
お一本釣り漁船の製造」があり、JICS
も力を入れているところです。

スリランカでは第一号案件
として小学校が竣工

スリランカについてはコロ
ンボに事務所を設置し、一部モルディ
ブの案件も含めて、支援事業の実施に
あたっています。案件の選定は、スリ
ランカ側の各実施機関の要望をもとに、
JICAの調査結果あるいはJICSの調査・
検討結果を、日本・スリランカ両国政
府関係者、JICA、JICSで構成されるワ
ーキンググループで事前検討を行い、
その上部に位置するステアリング・コ
ミッティがすべての案件実施の可否を
決定し、実施していくという流れです。
供与額80億円のうち、大半の契約は

完了しており、業務の中心は施設案件
の施工段階の監理業務に移っています。
案件数は全体で約90件、うち約60件が
施設型案件。昨年6月に着工し、今年1
月に第一号案件としてリーパンカラ小
学校が完成しています。もっとも工期

尾ヶ口

｜｜では、国

別の進捗状況

と実施上の課

題などについ

てお聞かせく

ださい。

モルディブに対する供与額は
20億円で、供与額に対する人口比でみる
と一人当たりの金額は約7,400円となり、
インドネシア、スリランカに比べ、か
なり大きな規模になっています。進捗
率については18億円以上、95％の契約を
終えており、機材案件についてはほぼ
全品を納入する段階を迎えています。
施設型案件に関しては、昨年の9月から
10月にかけて契約を終了しており、早い
案件では今年5月に、また本格的な施工
を伴う案件についても今年9月までには
工事を完了する予定です。したがって、
施設型案件についてはまさにこれから
ピークを迎える段階にあります。
これら全ての工事サイトは津波被害

を直接受けたラーム環礁内にあり、監
理の方法などにつき細心の注意が必要
になっています。JICSは日本の開発コン
サルタントを活用し、工事を推進して
いますが、サイトが遠隔地にある中で、
現場での問題や案件固有の事情など、
不測の事態に対して柔軟かつ機動的に
対応することが求められています。
また、特徴的な案件としては「かつ

的場

座談会出席者
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スマトラ沖地震・津波災害支援は、すでに緊急支援段階を経て、復旧あるいは一部については本格的な復興段階に入りつつある。

日本政府が実施したノン・プロジェクト無償、いわゆる「津波ノンプロ」は、どこまで進み、どう効果を上げているのだろうか。ま

た、その経験とは何だったのか。「時々刻々と変わるニーズにどう対応し、具体化していくか。そこに求められる“スピード感”はか

つて経験したことのない、初めてのものであった」、こう話すのは実施の最前線に立った（財）日本国際協力システム（JICS）の関係

者だ。各国における進捗状況と問題、そして「津波ノンプロ」の経験をJICSの担当者が話し合った。

困難をきわめた、日々変わるニーズ
への対応と具体化への取り組み
「津波ノンプロ」の経験とは何だったのか

困難をきわめた、日々変わるニーズ
への対応と具体化への取り組み
「津波ノンプロ」の経験とは何だったのか

スマトラ沖地震・津波災害支援 特別座談会

ピーク段階に入る
施設型案件

｜｜国別の支援状況を報告していただく

前に、地震とそれに伴う津波災害が発

生した直後の取り組みをもう一度整理

してみたいのですが…。

スマトラ沖地震と津波災害が
発生したのは一昨年の12月末。日本政府
は直ちに支援を行うことを表明し、それ
を受け年明けの1月5日、6日にはJICSの
調査団が各国に入りました。その結果も
踏まえ、二国間ベースにおけるノン・プ
ロジェクト無償の実施につき、両国政府
間で交換公文（E/N）が結ばれたのは1月
17日のことですから、まさにそれまで経
験したことのない、スピーディーな対応
が図られたと思います。
具体的な案件については、両国政府

