
ネパール地震の現状と今後の支援



2 3

発生状況
2015年4月25日　12時頃（日本時間15時15分頃）　　　　　
本震:	 マグニチュード　7.8
震源地:	 カトマンズより北西約80㌔

2015年5月12日　12時50分頃（日本時間16時5分）
余震:	 マグニチュード　7.3
震源地:	 カトマンズより東北東約76㌔

【	9月24日現在（ネパール政府）	】
死者数	 :	8,969名
負傷者数	 :	22,321名
全壊家屋数	 :	605,280棟
一部損壊家屋数	 :	288,259棟

ネパール大地震発生

ポカラ

カトマンズ

４月25日
マグニチュード7.8

ネパール

5月12日
マグニチュード7.3

5月12日
ターメ村 滞在中
震源地から約30キロ

４月25日
ゴーキョをトラバース中
震源地から約190キロ

中国

インド

５月12日　首都カトマンズより東北東約76キロ の場所
４月25日　首都カトマンズより北西約80キロの場所

５月12日　震源地から約30キロの距離のターメ村に滞在
４月25日　震源地から約190キロの距離のゴーキョに滞在

震源地

野口　滞在場所

エベレスト街道等の被害状況
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A B C

ゴラクシップ 0 2 0

ロブチェ 0 2 0

ディンボチェ 0 0 0

ペリチェ 1 20 15

パンボチェ 2 0 0

ポルツェ 2 0 0

タンボチェ 0 5 0

ゴーキョ 0 0 0

パンガ 1 1 0

マッツェルモ 8 1 0

ルーザ 1 1 0

ドーレ 6 3 0

モンラ 0 3 0

クムジュン 44 82 81

クンデ 11 22 24

ターメ 45 1

ナムチェバザール 2 0 0

ルクラ 0 2 0

パクディン～モンジュ 調査中（複数の家が全壊、半壊）

現状調査状況：右表参照（2015年6月30日現在）
A: 全壊　B: 半壊　C：半壊に満たないが住めない
※空欄は現在確認中

4月26日～ 5月12日まで現地調査
(クムジュン→クンデ→タンボチェ→ドーレ→マッツェルモ→エベレストBC→ターメ）

発生直後の調査状況
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地震当初、カトマンズ市内での被害の大きさばかりが報道されている状況に、山間部で
の支援の遅れを危惧し、エベレスト街道・マナスル峰地域などの山間部限定した支援を行
うことを目的とし設立。
当初目標額は1億円。

支援内容
仮設住宅として大型テントの支給、家屋改築費の拠出、人的支援等

4月26日に「野口健ヒマラヤ大震災基金」を設立

1） 復旧工事の現状
復旧工事が本格化し、大工などの人出不足が深刻となっています。
また、建築工法が震災前と同じため、住民は不安を募らせています。

2） 被災ロッジなどの宿泊施設の再開
震災発生直後から、エベレスト街道のロッジなど宿泊施設の多くは海外からの支援や民

間団体などからの協力を受け、8割程度の施設が一部営業もしくは営業を再開しています。
しかし、メインロードから離れた場所では震災発生直後から、手つかずの地域も多く今後
の課題となっています。

3） 山岳地域の街道の状況
地震発生直後、土砂崩れによる通行不能や橋の崩落がいたるところで見られました。徐々

に復旧はしていましたが、その後のモンスーン（雨季）により被害はさらに拡大しました。

4）山岳地域における観光客、登山客の状況
モンスーン明けの秋のシーズン、エベレスト街道の登山客は例年に比べ約6割減となっ	

ています。いつもは賑わっているロッジもほとんど登山客がいない状況です。

5）教育機関の状況
マナスル地域にあるサマ村の学校では多目的ホールの壁が完全に崩れ落ちる等の被害が

ありましたが、幸い生徒を含む学校関係者は全員無事でした。

現状報告 （野口健ネパール訪問　8月12日～ 9月5日）
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寄付額		 :		101,059,728円（9月末現在）
支援支出総額	 :		70,650,515円（9月末現在）

①クムジュン村・クンデ村へ大型テント　300個支給　14,835,979円
　クムジュン・クンデ村の279世帯に大型テントを支給。
　21個はクムジュンやナムチェのお寺や組合などに支給しました。

