
 

パキスタン北部地震 

被災者救援・復興支援事業の取り組み 

（2005年10月8日発生） 

 

  

赤十字が支援した給水設備から流れ出る水。今まで水道のなかった山

岳地域に届いた水で、手を洗う地元の子どもたちもおもわず笑顔がこ

ぼれる ©IFRC 

*活動内容はすべて 2013年3月時点のものです。 
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■パキスタンの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国名：パキスタン・イスラム共和国 

首都：イスラマバード 

人口：1億7,710万人（2012年パキスタン経済白書） 

面積：796,000万平方キロメートル（日本の約2倍） 

宗教：イスラム教（97％） 

言語：ウルドゥ語（国語）、英語（公用語） 

平均寿命：65.4歳 1 

識字率：55.5％ 2 

国連人間開発指数：145位／187カ国 3 

  

                                                 
1 UNDP “Human Development Report 2011” 
2 1と同じ 
3 1と同じ 

被災地域 
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地震発生からこれまでの流れ

2005年 10月8日 8時50分、パキスタン北東部のカシミール地域境界線近くで、マグニチュード7.6の地震が発生

パキスタン赤新月社は災害対策本部を設置し、3班の調査チームを被災地に派遣

10月9日 日本赤十字社は初動チームを派遣

連盟は10,793,000スイスフラン（約9億6,000万円）の暫定緊急アピールを発表

10月13日 日赤の医療チーム第2班がパキスタンに到着、ICRCの調整下でチカールで医療活動を開始

10月17日 ICRCは56,461,951フラン（約48億円）の予算拡大アピールを発表

10月21日 ICRCがムザファラバード仮設病院を開設、日赤医療チームも共に活動

10月24日 連盟が支援しているアボタバード病院の医療活動に日赤医療チームを派遣

10月25日 連盟は152,033,929スイスフラン（約132億円）の緊急アピールに改訂

10月29日 チカールからチナリに活動拠点を移して、仮設診療所を開設

11月4日 医療チーム第4班が出発し、チナリ、ムザファラバード、アボタバードの3カ所に分かれて活動

11月19日 パキスタン政府主催「復旧・復興のための主要支援国・国際機関会議」がイスラマバードで開催

2006年 1月 パキスタン赤新月社が赤十字支援国社会議を開催

2月14日 日赤医療チームが活動を終えて、帰国の途へ

3月28日 連盟は緊急・復興アピールとして227,483,019スイスフラン（約203億円）に改訂し、2006年～2008年までの活動計画を発表

7月中旬 日赤職員による復興支援現地調査を実施

9月 連盟、ICRCに対して日赤の復興支援を表明

10月頃 復興支援事業がスタート

12月 日赤から復興支援担当要員を派遣

越冬支援として2回目の物資配付を実施

2007年 10月 赤十字支援国社会議が開催される

ムザファラバードのICRC義肢センターが完成

2008年 9月 救援物資としてキッチンセット11,000セットを追加支援

2009年 7月 ショハルナジャフカーン男子中学校が完成

12月 給水衛生事業、生活再建事業が終了

2010年 8月 ショハルマズーラ女子中学校が完成

2011年 10月 チカール職業訓練センターが開業

12月 パキスタン赤新月社マンセラ支部社屋・倉庫及び職業訓練センターが完成

2013年 3月現在 アムラサワン男子中学校を建設工事を実施中（6月完成予定）



3 

 

2005年10月8日、現地時間午前8時50分、パキスタン・イスラム共和国の北東部をマグニチュード7.6の地

震が襲いました。この地震による被害は、死者7万3,000人、負傷者12万8,000人に及び、家屋を失った人び

とは350万人を超える大惨事となりました。 

震源は首都イスラマバードから北東95kmの地点で、イスラマバードでも建物が多数倒壊し、その下敷き

となって日本人を含む多くの人びとが犠牲となりました。被災地域は3万平方キロメートルと広範囲にわたり、

これはほぼベルギーと同じ面積にあたります。その中でも特に被害が深刻だったのはカイバル・パクトゥン

クワ州4からアザド・ジャム・カシミール（以下、カシミール地域）にまたがる山岳地帯で、カシミール地域は現

在も隣国インドと統治争いを繰り返す、政治的緊張の絶えない地域です。 

 

