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はじめましてアプカスです

アプカスは、

2004年12月に発生した

インド洋大津波のスリランカ人被災者を支援するた
めに生まれ、

2007年1月の

スリランカ中部州地すべり災害の被災者を支援する
ために本格始動し、

それ以降、スリランカで災害復興支援や社会開発事
業を行っている団体です。



はじめましてアプカスです

英語表記：APCAS

AAAAction for (への行動)

PPPPeace (平和)

CCCCapability (ケイパビリティ)

AAAAnd 

SSSSustainability (持続可能性)

日本語表記：アプカス

アイヌ語で「歩く」という意味⇒「共に歩く」



活動のキーワード
対話
本当に必要なもの、取り組むべき課題は、対話を通して明確化。

情報の共有、信頼関係の構築、行政と住民の橋渡しを対話を通して行う。

自立
積極的に地域の資源を活用する。

住民の自主性や参加を尊重し、最終的な決定は受益者間で行ってもらう。

持続
解決された問題や、解決に向けた動きが後退しないような取り組みを、事業の全
てのステージを通して行います。

⇒人々の「歩もう」という気持ちを高め、同時に

　「歩んでいける」環境を作り出すこと



アプカスの活動分野

(1)災害復興支援活動

(2)子ども教育支援活動

(3)環境の保全活動

(4)農業技術の向上支援活動

(5)障がい者支援活動

(6)ネットワークの構築活動



アプカスの活動体制

常勤職員：日本人2名＋スリランカ人8名



スリランカの基礎データ
両国関係

地理　気候　自然　文化
歴史　産業　人口　経済　民族



スリランカについて 基礎情報

日本からー3.5時間時差

スリランカ民主社会主義共和国（スリランカ）

人口 約2,045万人（2009年推計）

公用語 シンハラ語　タミル語　英語

宗教 仏教徒（70.0％）ヒンドゥ教徒
（10.0％）イスラム教徒（8.5％）ロー
マン・カトリック教徒（11.3％）

首都 スリジャヤワルダナプラコーッテ

（商業上の首都 コロンボ）

政治体制 共和制

通貨 スリランカルピー(Rs) 

1Rs=0.81円(09年末)

