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事 業 名  青海省地震復興支援事業 

実 施 期 間  2010 年 4 月～2013 年末（見込み） 

実 施 国  

対 象 地 域  

中華人民共和国 

青海省玉樹チベット族自治州 玉樹県、称多県、曲麻莱県 

四川省甘孜チベット族自治州 石渠県、甘孜県、徳格県、白玉県 

事業実施主体 中国紅十字会が実施主体となって支援活動を実施。被災国から国際赤十字・赤新月

社連盟（以下、国際赤十字）に対し支援要請がなかったため、日本赤十字社（以下、

日赤）は、中国紅十字会と調整を図りながら、中国紅十字会が担う救援活動および

復興事業の支援を行いました。 

災 害 概 要  2010年4月14日、現地時間午前7時49分、中国・青海省玉樹チベット族自治州玉樹

県を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生。死者2,698人、行方不明者270人、

被災者25万人の人的被害に加え、建物や道路、ライフラインなど、住民の生活基盤

に多大な被害を与えました。地震で倒壊し、再建が必要となった家屋は、農牧民世

帯で31,008戸、都市部世帯で29,218戸に及びました。 

主 な 活 動  日赤は、震災直後に中国紅十字会の緊急救援活動に対して1,000万円の資金を提供

しました。その後、中国紅十字会が地震で倒壊した学校28校と医療施設28カ所の再

建工事を担うことになったため、日赤はこれら再建事業のうち、学校1校と医療施

設2カ所の支援を決定しました。これらの工事は2011年4月から6月にかけて始ま

り、2013年8月には付帯設備も含めて完成しました。 

また、被災地は冬の時期が長く、復興には時間を要することから、生活物資が不足

している被災者に対し、防寒用の布団や衣類などを配付し、厳しい冬を乗り越える

ための越冬支援を行いました。 

成 果  地震によって倒壊した寄宿制小学校1校を再建。校舎と宿舎に水洗トイレが設

置されたことで、衛生的な環境が確保されました。また、学校内に食堂が完備

されたことで、栄養バランスの良い食事が提供されるようになりました。 

 被災地区内の病院2カ所を再建。電気と水道も完備し、地域住民が安心して治

療が受けられる環境が整備されました。 

 住宅再建中の被災者7,250世帯に防寒用の布団やじゅうたんを配付。また学生

には防寒用ブーツ計4,458足を配付し、厳しい冬を越すために必要な生活物資

を支援しました。 

 中国紅十字会・緊急救援チームの災害対応能力強化のため、被災地でも通信を

確保できる緊急通信指揮車両（1台）を、北京市紅十字会・救急救援センター

に供与し、救護体制を整備します（実施中）。 

支 援 総 額  4 億 1,974 万 478 円 

事業概要 
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午前7時49分、中国・青海省玉樹チベット族自治州玉樹県を震源とした

