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1997年から 2006年までの 10年間で世界の災害件数は 6,806件と、その前の 10年間に比べて 6割も増加

しています。特にアジア・太平洋地域における災害の死者数・被災者数の割合は最も高く、この 10年間にお

ける世界の死者数約 120万人の約 80％を、被災者数約 27億人の約 85％を占めています。その後も災害によ

って、多くの人命と人々の生活の糧が奪われました。 

 

特に災害の多かった 2009年を振り返ると、イタリア地震にはじまり、台湾台風、ベトナム台風、フィリ

ピン台風、サモア地震・津波、インド洪水と次々に大規模災害が発生しました。本報告書で取り上げる西ス

マトラ地震災害、そして西ジャワ地震災害も 2009年 9月に発生しています。 

 

国際赤十字・赤新月社連盟は気候変動の影響をはじめとした災害による緊急人道ニーズへの対応に、世界

に広がる赤十字のネットワークを活用しながら引き続き尽力すべく、災害リスクの軽減をはじめとする災害

対策分野の事業を活動の柱として取り組んでいるところです。 

 

昨今の大規模災害については、日本赤十字社も赤十字活動の根幹を成す緊急救援だけにとどまらず、復興

支援、災害への備えや災害リスクの軽減にも取り組み、被災地における長期的な発展の促進にも寄与してい

ます。 

 

日本赤十字社は、西ジャワ地震災害の被災者に対し、当面の生活の基盤となる仮設住宅建設を支援し、復

興への後押しに貢献しました。また、西スマトラ地震災害については、緊急救援期から医師、看護師等を派

遣したほか、復興支援として仮設住宅の建設、給水・衛生促進活動、こころのケア、そして安全な住宅建設

技術の普及と、多岐にわたって、被災者のニーズに沿った取り組みを展開しました。 

 

本報告書は緊急救援から復興支援まで、約 2年にわたって実施した一連の活動を記録したものです。関係

者の方々のご尽力によって、迅速に、多様なニーズに応じた活動を行うことができました。 

 

末筆ではありますが、西スマトラ地震災害および西ジャワ地震災害の被災者支援のために日本赤十字社に

ご支援、ご寄付してくださった多くの皆さまへ、心より御礼を申し上げ、ここにご報告いたします。 

 

 

2011年 11月 

日本赤十字社 事業局 国際部長 

田坂 治 
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プロジェクト名 西スマトラ地震災害復興支援事業 および 西ジャワ地震災害復興支援事業 

事業実施期間 ■西スマトラ地震災害緊急救援・復興支援事業 

2009年9月30日～2010年12月31日 

■西ジャワ地震災害緊急救援・復興支援事業 

2009年9月2日～2011年9月30日 

実施国 

対象地域 

インドネシア共和国 

西スマトラ州 パダン市、パリアマン市、パダン・パリアマン県 

  西ジャワ州  バンドン県、チアンジュール県、西バンドン県 

事業実施主体 インドネシア赤十字社が実施主体となって

支援活動を実施。国際赤十字・赤新月社連

盟は支援国赤十字社・赤新月社と調整を図

りながら、インドネシア赤十字社の活動を

サポートした。 

 

 

災害概要 2009年9月2日、西ジャワ州においてマグニチュード7.3の地震が発生。死者79名、負傷者1,288名

と人的被害を受け、42,620戸の家屋が全壊また重度被害を被った。約1ヵ月後の2009年9月30日と

10月1日、今度は西スマトラ州でマグニチュード7.6とマグニチュード6.8の地震が相次ぎ、死者

1,195名、負傷者2,902名、全壊家屋114,797戸が発生するなど、甚大な被害が生じた。 

主な活動 西スマトラ地震災害発生直後からインドネシア赤十字社は医療チームを被災地に派遣するととも

に、救援物資等を輸送。地震発生1ヵ月後から復興支援活動を開始。仮設住宅建設支援をはじめ、

巡回医療の提供やこころのケアに取り組む。また、被災した学校のトイレや井戸など給水・衛生

施設の再建を実施するとともに、子どもたちを中心に衛生促進活動を行い、生活環境の向上を図

った。西ジャワ地震災害では、災害発生直後から緊急救援を実施し、復興支援として仮設住宅の

建設支援を行った。 

成果 西スマトラ州では赤十字として13,778戸の仮設住宅の建設に尽力。また、50ヵ所のコミュニティ

に369ヵ所の公衆トイレを設置するとともに、50校の学校を対象に37基の井戸と80ヵ所のトイレを

新設。巡回医療やこころのケア等では約53,000人にサービスを提供した。また、西ジャワ州では

アスベストの防止対策を講じるとともに2,468戸の仮設住宅建設を支援した。 

支援総額 3億 222万 5,111円 

  

概要 
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2009 年 

 

 

 

9 月 2 日 

 

 

■ 

 

 

14時55分、西ジャワ州南沖を震源としたマグニチュード7.3の地震が発生 

同日、インドネシア赤十字社の職員とボランティアが活動を開始  
 

 9 月 3 日 ■ インドネシア赤十字社が緊急救援物資の配布や医療救護活動およびこころのケアの提供を開始 
 

  9 月 30 日 ● 17時15分、西スマトラ州パダン市沖でマグニチュード7.6の地震が発生 
 

  

 

 

10 月 1 日 ● 8時52分、パダン市から南東225kmを震源としたマグニチュード6.8の地震が発生 

インドネシア赤十字社や国際赤十字による救援物資の配布や医療救護活動が開始されるととも

に、日本赤十字社から医療要員、事務管理要員を派遣 
 

  10 月 2 日 ● インドネシア赤十字社は離散家族支援を開始 
 

  10 月 4 日 ● 国際赤十字が 6,842,032 スイスフランの緊急救援アピールを発表 
 

  10 月 7 日 ● 被害状況を鑑み、国際赤十字は 19,185,775 スイスフランの緊急アピールに改訂 
 

  10 月 13 日 ● インドネシア赤十字社は被災世帯に仮設住宅建設キットの配布を開始 
 

  11 月 1 日 ● 緊急救援活動から復興支援活動へと移行 
 

  11 月 5 日 ● 国際赤十字が緊急アピールを 13,293,583 スイスフランに改訂 
 

  11 月 15 日 ● インドネシア政府が西スマトラ地震災害にかかる復興支援計画を発表 
 

  11 月 30 日 ● インドネシア赤十字社による飲料水供給活動を終了 
 

  12 月 31 日 ● 緊急救援活動がすべて終了 
 

2010 年 3 月～7 月 ● 建築資材として、インドネシア赤十字社が 300,000 枚のトタン板を配給 
 

  5 月～9 月  ● トイレなどの衛生施設の建設を開始 
 

  6 月 8 日 ● 日本赤十字社はパダン市に駐在員 1 名を派遣 
 

  6 月上旬 ■ インドネシア赤十字社と国際赤十字はバンドン県のスカマナ村を支援することで合意 
 

  6 月 30 日 ● 被災者への物資配布を終了 
 

  6 月～8 月 ● 緊急救援および復興支援事業にかかる中間レビューを実施 
 

  7 月  ● 国際赤十字は緊急アピールを 14,219,542 スイスフランに改訂することを発表 
 

  8 月 31 日 ● 日本赤十字社が派遣した駐在員 1 名の任期が終了 
 

  9 月末 ● 仮設住宅建設事業、給水・衛生促進活動、こころのケア活動が完了 
 

  

