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1．被害状況 

 

4 月 25 日、震源の深さ 15km、マグニチュード 7.8 の地震が、首都カトマンズの北西、中国と

の国境の南に位置するネパールのラムジュン郡を襲った。震源地は、ポカラより東に 68km、カ

トマンズより北西に 77km の地点であった。地震発生から数日間は強い余震が感じられ、4 月

25 日だけでマグニチュード 5～6.7 の余震が少なくとも 28 回発生した。このため、被災した

人々の多くが、余震や建物の倒壊を恐れて屋外にとどまっていた。 

 

ネパール政府の第一報によれば、全国 75 郡のうち、カトマンズ渓谷のある西部及び中心部

に位置する 35 の郡が被害を受けた。最も被害が大きかったのは、シンドゥーパルチョーク郡、

ヌワコット郡、ダディン郡、ラスワ郡、カブレパランチョーク郡、ゴルカ郡、ドラカ郡、マクワンプ

ール郡、ラメチャップ郡、オカルドゥンガ郡である。その他、シンドゥリ郡、スンサリ郡、バラ郡、

チトワン郡、ラムジュン郡、パルサ郡、カスキ郡、モラン郡も被害を受けた。また、グレーターカ

トマンズにある 3 つの中心都市（カトマンズ、バクタプール、ラリトプール）も大きな被害にみま

われた。 

 

カトマンズ渓谷では、建物や外壁、特に中心部にある歴史的建造物が崩壊するなどの被害を

受けたが、全体として建物の損傷や崩壊の被害は、予想していたよりは少なかった。カトマン

ズ渓谷にある病院は満員となり、死体安置のために病室は満室となり、緊急物資も不足してい

る状態で、人々への治療を路上で行う病院もあった。 

 

深刻な被害を受けた地方では、90％の家屋が倒壊した地域もある（例えばゴルカ郡の Barpak

村では、1,200 棟の家屋のうち、わずか 4 棟が残っただけであると報告されている）。5 月 18

日時点で、自治省によると、死者は 8,604 人にのぼり、負傷者は 1 万 7,000 人を超えている

（この死者数には、5 月 12 日に発生した地震による 148 人の死者も含まれる）。移動や避難

をした人数は不明だが、多くの人々が、たとえ家が倒壊せずに残っている状態でも、さらなる

建物の崩壊を恐れて屋外で眠っている。全壊した家屋は 48 万 8,789 棟にのぼり、26 万

7,477 棟の家屋が破壊された。 

 
緊急支援の分野は多岐に及んでいる。食糧支援や 5 歳未満の子ども、妊婦、授乳期間中の

女性等、脆弱な立場にある人々への栄養補給、保健（救命活動を含む）、緊急シェルターキッ

トの配布（生活物資支援を含む）、水と衛生（水、浄水剤、トイレ、石けん、女性用衛生用品の

配布）、心のケア、女性や子どもへの安全が確保された場所の提供及びジェンダーに基づく

暴力（Gender-Based Violence: GBV）や人身売買からの保護に及ぶ。 
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2．CARE の対応能力 

 

ケア・インターナショナル（以下 CARE）はネパールにおいて、これまで 35 年に亘り活動を展

開しており、社会基盤整備、保健と衛生、教育、森林管理、流域管理、ガバナンス、女性の自

立支援、地域の能力開発などの分野において、貧しいコミュニティを支援している。 

 

現在、ネパール国内 7 カ所に CARE の事務所が設置されている（カトマンズ、ポカラ、

Nepalgunj、Bhairawa、Bharatpur、Dhangadhi、Sindhuli）。各事務所には、安定した事業管理と

ロジスティクスの基盤があり、経験を積んだプログラム関係のスタッフ、車輛、事務所建物、財

務管理にかかる責任体制と手順が揃っている。CARE は、これらの地域の個々の状況をよく理

解しており、プログラムを適切に実施することができる。 

 

CARE ネパール事務所は人員も多く、国際スタッフ及び事業管理や技術に関する専門知識を

有する現地スタッフが全国 75 郡のうち 46 郡で活動しており、その活動範囲は 1,000 以上の

村や町に及んでいる。緊急支援のため、各地の現場やカトマンズで働くこれらスタッフの多くを、

短期間で迅速に移動・動員することができる体制にある。 

 

しかしながら、ネパール事務所において、広域的な対応を行うには、それ相応の大規模な支

援が必要となる。2015 年 4 月 8 日から 10 日にかけて、EPP「緊急支援対応計画」のワークショ

ップが開催され、地震時のシミュレーションも行われた。このワークショップには、現場で働くス

タッフも参加しており、EPP の改訂も行われた。また、能力評価についても、最近再検討が行

われた。 

 