マグニチュード7.1の地震が発生 

中国政府は災害救助隊員や医療関係者を含む救援部隊を派遣。災害救

助のために2億元（約26億円）の資金拠出を決定。 

中国紅十字会は50人からなる緊急医療チームを派遣 

日赤は四川省に派遣している現地駐在員を通じて、中国紅十字会、国

際赤十字と連携し、被災地の状況を確認 

日赤は日本国内で海外救援金の受け付けを開始 

中国紅十字会は救援物資調達のために 10万元（約 130万円）の資金拠

出を決定。冬用テント 500張、布団 1,000枚を被災地に届ける 

日赤は中国紅十字会を支援するため 1,000万円の資金拠出を決定 

中国紅十字会の緊急医療チームが仮設病院で救護活動を開始 

中国政府は遺族に対して 8,000 元 (約 10 万 4,000 円)、被災者に対し

一日あたり 15元(約 195円)1の生活補助を支給することを決定 

中国紅十字会は応急手当、医療、救助、給水、衛生分野の救援対応チー

ムを計 6 チーム派遣 

中国紅十字会の給水チームが被災者 30,000人に飲料水の供給を開始 

中国紅十字会の衛生チームが 100 基の簡易トイレ設置を開始  

中国政府は復興・再建に 90 億元（約 1,172億円）の投入を決定 

中国政府は 3 カ年の復興計画を発表。復興予算 317 億元（約 4,127 億

円）でインフラや住宅、公共施設の再建を開始 

日赤関係者が青海省を訪問、中国紅十字会本部および青海省支部関係

者と復興支援の枠組みについて協議 

日赤の現地駐在員が学校・病院支援候補案件の現地調査を実施、日赤

と中国紅十字会が支援の枠組みにかかる包括協定書を締結 

四川省甘孜チベット族自治州石渠県等 4県で越冬支援物資を配付 

青海省玉樹チベット族自治州で日赤支援の学校、病院再建工事を開始 

青海省玉樹チベット族自治州曲麻莱県と称多県で越冬支援物資を配付 

日赤支援の学校、病院の再建工事が完了 

学校、病院の付帯設備工事が完了 

事業終了時評価を実施 

日赤支援の緊急通信指揮車両が北京市紅十字会緊急救援センターへ配

備（見込み） 

                                                   
1 本報告書における為替レートの換算は、1 中国人民元＝13.02円（2010年 6月 30日時点）を使用しています。 

地震発生から復興支援終了までの流れ 

●…中国政府の動き  ●…中国紅十字会の動き   ●…日本赤十字社の動き 
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■赤十字の緊急救援と復興支援 

大規模な自然災害が発生した場合、被災国の赤

十字社・赤新月社と国際赤十字は災害状況や救援

ニーズについて情報交換を重ね、被災国赤十字

社・赤新月社の対応能力を超えた国際的な支援が

必要か判断します。国際的な支援が必要とされた

場合には、国際赤十字が「緊急救援アピール」を

発表し、各国政府や各国赤十字社・赤新月社は、

人、物資、資金などさまざまな形で被災国赤十字

社・赤新月社を支援します。 

青海省地震では中国政府が、軍、警察、消防か

ら計１万人以上の人命救助・医療部隊を被災地に

派遣しました。しかし、高地での救助活動は難航

し、現場の救援活動に混乱を来たす可能性もある

ことから、海外からの人的・物資支援は受け入れ

が見送られました。中国紅十字会からも国際赤十

字に対して支援要請がなされなかったため、赤十

字の支援活動は、中国紅十字会主導で進められま

した。 

緊急救援終了後も、被災者の住まいや保健衛生、

教育など、多くの支援ニーズが残されていたため、

赤十字は被災者の生活や健康が将来にわたって脅

かされることがないよう、引き続き、被災地の復

興支援を行ってきました。 

中国紅十字会には国内外から 238,472万元（約

310 億円）が寄せられ、緊急救援から復興支援ま

で途切れない支援を行いました。学校再建では、

28 校の再建工事に 104,605 万元（約 136 億円）

を支援し、28カ所の衛生院（町の診療所）の再建

工事にも 53,053万元（約 69億円）を支援しまし

た。また住宅再建では、14の地域で 2,991戸を対

象に 49,890 万元（約 65億円）を支援しました。 

 

 

 

 

 

 出典：中国紅十字会 青海省地震救援金情報リリースサイトより 

http://fabu.redcross.org.cn/IncomeExpend/Index.aspx 
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■日本赤十字社の対応 

日赤は、中国紅十字会が行う救援物資の配付や

緊急医療チームの派遣などの緊急救援活動に対し

て 1,000 万円の資金を提供しました。2010 年 4

月 15 日からは、被災地の復旧・復興に向けた活

動を継続的に支援するため、海外救援金の受け付

けを開始しました。海外救援金とは、海外での大

規模自然災害や紛争等に際し、赤十字が救援活動

および復興支援活動を行うための資金として集め

られるものです。 

青海省地震災害支援のために日赤に寄せられた 

発災直後から日赤は、中国大地震復興支援事業

のために派遣している現地駐在員を通じて中国紅

十字会と密に連絡をとり、情報収集を行いました。

被災地の状況やニーズを確認した結果、日赤は越

冬支援物資を被災地に届けたほか、中国政府の復

興支援の枠組みにおいて中国紅十字会が担う学校

および医療施設再建事業の一部を支援することに

なりました。 

 

