 2018 年度 活動計画(案) 

 

 

１ 平和促進活動  

 

(1)  「コルポナ・チャクマはどこへいった」上映会の集いの実施  

 2017 年度に完成した「コルポナ・チャクマはどこに」のショート・ビデオの上映会と、

意見交換会の集いを 6 月 30 日(土)の総会に合わせて開催する。この事件に対する在日ジ

ュマの人々の問題提起、問題解決を訴える場とする。 

 

(2) ロヒンギャ難民の安全な帰還のためのモニタリングと問題解決のための議論の場づくり  

 ロヒンギャ難民の帰還作業は順調に進んでおらず、ミャンマー側の受け入れ体制も不透

明な部分が多い。その中で、難民の合意に基づく帰還作業がされるのかをモニタリングし

ていく必要がある。またキャンプ内での人権問題にも注目していく。  

また、ロヒンギャ問題に対してミャンマーの構造的な問題の把握とあわせてその解決

策を模索する議論の場づくりを日本国内で行う。  

 

 

２ エスニック・マイノリティの被害者支援活動  

 

(1)  ロヒンギャ難民キャンプにおけるトイレ設置支援活動  

 2017 年 10 月で 6 回の食料支援を終了し、キャンプ内の調査をした結果、食料支援は

ほぼ充足に向かいつつあるものの、キャンプ内の居住環境に課題が多く残っていることが

分かった。その中でもトイレ環境に深刻な問題があることがわかり、ジュマ・ネットとし

ては現地 NGO ・PULSE と連携し、キャンプ内に 155 基のトイレを設置する。  

 また、支援活動を展開しながら、難民コミュニティにある重要な課題についての把握に

努めていく。  

 

(2) チッタゴン丘陵 児童・生徒の教育支援 

 ジュマ・ネットはチッタゴン丘陵の内紛が原因で修学機会を失った児童・生徒を対象に

奨学金を提供し、学習支援を続けてきた。教育機会の持続性を考え、ランガマテイ市で活

動を古くから続けているモノゴールの寄宿学校に児童・生徒を滞在させている。支援対象

は小学校 1 年から 12 年生（短大 2 年）までで、2017 年は 11 名の児童・生徒の支援を行

った。12 年生を終了した生徒、新たに加わった児童など、合計 11 名の児童・生徒の支援

を行う。 
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３ 国内広報活動  

 

(1)  ロヒンギャ問題解決を考えるシンポジウムの開催  

 長く続くロヒンギャ問題の構造とともに、それを解決するための出口戦略のあり方を、

各方面の専門家とともに考えるシンポジウムを開催する。  

 

(2) グローバルフェスタ、その他のイベントへの出展 

 国内の広報が効果的と思われるイベント等に出展し、ジュマやロヒンギャなどのエスニ

ック・マイノリティの人権問題を伝えていく。  

 

(3) SNS などのメディアの活用 

 ウェブサイト、フェイスブックなどの SNS の活用、メールマガジンや会報の発行など

を通じて、定期的な情報発信をこころがける。  
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［経常収支の部］