一人当たり
GDP

2,063米ドル （09年）
≒17万円≒日本の1/20



スリランカについて 両国関係
貿易関係：

貿易総額は360億円
（輸入第11位、輸出第14位　2009）

日本⇒スリランカ：190.1億円

自動車、一般機械、化学原料

スリランカ⇒日本：171.2億円

紅茶、水産物（まぐろ、エビ）、繊
維製品など

外交関係：

第二次世界大戦ではスリランカ
を空爆

サンフランシスコ講和条約

和平交渉にも積極的に関与

日本は、スリランカにとって有力な援助国

（近年、中国からの援助が急増）



スリランカについて 地理

国土の広さ：

面積>>6万5607Km²

北海道の8割

東西南北の距離：

南北>>約440km

東西>>220km



スリランカについて 気候

気温：熱帯性で高温多湿

海岸部・低地

>>平均気温28°C（沖縄の夏くらい）

高地ヌワラエリア（標高約1890m）

>>平均気温22°C（15度くらいまで落ちる）

雨：
ほとんどの地域>>5月～10月が多雨期

北部・北東部>>12月の多雨期を

除いて乾燥



スリランカについて 自然

生物多様性：
鳥類、蝶、蘭、サルなどの生物多様性は世界屈指

野生のゾウ、ヒョウ、ワニ、水牛などもいる

自然保護：
国土の10％を国立公園や自然保護区に指定

乱開発により６７種もの動物が絶滅の危機

南部では港の開発や排水などにより、珊瑚が激減

森林：
森林が国土に占める割合は、29.5%（2005）

その後も、微減傾向



スリランカについて 文化

キーワード：

　世界遺産

　土着文化との融合

　食文化

　伝統医療・アーユルヴェーダ



世界遺産

シーギリヤロック（王宮跡）



土着宗教の影響

ヒンドゥー教と土着文化が融合



食文化

カレーが基本



伝統医療・アーユルヴェーダ

治療に使われる薬は全て現地で採れる



スリランカについて 歴史１
BC5世紀 シンハラ人の先祖が北インドから移住

ＢＣ2世紀 南インドからタミル人を主体とする断続的移住

南インドからの侵入に対し、時代により一進一退、アヌラーダプ
ラから南に遷都も度々実施

15世紀後 ウダラタ王国（～１８１５：イギリス制圧まで存続）が成立し、キャ
ンディを王都。北部にジャフナ王国、低地にも王国が成立

16世紀－17世紀中 ポルトガルがコロンボに商館を建設し植民地化

17世紀中-18世紀後 オランダが植民地化

19世紀前-20世紀中 イギリスの植民地化

1948 セイロンとしてイギリスから独立

１９７７-78 経済の自由化・大統領制へ移行、国名をスリランカに変更

1983 シンハラ人とタミル人との大規模な民族対立 以降事実上の
内戦状態の開始

1987 反政府組織LTTE（タミルイーラム解放の虎）が独立宣言

⇒400年以上の植民地の歴史



・LTTEとの停戦合意を正式に破棄・2008年

1983年・ 反政府組織LTTELTTELTTELTTE(タミル・イーラム解放
　　のトラ)が独立宣言し、内戦勃発。

・戦闘激化/コロンボ空爆・2008年
~2009年

・政府軍17年ぶりに東部地域制圧・2007年

・LTTEに対する強行路線派の大統領就任。 ・2005年

2002年・ LTTEとの停戦合意。

2004年・ スマトラ沖地震による津波災害

2003年・第6回平和交渉（箱根）

1948年・イギリスより独立。国名はセイロン

1951年・サンフランシスコ講和条約の話し合いで蔵相のジャヤワルダナが
　　　　　対日賠償請求を放棄する演説を行う。

1983年・北部において政府軍兵士が殺される。報復として、
国内全土でタミル人排斥、略奪、リンチが横行。

1956年・公用語をシンハラ語のみに限定する公用語法を制定 。

1977年・自由経済政策によって農作物の輸入制限が解除 。

1972年・仏教の準国教化、シンハラ語の公用語化を明記

2009年・戦闘終結

スリランカについて 歴史２



スリランカについて 産業

主要産業：

繊維産業(70%)、農業(25%)、宝石(5%)

主要農作物：

米、紅茶、ココナツ、ゴム(プランテーションの歴史)

農業製品から、近年の工業化の進展と共に繊維産業が発達
し、衣料品が最大の輸出品目となっている。また、ルビー、
サファイアなどの宝石の産出もある。



平均寿命： 74.1歳　（インド：63.7歳 ネパール:66歳）

　(男70.3歳 女77.9歳（2007）)

　福祉が比較的厚く、医療は基本的に無料

出生率：　2.3人　（インド：2.7人 ネパール：2.9人）

　女性の社会進出も比較的高い

　女性の中東への出稼ぎも多いという問題も

人口密度：　人口１平方Km当たり 309人

　（日本３３6人　北海道67人）

スリランカについて 人口



⇒貧困者の90％以上が農村部に

スリランカについて 人口分布

人口分布　総人口2000万人

都市部 300万人 15％

農村部 1700万人 85％

国家貧困ライン以下人口分布

都市部 18万人 7%

農村部 263万人 93％

DCS Ministry of Finance and Planning "Poverty in Sri Lanka 06/07"
より作成

⇒10万人以上は7都市
（都市部人口の半数150万人が住む）

スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ(11.6万)
コロンボ(64.7万)
デヒワラ・マウントラヴィニア(21.1万)
モラトゥワ(17.8万)
ジャフナ(14.6万)
ネゴンボ(12.2万)
キャンディ(10.9万)



スリランカについて 経済

○二つの分離した経済活動
　・英語経済部門（コロンボ中心）

　　エリート階層、外国向け自由貿易、外国資本の流入と大企業

　・母語経済部門（農村漁村と地方都市）

　　低い生産性の農漁業、小規模自営業、出稼ぎ

○経済成長とインフレ
米、小麦、粉ミルク等の食品価格や原油価格の上昇を主因に物価上昇率が高まり、
2008年6月にはコロンボ消費者物価率は前年同月比28.2％増を記録するに至っ
た。現在は、落ち着きを取り戻しているものの、給与水準から比較しても燃料、化学
肥料、食品の価格なども「高い」という声をよく耳にする。