 

10 月末 ● 仮設住宅建設とともに実施されていた、こころのケアや衛生普及促進、給水・衛生（トイレの建

設など）が完了 
 

  12 月 31 日 ● 西スマトラ復興支援事業が終了 
 

2011 年 

 

4 月 ■ インドネシア赤十字社と国際赤十字はスカマナ村の支援から仮設住宅建設支援に対象を変更する

ことで合意 
 

  7 月～9 月 ■ アスベストの建築資材を除去する活動を開始 

 

  9 月 30 日 ■ 西ジャワ復興支援事業が終了 

  

地震発生から復興支援終了までの流れ 

●…西スマトラ地震  ■…西ジャワ地震 
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■赤十字の緊急救援と復興支援 

 災害の発生とともに被災国の赤十字社・赤新月

社と国際赤十字・赤新月社連盟（以下「国際赤十

字」という）は、災害の状況や救援ニーズについ

て情報交換を重ね、状況によってはニーズ調査チ

ームを災害現場に派遣することもあります。そし

て被災国赤十字社の対応能力を超えた国際的な支

援が必要な場合、国際赤十字は赤十字全体の災害

対応計画として「緊急救援アピール」を発表しま

す。各国政府や各国赤十字社・赤新月社は、この

緊急救援アピールに対し、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。 

災害が大規模だった場合、緊急救援終了後も、

被災者の住まいや保健衛生、将来の災害リスクな

どの面で多くの支援ニーズが残され、被災者の生

活や健康が将来にわたって脅かされ続けることが

あります。このような場合は、緊急救援に引き続

き、被災地の復興支援を行うことになります。特

に途上国においては、被災前の状態に戻すだけで

はなく、以前から抱えていた課題を解決してより

よい状態にしていくことで、地域社会の長期的な

発展につなげていきます。 

■日本赤十字社の対応 

2009年9月30日に発生した西スマトラ地震の救

援・復興のために日本赤十字社に寄せられた海外

救援金は、総額3億 222万 5111円。海外救援金

とは、緊急救援活動や復興支援活動のために集め

られるものです。日本赤十字社は医師や看護師等

を被災地に派遣し、救援物資を輸送したほか、寄

付者の方々からお預かりした海外救援金を国際赤

十字を経由して、被災地の緊急救援、復興支援活

動等に役立てました。使途の内訳は、以下のグラ

フのとおりです。
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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 

 今回の地震の特徴としては、山間部で住宅の被

害が大きかったこと、また、住宅よりも政府系の

ビルなど大きな建物に重度被害が見られたこと、

そして地震発生直後は住民らが自分たちで捜索活

動をしなければならなかったほど救援の手が入り

にくい立地であったことが挙げられます。パダ

ン・パリアマン県では地すべりで田畑が崩壊し、

農業で生計を立てていた住民は生活の糧を無くし

ました。都心部の被害も大きく、パダン市の約8

割の建物が被災しました。 

 これらの地域で家屋約250,000戸が被害を受け、

そのうち全壊したのは 114,797戸、重度の被害を

受けた家屋は 67,198戸でした。また、パダン・パ

リアマン県では家屋の96％が被災し、63％がほぼ

倒壊。主に建物の下敷きになったことが原因で、

多くの住民が犠牲になったのです。 

 

 そのため復興にあたっては、合計 198,200戸の

仮設住宅が必要となりました。比較的土地を確保

しやすい郊外では仮設住宅の建設を進めやすい一

方で、人口が密集している都市部では作業が難航

しました。 

■大打撃を受けた給水施設や衛生施設 

 保健・医療施設の被災は、深刻な影響をもたら

しました。特にパダン・パリアマン県とパリアマ

ン市では、ほぼすべての施設が被災し、その大部

分が重度の被害を受けました。パダン市では、規

模の大きな病院が重度の被害を受け、中には診察

活動の中止を余儀なくされたところもありました。

これらの被害が、約 1,095,000 人（西スマトラ州

全人口 4,760,000人の 23％）に対する保健サービ

ス提供に大きな影響を与えたため、医療従事者の

増強や、医薬品・医療資機材の供給などといった

支援が必要となったのです。 

1.災害概要 

 
地震で全壊したパダン市の政府関連施設  ©Ken Kobayashi/日本赤十字社 
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また、給水施設・衛生施設も甚大な被害を受け

ました。都市部では水道水の供給施設の浄水・配

管設備が被災し、29,784世帯が影響を受けました。

水道だけでなく井戸や雤水タンクへの被害も大き

く、都市部では46,122ヵ所の井戸が影響を受け、

そのうち 13,800ヵ所に再建・修理が、27,700ヵ所

に清掃が必要となりました。 

 衛生面では、135,000ヵ所ものトイレやセプテ

ィックタンク（腐敗槽）が被災し、そのうち80,973

ヵ所は、再建が必要でした。しかもセプティック

タンクは井戸のそばに設置されていることが多

いため、表流水（河川や湖沼など）や地下水の汚

染が懸念されました。 

 被災した給水施設・衛生施設を再建・修理する

とともに、水や衛生に起因する疾病を予防し、被

災者の健康を守ることが急務となりました。また、

もともと震災前から手洗いの習慣づけや衛生知識

の喚起が必要な地域であったことから、衛生促進

活動の必要性も高まりました。 

 住宅やインフラなど、今回の地震による経済損

失は、20兆8600億ルピー（およそ2086億円）に

のぼると試算されています。 

  

 

 

 