パキスタン赤新月社5と国際赤十字は共に、震災発生当初から懸命に救援活動を続けてきました。しかし、

被災地の大部分が山間部であるということもあり、被害状況を把握することは容易でなく、また物資運搬や

患者の搬送にも時間を要したことから、全般的に困難を強いられた救援活動となりました。 

地震発生から3カ月経過した2006年1月には、パキスタン赤新月社主催の支援国赤十字社会議が開催さ

れ、3月には復興支援計画がまとまり、その後、具体的な復興支援事業が始まりました。 

ところが、被災者の自立に向けて支援が始まろうとしていた2006年の7月から8月にかけて、大雨による

洪水がパキスタン北部で発生し、仮設住宅で暮らしていた人びとが死亡するという事態が起こりました。ま

た、2008年8月からはパキスタンとアフガニスタン国境近くで政府軍と武装勢力間の戦闘行為が繰り広げら

れ、2009年6月時点の国内避難民は190万人（国連発表）に上っています。復興支援の事業地も影響を受け、

一部の事業は中断せざるを得ない状況となりました。カイバル・パクトゥンクワ州のスワット県で実施を予定

していた支部社屋と職業訓練センターの建設事業は治安状況により事業再開の目途が立たたず、事業その

ものを中止する決断を下さなければなりませんでした。 

事態の収束を受けて再び復興事業は動き始めましたが、自然災害はその後も続き、2010年7月から9月

にかけて、建国史上最悪といわれる大洪水が、翌2011年にも南部のシンド州を中心に深刻な洪水災害が

発生しました。 

 

このような度重なる天災にも負けず、赤十字は被災地やそこに暮らす人びとの復興に向けて懸命に努力

を続けています。 

 

 

  

                                                 
4
 2010年5月に北西辺境州からカイバル・パクトゥンクワ州に州名が変更した 

5 イスラム教国における赤十字社 

1.パキスタン北部地震 被災地の概況 
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■ 国際赤十字の活動 

国際赤十字・新月社連盟（連盟）は、発災直後からフィールド調査・調整チーム（FACT）と緊急対応ユニッ

ト（ERU）6を出動させて救援活動を展開しました。2005年10月25日には132億円規模の緊急救援アピール

を発表し、75万人を対象に避難者用のテント、毛布などの救援物資の配付、保健・医療支援、給水・衛生支

援活動を実施しました。 

一方、赤十字国際委員会（ICRC）はカシミール地域で主導的役割を担い、約48億円にのぼる援助計画に

基づいて、医療活動、安否調査、物資配付を行いました。 

 

■ 日本赤十字社の活動 

日本赤十字社は、地震発生の翌日に職員を派遣し、連盟及びICRCと共に活動するための調整業務にあ

たりました。そして、医療チームが被災地に到着してから徐々に活動が本格化していきました。カシミール

地域のチナリおよびチカールでは日赤保有の資機材を展開させた基礎保健ERUで、ムザファラバードでは

ICRCが立ち上げた仮設病院で、カイバル・パクトゥンクワ州のアボタバードでは被災した病院敷地内に連

盟が仮設病院を設置し、3カ所を拠点として医療活動を実施しました。首都イスラマバードでの連絡調整業務

を含めると2006年4月までに日本赤十字社が派遣した人数は述べ55人に上ります。 

また、医療チームの派遣に加えて、総額12億2,000万円の資金援助を国際赤十字に対して実施しました。 

 

緊急対応ユニット（ERU）の活動内容 

 －病院に搬送された負傷者などの治療 

 －避難所での仮設クリニックでの診療 

 －僻地の村々での巡回診療 

 －予防接種の実施 

 

救援物資の支援 

 －耐寒テント  16,824張 

 －ストーブ  16,000個 

 －灯油ランプ  16,000個 

 －冬用毛布  80,000枚 

 －キッチンセット  10,000セット 

 －飲料水用タンク  30,000個 

 －経口補水塩  38,000kg 

 －冬用衣類   1,800枚 

  

                                                 
6
 緊急対応ユニット（Emergency Response Unit：ERU）は、緊急事態や大規模災害発生時に必要とされるサー

ビス提供のために各国赤十字・赤新月社が整備している訓練された専門家チーム及び資機材の総称。現在、16カ

国で10種類42基のERUが整備されている。緊急時は連盟の調整の下、これらのERUが集まり総合的な救援活

動を行う。 

2.緊急救援活動（2005年10月～2006年4月） 
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パキスタン政府は、復興支援の調整業務を専門に扱う復興庁を設立し、「Build Back Better（より良い状態