【経常収入】 2017年決算案 2018年予算案 備考

個人会員 214,000 210,000 6,000円×35口

団体会員 110,000 120,000 20,000円×6口

小計 324,000 330,000

寄付 563,200 1,000,000 2017年度は襲撃土砂災害

ロヒンギャ緊急支援寄付 3,655,598 1,000,000

小計 4,218,798 2,000,000

WE21 Japan 978,829 600,000 ロヒンギャ支援

庭野平和財団 1,000,000 ロヒンギャ支援

シャプラニール 1,000,000 ロヒンギャ支援

新規助成財団 600,000 ロヒンギャ支援

小計 2,978,829 1,200,000

ブックレット販売、その他の販売事業 102,010 100,000

7,623,637 3,630,000

【事業費】

国連等での提言活動 178,042 0

襲撃土砂被害者支援活動 601,625 0

被害児童教育支援事業 500,000 700,000

コルポナチャクマ・ドキュメンタリー 210,000

ロヒンギャ緊急支援 5,391,479 2,000,000

旅費交通費 210,491 120,000 現地出張経費

小計 7,091,637 2,820,000

販売事業の仕入代金等 19,650 15,000

小計 19,650 15,000

通信運搬費 103,026 100,000

支払い手数料 73,188 50,000

出展料 13,176 13,000

印刷製本費 110,742 120,000

シンポジウム開催経費 150,000

小計 300,132 433,000

    事業費　計 7,411,419 3,268,000

【管理費】

      旅費交通費 16,510 20,000

      通信運搬費 55,916 60,000

      消耗品費 6,305 10,000

15,000 10,000

6,642 7,000

      支払手数料 756 2,000

237,600 240,000

      印刷製本費 1,139 2,000

20,000 10,000

管理費　計 359,868 361,000

【事業費】+【管理費】 7,771,287 3,629,000

受取利息 18

為替損益

　経常収支差額 (147,632) 1,000

　当期正味財産増加額 (147,632) 1,000

　前期繰越収支差額 5,048,642 4,901,010

　次期繰越収支差額見込み 4,901,010 4,902,010

　　　雑費

　　　地代　家賃

      会費収入

     商品仕入れ高

　国内活動費

　　　修繕費

　　　業務委託費

2018年度  予算書(案）

      国内活動収益

      利息収入

      経常収入   計

      海外事業費

      寄付金収入
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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 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

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

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）

2018 年度ジュマ・ネット役員

アドバイザー委員（10名）

運営委員（5名）

共同代表（2名）
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ジュマ・ネットの歩み 

2002年 
 
 
2003年 
 
 
 
2004年 
 
 
 
2005年 
 
2006年 
 
 
 
2007年 
 
 
 
2008年 
 
 
 
2010年 
 
 
2011年 
 
 
2012年 
 
2014年 
 
2015年 
 
 
 
2016年 
 
2017年 
 
 
 
 
    

ジュマ・ネットの 
ミッション 

エスニック・マイノリティ
の人々が、平和な社会に暮
らし、基本的な人権が守ら
れ、自立的な発展が保障さ
れる社会を目指す。 

〒110-0005東京都台東区上野5-3-4 クリエイティブ One秋葉原ビル6F 

電話･FAX 03-3831-1072  E-mail：jummanet@gmail.com     

Web： http://www.jummanet.org/  

 

 

 

4月、日本人ボランティアと在日ジュマでジュマの正月
行事「ボイサビ」を実施。 
 
8月、カグラチョリ県マハルチョリの襲撃事件が発生。
緊急支援活動を実施する。 
11月、ジュマ・ネットの設立総会が開催される。 
 
11月、ジュマ・ネットの事務所開設。 
12月、入管に拘束されたディプティさんを救う緊急行
動市民の会に参加し、協力。 
 
2月、第1回平和ミッションを実施。13名が参加。 
 
3月、マイメンシン県のエコ・パーク建設反対活動を支
援。 
7月、「コルナフリの涙」上映・DVDの発売 
 
6月、チッタゴン丘陵国際委員会の結成に関わる。そ
の後委員会の支援を継続する。 
11月、チッタゴン丘陵白書完成、出版。 
 
7月、販売事業を開始。 
12月、ランライ氏とボクール氏の釈放のための署名
キャンペーンを実施。 
 
2月、バングラデシュ首相に「チッタゴン丘陵和平協定
の完全実施を求める要請書」を手渡す。 
 
5月、国連の先住民族問題常設フォーラムに参加。そ
の後、毎年参加を続ける。 
 
2月、事務所を秋葉原に移転。 
 
5月、NGO3団体で、エスニック・フェスタを開催する。 
 
5月、新しいチッタゴン丘陵白書を出版。 
9月、チッタゴン丘陵和平協定実施を求めて、国際署
名キャンペーンに参加。 
 
8月、ナガランドを訪問し、連携を探る。 
 
3月、5月、9月、10月、バングラデシュのロヒンギャ難
民の支援活動を展開。 
6月「コルポナ・チャクマはどこへ」のショートビデオ作
成。 
6月に発生したロングドゥ・ジュマ襲撃事件被害者、土
砂災害被害者への支援活動を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jummanet.org/

