
ェの学校の交流が始まることを願って
います。
学校が再建されることにより、授業時
間が足りない、落ち着いて授業ができな
いといったような問題が解決されると
思います。このような私たちの現状に多
大な関心を払っていただいている日本
の皆さんや日本政府に対し、とても感謝
しています。日本政府の支援によって校
舎が新しく建てなおされることに対し、
生徒はもとより周辺の住民も大変うれ
しく思っています。アチェ市民を代表し
て感謝の意を述べるとともに、この事業
が子どもたちの成長に大きく寄与する
ことを願っています。

「震災の悲しみを乗り越えて」

私は現在中学２年生です
が、小学校６年生の時から
親元を離れ、ニルマラ孤児院で生活して
います。夢は教師になることです。
地震が起こった時、私たちは施設の掃
除などを行っていました。地震が起こっ
た時は大変恐ろしく、パニック状態になり
ました。そして、「水がくる」と知らせてく
れる人がいましたので、施設の前を通る
車やバイクに乗せてもらって、高台へと避
難しました。
今回の地震と津波によって、私たちの
施設も被害を受け、津波後は施設は泥だ

くださることに感謝いたします。また、
アチェ州社会局を代表して支援に感謝
するとともに、今回の支援によってより
多くのストリートチルドレンを救うこ
とができることを願っています。

「住民に勇気を与える学校の

再建」

私は1999年から国立第11
中学校の校長をしております。津波がく
る前は、私たちの中学校は12の教室と実
験室、図書室、お祈りの場所など、学校の
機能として必要なものはすべて揃ってい
ました。しかし、現在ではすべて津波で
流されてしまい、他の学校の校舎を借り
ての授業を余儀なくされています。
以前学校のあった地域は壊滅状態に

なっていますが、これから徐々に住民た
ちも戻ってきます。古くから住民が住んで
いた地域であり、市長もこのまま村がな
くなることなく活気が戻ることを願ってい
ます。そのためには、地域の教育の場と
して学校の復興が待ち望まれています。
今回、日本の支援によって学校が再建
されますが、すばらしい学校が再建さ
れ、住民に勇気を与え、また、自分の地域
に誇りが持てるよう、願っています。
これから先、この学校が日本とアチェ
の友好のシンボルとなることを願って
いますし、これを機に日本の学校とアチ

「ストリートチルドレンを

救うために」

今回支援していただく施
設は、海岸線から約500ｍのところにあり
ましたので、津波によって完全に水没し
てしまいました。この津波によって助かっ
た施設の子どもは100人中12人しかいま
せん。この孤児院は、ストリートチルド
レンを保護するための施設です。親がい
なかったり、親に教育を与える余裕がな
くストリートチルドレンとなった子ど
もたちを保護し、教育の機会を与えてい
ます。現在アチェ州全体で1,500人、バン
ダ・アチェ市だけでも500人のストリー
トチルドレンがいるといわれており、こ
の子どもたちを保護するために、今後日
本の支援で再建される施設は重要な役
割を果たします。また、地域社会からも
施設の再建が大変望まれています。施設
再建後、最初は被害前と同レベルの100
人の児童受け入れから開始する予定で
すが、ストリートチルドレンの数は非常
に多く、施設の収容人数に余裕が持てる
ようなら、一人でも多くの子どもたちを
保護したいと思っています。
最後に、アチェ市民を代表して、この
津波災害に関心を持ち、また、援助して

あれから1年、被災各国から寄せられた
期待と感謝の声
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世界中を震撼させたスマトラ沖地震・インド洋津波災害は、アジアの沿岸地域に甚大な被害をもたらした。あれから1年。
日本政府による支援は、緊急・人道支援を経て、短期・中期的な復興支援の段階に入っており、その成果も目に見える形
で表れてきている。被災各国では、日本政府と国民に対する感謝とともに支援がもたらす様々な効果に大きな期待が寄
せられている。インドネシア、スリランカ、モルディブに二国間ベースで実施されたノン・プロジェクト無償の調達監理
機関として支援業務にあたっている（財）日本国際協力システム（JICS）が、復興の現場から声を集めた。