スリランカについて 民族

民族
シンハラ人（72.9％）

タミル人（18.0％）

ムーア人（8.0％）

　上記の他にも、先住民族である
“ヴェッダ”や、ポルトガル・オランダ
人混血の“バーガー”もいる。また、
タミル人の中でもイギリス植民地
時代に紅茶園労働者として連れて
こられたタミル人は他のタミル人
と分けて語られることが多い。



アプカスの実際の活動について
分野別にご紹介します



アプカスの活動分野

(1)災害復興支援活動

(2)子ども教育支援活動

(3)環境の保全や防災活動

(4)農業技術の向上支援活動

(5)障がい者支援活動

(6)ネットワークの構築活動

⇒「スリランカの現状」＋「アプカスの活動」



(1)災害復興支援活動

スリランカの災害について
・自然災害では・・・

　干ばつや洪水などの災害

　地すべりなどの土砂災害

・大規模天災、人災では・・・

　インド洋大津波被災（04年12月/沿岸部）

　内戦被災民の発生（09年～/東部・北部）



(1)災害復興支援活動

インド大津波被災(2004-2005)



(1)災害復興支援活動

インド大津波被災(2004-2005)



(1)災害復興支援活動

内戦被災地(2008)



(1)災害復興支援活動

内戦被災地・子どもたちは床で勉強(2010)



(1)災害復興支援活動

アプカスの活動
2005

○インド洋津波被災者への緊急支援（南部、東部州）

-被災漁民への舟・櫂・網の漁労セットの支援、両親を亡くした大学生
の学業支援-

2007～2010

○中部州地すべり被災者への長期復興支援（中部州）

2009

○津波被災者移転地区でのコンポストと家庭菜園の普及（南部州）

○津波被災地における子どもの栄養改善と養鶏の普及（東部州）

○北部内戦被災民の子どもに対する緊急支援「リトルスマイル」

（withスランガニ基金 北部州）



(2)子ども教育支援活動

スリランカの教育について
・公教育は大学まで無料
大学数は全部で国立のみ１３校。5％前後が大学に進学

・都市部-農村部、富裕層-貧困層の教育環
境の格差は深刻

・教科書代や制服の仕立て代が払えずに
学校に行けなくなる子ども、識字能力に大
きな問題のある子どもも



(2)子ども教育支援活動

青空教室の学校も存在する



(2)子ども教育支援活動

シンハラ語



(2)子ども教育支援活動

アプカスの活動

全ての子どもたちが平等に教育を受けられ
ることを目指して・・・
2007～

○幼稚園や学校校舎の建設・改築（北西部州など）

○井戸、貯水タンク、トイレの整備 （中部州など）

○子どもクラブ、コンピューター教室の運営（ウバ州など）

○衛生向上プログラムや環境教育の実施（北西部州など）

○奨学金制度の創設と保護者の生計向上（中部州など）



(2)子ども教育支援活動

僻地農村の学校校舎修繕(2009)



(2)子ども教育支援活動

コンピューター教室の整備(2009)



(3)環境の保全や防災活動
スリランカの環境問題について

・都市部では・・・

　人口過密によるごみ問題

　大気汚染や排水の問題

・農村部では・・・

　エネルギー問題

　人間と動物の共存の問題

　薪利用、焼畑農業による森林伐採



(3)環境の保全や防災活動

国立公園近くにゾウが出現



(3)環境の保全や防災活動

都市部の生活環境の問題



(3)環境の保全や防災活動

アプカスの活動

環境保全と貧困緩和の両立を目指して・・・
2008～

○エコロジカルペーパーによる環境教育プログラム（西部州）

○バイオガスプラントの設置、廃土ブロック技術の利用、改良か
まどの普及、バイオディーゼル精製実験（北西部州など）

2009～

○おが屑の有効利用を通したボルゴダ湖の自然環境保全およ
び環境教育事業（西部州など）

2010

○学校におけるフッ素除去フィルターの設置事業（北中部州）



(3)環境の保全や防災活動

オガライトの生産と普及(2010)



(3)環境の保全や防災活動

フッ素フィルター・雨水貯蔵タンク(2010)



