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1. 事業概要 

 

事業名  中国豪雨災害支援事業（2010年） 

 

実施期間 2010年 8月 17日から 2011年 12月 31日 

 

実施国  中華人民共和国  

 

対象地域 四川省、陝西省、雲南省、甘粛省 

 

実施主体 中国紅十字会が主体となり、緊急救援から復興支援活動を実施。日本赤十字社は、

中国紅十字会及び国際赤十字・赤新月社連盟と調整を図りながら、地方紅十字会

（支部）の活動を支援した。 

 

災害概要 2010年 5月から降り続いた記録的な豪雨により、中国各地で大規模な洪水や土石流

が発生。当初は中南部に被害が集中していたが、しだいに北東部や四川大地震の

被災地でもある西部（四川省、甘粛省、陝西省等）にも被害が拡大した。その後 8 月

には、甘粛省舟曲県で大規模な土石流が発生し、死者 1,501名、行方不明者 264名

が犠牲となった。この年、豪雨による災害は 2億 3，000万人に影響を与え、洪水及び

土石流による被害は、死者 3,185 名、行方不明者 1,076 名、全壊家屋 200 万戸、避

難者 1,500万人に及んだ。 

 

主な活動・成果 中国各地で豪雨による洪水や土石流被害が拡大する中、中国紅十字会は支部を通

じて中国全土から寄せられた義捐金4,212万元（約5億円）により、被災者にテント、布

団、食糧、飲料水、食用油などの救援物資を配付した。日本赤十字社も被災した

23,813世帯を対象に、布団、米、タオル、洗濯用洗剤等の支援物資7,500万円相当を

配付した。甘粛省舟曲県で発生した土石流災害での救援活動は迅速で、発災当日

には支部から被災地に救援物資が届けられた。また冬が近づくと、被災者への越冬

支援として、布団や防寒服が配付された。一方、国際赤十字・赤新月社連盟は、被

災者に食糧やキッチンセット、衛生セットを各5,000セット配付したほか、国際赤十字

のトレーニングを受けた地域ボランティアが被災者宅を訪問し、こころのケアサポート

を支援した。また、劣悪な生活環境にある被災者に対して、感染症予防や環境衛生、

健康保健に関する啓発活動を行った。 

 

支援総額 90,740,015円
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2. 発災から被災者支援までの歩み 

2010年 5月～  中国各地で洪水や土石流が発生、中南部に被害が集中 

6月 23日 中国紅十字会が国内支援要請を発表（救援金・物資の受付） 

8月  中国北東部や西部（四川省、甘粛省、陝西省等）にも被害が拡大 

8月 8日  甘粛省舟曲県で大規模な土石流が発生 

8月 12日 国際赤十字・赤新月社連盟が災害救援緊急基金（DREF）による緊急支援

493,628 スイスフラン（約 4,000万円）を発表 

8月 17日 日本赤十字社は国際赤十字・赤新月社連盟の DREFに 1,000万円を拠出 

8月 18日 雲南省怒江リス族自治州貢山独龍族・怒族自治県で大規模な土石流が 

発生 

 11月 23日 日本赤十字社は中国紅十字会と包括協定書を締結し、二国間事業を実施 

2011年 1月  四川省、陝西省、雲南省で救援物資の配付（日赤支援） 

 3月 31日 国際赤十字・赤新月社連盟が DREFファイナルレポートを発表 

 4月  雲南省（一部）で救援物資の配付（日赤支援） 

 8月  四川省、陝西省、雲南省の豪雨災害支援事業が終了 

 

3. 事業地地図 

 

 

四川省 10市州 

成都市、自貢市、瀘州市、 

德陽市、綿陽市、内江市、 

広安市、眉山市、資陽市、 

涼山州 

陝西省 6市 

漢中市、商洛市、西安市、 

宝鶏市、渭南市、咸陽市 

雲南省 5市州 

怒江州、迪慶州、昭通市、 

臨滄市、紅河州 

甘粛省
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4. 海外救援金の使途 

2010年 5月から 10 月にかけて中国各地で発生した豪雨災害支援のために、日本赤十字社には総額

90,740,015 円の海外救援金が寄せられました。日本赤十字社は皆様からの救援金で、特に被害が集中

した四川省、陝西省、雲南省の 2万 5,552 世帯を対象に、食糧や防寒服などを配付しました。また、救援

金の一部は国際赤十字・赤新月社連盟を通じた緊急救援、復興支援にも役立てられました。 

 