ルマ・ガダン様式の政府建物 ©日本赤十字社 

©Ken Kobayashi/日本赤十字社 
インドネシアでも有名なパダン料理 

独特な文化を持つミナンカバウ人 

 西スマトラの多数派であるミナンカバウ人は、インド

ネシアの中でも独特な文化を持つ民族として知られて

います。ミナンカバウ人は母系社会で、土地や家屋は女

性が所有します。結婚しても女性は夫の家には移らず実

家を増築してそこに住み、男性は外に出稼ぎに出ます。 

ミナンカバウ人の伝統家屋は、水牛の角をモチーフに

した尖った屋根を持った「ルマ・ガダン」（「大きな家」

の意味）と呼ばれるものです（写真上）。近年は核家族

化が進み、ルマ・ガダンに住む人も尐なくなりましたが、

現在も政府の建物などにその特徴的な様式を見ること

ができます。 

 もう一つのユニークな例が、レストランの注文のシス

テムです。レストランに入っても店員は注文をとりに来

ません。次々と皿がテーブルに並べられ、客は食べた分

だけ支払う仕組みになっています（写真下）。 

ミナンカバウ人の特徴として、新しい価値観や知識を

とり入れる柔軟性が挙げられます。外の世界からもたら

されたイスラム的価値観や、植民地時代の西洋的な知識

を、自分たちの慣習と融合させながら受容してきたこと

が、その背景にあるのではないかと考えられています。 

 

c o l u m n 
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■国際赤十字が支援調整を担当 

 緊急救援活動の内容は、主に「医療救護活動」

「救援物資の配布」「給水・衛生活動」の三つに分

けることができます。医療救護活動では、仮設診

療所の設置や傷病者への診療提供、医療施設への

アクセスが難しいへき地等を中心に巡回医療など

を行いました。救援物資の配布では、テントや蚊

帳、毛布などを被災者に届けました。また給水・

衛生活動として、飲料水や仮設トイレなどを提供

しました。 

 現地ではまず、インドネシア赤十字社が直ちに

職員や赤十字ボランティアを派遣して被害状況の

把握や救援活動を実施。国際赤十字と連携して、

今後の救援活動に必要な救援物資の輸送準備にあ

たりました。また、インドネシア赤十字社からの

要請を受けた国際赤十字が、各国赤十字・赤新月

社と支援内容を調整し、緊急支援や復興支援の具

体的な活動を展開しました。 

救援物資の配布は、当初予定されていた20,000

2.緊急救援活動 

■資金援助 
1,000万円を国際赤十字に送金 

 

■物資支援 

約 8,200万円  
  ・テント 1,355張 
  ・蚊帳  7,000張 
  ・ビニールシート  8,810枚 
  ・飲料水用タンク  6,500個 
  ・シェルター・キット  905個 ※ 
  ・フリース毛布  9,000枚 

※シェルター・キット：のこぎりや金づち、シャベ

ル、ロープなど、家屋修理のための道具 
 

■救援要員 
・インドネシアに派遣中だった五島美保子駐在員

と立花公恵看護師、日本からは槙島敏治医師と

川手華与救援係長を被災地に派遣 
 

・同じくインドネシアに派遣中の亀山恵理子駐在

員をジャカルタに派遣し、インドネシア赤十字

社や国際赤十字インドネシア代表部との連絡調

整業務を実施 
  

 

緊急救援期の日本赤十字社の対応 

 

 
のこぎりや鍬、金づちなどが入っているシェルター・キット 

 傷病者を治療するインドネシア赤十字社の医師 ©PMI/IFRC 

©IFRC 
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世帯を上回り、29,360世帯以上、39,711人に対し

て行いました。衣食住など生活に最低限必要な身

の回りの生活用品を中心に、合計917トンもの救

援物資を配布しました。 

■5 名のスタッフを日本赤十字社から派遣 

日本赤十字社からは、2006年のジャワ島中部地

震の復興支援事業に携わりインドネシアに派遣中

だった駐在員や、ボゴール赤十字病院に派遣中の

看護師、日本から日本赤十字社医療センターの医

師などを被災地に派遣。インドネシア赤十字社の

医療チームと合流して被災状況の初期調査や医療

救護活動にあたりました。同時に、2004年のスマ

トラ島沖地震・津波災害復興支援事業の担当でイ

ンドネシアに派遣中の駐在員を、インドネシア赤

十字社や国際赤十字インドネシア代表部との連絡

調整業務のためにジャカルタに派遣しました。 

緊急救援活動は、地震が発生した9月30日から

10月31日までの1ヵ月間。その後は、復興支援活

動の期間へと移行していきます。 

 

 

 

 
©PMI/IFRC 

 
子どもたちと話をする赤十字ボランティア   ©PMI/IFRC 

捜索救助にあたる赤十字ボランティア 

赤十字ボランティアが捜索活動 

上の写真で、軍隊や警察、消防士など行政

関係者に交じり、紺色の制服に身を包み、捜

索救助活動にあたるのは赤十字のスタッフ

です。捜索活動というと、軍隊や警察、消防

など行政が行うようなイメージを持たれる

かと思いますが、インドネシア赤十字社では

ボランティアにトレーニングを行い、被災地

の最前線に送り出しています。 

また下の写真は、こころのケアを担う赤十

字のボランティアが子どもたちを対象にカ

ウンセリングを実施しているところです。こ

のように、赤十字ボランティアがさまざまな

場面で活動の原動力となって活躍していま

す。 

 なお、インドネシア赤十字社のボランティ

アは無償ではなく、日当が支給されます。人

道支援の現場で活躍できるよう、赤十字ボラ

ンティアは災害対策や救急法などのトレー

ニングを受けて、日々スキルアップを図って

います。  

c o l u m n 
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インドネシア赤十字社と国際赤十字は緊急救援

期・復興支援期を通して、39,711人に対し、救援

物資を配布しました。赤十字では、ビスケットや

飲料水などの食糧物資だけでなく、毛布やテント、

衛生キット、燃料缶、家屋修理のために必要な道

具を集めたシェルター・キット、衣服など初期の

緊急救援に必要な物資を、被災地に届けています。

今回の震災ではインドネシア赤十字社の倉庫から、

そして被災地から一番近いマレーシアのクアラル

ンプールの倉庫からも、救援物資が被災地へと運

ばれました。また、赤十字のネットワークを生か

し、交通網の破壊によって寸断された村には、ヘ

リコプターを使って 27トンの物資を届けました。 

災害の規模や内容、地域、時期などによって、

求められる物資の内容は大きく変わります。救援

物資の配布で必要なのは、現地の変化するニーズ

をひろい上げ、配布する物資の内容を決定するこ

とです。西スマトラ地震災害では、家屋の損傷が

激しい世帯については、テントや乳幼児用品を届

けるなど、中程度や軽度の被害を受けた世帯より

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も手厚く物資を支給するといった工夫をしていま

す。今回の震災を通じてインドネシア赤十字社と

国際赤十字は 917トンの物資を提供しました。国

際赤十字や各国赤十字社・赤新月社では、積み重

ねてきた数々の緊急救援や復興支援の経験の中か

ら、被災地のニーズに沿った救援物資が効果的に

配布できるよう、物資の種類や配布方法について

検討を続けています。 

 

(1)救援物資の配布 

 

 

救援物資を運び出す赤十字職員  ©Ken Kobayashi/日本赤十字社 

 
ヘリコプターで輸送されたシェルター・キットを運ぶ人々  ©IFRC 
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■活動の重複や偏りを回避 