(4)農業技術の向上支援

スリランカの農業について
・灌漑用水路網の発達と稲作

・古くから紅茶、ゴム、ココナツなどの輸出
作物が国の主幹産業

・僻地農村部では、農漁業従事者が圧倒的
に多い（全人口の1/3以上が農業に関与）

・化学肥料の高騰による経営の圧迫問題

・農家の収入向上(低い生産性)



(4)農業技術の向上支援

地方の生産者と仲買人



(4)農業技術の向上支援

アプカスの活動

おなかを満たす＋地域同士の交流や発展
につなげるツールを目指して・・・
2008～

○家庭菜園を通した有機農業の普及活動 （中部州など）

2009

○多民族地域における農業研修センターの建設（ウバ州）

2010

○地すべり被災者移転地区における養蜂、小規模酪農、養
鶏、きのこ栽培等の普及事業（中部州）



(4)農業技術の向上支援

地滑り被災者への養蜂技術移転(2010)



(5)障がい者支援活動

スリランカの障がい者問題について
・行政からのサポート不足

・知識不足や宗教的な偏見も存在

・障害者当事者と家族の孤立

・「適切なケア」が行われないことにより、
致命的な障がいを抱えてしまうケースも
（視覚障がい者のケース）



(5)障がい者支援活動

アプカスの活動

障がい者やその家族が普通に暮らすこと
ができる社会づくりを目指して・・・
2010

○障害者デイケア施設の菜園整備（西部州）

○視覚障がい者のフットマッサージ師就職促進プロジェク
ト（西部州）



(5)障がい者支援活動

視覚障がい者への支援(2010)



(6)ネットワークの構築

つながりから生まれる力を信じて、
現地ＮＧＯの強みを生かす
・現地ＮＧＯ、現地研究機関、現地企業との
積極的な協働

・スリランカで活動する日本ＮＧＯとの協力

・日本からの技術導入、スタディツアーの実
施、特定寄付「おんこ基金」

・現地アーティストの生産や販売サポート



(6)ネットワークの構築

現地CSRの実施促進・貯水タンク(2009)