＜支援事業＞ ＜数量＞ ＜事業費＞ 

1. 緊急救援活動 （災害救援緊急基金 DRFEへの拠出） 

食糧セット（小麦粉、食用油、塩、砂糖等） 5,000世帯分 

10,000,000円 

衛生用品セット 5,000世帯分 

キッチンセット 5,000世帯分 

保健衛生に関する啓発教材の作成と配付 パンフレット 2万部 

ポスター3,800部 

こころのケア（保健衛生ボランティアの育成と派遣） 25人研修 

2. 救援物資の配付 

四川省（米、食用油、布団等）  8,960世帯分 

75,000,000円 陝西省（米、防寒着、食用油等） 11,061世帯分 

雲南省（米、布団、タオル等） 5,531世帯分 

3. 事業管理費   

広報費、受領証発行費等  5,740,015円 

           合計   90,740,015円 

 

5. 災害の概要 

■ 広範囲で被害を受けたインフラと生活基盤 

2010 年の洪水災害は今世紀で最も深刻な状況と

なり、5 月から 10 月にかけて中国各地の主要河川が

氾濫し、アジア最長の川である長江も過去 30 年での

最高位に達するなど、230 を超える河川が危険ゾーン

に達しました。当初は中国中南部に被害が集中して

いましたが、その後も雨は降り続き、7 月下旬になると

北部の吉林省や遼寧省にも被害が拡大し、8 月には

北東部や四川大地震の被災地でもある西部（甘粛省、

四川省、陝西省等）にも被害が拡大しました。最終的

には、湖北省、江西省、吉林省、四川省、陝西省など

を含む 28 省･自治区が甚大な洪水被害を受け、多くの死者、負傷者が出ました。この年の豪雨による人

的被害は、死者 3,185人、行方不明者 1,076人、避難者 1,500万人にのぼり、2億 3，000万人以上に影

響を及ぼしました。また、住居等の被害も甚大で、家屋 200万戸が倒壊、農耕地も 260万ヘクタールが浸

水し、経済損失は推計で 3,500億元（約 4兆 2,000億円）とも言われています。 

四川省綿竹市清平郷に押し寄せた土砂流©成都晩報 
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■ 降り続いた雨による大規模土砂流災害 

2010年 8月 8日未明、甘粛省舟曲県の中心部を大規模な土石流が襲い、5キロにおよび幅 500メート

ルの土地が崩れ落ち、町の一部が消失しました。町全体が浸水したことで救援活動は困難を極め、死者

1,501名、行方不明者 264名の犠牲者を出す大惨事となりました。  

また 8月 18日深夜には、400人ほどの少数民族が暮らす雲南省貢山県普拉底郷東月谷でも土石流が

発生し、民家の大半が流出、100人近くが死亡・行方不明となりました。 

 

6. 豪雨災害支援活動 

(1) 中国政府の対応 

中国政府は、豪雨による災害対応に 28万 7,000人以上の政府軍を動員しました。また、地方政府に災

害対応支援として 1億 9,500 万元（約 23 億円）の資金援助を行い、これにより地方政府は大量の救援物

資を被災地に配付しました。2010年 8月 8日に甘粛省舟曲県で発生した土石流災害は、「特大災害」に

指定され、国家緊急対策本部が設置される一方で、被災地には 1万人以上の政府軍が派遣されました。

その後、中央政府はインフラ整備や被災者の生活再建のために、50億元（約 600億円）の緊急予算を執

行し、倒壊家屋の再建を含めた住宅・公共施設や基礎インフラの復興を完了させる方針を発表しました。

 

(2) 日本政府の対応 

日本政府は国際赤十字・赤新月社連盟を通じ

て 1 億円の緊急無償資金協力を行い、甘粛省舟

曲県の土石流被災地を含む 6 つの被災省（湖北

省、江西省、吉林省、陝西省、四川省、甘粛省）

の被災者 3万世帯（受益者 12万人）に対して、食

糧等の支援物資を配付しました。また被災者への

食糧供給が困難となっていた四川省でも、5,043

世帯（受益者 24,780人）を対象に、米 151.44 トン

の追加支援を行いました。 

 
 