海外救援金は、総額 4億 1,974 万 478 円でした。       
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事業地地図 
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■倒壊した建物によって多くの人が犠牲に 

今回の地震の震源地は、チベット高原の東端、

青海省の省都・西寧（シーニン）市から南西に約

800キロ離れた標高4,000メートルの高山地帯で、

人口が散在する地域でした。しかし、住民の多く

が屋内にいる時間に地震が発生したことから被害

は、死者2,698人（内、学校の倒壊による死者は115

人）、行方不明者270人、被災者は24万6,842人に

も及びました。家を失い、避難を余儀なくされた

住民は10万人にのぼり、その後も長い期間にわた

り仮設テントで生活を送ることになりました。 

この地域の中心地区である青海省玉樹県結古

（ジエグー）鎮は、周辺地域から出稼ぎに来てい

る人も含め約2万人が暮らしていました。震源に

近く揺れが大きかったことに加え、町には3階建

て以上の高層建築も多く、その耐震性が十分では

なかったこともあり、9割以上の施設が倒壊。  

ビルや家屋、学校宿舎などで建物の下敷きとなり、

多数の犠牲者がでました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家屋への被害も甚大で、主な被災地である青海

省玉樹州とこれに隣接する四川省の一部地域を合

わせると、農牧民世帯3万1,008戸の再建、3,670

戸の耐震補強が必要となり、都市部でも2万9,218

戸の再建が必要となりました。 

 

 

 

 

１．災害概要 

ほとんどの民家が倒壊し、一帯は廃墟と化した玉樹県 ©中国紅十字会 

 

道路の上で生活する被災者たち ©中国紅十字会 
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■標高 4,000m 過酷な被災地の状況 

 標高 4,000メートルの高山地帯に広がる被災地

の環境は厳しく、4 月でも夜になると気温は氷点

下になります。震災直後は、強風が吹き荒れ、被

災地の周辺では地割れや地滑りが頻繁に発生して

いたため、被災地への道路は寸断され、食糧の確

保すら難しい状況でした。震源地近くのダムでは

コンクリートに亀裂が生じ、二次災害が心配され

たため、決壊を防ぐための放水などの緊急措置が

取られました。 

電気、水道、通信などの生活インフラも完全に

遮断され、住民に大きな影響をもたらしました。

給水・衛生施設だけでなく、井戸や雨水タンク、

配管も被害を受け、安全な飲料水、生活用水の供

給と、簡易トイレの設置が急がれました。被災し

たインフラ施設の復旧に加え、被災者の健康を守

るための衛生環境の改善や感染症予防の必要性も

高まりました。電気の供給元でもある水力発電も、

川が凍結する冬季には発電ができず、また、自家

発電機では安定供給ができないため、早期のイン

フラ復旧が求められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療施設の被災は、救護活動や日々の医療サー

ビスに深刻な影響をもたらしました。青海省玉樹

県では、ほぼすべての医療施設が被災し、その大

部分の医療インフラが重度の被害を受けたため、

医療従事者の増強や、医薬品・医療資機材の供給

などの支援が必要になりました。被災地での医療

活動には限界があったため、仮設診療所での治療

が困難な負傷者は、陸路もしくは空路で四川省成

都市や青海省西寧市などの病院に搬送され、必要

な治療を受けることができました。 

 

がれきに埋もれた一帯で懸命な捜索活動が行われた  

©Imagechina/AP 

 