ネパールにおいて CARE は、郡の災害救援委員会や政府機関、現地 NGO や国際 NGO と

連携し、食糧支援、生活物資支援、水、緊急シェルター等の緊急支援を実施してきた経験を

有している。 
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3．CARE の対応戦略 

 

3.1 基本方針 

1. 最も深刻な被害を受けた地域及び最も脆弱な被災地域への支援を行う。CARE の支援が

カトマンズのみに偏らないように、首都以外の他の地域も首都と同様の支援が受けられるよ

うに留意する。 

2. CARE の緊急支援が、ジェンダーの平等及び女性のエンパワメントに寄与できるように留意

する。対象地域におけるジェンダーの文脈を理解し、女性や女子のニーズ及び特に脆弱

なグループのニーズに焦点を当ててゆく。 

3. 支援の範囲を適切なものとし、支援の重複を避け、地域間の支援ギャップを最小限に抑え

るために、他の人道支援団体・関係者と透明性を持って調整を行い、コミュニケーションを

取る。 

4. 「相手を傷つけない原則（”do no harm”の原則）」をいかなる時も尊守し、脆弱性や緊張を

高めることがないようにする。 

5. CARE の緊急支援においては初期対応が重要であり、分野横断的課題として「より安全な

再建（“build back safer”）」と災害リスクの低減が検討されるように、地域に働きかけ支援を

する。 

6. ドナーと受益者双方に対して説明責任を負う。 

7. 可能な限り、いずれの地域においてもネパールの現地組織と連携して活動を行い、彼らを

支援し、その能力を十分に強化することで、現地組織が人道支援の調整を直接担えるよう

にする（現地組織との連携が実現不可能な場合は、CARE が直接的に事業を実施し、その

活動に対する政府の承認を得ることとする）。 

 

3.2 目標 

ゴール： 

最も脆弱な人々、特に、地震（とそれによる影響）により被害を受けている社会的に周辺化され

た女性及び思春期の女子の緊急ニーズに応える。CARE は、被災地域の災害復興を中長期

的に支援する。 

 

喫緊の目標： 

１） 2 万世帯が緊急シェルターキットの提供を受け、使用方法についての訓練を受ける。 

２)  2 万世帯が生活物資（Non-Food Item: NFI）の提供を受ける。 

3)  2 万世帯が水と衛生キットの提供を受け、安全な飲み水とトイレへのアクセスが得られる。 

4) 支援対象地域において、被災人口の 2％を占める妊産婦が(うち 15％は産科合併症に罹る

恐れがある)、医療施設での出産、緊急産科ケアと産後ケアへのアクセスが得られる。 

 

3.2.1 優先される対象者 

CARE は緊急支援において、最も脆弱性の高い人々を支援する。脆弱性の判断基準は、以

下の通りである。 

• 住んでいた家屋が完全に倒壊し、家財道具を全て失ってしまった世帯（ネパール赤十

字社の設定するカテゴリー1 に相当） 

• ネパールのカーストの中で、下位のカースト集団に属する世帯 

- Sukumbasis 
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- Kamayias 

- Dalits 

• 災害への対応能力が無いか著しく低い世帯 

• 社会的に周縁化された女性と思春期の女子 

• HIV エイズ感染者・患者、障がい者、5 歳未満の子ども、乳幼児、高齢者 

 

3.2.2  地理的優先順位 

 

郡からの支援要請に加えて、CARE の既存の開発プログラムや、各郡における被災規模と人

命・財産の損失規模を考慮し、カトマンズ以外の CARE の緊急支援は、以下の地域で実施す

る。 

• ゴルカ郡（優先度 1）： 

非常に深刻な被害を受けており、支援に大きなギャップがあると考えられる地域。 

• ラムジュン郡（優先度 2）： 

深刻な被害を受けており、支援にギャップがあると考えられる地域。 

• ダディン郡（優先度 2）： 

深刻な被害を受けており、支援にギャップがあると考えられる地域。 

 

またラリトプール郡に現地の事務所があることから、カトマンズでは、以下の地域に焦点をあて

た活動を行う。 

• ラリトプール： 

パタン及び中心部から南に位置する地域を含む。 

• カトマンズ中心部： 

多くの広場が使用可能であり、一時的に避難民のキャンプ場として使用されている。 

 