日本政府の支援による食糧の配付（2010 年 9 月 甘粛省

舟曲県） 

(3) 国際赤十字・赤新月社連盟の支援活動 

国際赤十字は、豪雨災害の状況を注視し続け

ていましたが、7 月になり被害が拡大したことで、

2010 年度の国別事業予算から 70 万元（約 840

万円）を拠出し、湖北省の被災 2 県の避難者

3,000 世帯に対して、米と布団を配付しました。8

月に発生した甘粛省舟曲県の土石流では、被災

者救援活動への支援として中国紅十字会に

493,628 スイスフラン（約 4,000 万円）の災害救援

緊急基金（DREF）を援助し、被災者 5,000 世帯

（受益者 2 万人）に、食糧、衛生セット、キッチン
 

テントを訪問する赤十字スタッフ (2011 年 1 月 雲南省） 
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セットを配付しました。また、国際赤十字のトレーニングを受けた地域ボランティアは、被災した住民を訪

問し、こころのケアサポート支援をする傍ら、2万部のパンフレットと、3,800枚のポスターを配付して、感染

予防や公衆衛生の啓発活動を行いました。 

 

(4) 中国紅十字会の支援活動 

各地で豪雨による洪水及び土石流被害が拡大すると、中国全土で募金活動が行われ、中国紅十字会

には 2010年 8月から 12月までの間に 366万スイスフラン（約 3億円）の義捐金が集まりました。この義捐

金により、中国紅十字会は被災地にテント、毛布、食糧、飲料水、食用油などの救援物資を届けました。

また甘粛省舟曲県の土石流災害では、本部と支部の連携による迅速な対応により、発災当日には甘粛

省支部から被災地に救援物資が届けられました。 

中国紅十字会本部は、特大災害に指定された甘粛省舟曲県の土石流災害により被災した学校や医

療施設の再建費用として、3,318 万スイスフラン（約 27 億円）を甘粛省紅十字会に寄贈し、再建事業を支

援しました。

 

(5) 日本赤十字社の支援活動 

■ 緊急救援への支援 

日本赤十字社は、甘粛省土石流被災者支援への災害救援緊急基金（DREF）に対して、1,000 万円の

資金援助を行いました。その後、四川省成都に駐在する日赤駐在員を被災地に派遣し、ニーズ調査を行

い、救援物資の配付をサポートしました。2011年 3月 31日までに国際赤十字・赤新月社連盟による支援

事業はすべて終了し、残余予算 18,385 スイスフラン（約 150 万円）は、将来の国別事業や災害対応に役

立てられます。 

 

■ 救援物資の配布 

2010 年夏は中国各地で大規模な水害が起こりましたが、8 月に甘粛省舟曲県で発生した土石流災害

が衝撃的だったため、中国国内で集められた義捐金の多くが甘粛省への支援に集中しました。そのため、

他の被災地に支援が十分行き届かない結果をもたらしたため、日赤に寄せられた救援金の多くは、こうし

た支援のアンバランスを是正したいという中国紅十字会の要請に基づき、四川省、陝西省、雲南省への

支援に充てられました。

 
住民に救援物資を手渡す日赤駐在員と中国 

紅十字会スタッフ （2011年 1 月 四川省自貢市） 

 

被災者宅を訪問し、被災者から話を聞く日赤駐在員 

（2011 年 1 月 四川省徳陽市） 



6 

 

 