に再建する）」という基本方針をまとめました。パキスタン赤新月社は、この基本方針に従って復興計画を策

定し、国際赤十字や各国赤十字社・赤新月社と共に実施することになりました。 

日本赤十字社は職員を派遣して2006年7月に現地調査を行い、パキスタン赤新月社の復興計画に基づく

関係各者との協議を経て、以下の4つの基本的な考えに基づく支援計画案をまとめました。 

 

(1) 救援から復旧、復興と切れ目のない支援を実施する 

(2) 可能な限り、被災者自身による自助及び地域における共助の努力を促進する方法で実施する 

(3) 事業実施にあたっては、パキスタン赤新月社、連盟、ICRC、パキスタン政府及び他援助機関との緊密

な連携・調整を図りながら実施すること 

(4) パキスタンが災害多発国であることを鑑み、将来発生する災害への備えとして、パキスタン赤新月社の

災害対応能力強化を支援すること 

 

日本赤十字社に寄せられた海外救援金23億円のうち、8億5,800万円を復興事業の活動資金とし、保健医

療、給水・衛生、災害対策、生活再建、教育支援、組織強化などの分野で支援事業を決定しました。 

復興事業が本格化し始めた2006年12月からは、日赤が支援した復興事業のモニタリングをするため、国

際赤十字に人を派遣し、パキスタン赤新月社スタッフ、ボランティア、連盟及びICRCとの緊密な連携・協力

関係を築いてきました。 

 

 

ア 保健・医療分野 

 

■ 基礎保健支援事業 

山岳地帯である被災地の基礎的な医療ニーズに応えるた

め巡回診療を行いました。2つの巡回診療チームがカイバ

ル・パクトゥンクワ州のバラコート、ベシャム、アライ地域の 5

つの村を週に 1回訪問し、出産前後ケアや予防接種、保健教

育や地域特有の感染症への対処を行い、特に予防面に重点

を置きました。 

各地域では保健委員会を立ち上げ、救急法のトレーニング

を実施して地域で応急手当ができるよう人びとの知識向上に

努めました。トレーニングは 3日間コースとなっていて、初日

に赤十字の活動紹介及び啓蒙活動、ボランティアの役割につ

いて説明をした後、トレーニングを実施している村の地図を作

成して危険な場所を特定するとともに、日常生活の中で多く見

られる危険性と病気を特定しながら深刻度合いの優先順位を

3.復興支援の様子 

包帯の使い方についての実践練習 
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つけました。それらの危険や病気に対する予防措置についての知識を身につけるのと同時に、外傷の措

置や包帯、三角巾の使い方、負傷者の搬送といった実技も行いました。そしてこのトレーニングを受けた

人はパキスタン赤新月社のボランティアとして登録されました。 

 

■ 義肢センター建設及び機材支援 

被災地のカシミール地域はパキスタンの独立以来、隣国インドとの統治争いが絶えない地域です。

ICRCは震災前からこの地域で活動してきました。 

地雷犠牲者支援のノウハウを持つ ICRCは、地震によって手足を失った被災者を支援するために州都

ムザファラバードに義肢センターを建設しました。日赤は2007年10月に完成したこの義肢センターの建

設費の一部を支援しています。 

義肢センターはムザファラバードで初めての理学療法及び義肢製作を備えた整形外科施設で、義肢の

製作、患者の診察と検査、義肢装着後の訓練といった 3つの機能を有しています。また、センターでは小

規模ビジネス支援のための職業訓練も行い、6万人の身障者の生計を再建する手助けを行うことができま

した。 

 

ムザファラバード義肢センターの入り口 義肢製作の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ありがとう」の声 
 

私は1983年の交通事故が原因で、右足を切断しました。

それから3度も手術を受けました。この義肢センターの存在

を知るまでは、ラホールの私設病院に罹っていました。よう

やく良い装具をこのセンターで付けてもらったので歩行訓

練も頑張っています。 

このような有意義な施設をつくっていただいた日赤の皆

様および日本国民の皆様の暖かな心に感謝の気持ちで一杯

です。どうもありがとうございました。 

ムハンマド・ファシッドさん 
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イ 給水・衛生分野 

 