From: バンダ・アチェ、インドネシア

Project: ニルマラ孤児院修築案件

中学２年生

Nur Agustina Wati さん

Project: バンダ・アチェ国立第11中学校再建案件

国立第11中学校校長

Nilawati さん

Project: アヌ・ナングロ孤児院再建計画

アチェ州社会局児童福祉指導課長

Basri M. Nurgani さん
アチェ州社会局社会福祉部長

Zaini Bakry さん（写真）

スマトラ沖地震・インド洋津波災害への支援の効果



地域の方々の
お陰です。200
人の生徒たち
にとって9カ
月後に新しい
学校が建つことは、非常にありがたいこ
とです。私たちの心からの感謝の気持ち
を日本の人々と、日本の政府に伝えてく
ださい。

「応援してくれた日本の

人々に神の恵みを」

1,065人の生徒が学んでい
る私たちの学校も津波の影響を受けま
した。新しい校舎ができれば、私たちは
もっとよく勉強ができるようになると
思います。私たちは、日本の政府とその
人々に神の恵みのあることを祈ります。

「日本人一人ひとりに

ありがとうと言いたい」

カツオの一本釣りは日本の伝統的な
漁法であることは知っていますが、モ
ルディブでも昔から非常に似たような

らけでしたし、窓ガラスが割れたり、あ
るいは、ベッドなどの設備が被害にあっ
たりしました。そのため、たとえば地震
前は1人一つのベッドが使えていました
が、現在では２人で一つのベッドに寝て
いる人もいます。
また、これまでにさまざまな方が私たち
を支援してくださいましたが、震災の悲し
みは現在も消えることがありません。
私たちの施設は被害を受けましたが、
それに対する皆さんの支援には大変感
謝しています。今後、皆さんからの援助
によって施設が修築され、そこで気持ち
よく生活ができるようになることを願
っています。ありがとうございました。

「学校が再建される夢を実現」

海辺にあった私たちの学
校は、津波によって完全に
破壊されました。その後、カッタンクデ
ィ中央大学が敷地を提供してくれるこ
とになり、そこに新校舎が建てられるこ
とになりました。150人の生徒は皆、非常
に貧しいですが、新しい学校が建つとい
う夢が叶うことをとても喜んでいます。
この夢の実現をサポートしてくれる日
本政府に大いに感謝しています。

「地域の支援と日本の援助で学校を再建」

1958年に設立されたこの学校は、1978
年には大型台風の被害に遭い、1990年に
は内戦で破損しました。そして、その15
年後、海辺にあった学校は津波によって
完全に破壊されました。その後、仮校舎
として小屋などで学んでいた生徒たち
がこの学校に移動できたのは、日本の支
援と自治体、教育関係者をはじめとする

漁が行われていました。数年前からは
日本のみなさんが編み出した工夫を取
り入れて全く同じ漁の仕方でカツオを
釣っています。
カツオの一本

釣りでは、釣り
竿の他に、撒き
餌を取る際に海
面を照らすライ
トや発電機、海水ポンプ（散水・排水
用）などが必要不可欠なのですが、私
は日本政府と日本のみなさんのおかげ
で発電機と海水ポンプを使わせてもら
っています。カツオの一本釣り漁船に
は、平均して10人ほどの漁民が乗船しま
す。それぞれ家族があるので、平均5人家
族だとすると、一つずつの発電機と海水
ポンプが50人のモルディブ人の生活を
支えることになるのです。
これがどれほど大きなことか私たち
は理解しています。日本のみなさんへ
の気持ちは言葉にならないほどですが、
本当は一人ずつにお会いしてありがと
うと言いたいと感じています。

「生活再建の目途が立ちます」

日本のみなさんの協力には心から感
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From: モルディブ