日本赤十字社による救援物資の配付は、中国紅十字会が各地で実施している慈善活動「送温暖」の

一環として行われました。これは冬の寒さを乗り越え、旧正月前を迎えるための準備でもあり、四川省、陝

西省及び雲南省の 21つの州と市で、洪水被災者 25,552世帯（約 8万人）に対し、計 7,500万円相当の

食糧や布団、防寒服が配付されました。 

雲南省の 5 つの州と市では、5,441 世帯に救援

物資が配付され、土石流で 100 人以上の死者・行

方不明者を出した雲南省東月谷村で行われた配

付式には、受益者や地方政府関係者200人が集ま

り、日本赤十字社からも本社職員と駐在員が参加

しました。この地域で配付された布団、米 15Kg、タ

オル、洗濯用洗剤、旧正月用の飴 2Kg は、被害者

1,041 世帯すべてに行き渡りました。また、被災者

に農地を提供し、自らの生計が苦しくなってしまっ

た世帯や、その他の貧困世帯にも救援物資が配付

されました。 

■ 山間の村に届いた日赤の救援物資  

雲南省怒江リス族自治州の北部にある貢山独龍族・怒族自治県は、サルウィン川やメコン川を

挟んでミャンマーとチベットに接する秘境の地です。この静かな地区を 2010 年 8 月 18 日の深夜、

大規模な土石流が襲いました。降り続いた長雨が鉄砲水を引き起こし、東月谷村の 92 名が犠牲と

なりました。災害から 5 カ月が経った 2011 年 1 月に東月谷村の余 志光さん（夫）、娜 前早さん

（妻）の一家を訪ねました。当時、家族が暮らしていた家は泥水流で流されてしまいましたが、ふた

りは泥水流の轟音に気がつき、すぐに家を飛び出し、難を逃れたそうです。 

一家は厳しい冬を山間の傾斜地に張られ

たテントで過ごしていました。「泥水流で家も

農地も失い、日々の生活の糧もない中で、

日本の皆さんから助けてもらい、本当にうれ

しいです」と余さん。中国で最も大切な祝日

である旧正月を前に、配布式で受け取った

食糧や防寒着を手にし、喜色満面の様子で

した。 

政府の支援で建てられた再建住宅はほぼ

完成し、災害で家財すべてを失ったこの地

区の人々も新しい生活を切り開こうとしてい

ます。この秘境の地まで日本の善意が届い

た陰には、赤十字ネットワークの支えがあります。そのネットワークが被災者に笑顔と勇気をもたら

し、日本と少数民族との新たな絆として、心と心をつなぐ契機にもなったように感じました。 

 

配付式で被災者に救援物資を手渡す日赤本社職員  

（2011 年 1 月 25 日 雲南省） 

仮暮らしのテント前で日赤職員から支援物資を受け取る 

余さん（夫・左）、娜さん（妻・右）一家（2011 年 1 月 雲南省） 
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7. 事業総括 

 日本赤十字社では、事業の実施から終了まで現地駐在員及び本社職員が継続的にモニタリングを

行っており、事業終了時においても、事業の成果を確認し、総括を行いました。その概要は以下のとおり

です。 

 救援物資の配付は冬の寒い時期にあたり、また地理的に対象とする地域が広く、困難な状

況であったにも関わらず、中国紅十字会が支部やボランティアを通じて被災者に救援物資

を配付することができたことは、おおむね高く評価される。 

 当初、救援物資の配付を計画していた 2011年 1月は大雪のため、雲南省の一部地域で物資の

輸送が困難となり、中国の旧正月にあたる春節前に救援物資を届けることができず、2011年 4月

の配付となった。これにより、寒冷期を過ぎてからの越冬支援となったことで、一部地区で支援効

果が低減したことは否めない。 

 被災地域が非常に広く、日本赤十字社が全被災地域をカバーすることができないため、2008年

の四川大地震で被害を受けた地域や少数民族が多く住む貧困地区を支援対象の中心に据えた

ことは効果的であった。 

 救援物資を汎用性の高い食糧（穀類）や防寒衣類等とすることで、異なる被災状況やニーズに

応えることができた。 

 中国では旧正月（春節）前に、生活困窮者に支援物資を配付する慣わしがあり、この時期に救援

物資の配付を実施することで、地元政府や中国紅十字会の協力も得やすくなり、広報効果も高

まった。 

 今後は、毎年のように起こる洪水や旱魃などの自然災害に備え、中国紅十字会を中心に、

防災及び災害マネジメント強化への取り組みが期待される。 

 

8. 関連報告書 

1) China Floods_DREF operation final report_2011.3.31 

http://www.ifrc.org/docs/appeals/10/MDRCN004FR.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本赤十字社  

www.jrc.or.jp 

 

発行日   

2013年9月  

 

発行元  

日本赤十字社  

〒105-8521 東京都港区芝大門1丁目1番3号  

TEL 03-3438-1311 FAX 03-3435-8509 