復興支援とは、被災地に暮らす人々が生活を立

て直し、被災前よりも良い状態にするための活動

です。そのため被災国の政府や関係機関などと調

整し、長期的視野から復興支援計画を策定するこ

とが大切です。 

支援活動にあたっては国連が提唱したクラスタ

ー・アプローチ（支援分野別調整枠組み）が導入

されています。これは人道支援において、支援分

野ごとに活動を主導する機関を定めて、分担する

体制のことを指します。さまざまな国連機関や人

道支援団体が個別に活動すると、支援の重複や不

足が生じてしまい、効率的かつ効果的な支援の妨

げになってしまうことから、2006年のジャワ島中

部地震の際に導入されたクラスター・アプローチ

がとられるようになりました。 

今回の西スマトラ地震災害において、国際赤十

字は仮設住宅分野の主導機関として、人道支援団

体と調整し、被災地での仮設住宅建設に貢献しま

した。また、同時に、赤十字として仮設住宅建設

を主軸に被災地の人々を支援したほか、こころの

ケアや給水・公衆衛生促進活動を実施。日本赤十

字社も国際赤十字を通して、これらの活動を支援

するとともに、現地に阿部合歓駐在員を派遣しま

した。 

このほかに、日本赤十字社は NPO法人 SNS 国

際防災支援センターと連携し、建築職人やコミュ

ニティの人々を対象に、安全な住宅建設に必要な

技術を普及するためのワークショップをパダン・

パリアマン県で開催しました。 

 

 

国際赤十字の復興支援にかかる基本方針 

物資配布 

（食糧と基本的な

救援物資） 

20,000世帯に対し食糧や衛生キット、生活用品

等の必要な物資を配布する。 

仮設住宅 

10,000世帯に適切な簡易仮設住宅の建設支援

を行うとともに、同時期に地震が発生した西ジ

ャワにおいても2,000世帯分の建設支援を行

う。 

保健医療 

10,000世帯に対してさまざまな予防手段、必要

な保健サービスを提供することにより、地域の

保健医療リスクを軽減する。 

給水と衛生 

安全な水や適切な衛生施設を整えることによ

り、水起因の病気や衛生環境の悪さからかか

る病気を軽減させる。また、最大10,000世帯を

対象に衛生知識を普及させる。 

組織強化 

今後の災害に際して、職員およびボランティア

による効果的な災害対応ができるよう、インド

ネシア赤十字社の災害対応能力を強化する。 

 

 

 

西スマトラ地震災害復興において 

取り組んだ支援分野と主導機関 

支援分野 主導機関 

仮設住宅 国際赤十字社・赤新月社連盟（IFRC) 

農業 国連食糧農業機関（FAO） 

早期復旧 国連開発計画（UNDP） 

食糧・栄養 
国連世界食糧計画（WFP） 

国連児童基金（UNICEF） 

教育 
セーブ・ザ・チルドレン 

国連児童基金（UNICEF） 

ロジスティック・

通信 
国連世界食糧計画（WFP） 

保護 
国連児童基金（UNICEF） 

国連人口基金（UNFPA） 

保健 世界保健機関（WHO） 

給水・衛生 国連児童基金（UNICEF) 

 

3.復興支援活動 
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今回の地震による家屋の被害が特に大きかった

パダン市、パリアマン市、パダン・パリアマン県、

アガム県、南パシシル県、西パサマン県の 6地域

では、約 18 万戸の仮設住宅が必要という試算が

出されました。インドネシア赤十字社と国際赤十

字は 13,778 戸の仮設住宅を建設支援し、そのう

ちの 1,857戸については日本赤十字社が支援しま

した。 

 インドネシア赤十字社と国際赤十字では一戸当

たり約3万円を送金しました。資金は適切に使わ

れるように、個人ごとではなく15人ほどの住民で

構成されるグループにまとめて送金します。住民

はこの資金を使いながら、自らの手で、あるいは

職人を雇って仮設住宅の建設や被災家屋の修繕を

行いました。 

 一方のインドネシア政府は、恒久住宅の建設費

用として、全壊家屋に約15万円、半壊家屋に約7

万円と、被災状況に応じて供与することを決めま

した。被災者は、インドネシア赤十字社や国際赤

十字をはじめとする人道支援団体による仮設住宅

支援か、それとも政府の恒久住宅支援のどちらか

を選んで支援を受けることになります。当面の住

まいを確保したい、あるいは資金を確保してから、

仮設住宅を増改築して恒久住宅にしていきたいと

考えた人々は、仮設住宅を建設しました。 

また、インドネシア赤十字社は屋根などに使う

ためのトタン板を30万枚供与したほか、工事の進

捗状況のモニタリングや技術指導、既存の住宅の

修復支援など、現地の実情に合わせて活動を展開

しました。 

 

 

 

 

 

  

(1)仮設住宅 

©PMI/IFRC 

©Ken Kobayashi/日本赤十字社 最もシンプルな仮設住宅 

装飾が施されている仮設住宅 

 

バラエティーに富む仮設住宅 

仮設住宅と一言で言っても、その仕様は多種

多様です。上の写真は、最も簡易で標準的な仮

設住宅。これと比べて下の写真は凝ったつくり

になっています。 

 インドネシアでは所有者自らが直接住宅を建

設することが珍しくありません。仮設住宅も、

自身で建設したり、個別に職人に依頼をしたり、

自己資金を追加して工事するなどした結果、バ

ラエティーに富んだものが完成したのです。 

今回の仮設住宅を、英語では「T-shelter」と

呼びます。これは「仮の（temporary）」と「移

行する（transitional）」の両方の意味をとって

います。ある人にとっては仮の住まい、またあ

る人にとっては恒久住宅へと改良を重ねていく

ものといったように、とらえ方も多様です。 

 

 

 

c o l u m n 



 

 

15 

   

こころのケアは、地震によって受けたトラウマ

から立ち直り、コミュニティの人々が再び絆をつ

なぐための活動です。被災地の50校の生徒7,377

人を対象に、カウンセリングを行いました。また、

楽器を演奏したり、伝統舞踊を踊るなど、自分の

感情や気持ちを表現するような活動が実施されま

した。生徒にこころのケアを行ったのは、赤十字

ボランティアと学校の教師たちです。教師たちは、

インドネシア赤十字社と国際赤十字の研修を受け

た赤十字ボランティアから必要な知識や技術を学

び、子どもたちの精神的ケアにあたりました。 

 地震によるショックを受けたのは、子どもたち

だけではありません。地震によって肉親を失った

り、家を失ったことで転居を余儀なくされ、周囲

の人々との絆を絶たれた被災者を対象としたここ

ろのケアも実施し、50ヵ所以上のコミュニティで 

23,648人が参加しました。現地ではゴトンロヨン

（互いに助け合う精神のこと）によって、震災前

は人々が相互に支え合いながら生活していました

が、地震発生後は住民たちが集まる場を失ったこ

とから、こころのケアとして住民が集会場などに

集まって悩みを相談したり催し物をする場を提供

することにしました。 

 また、集会所では助産師たちによる育児相談が

母親たちを対象に行われました。近くに病院や保

健所がない地域では、日ごろ気軽に相談できる場

は多くありません。子どもの発育状況を確認する

母親同士が集まって、自分たちの生活状況や身近

な情報を伝え合うなど、保健サービスとこころの

ケアを一体化させた活動も地道に実施しました。 

  