■ 給水・衛生施設の再建 

今回の地震で 4,000カ所の給水・衛生施設が破壊されました。給水施設が被災したり、水脈が変わった

ために水へのアクセスが困難となった被災地で、給水・衛生施設の支援を行いました。 

カシミール地域では ICRCが湧水を活用した重力式給水施設144施設を再建し、12万人が安全な水を

得られるようになりました。 

連盟はパキスタン赤新月社と共に、カイバル・パクトゥンクワ州のマンセラ県やバタグラム県の 38 村で、

被災者の生活基盤となる給水施設を再建するとともに、水に関る病気を未然に防ぐためのトイレと排水処

理の設置、衛生教育を組み合わせて実施しました。2009年12月までに 38カ所の給水システム、1,976

基のトイレが同じ地域に設置され、衛生教育を普及するためのボランティア188人に対しトレーニングを行

いました。その後、このボランティアたちが核となり、地域ごとに立ち上げた女性・男性の衛生委員会に対

し、衛生教育を行いました。最終的に42の女性グループ、34の男性グループの計9,000人が衛生教育を

受けました。 

山岳地帯のバタグラムに建設した給水タンク 手洗い指導を受ける子供たち 

日赤支援の事業地マップ 



8 

支援を行う前の簡易トイレ 新たに設置されたトイレの外観 

 

ウ 災害対策分野 

 

■ 救援物資の備蓄及び配付 

被災地はアクセスの困難な山間部にあり、冬は酷寒の地となります。そのような中、地震発生から 2度

目の冬を迎えても、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。 

日赤は2006年12月から2007年3月まで、カイバル・パクトゥンクワ州のバラコート、バタグラム、アラ

イ、カシミール地域のムザファラバードなどで仮設テントに暮らす1万7,280世帯を対象に、毛布や防水シ

ートといった防寒物資等を配付しました。2009年には 2,400万円の追加支援を行い、キッチンセット

11,000セットを購入、救援物資として倉庫に備蓄しました。 

 

ヘリコプターから救援物資を運び出すスタッフ 救援物資の配付活動の様子 
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救援物資を確認する日赤要員 キッチンセットには鍋や皿、コップなどが入っている 

 

 

エ 生活再建分野 

 

■ 生活再建支援 

被災者の多くは農業や畜産業などで生計を立てていました。職を失った被災者が外からの支援なく、自

らの手で生活を再建できるよう 2006年から 2008年にかけて支援してきました。 

2006年の冬には小麦の、2007年にはとうもろこしの種子を肥料や農具と共に配付しました。2007年3

月からは、土木技師、農業指導者を雇用し、女性を対象に家庭菜園の技術支援や農業指導者育成を行い、

およそ 15,700世帯が何かしらの農業支援を受けています。灌漑施設の建設では、小規模なインフラ再建

だけでなく、コミュニティとコミュニティを繋ぐ歩道を建設してアクセスを促進させ、給水・衛生支援事業との

連携強化も図りました。 

 

農業指導員養成研修の様子 ©IFRC 水車小屋の動力を使って石臼で挽いた小麦粉を手にす

る赤十字ボランティア ©IFRC 
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女性対象の家庭菜園指導。パキスタンでは、男女ごとに分

けて事業を実施する 

バタグラム県で支援した幹線道路までの歩道が完成。

引き渡し式典の様子 

 

オ 教育分野 

 

■ 被災した学校の再建事業 

震災によりパキスタン北部の 7,000校が全壊しました。復興庁がまとめた学校建物再建リストの中から

パキスタン赤新月社は 45校を再建すると表明し、復興計画を立てました。日本赤十字社はこの 45校のう

ち、以下3校の再建支援を行っています。 

 

学校名 所在地 

ショハル・ナジャフ・カーン男子中学校 KPK、マンセラ県、バラコット 

ショハル・マズーラ女子中学校 KPK、マンセラ県、バラコット 

アムラ・サワン男子中学校 カシミール地域、ハティアン県、アムラ・サワン 

 

新しい校舎が完成するまでの間、生徒たちは仮設の教室で授業を受けていましたが、2009年7月にカ

イバル・パクトゥンクワ州の男子中学校が、2010年8月には女子中学校が完成しました。学校の完成を待

ちわびていた 70～80人の生徒が、将来の夢を目指して日々勉学に励んでいます。 

カシミール地域で建設中の男子中学校は、冬は降雪で工事が一時中断、加えて建設地が傾斜のきつい

山の中腹にあり、防護壁の追加支援を行うことになったため、工事の進捗が大幅に遅れていますが、

2013年6月に完成する見込みです。 

 