注：CARE は、緊急支援において平等の確保を最優先する。例えば、アクセスのよさ、メデ

ィアの存在、政府機関の所在地であることによる偏向等の要因から、支援が集中する傾向

にあるカトマンズと、それ以外の地域において、支援の不均衡が発生しないように、平等に

重点を置いて支援活動を行う。また、カトマンズにおいて既に限界に達している支援サー

ビスを危険さらす恐れがあることから、被災地域から首都への人口移動は避ける必要があ

ると CARE は考えている。同時に、カトマンズからの人口移動も発生する可能性があるた

め、その対応にあたっての準備も必要である。 



2015年 4 月 29日 
（公財）ケア・インターナショナル ジャパン 

 

 6 

3.2.3 優先支援分野 

 

3.2.3.1 初期段階（地震発生後 1～12 週間）  

各地域・分野における CARE の戦略は、以下の表のとおりである。 

 郡名 緊急シェルター 水と衛生 食糧＊ 性と生殖に

関する医療＊

＊ 

カトマンズ

以外の郡 

カスキ ○ ○ ○ ○ 

ラムジュン ○ ○ ○ ○ 

ゴルカ ○ ○ ○ ○ 

カトマンズ ラリトプール ○ ○ ○＊ ○＊＊ 

＊他の関係団体の活動次第で、支援要請があれば提供を行う。 
＊＊ニーズ評価の結果次第で、支援要請があれば行う。 

 

(1) 緊急シェルター 

CARE は、ネパール大地震の被災者 10 万人分の緊急シェルターと生活物資のニーズに対応

する。主に、生活物資と緊急シェルターキットの配布を重点的に行う。CARE は避難民キャン

プの設営の責任主体にはならず、カトマンズにおける避難民キャンプ管理には従事しないこと

とする（キャンプ設営管理は、他の人道支援関係者によって担われるものと考える）。CARE は、

Disaster Waste Recovery という NGO とともに、瓦礫撤去、cash for work (復旧の仕事への参

加と引き換えに、被災者に現金を支給する支援方式)、固形廃棄物回収等に取り組む。また、

被災者によるシェルターの自主再建支援に、可能な限り重点を置く。 

 

雨期が近づくにつれ、多くの人々が家に戻り始めたり、友人や親戚の元に身を寄せ始めたり

することが予想される。CARE はモニタリングを継続し、カトマンズにおいては、被災した友人

や親戚を受け入れている世帯への支援や、家を失った人々への住宅貸付、新居を探す支援

を行う。カトマンズ市民の 60％の住居は賃貸であり、彼らは概して脆弱層でもある。よって、

CARE は現金支給プログラムを通じて、被災世帯を支援してゆく。これは都市部に限った支援

であり、農村地域においては、緊急シェルターキットと生活物資の配布を継続してゆく。 

 

(2) 水と衛生 

CARE は、ネパール地震による被害が最も顕著な 10 万人の水と衛生に関する救命ニーズに

対応すべく、安全な飲料水の供給と仮設トイレの建設を通した衛生活動を行う。また、生理用

品の配布を通して、女性と女子に特有の衛生ニーズに対応する。6 月から 8 月の雨季が始ま

る前に、地域のグループと連携し地域社会を動員しながら行う衛生啓発活動は、優先順位が

高い。 

 

また CARE は、2,000 世帯に対し、安全な水の提供を行う。具体的には、状況に応じて、タン

カーによる給水、家庭用給水コンテナの各世帯への配布と水処理方法に関する訓練、給水タ

ンクの設置、給水所の修繕と殺菌、水質調査、地方水道公社への支援があげられる。衛生活

動には、緊急トイレの設置（男女用に分かれた、障がい者の利便性も高いトイレの設置）、ごみ

処理管理、地域文化に適した入浴設備の提供等が含まれる。 
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(3) 食糧の安全保障 

CARE は地震直後より、カトマンズ以外の被災郡の被災者に対し、少なくとも 1 万人分の固形

食品の配布を行う（特に、妊婦、授乳期間中の母親、子ども、その他食糧を確保しにくい脆弱

性の高いグループに焦点をあて、配布）。但し長期的には、被災郡において、継続的かつ定

期的な食糧配布には従事しない（代わりに、生業支援と、効果的な市場回復と市場への連結

活動を可能な限り進めることが CARE の目的である）。 

 

具体的な活動は、以下のとおりである。 

① 食糧配布： 

インスタント食品（ビスケット等）及び／または固形食品（米、豆、油、塩など）の即時配布を

行う。 

② 現金支給： 

無条件の現金支給。また、地域の資産回復・復興活動への労働対価による支援（Cash for 

Work: CFW）に充てる条件付きでの現金支援を必要に応じて行う。 

 