(2)こころのケア 

 

 
こころのケアとして伝統舞踊を踊る子どもたち ©Ken Kobayashi/日本赤十字社 
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2009年の地震によって、西スマトラ州の上水・

下水の設備は甚大な被害を受けました。水道水の

供給施設や井戸、雤水タンクが被害を受けたほか、

トイレも地震によって多くが倒壊しました。給

水・衛生環境の悪化は、人々の健康に大きくかか

わります。被災者を疾病や感染症から守るために

も、衛生的な水供給の確保は急務でした。 

インドネシア赤十字社と国際赤十字は、仮設住

宅を建設する地域の50の学校に、37基の井戸と80

ヵ所のトイレを新設したほか、24ヵ所のトイレを

修繕しました。 

また、学校やコミュニティを拠点として公衆衛

生に関する知識の普及・啓発活動を行いました。

被災地の一帯は震災前から経済的な理由でトイレ

がない住宅があったり、公衆トイレが壊れたまま

放置され、長らく使用されていないケースがよく

見られました。また、せっけんを使って手を洗う

ことや食後に歯を磨くことも習慣化されておらず、

公衆衛生への意識喚起が必要とされている地域で

もありました。復興支援では“Build back better”、

つまり「被災前よりも良い状態にする」という考

え方に沿って活動を行っています。被災した給

水・衛生施設を元通りに修復するだけでなく、人々

の公衆衛生への意識を高めることも大切な活動な

のです。 

そこで、ポスターやすごろく、歌などで楽しみ

ながら歯磨きやせっけんを使った手洗いの大切さ、

トイレの正確な使い方、デング熱の予防法などを

小学生に教育したほか、映像などを用いて、コミ

ュニティには衛生的な環境づくりの大切さについ

て伝えました。「衛生促進活動を始めてから、子ど

もたちは自分の身だしなみに気をつけ、手を洗わ

ない、歯を磨かないということを恥ずかしいと感

じるようになったようです」と、事業を担当した

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インドネシア赤十字社のボランティアは話します。 

給水・公衆衛生促進活動を通じて、公衆衛生へ

の意識を高めた一方で、経済的側面から、上下水

道施設やトイレなど施設面ではまだまだ環境の整

備が進んでいないのが現状です。施設の充実化に

はまだまだ時間はかかりますが、インドネシア赤

十字社は今後もコミュニティに対し、公衆衛生へ

の理解を促す活動を行っていく予定です。

(3)給水・公衆衛生促進活動 

 
すごろくで衛生観念を学ぶ子どもたち 

©Ken Kobayashi/ 日本赤十字社 
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西スマトラ一帯は地震が頻発する地域であり、

近い将来、2004年のスマトラ島沖地震・津波災害

と同規模の災害に見舞われる可能性が高いといわ

れています。地震関連の死因の多くは、揺れその

ものよりも津波や火災、建物の倒壊が原因です。

しかし住民たちの間では住宅の耐震化の必要性が

あまり認識されていないため、住宅の安全性より

も、大きさや装飾、コストを重要視していました。

また、被災地の建築職人の多くは建設会社などに

所属しておらず、個人で活動しているため、安全

な住宅建設に必要な技術や知識を学習したり、共

有する機会がなく、伝統的な工法を用いて建設工

事を行っていました。 

そこで、安全な住宅建設に必要な知識と技術の

普及と、意識の啓発が必要だと考え、日本赤十字

社はNPO法人SNS国際防災支援センターととも

に、建物被害の大きかったパダン・パリアマン県

の建築職人と住民を対象にワークショップを実施

しました。 

ワークショップは講義1日、実技1日の2日間に

わたるもので、 2010年10月から12月までの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間に 13 回開催し、合計 736 名が参加しました。

参加者は地震のメカニズムや、地震による建物の

挙動について講義を受けたほか、実際に用いられ

る建築資材を使いながら鉄筋の結合方法や壁の修

復方法などを学びました。 

今回ワークショップに参加した住民の多くは、

レンガ造りのコンクリートでできた住宅の再建を

望んでいます。この地域では近い将来、大規模地

震が発生するといわれており、住民も地震を身近

なものとして感じているため、参加者の住民や建

築職人は活発に質問をしたり、実技の際に鉄筋の

結合方法を何度も確認するなど、熱心に学んでい

ました。 

参加者からは、耐震工法など新しい知識や技術

を学ぶことができてよかった、住宅建設に関して

興味を持つようになり、職人と議論しながら家を

再建することができるようになった、などの声が

あがりました。 

また、ワークショップに参加した人々の中には

震災に備えて米を蓄えたり、周辺の人々に習得し

た知識を共有するといった動きが見られるなど、

防災意識の向上にも貢献しました。

(4)建築職人トレーニング・住民防災教育 

 

 
読み書きができない人々も理解できるよう、現地の言葉（ミナン

語）のナレーションを吹き込んだ CDを添付したテキスト 

©日本赤十字社 

倒壊した住宅を訪問し、倒壊の原因について意見交換 

 ©日本赤十字社 
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インドネシア赤十字社および国際赤十字が実施