クムジュン村のテントの様子

②クムジュン村・クンデ村の家屋・ロッジ再建費用　41,893,121円
　1世帯あたり1250ドル（約157,500円）を265世帯に支給。

一人一人に現金を手渡し

支給した大型テントを使って、授業を行っている。

ロバを使ってテントを輸送した。

③ロールワリング地方　大型テント 30個支給　1,004,801円

④サマ村・サンボ村　大型テント 223個を支給　10,571,539円
　サマ村182世帯、サンボ村41世帯に支給

⑤トクトク村　家屋再建費用　1,261,400円
⑥ルクラ村　家屋再建費用　1,261,400円

野口健ヒマラヤ大震災基金の報告

支援への感謝集会（クムジュン村）
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ネパール大震災発生後、半年間の復旧・復興の様子

①クムジュン村

4月26日

8月23日

②ターメ村

5月11日

8月25日
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⑤シンガティ村

⑥シミガオン村

8月14日

8月16日

ゴンパと鉄筋で新築したばかりの2階建ての学校も崩れた。

ロールワリング地方は復興には程遠い状況だった。
⑦ベディング村

8月20日

地震と土砂崩れによりこの村にあった9軒の家は全て全壊した。
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4月25日に発生したネパール大震災は、死者数8,969名、負傷者22,321名、住宅損壊89万棟
以上など甚大な被害をもたらすとともに、山岳地帯においては土砂崩れ、橋の崩落等によ
る道路の不通、風評被害により、観光産業をはじめ大きな経済的影響を及ぼしました。

私たち認定NPO法人ピーク・エイドは震災からの復興に向けて、ネパール山岳協会、そ
の他の民間団体などと協力をしながら住居と生産基盤が密接不可分である山岳地帯の集落
の復興、減災対策、災害に備えるための教育など、将来に向けて有益なものを創りだせる
復興を進めていきたいと考えています。

ヒマラヤ大震災 復興に向けて

1. 復旧・復興に向けての課題
ヒマラヤ山系は東西1,800km余りにわたりネパール北部に広がり、エベレストを含む

8,000m級の霊峰が8つ存在し、広大な森林の裾野が覆い、多様な動植物を育むなど、世界に
誇ることのできる資源の豊富な地域です。

しかしながら、山岳地帯で生活する人々は森林などの自然資源を日常的に使用している
ため、日々の生活に追われ、自分たちが森林や自然環境破壊をしていることに無意識です。
震災が起こった影響で、家屋の修復、建築などで今後自然環境破壊が拡大することが見込
まれます。

また、もともと有感地震の少ない山岳地域では、木枠に石を積んだだけの簡易な建物など、
建物の構造上、地震に対する備えがほとんどありません。この度の復旧工事では以前と同
じ工法を採用しているため、住民は不安を募らせています。

このように、今回の地震については、直接の被害はもちろんのこと、地震による失職、廃業、
環境破壊、地域コミュニティーの崩壊、精神的ダメージなど、地域の存続にもかかわる様々
な影響が懸念されます。

2. 復旧・復興の基本的考え
住み慣れた山岳地域で安全・安心な暮らしを再建できることが何よりも重要です。
また、店舗などの生活基盤の再建・復興により山岳地域の経済活性化を図ります。

3. 復旧・復興の目標
これら２つの基本的考えに基づき、地元の人々やその他の団体と連携し山岳地帯の復活

と山岳地帯の持続可能な発展を目指すとともに、観光立国ネパールのシンボルであるエベ
レスト街道を復活させることで観光客が戻り、ひいてはネパールの復興に貢献することを
目標としています。

山岳地帯の復旧・復興の基本的考え
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1. ロールワリング地方ベディン周辺集落　移住計画　6,670,500 円 
　ベディン周辺の集落は、4月 25 日の本震、その後の余震、さらにその後におきた土砂崩
れにより多くの家が全壊しました。今後も
土砂崩れの危険性が大きいとのことで、そ
の周辺集落の全世帯 72 世帯が安全が確保で
きるベディング村へ移住することになりま
した。	
　移住費用の一部として、全 72 世帯分、約
700 枚のトタン屋根を購入する費用になり
ます。	

今後の支援計画について

2. サマ村　学校再建計画　13,628,742円
　サマ村もまた、復興が遅れている地域の一つです。	
　カトマンズから歩いて1週間かかるという事、その主要
道路も数か所が土砂に埋もれ、大きく迂回しなくてはい
けない状況であることなどから、復興はかなり遅れてい
ます。	
学校と寄宿舎、また、2014年に新築されたホールも大き
な被害がありました。これらの修復、建替えを計画して
います。危険性を極力下げるため、2階建てだった寄宿舎
を平屋建て2棟に立て直すことにしました。