の話し合いにより、決定されていくわ
けですが、当初の調査段階では支援セ
クターの想定、また通常のノン・プロ
ジェクト無償で定められている品目以
外にも被災地で必要とされるアイテム
を想定し、準備を進めていったという
状況です。そのなかで、資機材に加え、
施設案件や修復工事などのいわゆる
「施設型案件」へのニーズの高さが確認
されたことから、施設型案件に対する
支援も実施しながら、今日に至ってい
るという推移です。

松浦

（財）日本国際協力システム 業務部プログラムマネージャー

同　　　　　　 業務部プロジェクトマネージャー

同　　　　　　 業務部プロジェクトマネージャー

同　　　　　　 業務部プロジェクトリーダー

松浦 信一 氏

的場 聡司 氏

白瀬 和広 氏

尾ヶ口 和典 氏

JICAC



的場 聡司 氏 白瀬 和広 氏 尾ヶ口 和典 氏松浦 信一 氏

の長いものは2007年7月まで工事が続く
見込みです。
機材案件においては、当初の地方配分
計画の変更への対応や、納品スケジュ
ールの管理・調整などが必要になって
います。一方、施設建設案件では、ロー
カルのコンサルタント・建設業者と契
約を結んでいる案件が相当数あります。
それらの業者は日本の無償資金協力に
よる施設建設の経験がないことから、
日本側が求める進捗管理や品質管理な
どのレベルを十分理解していないケー
スもあります。現場視察や工事関係者
とのミーティングを通じて、常に適切
な進捗・品質管理を図っていくことが
JICSの重要な任務になっています。
｜｜施設案件における現地調達比率はど

れくらいですか。

日本とローカルの業者の比
率は1：4で、ローカルの方が多い。学
校などはローカルの施工業者、橋梁な
どは日本の建設業者が担当しており、
案件の内容や先方の要望などに合わせ
て選定の基準を適宜選択しています。

インドネシアの場合

｜｜もっとも被害の大きかったインドネ

シアの進捗状況はどうでしょうか。イ

ンドネシアも施設型案件がかなり多い。

ご指摘のとおり、インドネシ
アの被害はきわめて甚大で、アチェ・
ニアス復興庁（BRR）の統計によると死
者13万人以上、4万人近くが依然行方不
明になっています。こうした人的被害
もさることながら、震源地に近かった
ため被災エリアが非常に広く、海岸線
にして800kmに及んでいる。
また、もっとも被害の大きかったア

チェ州は自由アチェ運動（GAM）の活
動もあり、地震・津波災害が発生する
直前までは外国人の立ち入りが禁止さ
れていたという特殊事情もありました。
こうしたなか、JICSは昨年1月下旬に

は首都ジャカルタに事務所を設置し、
その後、復興現場でもあるアチェ州の
州都バンダアチェにも事務所を設けて、

白瀬

尾ヶ口

今日まで支援業務を展開しています。
当初のニーズ把握、案件内容の確認、
緊急支援物資の調達のための業務から、
現在は多数ある施設型案件の施工監理
へと業務がシフトしつつあります。
｜｜初期の段階では、ニーズの特定に相

当苦労したと聞いています。

現地の政府、行政機関そのも
のが多大な人的・物的被害を受けたこ
とから、当初は相当混乱した状況にあ
り、ニーズの把握、特定にも苦労しま
した。それでもJICSは昨年初頭にアチ
ェに職員を派遣し、現地調査を実施、
給水車や医薬品といった緊急性の高い
ものを先方実施機関との協議のなかで
提案していったわけです。その後、水
道管や道路復旧工事などのインフラ関
連、市民生活に近い分野として漁網や
漁船供与、市場の復旧、中学・高校を
中心とした学校建設、職業訓練校や孤
児院などの復旧・建設案件を進めてい
くという援助がJICAの調査結果や実施
機関との協議結果を受けて、主体にな
っていきました。
今年2月末段階で、契約件数は約90件