した西スマトラ地震災害復興支援事業は、総じて

効果的かつ適切に行われたと第三者機関によって

評価されています。以下はその具体的な内容です。 

■救援物資の配布 

緊急救援期の救援物資は、配布したタイミング

や物資の内容についておおむね高く評価されてい

ます。一方で復興支援期については、調査やデー

タ収集、分析を担当する人材が適切に配置されな

かったため、ニーズに合致していなかった物資も

一部見られました。 

■仮設住宅 

インドネシア赤十字社と国際赤十字は地元パダ

ン市のブン・ハッタ大学とともに、耐久性や環境

面などにおいて「人道憲章と災害援助に関する最

低基準」（スフィア・プロジェクト）を満たした仮

設住宅を設計しました。13,778戸と規模的には最

大のものでしたが、迅速に実施され、完成後の使

用率も高く、総じて満足との評価となりました。 

一方、被災した家屋の修繕には課題が残りまし

た。仮設住宅の建設場所が不足していることから、

パダン市内の 8割の世帯は家屋を修復することを

選択しましたが、もともと既存の住宅が基本的な

耐震基準に達していないため、修繕だけでは十分

な耐震補強に至りませんでした。今後は、安全な

住宅を建設するためにも、職人や住民に対して技

術的アドバイスをしていくことが求められます。 

■巡回医療・こころのケア 

ほぼすべての診療所が2010年5月までに復旧し、

診療・予防啓発活動は早期に終了しました。この

ため、巡回医療の受診者数は、当初予測していた

よりも下回りました。 

また、こころのケアは、給水・公衆衛生促進活

動と同時進行で動いたため実施が遅れ、ニーズ調

査を行った時点からタイムラグが発生しました。

活動を実施したコミュニティでは大変好評でした

が、数値目標を立てにくい領域であるため、効果

を検証しにくいという課題が残されています。 

■給水・公衆衛生促進活動 

2004年に発生したスマトラ島沖地震・津波災害

の経験から、インドネシア赤十字社には給水施設

の復旧に必要な人員や資機材が豊富であったため、

緊急救援期における水環境の復興は迅速に進めら

れました。 

しかし復興期における活動は、思うような効果

が見られませんでした。活動の実施が遅れたこと、

子どもたちが公衆衛生について教育を受けたもの

の、トイレなどの衛生施設の修繕が間に合わなか

ったことにより、教わったことが実行に移せなか

ったことなどが、反省点として挙げられます。 

■建築職人トレーニング・住民防災教育 

住民がワークショップに参加したことで安全な

住宅建設への意識と知識が向上し、建築職人との

コミュニケーションが円滑になったことは評価さ

れます。一方で、職人見習いが職人と同等の技術

を身につけるためには、現場での応用力を向上さ

せるためのさらなる指導が必要です。また、今回

は日本赤十字社と SNS 国際防災支援センターに

よって実施されましたが、事業実施国の赤十字社

の十分な協力があれば、もっと効果的な事業実施

が可能となったのではないかと考えられます。 

■総括 

今回の震災はインドネシア赤十字社にとって、

中規模・大規模な災害復興において初めて指導的

役割を果たしたものとなりました。今後も起こり

得る災害に備え、インドネシア赤十字社の事業実

施能力の強化やボランティアの育成と労働環境の

改善などに引き続き取り組む必要があるでしょう。  

4.事業最終評価 
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西ジャワ地震災害 
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■山間部の各地に広く散らばった被災地  

2009年9月2日14時55分、西ジャワ州の南沖合で、マグ

ニチュード7.3の地震が発生しました。西ジャワ州は、イン

ドネシアの首都ジャカルタに隣接する、山や高原の多い地

域です。 

今回の地震は、被災地が広い範囲に散らばっていること

が特徴です。西ジャワ地震災害では、全体の2割以上の住

宅が全壊か重度被害を受けたバンドン県をはじめ、タシク

マラヤ県で大きな被害が見られたほか、チアミス県、ガル

ット県、チアンジュール県など9つの地域に被害が分散。

23,000戸を超える家屋が全壊するなど、合計67,969戸が影

響を受けました。 

この地震で 79名が死亡、159名が重傷、182,532人が一

時的に避難を余儀なくされました。

1.災害概要 

地震により、がれきの下敷きになっている人々を助け出す捜索隊 

 

 
救援物資をもらった子どもたち    ©PMI/IFRC 

©BBC 
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■支援活動は困難を極める 

インドネシア政府は当初、西ジャワ地震につい

ては自国だけで対応すると発表しました。しかし、

交通アクセスが悪い上に、地滑りにより道路が分

断されるなど、緊急救援や復興支援活動を行うに

あたってさまざまな要因が障壁となり被害が拡大。

そのため震災から3ヵ月後にインドネシア政府は

国外からの支援受け入れを正式に表明しました。 

 また、西ジャワ地震の発生から4週間後、西ス

マトラ州で相次いで大地震が発生、インフラへの

大規模な被害や死傷者数の多さから、国際社会の

注目は西スマトラ州へと集まりました。厳しい地

理的条件の中で、限られた予算や人員、時間との

闘いを強いられる、困難な支援活動となりました

が、インドネシア赤十字社と国際赤十字は、西ス

マトラ地震と西ジャワ地震災害の双方への緊急救

援、復興支援を実施しました。 

 

 

 

  

 
©日本赤十字社 

©日本赤十字社 竹を多く用いた仮設住宅 

屋根には瓦が使われている 

地域ごとに異なる仮設住宅 

これは、西ジャワ州で建てられた仮設住宅。

14ページに掲載されている西スマトラ州の

仮設住宅とは、印象がまったく異なります。

ご存じのとおり、インドネシアは熱帯雤林が

自生しており、一般的に木材が安易に手に入

るイメージがありますが、地域によっては違

法伐採された木材が市場に流通しているとこ

ろもあります。 

西ジャワ州では住宅の構造に竹を用いるこ

とが多く、西ジャワ地震災害の被災地に建設

された仮設住宅でも構造部や壁に竹が多く使

用されたほか、屋根部分には瓦が使われまし

た。地元で慣れ親しまれている建築資材を使

うことで、恒久住宅に立て替える、もしくは、

改築や増築して居住することが容易に可能と

なり、受益者のニーズに幅広く対応できるこ

ととなります。 

このように、地域の習慣や文化に臨機応変

に対応していくことで、被災者のニーズに応

じた復興支援が展開でき、実施した活動も持

続可能なものへと発展していくことができる

のです。 

 

 

c o l u m n 
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■過去の経験を生かす 

インドネシア赤十字社は震災当日から職員や赤

十字ボランティアを動員し、被害や被災者のニー

ズに関する初期調査や緊急救援に着手しました。

また、発災後 48 時間以内には、テント 1,500 張

やビニールシート 1,500枚、ミネラルウォーター

12,000本や毛布 1,000枚など、救援物資の配布も

始めました。同時に、複数の地域で医療保健サー

ビスを提供したほか、こころのケアも行いました。 

緊急救援活動に続く復興支援活動は、仮設住宅

建設を軸に開始され、日本赤十字社から送られた

海外救援金も充当されました。また、仮設住宅の

建設地域では、トイレや貯水タンクなど衛生施設

の整備、学校やコミュニティを対象とした防災教

育も実施しました。 

西ジャワ州で建設された仮設住宅は、2006年の

ジャワ島中部地震のときと同じデザインが採用さ

れました。これは、短期間に多くの数を建てるこ

とが可能であったことと、資材の現地での調達が

可能であり、建設方法も西ジャワ州の文化や慣習

に適合したものだということが評価されてのこと

です。また、ジャワ島中部地震災害の経験者や地

元の建築職人をボランティアとして起用すること

ができました。 

■難航する仮設住宅の建設 

過去の地震で積み上げたノウハウを生かし、仮

設住宅の建設はスムーズに進むかのように思えま

したが、実際には目の前にはいくつもの壁が立ち

はだかりました。 

その一つが、地理的条件。西ジャワ地震の被災

者に用意された仮設住宅建設地は広い範囲に点在

し、町から遠く離れていたり、また険しい山道や 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪路によりアクセスが悪かったり、支援が本格化