多くの建物が倒壊  

©FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images 

トラックの荷台で身を寄せ合う子どもたち  

©中国紅十字会 
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（１）中国国内の動き 

■中国政府の対応 

2010年 4月 14日早朝の地震発生後、中国政府

は速やかに国務院（中国政府）副首相をトップと

する災害対策本部を設置、全国各地から陸の孤島

ともいえる被災地へ救援部隊が向かいました。  

また、温家宝首相も翌日 15日には被災地に入り、  

自ら救援活動の陣頭指揮を執りました。 

 被災地は平均標高 4,000メートルを超える高山

地帯で、震災発生当時の 4月中旬はまだ最低気温

も氷点下。水も電気もなく通信手段も断絶した環

境で、被災者も救援部隊も絶え間ない余震がつづ

く中、寒さに震えながら闇夜を過ごさざるをえま

せんでした。こうした悪条件から救援活動は困難

を極め、多くの支援関係者や救助犬までが高山病

に苦しみ、一部の救援隊員は撤退を余儀なくされ

ました。それでも大量動員した救援部隊の努力に

より、助け出された傷病患者のうち 1,200人がさ

まざまなルートで搬送され、適切な治療を受ける

ことができました。 

 

■中国紅十字会の対応 

中国紅十字会も震災後、ただちに支援活動を展

開しました。青海省紅十字会や青海省に隣接する

チベット自治区や甘粛省、四川省赤十字支部の救

援チームがまず被災地に入り、医療活動や食糧の

配付を行いました。また北京市紅十字会が有する

国内紅十字会系統で最大規模の緊急救援組織「北

京 999」チームも震災発生当日夜には出動し、  

16 日には被災地に到着して玉樹空港内に野戦病

院を開設し、けが人の治療や搬送、物資の配付な

どに努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台湾赤十字組織も中国紅十字会と共同で医療

チームを青海省北西部の格爾木（ゴルムド）市に

派遣し、被災地から搬送されてきた患者の治療に

あたりました。   

中国紅十字会香港支部も独自に救援活動を展開

し、被災地へテントや水、食糧などを届けました。 

中国国内では震災発生後、大規模な募金活動が展

開され、2010 年 6 月 30 日までに中国紅十字会 

本部に 23 億 8,500 万元（約 311 億円）相当の義

援金と支援物資が集まりました。 

２．緊急救援活動 

 

 
玉樹空港で傷病者の搬送に当たる北京市紅十字会救援 

チーム「北京 999」のメンバーたち ©中国紅十字会 

青海省玉樹チベット自治州玉樹県大通（ダートン）村の

被災地区に届けられた中国紅十字会香港支部のテント  

©中国紅十字会香港支部 
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(２）日本赤十字社の動き

2008年 5月に四川省でおきた中国大地震では、

中国政府は海外からの緊急救援チームを受け入れ

ました。しかし、青海省地震の被災地へのアクセ

スは中国大地震よりもはるかに困難で、高山病の

危険も伴うため、中国政府は海外からの救援活動

は固辞する旨を表明、同時に海外NGOの被災地

立ち入りも規制しました。そのため国際赤十字も

各国赤十字社も直接救援活動に従事することはな

く、中国紅十字会の活動をサポートする形で支援

を行いました。 

日赤は地震発生後、すぐに中国紅十字会と連絡

をとり、中国紅十字会の救援活動に対して 1,000

万円の支援を申し出ました。この支援は中国紅十

字会青海省支部および玉樹州支部の救援用車両の

購入に充てられ、被災地への物資、人員の輸送な

ど復興支援でも活躍しました。 

 

 

日本国内では、震災翌日の 4月 15日から海外

救援金の受け付けを開始しました。同年 5月 31

日の受付終了後も支援の申し出が相次ぎ、最終的

には 4億 1,974万円の支援が寄せられました。 

この救援金は、被災地区住民の越冬支援や復興事

業に役立てられました。 

 

 

 

 

 

 

こうした海外からの支援の動きは全世界的な広

がりをみせ、中国政府の発表によると、震災から

1週間後の 4月 21日までに、148カ国と 34の国

際組織から中国政府・国民に対する哀悼と励まし

の声が寄せられ、日本や韓国、フランス、アメリ

カ、ノルウェー、タイ、ニュージーランドなどか

らの支援の申し出は、395万 5,000元（約 5,149

万円）に達したとのことです。  

日本赤十字社のロゴが入った車両  

 

 

街頭で募金活動を行う福井県鯖江市の赤十字奉仕団の皆さん 

多くの方からあたたかい支援をいただきました 
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（１）中国政府の再建マスタープラン