CARE はジェンダー分析を迅速に行い、女性、女子、男子、男性の其々に特有の食糧ニーズ

に対して十分にきめ細かい対応を行うために、分析結果を活用する。以下のような特に脆弱

性の高いグループに対しては、特段の配慮を行う。 

• 食糧や食糧を購入するための資金不足は、世帯の生活に大きな打撃となる。とりわけ、

女性が世帯主である母子世帯や、高齢や障がいのために動きが制限されている人々

の生活への打撃は甚大である。 

• 女性と女子(また、女性や女子と比較して程度は低いが、男子と男性もあてはまる) は、

食糧や資金との交換として搾取される場合がある。あらゆる危機において、性的搾取

や性的虐待等全ての性差に基づく暴力は高い頻度で発生している。 

 

ジェンダー配慮のため、CARE は以下の点に尽力する。 

• 食糧配布を得るまでに伴う身体的安全リスクを最小限に抑え、誰にとっても食糧への

アクセスをしやすくする。 

• 食糧パッケージの重さやサイズについては、女性や女子、その他脆弱性のある人々

にとっても、持ち運びしやすく配慮する。 

• 地域に係る人々からの情報を活用し、食糧配布を得ることができない人々を特定し、

これら人々への世帯別配布または個人別配布を行う。  

• 地域に係る人々からの情報を活用し、各家庭での食糧や栄養に係る男女によるアク

セスやコントロールの違いについて対応する。 

• 食糧配布を通して、男性や男子に調理活動をシェアするように働きかけ、女性や女子

の調理にかかる負担を減らすようにする。  

 

(4) 性と生殖と母子保健(SRMH：sexual, reproductive, and maternal health) 

CARE は、カトマンズにおいて SRMH の分野における活動は行わない。一方で、地方の郡に

おいては、既存の SRMH 事業を適用することで、SRMH の分野で支援を行う（例：安全な出産

キットの配布、妊婦の医療センターへの緊急アクセス・搬送支援、被災した医療センターへの

分娩設備の提供、家族計画の促進、安全な出産と家庭医のアクセスに関する地域社会の理

解促進等）。CARE は、保健省、郡の保健局、国連人口基金(UNFPA)とともに、これらのサー

ビスを提供してゆく。 
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具体的な活動には、以下が含まれる。 

1. 女性コミュニティ保健ボランティアと協働で、安全な出産キットを配布、また、地域での

理解促進活動を通して、医療施設間照会システムの構築、妊産婦に対して継続的な

産科ケアを受けるように働きかける等の活動を行う。 

2. 性と生殖に必要な、男性用コンドーム、安全な出産キット、医療施設レベルで使用す

る出産キット等の配布を行う。 

3. UNFPA と協働して、地域での理解促進活動を通して、最低限の出産サービス活動を

展開する。 

4. 保健施設への機材の提供、助産婦と協働で、緊急的な産科ケアサービスが行えるよう

に支援し、効果的な医療施設間照会システムの構築を支援する。 

5. 保健省の伝染病コントロール課が主導する保健クラスターグループと協働する。 

6. 安全な出産を目指した医療施設間の照会と IEC 教材を確保するため、緊急支援を行

う他の組織・団体と調整する。 

(5) その他 - 保護 

上記の中心分野に加え、支援活動において、ジェンダーの主流化と脆弱性の高い人々の保

護を進めることが必要であると CARE は認識している。そのため、情報ボランティアチームが、

言葉を通して、また参加型活動を通して、被災地域でメッセージを伝えてゆく。こうした活動は、

衛生知識の普及等に役立つほか、情報ボランティアの重要な役割は、一部の読み書きのでき

ない人々と十分な関わりを持つことである（支援対象郡であるゴルカ、ラムジュン及びダディン

では人口の大部分の人々、特に女性は、読み書きができないためである）。情報ボランティア

は、被災地域において信頼関係を築き、CARE の支援物資が被災地域において、年齢、障が

い、民族性、カースト、性同一性、性的指向等の差別要因による脆弱性の高い人々に、確実

に届くようにする。 

 

3.2.3.2 第 2 段階（地震発生後 12 週間～1 年） 

緊急から中長期の復興に移る過渡期のニーズに適切に対応できるように、第 2 段階の活動と

移行プログラムの計画を立てる。第 2 段階で計画している活動は以下のとおりである。 

 