した時期に雤期に入ったりと、人や物資の移動に

かなりの労力を費やさざるを得ませんでした。さ

らに、インドネシア政府が震災発生初期に国際的

支援の受け入れを行わないと表明したため、イン

ドネシア赤十字社や国際赤十字が被災地での多く

の活動を担うこととなり、多様なニーズと、刻々

と変化する被災者の環境を考慮した支援を展開す

ることとなりました。 

加えて、支援を受ける住民の間で調整が進まず

に活動が難航しました。復興支援活動の候補地の

一つだったバンドン県のスカマナ村では、近隣に

ある茶葉製造会社のプランテーションで働く約

400世帯が地滑りの被害に遭ったため、元の居住

地に帰ることができず、プランテーションの土地

を間借りする形で、テント暮らしを1年以上にわ

たって強いられました。しかし、移転先として政

府が提示した土地は自分たちのニーズに合わない

と主張する一部の住民が、支援を拒否。発災から

1年が経っても膠着状態が続き、復興支援は遅々

として進まなかったことから、やむを得ず、支援

対象をスカマナ村から、ほかにも地滑りによる被

害で支援を必要としていた6つの地域に変更する

2.緊急救援・復興支援活動 

 
竹で家屋の柱を組むインドネシア赤十字社のボランティア 

©IFRC 
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こととなりました。 

また、バンドン県やチアンジュール県、チアミ

ス県などでの仮設住宅建設でも課題に直面しまし

た。インドネシア赤十字社と国際赤十字から住民

グループに送られた建設資金をもとに被災者は資

材を購入し、仮設住宅を建設することとなってい

ます。しかし、住民らはアスベストの危険性を正

しく認識していなかったために、結果として、ア

スベストが含まれた屋根材を使用して建てられた

仮設住宅が85戸見つかりました。そこでインドネ

シア赤十字社と国際赤十字は、アスベストを含ま

ない屋根材を提供して交換を促しました。また、

ポスターやリーフレット、ビデオなどを作成して、

アスベストがなぜ危険なのか、その廃棄方法など

について啓発し、住民に理解を求めました。 

■将来のリスクを最小限にする 

西ジャワ州には、地震や地滑り、火山噴火など

さまざまな災害のリスクが潜在しています。さら

に交通アクセスが悪いため、災害時に支援が受け

にくいばかりでなく、へき地に家々が散在してお

り、インフラストラクチャーも整備されていない

ことから、通信手段も限られたものになっていま

す。 

インドネシア赤十字社西ジャワ州支部では今回、

地震が誘発した各地での地滑りに阻まれて、復興

支援活動が難航。人員も資金も限りがある中で、

苦戦を強いられました。このような困難にも立ち

向かい、コミュニティをさまざまなリスクから守

るためには、インドネシア赤十字社の組織機能を

強化することが必要です。そこで国際赤十字は被

災地支部や赤十字ボランティアに対して、モニタ

リングの方法や記録データベースの使用、活動資

金の調達方法、会計方法などについて研修を実施。

また、非常時に備えた情報通信システムの構築や、

避難計画の策定を支援しました。 

加えて、今回の活動内容を振り返り、支援の質

を高めるために、ボランティアの活動を記録した

冊子を作成しました。作成された冊子をもとに、

インドネシア赤十字社は効率的なボランティアの

活用についても取り組むこととしています。

 

被災者に救援物資を手渡しする赤十字ボランティア  ©PMI/IFRC 

店先に貼られた、アスベストの危険性を伝えるポスター 
©PMI/IFRC 
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 西ジャワ地震災害復興支援事業についても以

下のとおり第三者機関によって評価されています。 

■緊急救援 

インドネシア赤十字社は発災当日から迅速に対

応し、安否調査や被害状況の調査、捜索救助、救

援物資の配布などを実施しました。 

緊急救援期の反省としては、せっかくの初期調

査結果を復興計画の立案にうまく役立てられなか

ったケースが、支部によって見られたことが挙げ

られます。解決方法のひとつとして、必要な情報

を適切に書き込める調査様式を整えることが必要

だと考えられます。また、市町村の名前が類似し

ていることから、GPS に基づいて情報を分類し、

混同を避けることも重要です。 

調査結果を有効活用することができれば、緊急

救援活動や復興支援活動の質が、より向上すると

の評価を受けています。 

■復興支援 

仮設住宅の建設支援については、ジャワ島中部

地震災害での経験を最大限に生かし、2,468 戸を

建てることができました。地元の建設職人をボラ

ンティアとして多く起用することができたため、

比較的尐ない人数でも建設支援を進めることがで

きたと思われます。  

仮設住宅のデザインや工法については、職人や

住民になじみのあるものが選択され、おおむね高

い評価を受けました。しかし、建設方法に独自の

アレンジが加えられた仮設住宅については、安全

性が劣るものも尐なくありません。アスベストが

含まれた建築資材を住民が誤って購入するような

事例も多々見られ、安全な建築資材の選び方に関

して周知徹底する必要があることを、あらためて

浮き彫りにしました。 

また、仮設住宅のデザインの決定はスムーズに

進んだものの、実施に至るまでに時間を要し、結

果として、恒久住宅へのニーズが高まりました。

今回は仮設住宅建設支援事業が本格的に実施され

るタイミングが遅かったため、仮設住宅のニーズ

が想定していたよりも減尐しており、受益者も貧

困層が中心となりました。加えて、組織内外での

調整や現場での決定力不足が仮設住宅建設支援の

遅延の一因となりました。この教訓を生かすため

にも、誰に対してどのような支援を行うのかを明

確にしたガイドラインを整備する必要があります。 

西ジャワ州が貧困層を多く抱える地域であった

ことも、今回大きな障壁となりました。受益者は

日雇いの建築職人を午後の遅い時間帯から夕方ま

での数時間のみ雇って仮設住宅の建設を進めてい

たため、進捗状況に大きく影響が出たものと考え

られます。当初は相互扶助の精神であるゴトンロ

ヨンによって、互いの住宅建設を助け合うことが

期待されましたが、建設支援するボランティアも

活動できる時間が限られ、壁や屋根を建設するま

でに至らず、受益者が自力で労働力を確保しなけ

ればならなかったとの報告がありました。自力で

は建設できない高齢者や女性への配慮も含め、経

済的にも困窮した人々を支援していく場合、最大

限の効果が引き出されるような方法を今後考えて

いく必要があります。 

上記のように、今後取り組まなければならない

課題はありますが、西ジャワ地震の支援において

も西スマトラ地震と同様、ボランティアの尽力に

は目を見張るものがありました。彼らのモチベー

ションの高さは住民からも大変喜ばれ、それが仕

事への充実感にもつながっているものと思われま

す。彼らの努力が最大限に生かされるためにも、

インドネシア赤十字社の組織基盤の強化が急がれ

ます。

3.事業最終評価 



 