中国政府は震災から2カ月後の2010年6月に「再

建マスタープラン」を発表しました。その中で、

青海省玉樹チベット自治州内の6県と、これに隣

接する四川省甘孜チベット自治州の石渠県を被災

地区に認定し、被災地区に住む約24万7,000人の

被災者を対象に政府主体での復興支援が行われる

ことになりました。 

青海省地震の被災地は平均標高が4,000メート

ル以上で1年の半分以上が厳寒期のため、工事が

できるのは5カ月程度という特殊な条件を抱えて

います。再建マスタープランではこうした過酷な

条件に加え、住民の大半が固有の生活習慣を有す

るチベット族であることなどを考慮し、再建期間

を3年間と定めつつ、地域文化や自然特性に配慮

した復興支援事業を求めています。 

また、被災地区内での再建事業用物資や労働者

の調達が困難なことから、まず物資輸送のための

交通インフラの整備を優先し、そのうえで冬場の

厳しい寒さに対処できるよう、電気や水道などの 

 

 

インフラ復旧や、住宅の再建が率先して進められ

ることになりました。これに並行して学校、病院

などの公共施設や、市場などの産業施設、さらに

チベット仏教寺院等の再建も進めるよう定めてい

ます。 

その後発表された再建事業の実施細則で、被災

地のうち激震地区および重被災地区（青海省玉樹

州のうち震源地を有する玉樹県の5つの郷鎮地区）

での公共施設再建は、工事の質を確保するため競

争入札ではなく、北京などに本社を置く大規模国

営建設会社が指名業者として統括的に再建するこ

とになりました。 

これを受け、中国紅十字会は国内外から集まっ

た支援をもとに、青海省政府と再建支援にかかる

協定書を2010年7月に調印し、23億元規模の支援

を行うことが決まりました。主に公共施設の再建

が指定され、約18億元が29の学校と33の医療施設

の再建費用に充てられることになりました。 

 

 

 

３．復興支援活動 

 

青海省玉樹州内被災地の復興を進めている同州政府の仮オフィス。倒壊を免れた仏教学校を

間借りしている 



 

13 

 

（２）日本赤十字社の復興支援方針 

日赤は中国政府の再建マスタープランをもとに、

2010年6月中旬までに海外救援金による日赤の支

援方針を策定しました。 

2010年6月下旬には海外の赤十字社として震災

後はじめてに青海省を訪問し、中国紅十字会本部

および青海省紅十字会と意見交換を行いました。

日赤の復興支援への考え方に中国紅十字会もおお

むね賛同し、具体的な実施内容については、中国

紅十字会から日赤へ提案することになりました。 

 

 

 

 

 

 青海省地震被災者支援では、国際赤十字経

由ではなく、日赤と中国紅十字会の両国赤

十字による協議に基づき支援内容を決定、

実施する。また、できるだけ早く事業内容

を決定し、事業実施にこぎつける。 

 震災直後の緊急救援から復旧・復興まで、

途切れない支援を行う。また支援の重点を

復興支援に置き、予算を配分する。 

 支援対象は、被災者の生活支援（被災者へ

の直接支援）と、公共施設の再建支援（被

災者への間接支援）の双方とする。 

 被災者への生活支援では、被災地が高山地

帯で寒冷期が長いことから、越冬支援（防

寒用寝具や衣類等の提供）に重点を置く。

なお、住宅再建支援は事業管理がきわめて

困難なことが推定されるため行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公共施設の再建支援では、義務教育学校と病院

を支援対象とする。 

 青海省地震はその地理的特性から工事単価が

中国大地震よりもはるかに高くなることが予

想されるが、学校と病院をそれぞれ少なくとも

1件、合計で3、4案件の支援を手掛けることを

目指す。またなるべく被災程度が深刻な地域の

案件を選定する。同時に被災地への外国人立ち

入りが容易ではなく、また一部被災地域へのア

クセス事情が非常に悪いことを考慮し、視察等

の利便性も案件選定の優先事項とする。 

 中国紅十字会から要請のあった災害対応能力

強化のための設備支援も、一定範囲内で対応を

検討する。 

 

 

 