3. サマ村森林開発計画　5,956,600円 （エコカード基金助成金申請金額） 

※コスモ石油エコカード基金	助成事業、　技術協力	住友林業株式会社	

サマ村地域は、従来、樹齢100年を超えるような巨木の原生林が広がる地域でした。しか
しながら、近年、木材の需要の急増、その木材が村の経済を支える重要な資源となっていっ
たことにより乱伐が行われ、村の中心部の僧院周辺にしか木立が残っていません。	
　今回の大地震の後も各地で土砂崩れが多発したことは、森林が減少したことも少なか

らず影響していると思われます。	
そのような状況により、サマ村の森林再生プロジェクトを早急に開始する必要性があり

ます。	
2013年10月には、住友林業株式会社様による現地調査において、この地域での植林活動

は可能であるとの見解もいただきました。植林計画は、大変高い技術力と長い年月が必要
となります。コスモ石油エコカード基金様にご支援いただき、住友林業株式会社様の技術
協力のもと、ヒマラヤトラスト財団で30年にわたり植林活動を行ってきたアン・タルケ・
シェルパをサマ村に迎え、村人とともにこの計画を行っていきます。	
地震の影響により計画が遅れておりましたが、来年度より本格スタートできるよう、

2015年11月より事前準備を行います。	
	
2015年…スタッフ小屋の確保や苗床の事前準備。	
･種子の採集。	
･苗木を育成するためのビニールポット、堆肥の仕込みなど。	

2016年…苗木の育成の可能性を検討	
・現地で収集できる土や堆肥を用いた育苗のための土の検討	
・水やりの頻度の検討	
	
2017年…苗木を植栽し、苗木の活着率を検討	
・前年度に育てた苗を山に植栽し、生き残る割合を検討。	
		特に、獣害や寒さから苗木を守る“ツリーシェルター”の効果を検討。	
・種子採集と苗木生産を継続。前年度の
		データを基に改善する。	
	
2018年…苗木の成長性を検討	
・植栽した苗の成長性を調査。	
・種子採集、苗木の生産及び植栽を継続。	
		植林に適していると思われる樹木
		シラカンバ、カイヅカイブキ、カラマツ。	
	

土砂崩れの跡の様子 

アン・タルケ・シェルパ氏 

ヒマラヤトラスト財団（タモー村）のプランテーションの様子



認定NPO法人ピーク・エイド
〒102-0093　東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館本館2階　TEL : 03-5213-4403　FAX : 03-5213-4402

4. シミガオン村　ゴンパ・学校再建計画　10,000,000円 
シミガオン村では、ゴンパと呼ばれるお寺や、新築したばかりの鉄筋の学校も跡形もな
くつぶれてしまいました。	
家屋も多くが被害を受け、ドイツの赤十字やアメリカの団体によりテントなどを寄附さ
れましたが、ゴンパと学校については再建のめどがたっていません。	
そこで、私たちはこの地に、世界的にご活躍され災害支援や仮設住宅の建設にも積極的
な坂茂氏のご協力のもと、紙管を使った建物を建設する計画をたてています。	
紙管とは紙でつくったパイプで、現地で調達できるリサイクル素材で作成します。耐久性、
耐震性にも問題なく、環境にも優しい建物になります。	
シミガオン村の一つ手前のジャガット村までは車両の通行が可能なので、カトマンズか
らの資材運搬も比較的容易です。また、紙管の組み立ては簡単にできるため、現地の村人
の雇用につながるというメリットもあります。	

5. ターメ　コミュニティホール(公民館)の建設　8,366,537円 
ターメ村は、エベレスト街道の中でも特に地震の被害が大きかった村で、ほとんどの家
が被害を受けました。村人たちは、独自の力で順調に家屋の再建を進めています。
私達は村人の要望に応え、大きな災害の際には避難場所にもなり、テントや食料を備蓄
しておけるコミュニティホール（公民館）の建設を行う事としました。
また、村人にとって、コミュニティホールはお祭りや儀式、結婚式などにも使用し、心
の支えのような場所になります。ターメ村だけではなく、周辺の集落の住人も使用するこ
とができます。

「会った瞬間意気投合してプロジェクトを進め
られると感じました。」（坂茂氏 ）

坂氏がデザインした紙管、木材、レンガを使用した住宅 