モルディブ　カーフ環礁　ディフシ島　漁師

Sameymaa Ibrahim さん

From: スリランカ
学校建設案件の起工式にて

アンヴェル小学校校長

M. A. M. Farook さん

新年明けましておめでとうございます。

JICSを取り巻く国際協力の出来事のなかで、一昨年末の

スマトラ島沖地震・インド洋津波被害や、昨年10月のパ

キスタンの地震被害に対する日本政府の支援・復旧支援

事業は特筆されるものでした。

JICSは、これらの支援事業に関わり、被災者の救援活動、

生活復旧、および被災地域の社会基盤の復旧などに組織

をあげて取り組んでまいりましたが、ここに寄せられた被災者の方々の日本政

府・国民に対する感謝のメッセージに示された思いを共に分かち合い、私どもに

課せられた任務に全力で取り組む所存です。

（財）日本国際協力システム理事長

佐々木高久

「組織をあげて課せられた任務に全力で取り組む」

学校のある地域住民

Ollikulam Al-Hambra Vidyalaya さん

ウィデャラヤ 学校の生徒

Puthukudyiruppu Kanaki さん

モルディブ　カーフ環礁　ディフシ島　漁師

Abdulla Ibrahim さん
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謝しています。私はロブスター漁をす
るために、発電機を船に設置して使わ
せてもらっています。
ロブスターは夜行性なので昼間は穴
に潜んでいて、夜にならないと行動を
始めません。ですから、ロブスター漁
は、太陽が沈んでからウェットスーツ
を着て、真っ暗な夜の海に潜る必要が
あります。水中ライトだけでは不十分
ですので、船の上から大光量のライト
で照らしてもらうわけですが、その際

迅速な支援物資の納入

2005年10月8日、パキスタンを震源地とする大地震は、同国

に大規模な被害をもたらした。日本政府は直ちに国際緊急援

助隊を派遣、緊急援助物資の供与を行うとともに、10月17日、

パキスタン政府に対し12億8,400万円の緊急無償資金協力の

実施を決定した。

この決定を受けJICSは同日、パキスタン政府と調達監理契

約を締結し、資金の管理、必要となる物資やサービスの調達を

行っている。

甚大な地震被害に見舞われた同国北部では、建物倒壊、道

路網の寸断、土砂崩れなどの被害により、多くの被災者が不自

由な避難生活を強いられており、厳しい冬を迎える被災者の生

活環境を改善するため、迅速な支援物資の納入が急務になっ

ている。

緊急要請に対応する多様な品目群

今回JICSが調達する資機材は表のとおりで、被災者の生活

を直接的に支援する生活物資（テント、毛布など）は現地から

要望の多い品目とした。食料は缶詰を中心に調理のいらない

ものを選定し、主食、豆類、肉、魚など、栄養のバランスに配

慮した内容になっている。

また、被災者の診察・治療のための医療器具や医薬品、さら

には被災地復興のための土木作業に不可欠な建設機械まで、

パキスタン政府の緊急的な要請に応えることに主眼を置いて

いる。

パキスタン政府は、このプロジェクトで調達する資機材の配

布先として、大きな被害のあった同国北東部のジェーラム渓谷

周辺地域を選定し、供与機材は10月26日から順次、同国政府

の指定倉庫に到着している。倉庫に納入された機材は、同国

政府関係者により到着翌日にはジェーラム渓谷周辺地域の村

落および被災地での活動中のNGOに配布されている。

JICSでは、引き続きパキスタンの復興支援に貢献できるよ

う、調達を迅速に進めていく方針である。

に発電機が必要不可欠なのです。以前
に使っていた発電機は、津波を被り、
機械の内部に海水が入り込んで使えな
くなってしまっていました。この発電
機が届くまでは、水中ライトだけで仕
事をしていましたが、久しぶりに明る
いライトの光の下で仕事をしてみて、
効率性が上がったことに改めておどろ
かされました。
収穫したロブスターは、近くのリゾ

ートに販売に行きます。一時はどうや

って生活して
いけば良いの
か途方に暮れ
ましたが、こ
の発電機のお
かげでようや
く生活してい
く目途が立ってきた気がします。みな
さんの温かなお心遣いには心からお礼
を申し上げたい。

①イスラマバード空港に到着した水タンクが

パキスタン政府関係者に引き渡された。日本

の外務省事務官が立ち会った

（2005年10月26日）

②パキスタン政府の指定倉庫に到着したテン

トの荷下ろし作業

（2005年11月3日）

③指定倉庫に到着したテント

（2005年10月31日）

④ 現地に向け船積みされるブルドーザー。

がれき除去などに使用される

（2005年11月15日。神戸）

分類 

緊急生活支援物資 

建設機械 

食料関連品目 

医療関連品目納品完 

主な品目 

プラスチックシート、マットレス、毛布、水タンク、テント 

ブルドーザ、油圧ショベル 

主食（コメ、小麦粉など）、缶詰豆、缶詰肉、缶詰魚、缶詰トウモロコシなど 

医療器具・消耗品、医薬品 

① ②

③

④

スマトラ沖地震・インド洋津波災害への支援の効果

地震被害に対する
緊急支援物資の調達を実施

パキスタン