現地調査に来た日赤駐在員を出迎える青海省玉樹県仲達郷の

関係者。このテントが同郷の来訪者応対用会議室 

日本赤十字社 復興支援方針 
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（３）日本赤十字社の復興支援活動 

ア．越冬支援 

被災地はアクセスが困難な山間部にあり、冬の

間は建設工事がほとんどできないため、地震発生

から数年が経っても多くの被災者が仮設テントで

の生活を強いられていました。 

震災から 1 年が経った 2011 年 4 月、日赤は四

川省でもっとも標高が高く、4 月でも最低気温が

氷点下まで下がる四川省甘孜チベット族自治州石

渠県で、被災者の生活習慣に合わせた物資を配付

しました。農耕民 1,500世帯には布団と綿のパッ

ケージを、遊牧民 2,500世帯には毛布とチベット 

 

 

じゅうたんのパッケージを、そして石渠県および

周辺3県の学校に通う子どもたちには防寒ブーツ

計4,458足を贈りました。 

2011年秋には、青海省玉樹チベット族自治州曲

麻莱県の1,250世帯と、隣接する称多県の2,000世

帯に支援物資を届けました。この地域でも慢性的

に生活物資が不足していることから、防寒用の布

団や衣類に加え、チベット族遊牧民に欠かせない

バター茶用の茶葉も一緒に配付しました。 

 また、物資を配付した地元の中国紅十字会3支

部に対し、事業実施に必要な事務機器、計15万元

（約195万円）を支援しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

四川省甘孜チベット自治州石渠県の日扎

（リーザー）村は標高 4,319 メートル、日本よ

り面積が広い四川省内にあって最西端に位置

し、青海省玉樹州に隣接する地区です。そのた

め、2010年 4月 14日の震災により、主に牧畜

で生計を立てていたこの静かな村も壊滅的な被

害を受けました。 

 青海省地震の被災地は、世界の屋根とされる

チベット高原にある「陸の孤島」。この地を訪れ

る外国人はもともと少ないのですが、特に日赤

が物資を届けた辺境の郷や村では「外国人を見

るのは初めて」という人たちも少なくありませ

ん。震災からほぼ 1年が経った 2011年 4月 13

日、この村にも日赤支援の越冬物資が到着し、

布団やじゅうたんが村人たちに配られました。 

4 月とはいえこの高地ではまだ冬、池も川も凍

り、ときには雪も舞い降ります。日本からの温

かい贈りものは村人たちにとって少し早く訪れ

た春風。日赤職員が持参した日本での募金活動 

 

の写真を見て、子どもたちも満面の笑顔です。 

「先月の津波で日本が大変な被害を受けたこ

とは私たちも知っています。そんな中、この

へき地まで私たちを支援してくれて本当に感

激しています」と村人たち。「日本はもう海の

向こうの遠い国ではありません。募金をして

くれた日本の皆さんは今こうして私たちと一

緒にいます。そして皆さんの思いやりと友情

はいつまでも私たちの心を温かく包んでくれ

るでしょう」。 

 

日本での募金活動の写真を手に持つ子どもたち 

（四川省甘孜チベット自治州石渠県日扎村） 

日本の人たちは今、私たちの手の中に、そして心の中に 

c o l u m n 
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イ．学校の再建 

子どもたちが安全で清潔な環境で学べるよう、

日赤は中国紅十字会が担う再建事業のうち、地震

で全壊した寄宿制の小学校 1校の再建を支援しま

した。 

玉樹州仲達（チョンダー）郷小学校では、生徒

180 人、教師 19 人が寄宿生活を送っていました

が、地震で学校と宿舎のすべてが倒壊してしまい、

震災後はプレハブ教室で学び、夜はベッドもない

テントで眠る生活を強いられてきました。 

2011 年 4 月にスタートした再建工事は、冬場

の工事中断を経て、着工から 2 年目の 2012年秋

に 2階建ての教室棟と 2階建ての学生宿舎が完成

しました。新しい教室と宿舎には水洗トイレが設

置され、衛生的な環境で学び、暮らせるようになっ

たのです。学校には食堂も完備され、暖かい室内

で食事ができるようにもなりました。 

 