 

 

 

 

 

第３章 

 

総括

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

  26  

   

■インドネシアは世界有数の災害多発国 

インドネシアは世界トップレベルの災害多発国

といわれています。2009年の国連世界防災白書に

よれば、地滑りの発生リスクランキングでは162

ヵ国中1位、地震は153ヵ国中3位、津波は76ヵ国

中1位と、いずれも世界トップレベルに位置して

おり、平時から起こりうる災害リスクを軽減する

活動が不可欠です。 

インドネシア赤十字社は国際赤十字や各国赤十

字社・赤新月社と連携して、災害が発生した場合

の緊急救援活動を迅速かつ効果的に行うため、救

援物資を保管する救護倉庫を各地域に整備してい

るほか、平時の防災活動も実施しており、潜在す

る災害リスクの調査や避難訓練、ハザードマップ

の作成などをコミュニティが中心となって行って

います。 

 また、事業実施主体として、緊急救援や復興支

援が円滑に行われるよう、組織基盤の強化に努め

ており、活動の核となるボランティアの育成にも

取り組んでいます。 

■経験を経て、効果の高い支援を目指す 

2004年のスマトラ島沖地震・津波災害、2006

年のジャワ島中部地震災害、そして2009年の西ジ

ャワ地震災害、西スマトラ地震災害と数多くの復

興支援を経験してきたインドネシア赤十字社、国

際赤十字ですが、先述したように、災害の種類や

被害の規模、発生した地域の地理的要因、またそ

こに居住する人々の経済状況等によって、展開す

る活動は大きく異なります。インドネシアでは

2006年のジャワ島中部地震の際に適用されたク

ラスター・アプローチが今回の復興支援でも用い

られるなど、徐々に制度が整いつつある一方で、

総括 

 
仮設住宅の建設を支援するインドネシア赤十字社のボランティア。復興現場には笑い声が絶えない 

©Ken Kobayashi/日本赤十字社 
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多様化するニーズに対して、どのように応えるの

か、国連や赤十字を含む人道支援団体は、常に改

善が求められています。 

■将来の災害に備えるために 

設立以来、インドネシア赤十字社は災害時には

緊急救援を中心に活動を展開してきました。その

ため、復興支援活動については経験が尐ない支部

もあり、県支部によっては対応能力が足りないと

ころも見られました。それでも西スマトラ・西ジ

ャワの両地域でおおむね良い結果を出せたのは、

赤十字職員やボランティアが高い使命感を持ち、

尽力したからにほかなりません。 

災害多発国であるインドネシアにおいては、将

来、同様の災害復興支援を行う可能性も高いこと

から、インドネシア赤十字社や国際赤十字、各国

赤十字・赤新月社全体でノウハウを蓄積し、赤十

字全体としての力を高めていくことが必要です。 

加えて今後、同様の支援活動を行う場合、現地

のニーズを的確に拾い上げ、地域に根ざした文化

と必要とされる新たな知識や技術を融合して、持

続できる形に変えていくことが、人道支援の場に

おいては強く求められています。持続可能な支援

を展開するためには、被災地の状況に応じて支援

方法を組み立てていかなければなりません。 

とりわけ国際赤十字は復興支援において、仮設

住宅建設の分野でリーダーシップを発揮していく

役割を担っています。今後、大規模な災害が発生

した場合にもスムーズに対応できるよう、これま

でに得られた教訓を生かして、動きやすく、効果

がより発現するシステムを構築していく方針です。 

日本赤十字社も国際赤十字と連携を図りながら、

世界の各地で発生する自然災害等への緊急救援と

それに引き続く復興支援を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援活動を広く伝えるのも大切な役割 

日本赤十字社では、災害に対する支援活

動を広く知ってもらうために、広報活動を

展開しました。西スマトラ地震発生からち

ょうど1年後の2010年9月30日に、西スマト

ラ地震災害とフィリピンで発生した台風

災害等について、特設ウェブサイト

（http://2009saigai.jp/）を公開。写真や映

像で、お預かりした寄付がどのように役立

てられたのかを伝えています。 

また、同年10月25日～11月12日には写真

展「あれから1年 ～西スマトラ地震、フィ

リピン台風の災害復興現場から～」を東京

で開催。写真展を観覧した人は、復興に向

けて歩み始めた被災地の人々の姿に見入

っていました。 

c o l u m n 

ホームページ： http://2009saigai.jp 
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資料集 

 

罹患数の多かった症状 

（2009年 10月 1日～2010年 11月 4日） 

 

日本赤十字社は緊急救援から

その後の復興支援までを一連

のプロセスととらえ、住宅や診

療所の再建など、災害による直

接の被害の回復のほか、被災地

の長期的な発展にもつながる

よう、地域の防災対策や疾病予

防、衛生環境の改善など、さま

ざまな活動にも取り組んでい

ます。 

キャプション。キャプション。キ

ャプション。キャプション。キャ

プション。キャプション。キャプ

ション。キャプション。キャプシ

ョン。キャプション。キャプショ

ン。キャプション。キャプション。

キャプション。キャプション。キ

ャプション。キャプション。キャ

プション。 

 

左のグラフはインドネシア赤

十字社が診察した症状の件数

です。上気道炎（風邪など）が

最も多く、筋骨格系疾患（骨折

や腰痛など）、皮膚炎と続いて

います。地震による負傷で歩行

困難となった患者への診察を

行ったほか、アクセスが難しい

へき地にはヘリコプターで駆

けつけるなど、精力的に活動を

行いました。 

災害対応の仕組み 
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西ジャワ地震による被害

を受けた地域。西スマト

ラ地震と比較して、広い

範囲で被害が見られた

上、被災地への交通アク

セスの悪さが、支援活動

を困難にしました。 

西スマトラ地震による被

害を受けた地域。パダン

市やパリアマン市など、

都市部での被害が大きか

ったのが今回の震災の特

徴です。 
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地震直後から復興まで 

 
地震直後の被災家屋  

被災した小学校のトイレ  ©Ken Kobayashi/日本赤十字社 壊れた自宅でたたずむ女性  ©Ken Kobayashi/日本赤十字社 

©Wayne Ulrich/IFRC 
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路上で遊ぶパダン市の子どもたち 

仮設住宅を建設する赤十字ボランティア ©PMI/IFRC 

 ©Ken Kobayashi/日本赤十字社 
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のどかな田園風景が広がる被災地のパダン・パリアマン県 

海に面しているパダン市は漁業が盛んである ©Ken Kobayashi/日本赤十字社 

©日本赤十字社 
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被災者の手をとり、寄り添う赤十字ボランティア 

災害から 1年、子どもたちにも笑顔が戻った  ©Ken Kobayashi/日本赤十字社 

©Ken Kobayashi/日本赤十字社 
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