に及んでおり、うち現地業者との契約
は9割、80社以上という状況です。また、
施設型案件も多数あることから、設計
調査と施工監理を行うコンサルタント
の活用も進めており、現在のところ11
社と契約、このうち10社がローカルコ
ンサルタントとの契約、施工業者はす
べてローカル企業と契約し、地元の就
労機会の提供に貢献していると思いま
す。施設型案件の対象エリアはアチェ
州全域とニアス島に及ぶ、きわめて広
い範囲となっており、他の2カ国と同様、
その監理業務を適切に実施することが
これからの大きな課題になると思いま
す。

白瀬

担当者からそれぞれ報告があ
ったように、復旧段階から、一部につ
いては本格的な復興段階に入っている
というのが現在の状況です。

津波ノンプロ、5つの特徴

｜｜さて、今回の「津波ノンプロ無償」の

実施を通して、これまで積み上げられて

きた経験とはどのようなものなのか。

JICSにとっても、また日本にとっても初

めての経験だったと思いますが…。

津波ノンプロ無償と通常のノ
ンプロ無償、あるいは他のODAスキー
ムと比べた場合、何が新しいのか。ま
ず1つめは、被害の大きさが尋常ではな
く、求められる緊急の度合いがケタ違
いに高かったことです。一方で公正性
や競争性に留意しながら、ある面で相
反する緊急性にも対応していかなけれ
ばならないということで、ここをどう
バランスさせていくかが課題の一つで
す。
2つめは、緊急ニーズから復旧・復興

ニーズへと移行するスピードが予想以
上に早かったこと。最初は緊急無償で
イメージされる品目、つまり食糧とか
医薬品などを念頭に置いていたわけで
すが、昨年1月から4月頃にかけての立
ち上げ段階でニーズが目まぐるしく変
わっていった。これが調達業務にあた
る際に苦労した要因の一つになってい
ます。
3つめは供与額の大きさです。その規

模は経験したことのない大きなもので、
しかも機材案件に加え、施設型案件も
相当数に入っていてコンサルタントの
役務調達も必要になるなど、調達すべ
き対象が通常のノンプロ無償では考え
られないぐらい幅広いものになった。

的場

松浦
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さらに、案件それぞれのスピードが全
然違っていて、これらを同時平行的に
監理していくという難しい作業での苦
労も初めてのことで、貴重な経験とな
っています。
4つめは、日本国内はもちろんのこと、
世界中の人々が高い関心を持って案件
の実施を見守っているということです。
この点も通常のノンプロ無償とは格段
の違いを感じています。
｜｜現地調達の実施なども津波ノンプロ

無償の貴重な経験といえる。

その点が5つめの特徴です。先
ほども述べたように、施設型案件が相
当数入ったということで、ローカルコ
ンサルタントや現地建築業者との契約
など「現地」という概念がかなり強く
打ち出された支援となっている。した
がって、契約相手先が日本の援助での
手続きに慣れていないなかで、いかに
契約を進め、その内容どおりに履行さ
せていくか、そこを監理していくのは
JICSにとってある意味でリスクとなっ
ています。このリスク管理をどう図っ
ていくかは、おそらく今後のJICSの大
きな課題であるとともに、財産にもな
っていくと思います。
もう一つ指摘しておきたい点は、他

の援助実施機関との協調ということ。
たとえば、JICAやFAOなどの国際機関
が有する技術的ノウハウをJICSが取り
組んでいる調達手法に取り込み、支援
全体の生産性を高めていくような事例
も多かったとも考えています。こうし
たノウハウをまさに今、積み上げてい
るところであり、それをどう残し、活
用していくかはJICSにとっての大きな
ポイントになると思っています。

時間とともに変化する
ニーズへの対応

今回の経験を通し、われわれ
が骨身に沁みて理解したことは、災害
発生から緊急、復旧、復興という一連
のステップのなかで、まさにニーズは
時間の経過とともに目まぐるしく変わ