ウ．医療施設の再建 

地域の人びとが安心して医療サービスを受けら

れるよう、日赤は青海省玉樹州で外来病棟と付帯

設備を備えた病院 2 カ所の再建を支援しました。 

 玉樹県仲達郷衛生院／1階建て 

 称多県尕朶（ガードー）郷衛生院／2階建て 

 

地震で病院が倒壊してしまったため、医師や看

護師は水道も電気もない仮設プレハブのわずかな

スペースで治療を続けていました。また、治療に

必要な医療機材や医薬品も不足しており、地域の

医療を守る衛生院の再建が急がれました。2011

年夏には、これら二つの衛生院の再建工事がはじ

まり、2012年秋には、地域の人たちが安心して治

療を受けることができる町の病院がそろって完成

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日赤支援で完成した青海省玉樹チベット族自治州玉樹県

仲達郷小学校 

日赤支援で再建された青海省玉樹チベット族自治州玉樹県

仲達郷衛生院 

再建された施設で予防接種の準備をする看護師たち 
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エ．緊急通信指揮車両の供与 

中国紅十字会は、国内外の大規模災害に対応す

る緊急救援チームを北京市紅十字会・緊急救援セ

ンター内に設立し、これまでにも中国大地震や青

海省地震などで救援活動を行ってきました。被災

地では通信や電気などのインフラが被害を受け、

救援活動の妨げとなることも多かったことから、

日赤は 3,924,300 元（事業協定書締結時のレート

で 5,109万円）を支援し、移動型の通信指揮車両

を配備しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両は情報指揮ベースとして機能し、インター

ネットやGPSを介した情報収集や情報交換で救

援活動をサポートします。また、災害現場と本部

を通信回線でつなぐことで、効率的な救援活動の

コーディネーションができるようになりました。

医療の現場では、傷病者データを後方支援の医療

機関に伝送することで、リモート形式での医療サ

ポートも実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人々の健康を守る砦
とりで

として 

日赤が青海省地震で再建を支援した病院は、

青海省玉樹チベット自治州内の玉樹県仲達郷衛

生院と称多県尕朵郷衛生院の 2カ所です。これ

らの地区は県中心部から遠く離れているうえ、 

道路事情も悪く、よほどの大病でない限り、  

県中心地区への患者の搬送は行われません。 

そのため、地元の衛生院が地域住民の健康を守

る唯一の施設となっています。 

 またこれらの郷は広大な地域を抱え、地区内

には山岳地帯でハダカ麦栽培によって生計を立

てている農民や、ヤクやヤギの放牧をしながら

移動して暮らす牧民もいます。そのため、それ

ぞれの衛生院は郷中心部から遠く離れた地区に

いる人たちの健康状況を把握し、適切な治療を

施すため、巡回診療や保健指導も行っています。

いずれの衛生院も震災で使えなくなり取り壊さ

れた後、日赤支援の再建施設が完成するまでの

ほぼ 2年半はきちんとした治療室もないまま、

物置小屋のような空間を使って診察や治療が行

われていました。またこの地域は震災でほとん

どの家屋が倒壊し、人々は長期のテント暮らし 

を強いられました。チベット族の人々はもとも

と厳しい環境に耐えうるたくましさと体力を

あわせ持っていますが、それでも新生児や乳幼

児が無事成長していくには衛生的な環境と適

切な疾病予防が求められます。少数民族・チ

ベット族の夫婦は「一人っ子政策」の中国に

あっても複数の子どもを育てることができま

す。そのため、被災地では震災後も新たな命が

次々と生まれています。日赤が再建したこれら

の衛生院は、新たな生命を守る砦
とりで

として大切

な役割を果たしています。 

再建された真新しい仲達郷衛生院で、9 か月になる孫

の予防注射の順番を待つ更桑江永さん（左） 

c o l u m n 
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日赤が青海省地震で再建を支援した学校は、