• シェルター支援：被災者によるシェルターの自主再建、より安全な再建への取り組み。 

• 生業の復興支援：無条件現金支給、市場への連結活動等。 

• 保護と性差に基づく暴力の防止：CARE の既存の開発プログラムに結び付け、未亡人、夫

が出稼ぎ中の妻、家庭内暴力から逃れた被害者等、危険にさらされている独身女性と女

子に対する地域社会の理解促進活動や心理社会的サポートに焦点をあてた活動。 

• SRMH の分野での活動：CARE の既存の開発プログラムに結び付け、出産サービスのた

めの保健省への支援、医療スタッフへの設備提供と訓練、サービスにアクセスするための

地域社会の理解促進とこれらサービスを利用するために設けられた交通費緊急基金への

アクセス等の活動。 

 

3.2.3.3 第 3 段階（地震発生後 1 年～） 

策定中 
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4．分野横断的な課題／ジェンダーへの配慮 

 

シェルター 

女性、子ども、高齢者、障がい者により、受ける影響はさまざまである。安全性が最優先される。

暴力行為が発生する危険もあり、死体を洗浄する作業は心理社会的トラウマを生むと考えられ

る。敬意を持って死体の管理を行うことが求められる。 

 

水と衛生 

家事に関しては、女性に過剰な負担がかかっている。飲料水へのアクセスの不足により、脱水

状態の確率が高まっていると考えられる。日中、女性はトイレの利用がほとんどできないか全く

できない状態にあり、夜間に利用するため健康上の問題を引き起こしている。また、入浴もあ

まりできていないと考えられる。水の供給にあたっての待ち行列が長いため、必要最低限の量

の水を確保することも難しく、そのために病気の発生を誘発していることも考えられる。 

 

食糧の安全保障 

男性と男子は、食糧の供給者とみなされるため争いに巻き込まれたり、暴力を受けることが考

えられる。闇市場による不安定な状態が引き起こされることで、脆弱性が増長され、心理社会

的苦痛が引き起こされる。女性と女子の搾取が起こる可能性も高まる。 

 

性と生殖 

家族計画へのアクセスの不足。妊婦と授乳期間中の母親は、医療施設を利用できていないと

考えられる。性的虐待が発生する危険性が高い。食糧や水を求めて移動しなければならない

人々にとって、建物の崩壊や道路の封鎖などは大きな問題となる。人身売買が短期から中期

的に発生する可能性がある。 

 

アセスメント 

CARE のアセスメントチームには、さまざまな技術や現地語能力を持つ女性スタッフが参加し

ている。現地語能力は、女性のニーズや優先事項を聞き取る上で必須である。ジェンダーア

セスメントチェックリストにより、アセスメントチームは、女性、男性、男子、女子、高齢男性、高

齢女性それぞれに、どのような災害の影響があるのか、それぞれの直面する危機にどのように

優先順位をつけるかについて、よりよく理解することができる。CARE はジェンダーアセスメント

により、被災以前から存在するジェンダーの慣習や世帯構造、家庭内での意思決定や資産管

理に関して照合することができる。女性、男性、男子、女子が、この難局の結果直面している

保護のリスクも調査される。 

 

事業実施 

CARE は緊急支援の実施において、ジェンダーの平等に取り組む。具体的には、男女のバラ

ンスの取れたチーム形成、ジェンダー担当者の選定、年齢や性別ごとのベースラインデータの

収集、ジェンダーに配慮した目標の設定とインパクト指標の設定、意思決定の場において、男

女ともに適切に意見が代表されることの促進、女性のエンパワメントを促進するための個別戦

略の決定等があげられる。食糧の安全保障、シェルター、水と衛生、保健等のあらゆる分野に

おいて、ジェンダーの主流化を進める。これにより、すべての事業で、ジェンダー分析や女性、
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男性、男子、女子のそれぞれに適したサービスの設計、平等な参加の保障、性差に基づく暴

力発生のリスク低減への取り組みを確実に進める。 

 

性差に基づく暴力（GBV）に対する取り組み 

社会における男女の関係・役割の変化や、心理社会的なプレッシャーの増大は、男性側の消

極的な対応や、緊急事態中または緊急事態後の暴力の発生の増加を招く可能性もある。

GBV による被害は、主として女性、子ども、高齢者が被る。このため、男女ともに、代替となる

生業の選択肢を見出すことを含めた心理社会的サポートが必要とされる。経済的機会を得る

ことによって、女性と女子が、金銭、住宅、食糧、または教育への見返りに、安全ではない性交

渉に関わることを防ぎ、GBV から保護することができる。他方で、男性優位の文化においては、

女性の経済的な安全保障の促進が脅威と受け取られることもあり、GBV の発生を増加させる

こともある。CARE は、人道支援プログラムにおいて、男女の力関係の変化によって起こりうる

マイナス面についてもモニタリングしてゆく。 

 

以上 

 

 