松浦
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っていくということです。当初、水、
食糧だったものが、1週間経てば住宅に
なり、また1週間経てば子どもの学校と
いう具合に、日々ニーズが変わってい
く。それをキャッチアップするために、
現場に展開し常に目を光らせつつ、変
化に即して、ニーズを確実に具体化し
ていく作業が求められる。しかも1件1
件実施のタイミングも異なることから、
場合によっては案件を大胆に取捨選択
し、適切なタイミングで次から次へと
具体化していく努力が求められる。そ
のスピード感たるや、文字通り私たち
が初めて経験するものでした。
津波ノンプロにおける業務は、JICS

にとってまさに貴重な経験となってお

り、その積み上げのなかから有能な人
材が育ってきていることも事実です。
昨年10月8日に発生したパキスタンの

地震災害に対し日本国政府が供与した
緊急無償資金協力では、JICSが実施し
た調達手続きを通じて10月26日には物
資の第1便が現地に到着し、11月中には
当初予定していた物資の大半を現地に
届けることができました。このように、
きわめて迅速な対応がとられたことも、
津波ノンプロで培ったノウハウがあっ
たからだと認識しています。
JICSとしては、今回の経験を整理し、

われわれの今後の業務にとどまらず、
日本の援助事業にフィードバックして
いきたいと考えています。

支援の現状
緊急援助は依然として必要であるが、復

興支援へと重心が移りつつある。アチェと

ニアスでは、約67,500人が依然としてテン

ト生活を余儀なくされており、多くの人々

が食糧援助や緊急の雇用スキームで生計を

立てている。緊急を要する支援分野は、住

居、保健、農業に対するもの。家を失った

人のために2005年12月上旬までに16,200軒

の家が建設され、13,200軒が現在も建設中

である。現在、15,000家族が仮設住宅に住

んでおり、国連と赤十字が2006年初め頃ま

でに、すべての人々のテント生活を終了さ

せるべく、キャンペーンを主導している。

復興戦略
インドネシア政府の復旧・復興支援の基

本計画は2つのトラックからなり、一つは

政府レベル主導によるもので、アチェ・ニ

アス復興庁（BRR）によって担われている。

もう一つはコミュニティ･レベルでの自助

努力を推進することである。同地域に対す

る支援は、緊急支援から復興支援の段階へ

と移行しており、ようやくそのための資金

が流入しつつある。

住居とコミュニティの再建
津波によって約50万人が移住を余儀なく

されており、現在もアチェで19万人が、ニ

アスで13,500人が依然として家を失った状

態。再定住の際には土地の所有権の帰属を

めぐる問題が生じる。現在、所有権回復の

ためのプログラムが実施されつつあるが、

約3万所帯が恒久的な移住を余儀なくされ

ると予測されており、NGOや自治体による

支援が必須になっている。

生計手段の回復
津波が生産部門にもたらした被害は12億

ドルに達すると見積もられている。うち

50％以上は漁業セクターであり、残りは農

業や製造業。住居の建設は地域の人々に雇

用をもたらしているが、これが一時的なも

のに過ぎず、被害を受けた産業を回復させ、

経済を再活性化させるためには、多くのド

ナーやNGOからの資金援助が死活的な重要

性を持つ。

公共サービスの復旧
1）教育：アチェとニアスの2,000を超える

学校施設の再建が急務になっている。

2）交通：交通網の修復も最重要課題の一

つ。救援活動の展開のためには道路交通網

の整備が不可欠で、災害後に急遽整備され

た道路は雨季の到来により、状態が悪化し

てきている。港湾の再建は資金不足から遅

れ気味。

3）水・衛生：約8万人がNGOやドナーか

ら日常水の補給を受けている。恒久的な水

の供給施設と衛生施設の建設（とくに主要

な都市における）に取り掛かろうとしてい

る段階。

アチェ･ニアス　～スマトラ沖地震から1年～
アチェ・ニアス復興庁（BRR）年次報告から