また、2008年のカイバル・パクトゥンクワ州における治安悪化を受けて、一時中断していたスワット県の

パキスタン赤新月社支部及び職業訓練センターの建設事業は、その後再開の目途が立たない状態が続

きました。2009年に入り、日赤は国際赤十字と協議を重ね、2つの建物の建設を中止する決定を下しまし

た。そこで、建設費用に充てていた資金を、カシミール地域ですでに完成していたガーヒ・ドゥパッタ男子大

学の再建資金の一部として活用することにしました。 
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2009年7月に完成したショハル・ナジャフ・カーン男子中

学校 

新しい教室で学ぶ男子中学生たち 

2010年8月に完成したショハル・マズーラ女子中学校 新しい教室で授業を受ける女子中学生 

アムラ・サワン男子中学校の建設現場は傾斜のきつい山

の側面にある 

建物の全体像 
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■ コミュニティ／職業訓練センター建物の建設 

編み物や刺繍、コンピューター操作などを学ぶ職業訓練は震災で職を失った人びとが生活を再建する

ために有効な手段です。また、人びとが集うセンターの存在はコミュニティの活性化にも役立ちます。 

日赤は2つの職業訓練センターの再建を支援しました。カシミール地域のチカールは地域の女性向け、

カイバル・パクトゥンクワ州のマンセラは男性専用のセンターとなっています。 

 

センター名 所在地 

チカール職業訓練センター カシミール地域、ムザファラバード県、チカール 

マンセラ職業訓練センター KPK、マンセラ県、マンセラ 

 

 

チカールの職業訓練センターの外観 洋裁を学ぶ地域の女性たち 

 

 

 

 

 

 

マンセラ県支部と同じ敷地内に建てら

れた職業訓練センター 

© IFRC 
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カ パキスタン赤新月社の組織強化 

 

■ パキスタン赤新月社 県支部の建設 

災害多発国であるパキスタンで救援活動の中核を担うのは支部です。パキスタン赤新月社の今後の災

害対策能力を強化するため、カイバル・パクトゥンクワ州のマンセラ県に倉庫を併設した支部社屋の建設

を支援しました。2011年12月に旧社屋から新しい支部社屋に機能を移転させ、新しいオフィスで支部スタ

ッフは業務を行っています。倉庫には援助物資を備蓄し、次の災害に備えています。 

 

 

マンセラ県支部新社屋（左手前）と職業訓練センター（奥） 新社屋の事務室 

 

 

 

 

 

 

 

援助物資の備蓄倉庫 © IFRC 
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事業費総額23億4,546万円 

 

緊急救援事業（実施済） 

緊急医療救援事業 

（医療班派遣、救援物資の購入・供与、連盟・ICRCの緊急救援アピール対応） 
14億2,493万円 

 

復興支援事業2006年9月～2013年6月（予定） 

保健・医療分野 

 基礎保健支援事業 

（パキスタン赤新月社／連盟） 
8,000万円 

義肢センター建物建築及び機材支援 

（パキスタン赤新月社／ICRC） 
1億円 

給水・衛生施設の再建 

（カシミール地域：パキスタン赤新月社／ICRC） 
1億1,000万円 

給水・衛生施設の再建 

（カイバル・パクトゥンクワ州：パキスタン赤新月社／連盟） 
1億5,464万円 

災害対策分野 

 救援物資の備蓄及び配付 

（パキスタン赤新月社／連盟） 
1億3,455万円 

生活再建支援等 

（パキスタン赤新月社／連盟） 
4,000万円 

教育分野 

 学校建物の再建（中学校3校、大学1校） 

（パキスタン赤新月社／連盟） 
1億5,163万円 

コミュニティ／職業訓練センター建物の再建（2カ所） 

（パキスタン赤新月社／連盟） 
5,837万円 

パキ赤災害対応能力強化 

 パキスタン赤新月社被災県支部社屋建設 

（パキスタン赤新月社／連盟） 
2,945万円 

事務管理費 

 復興事業のための要員派遣、本社事業管理費、広報費等 6,189万円 

 

4．会計報告 