青海省玉樹チベット族自治州玉樹県仲達郷小学

校の 1校です。また同小学校に隣接する仲達郷

衛生院もあわせて日赤が再建を支援した関係

で、同郷へ足を運ぶ機会は自然と多くなりまし

た。2010 年 8月、初めて同校を訪れた時、「ま

だ夏休みだから、生徒たちはいないだろう」と

思っていたのですが、震災後しばらく続いた休

校期間の遅れを取り戻すため、すでに新学期が

始まっていました。 

 全校生徒 180人が寄宿制で学ぶ同校は、震災

ですべての施設が使用できなくなり取り壊さ

れ、子どもたちは新たに建てられたプレハブの

校舎で勉強をしていました。一方、先生や生徒

の宿舎は震災以来ずっとテントのままです。そ

のテントにはまともなベッドはなく、単にレン

ガを積んだだけのいわば「石ベッド」に布団が

かかっているだけです。夜、就寝中にレンガが

崩れ、暗やみの中を手さぐりで積み直すことも

多かったそうです。 

また、子どもたちの食事を作る厨房もなくな

り、テントで調理されるわずか 1 品の料理とご

はんが学校まで運ばれ、全校生徒で食べていま

した。震災でトイレもなくなり、学校はずれの

原っぱの一角をロープで仕切っただけの場所で

用を足さなければなりませんでした。 

 そんな劣悪な環境にも関わらず、いつ訪れて

も子どもたちは元気いっぱい。休憩時間になる

と私のまわりに全校生徒が集まってきますが、

少し照れがあるのか生徒たちはニコニコしなが

ら私の顔をじっと見つめるばかり。 

最果ての地に暮らす子どもたちを世界へつなぐ扉 ～日赤中国駐在員・位坂 和隆～  

震災がなければ子どもたちは一生、日本人を

見かけることもなく、この静かな土地で平穏に

暮らしていたことでしょう。日赤の支援は、こ

の最果ての地に暮らすたくましくも純朴な子

どもたちの生活環境を改善しただけでなく、新

たな人と人の輪を築いていくようにも感じら

れました。 

 

 

 

 

日赤駐在員を囲む玉樹県仲達郷小学校の子供たち 

 

レンガを積んだだけのいわば「石ベッド」 

 

c o l u m n 
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越冬支援 

 

活動写真 

 

 

四川省甘孜チベット自治州石渠県日扎村で行われた日赤支援による越冬物資

の配付式（2011年 4月） ©四川省紅十字会 

日赤支援の防寒ブーツを順番に受け取る四川省甘孜チベット自治州石渠県

俄多瑪（オードーマー）郷中心小学校の子どもたち ©四川省紅十字会 
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青海省玉樹チベット自治州曲麻莱県内で行われた日赤支援による越冬物資の

配付式（2011年 9月） ©青海省紅十字会 

日赤支援による越冬物資を受け取り、親指を立てて感謝の気持ちを表す村人

（青海省玉樹チベット自治州曲麻莱県内） ©青海省紅十字会 
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学校・医療施設の再建 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

仮設プレハブの教室で授業を受ける青海省玉樹チベット族自治州玉樹県

仲達郷小学校の子どもたち（2010年 8月） ©中国紅十字会 

 

視察に訪れ、帰途につく日赤職員に向かっていつまでも手を振り続ける   

青海省玉樹チベット族自治州玉樹県仲達郷小学校の子どもたち（2010年 8月） 
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日本の文房具を受け取り喜色満面の青海省玉樹チベット族自治州玉樹県

仲達郷小学校の子どもたち（2011年 4月） 

日赤支援で完成した青海省玉樹チベット族自治州玉樹県仲達郷小学校の

教室棟（2012年 9月） 
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再建工事中の青海省玉樹チベット族自治州称多県尕朵郷衛生院と職員たち 

（2011年 10月） 

再建工事の起工式で日赤職員と一緒にカメラに収まる青海省玉樹チベット

族自治州玉樹県仲達郷衛生院の職員と工事関係者（2011年 4月） 
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病院と小学校の合同起工式の様子を見守る青海省玉樹チベット族自治州

玉樹県仲達郷の人びと（2011年 4月） 

完成した青海省玉樹チベット族自治州玉樹県仲達郷衛生院の正面玄関

（2012年 9月） 
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