中部州地すべり被災者長期復興支援活動
と

ゆうちょ国際ボランティア貯金配分事業
の紹介

アプカスの変遷　スリランカの災害と比較　土砂災害と地すべり
現地の災害と貧困データ　被災前後の生活の変化　

アプカスの当該地での活動　被災者の現在の生活は？



「災害」と「アプカス」の変遷
年 スリランカの出来事 アプカスの出来事

2002年 停戦合意 海外青年協力隊員として着任

2004年12月 インド洋大津波（沿岸部）
スリランカのインド洋大津波被災者を支援する
任意団体を設立

2005年～ 内戦再燃
現地NGOとの協働期間

大津波被災者支援を現場でサポート

2007年 地すべり災害（中部州）
NPO法人格取得申請手続き開始

地すべり被災地にワラパネ事務所開設

2008年 内戦の激化（北部州・東部州）
NPO法人格取得（北海道函館市）

コロンボ事務所開設

2009年
内戦の終了と内戦避難民の
発生

スリランカ環境NGO登録完了

2010年
スリランカ政府と国際社会の
軋轢

スリランカ現地NGO登録完了



スリランカの災害・被災

(1)自然災害：

大津波、干ばつ、洪水　

土砂災害（地すべり）、森林火災、動物危害

(2)人的な災害：

紛争

⇒開発途上国の人々は、これらの災害に対して脆弱
な中で生活している



津波、地すべり、内戦被災比較
年 インド洋大津波災害 地すべり被災 内戦被災

発生した時期 2004年12月 2007年1月12日～14日 1983年～2009年5月

主な被災地 スリランカ沿岸部 スリランカ中部州 スリランカ北部州・東部州

死者数 3万人 16名 13万人

全壊半壊家屋 105,293軒
156/741世帯

（計897世帯）
データなし

被災者数 1,076,240名 3935家族 100万人以上の難民発生

主な支援

・漁民へのボート配布

・災害孤児への教育支
援

・トイレ建設支援

・簡易水道の設置

・教育支援

・住宅建設支援

・生計向上支援

・避難キャンプ内の子どもへ
の支援



地すべり被災に援助の手は？

○インド洋大津波の復興支援の最盛期

⇒地すべり被災の注目度は非常に低かった

○国際協力関係者のコメント

「沿岸部であれば･･･」

⇒アプカスの立ち上げを決意し、ゆうちょボランティ
ア貯金などへの事業申請を開始



スリランカ中部州地すべり災害
地すべり被災

発生した時期 2007年1月12日～14日

主な被災地 スリランカ中部州

死者数 16人

全壊半壊家屋
156/741世帯

（計897世帯）

被災者数
19,768人

（3,935家族）

避難キャンプ 74の避難所が作られた



地すべり被災地での活動

赤字は国際ボランティア貯金配分事業
現地パートナーNGOとの協働事業も含む（2010年12月まで）

2007

避難救援期

ニーズ：

食料や衣料の直
接支援

災害発生直後から、現地事務所開設

食料や衣類の緊急支援

住民ネットワークの強化

2008

応急復旧期

（前期）

ニーズ：

上下水道など基
礎インフラ整備

移動図書館・トイレ・簡易水道の整備

仮設住宅の建設事業（52世帯）

2009

応急復旧期
（後期）

復興期（前期）

ニーズ：

住環境の整備

+地域自立支援

住宅資材の提供事業（75世帯）

貯水タンク設置事業

家庭菜園の普及事業

集会所の整備

2010

復興期（中期）

ニーズ：

地域自立支援+：
住環境の整備+教
育環境の整備

農業・食品加工を中心とした生計向上事業

被災者と受け入れ住民を巻き込んだ子ども会の運営

住宅建設のブロック資材提供（27世帯）

老朽化した学校校舎の建築・学校菜園の整備（Madulla小中高校）



地すべり災害とは

土砂災害：

日本では、台風などの集中豪雨、火
山、地震などが主な要因となって、
土石流、がけ崩れ、地すべりなどが
発生している。

地すべり(Landslide)：

　斜面の土塊(表層堆積物や岩盤の比
較的乾燥している地塊 )が地下水など
の影響により地すべり面に沿ってゆっ
くりと斜面下方へ移動する現象。一
般的に広範囲に及び、移動土塊量が
大きい。同じ場所で再度発生も多い

社団法人土木学会ホームページより作成

岩手・宮城内陸地震による地すべり（‘08）



日本の土砂災害の発生件数

日本の土砂災害の発生件数と被害集計(平成12年～19年)

国土交通省砂防部ホームページより作成

計 年平均 計 年平均 計 年平均

土石流 1506 167 691 86 116 14.5

地すべり 1679 187 103 13 22 2.8

がけ崩れ 5821 647 339 42 104 13

計 9006 1001 1133 141 242 30.3

中部州 897 16

全壊及び

半壊家屋数

発生災害

（件）

死者

行方不明者

スリランカ中部州の地すべり災害の規模

⇒日本の土砂災害全体と比較して、およそ6年分の家屋被
害と1年の半数近くの死者行方不明者に相当する。

⇒災害に対して脆弱という開発途上国の現実



地すべりが発生した場所は？

・スリランカ中部州

高地に位置

急峻な紅茶農地

・中部州全域が地滑りの多発地域
（2007年の大規模被災はヌワラエリヤ県、ワラ
パネ、ハングランケタ両郡）



州別の貧困指標散布図

中部州はどのグループか？
Household Income and Expenditure Survey - 2006/07 Final Report
Department of Census and Statistics (DCS) Sri Lanka より作成

中部州



州別の貧困指標データ

中部州は、スリランカの中で下位のグループ
に属し、貧困世帯が最多である。都市と農村
の格差も確認できる

カテゴリー 世帯収入の

中央値（Rs）

非貧困世帯
割合（%）

貧困世帯数

第1グループ 西部州 21,686 93.5% 89,000

第2グループ 南部州 16,837 89.0% 65,000

北中部州 16,064 88.2% 37,000

東部州 14,828 91.0% 20,000

北西部州 14,824 87.8% 73,000

第3グループ 中部州 14,187 81.8% 115,000

ウバ州 14,152 76.2% 75,000

サバラガム
ワ州

13,943 79.8% 97,000

Household Income and Expenditure Survey - 2006/07 Final Report
Department of Census and Statistics (DCS) Sri Lanka より作成



中部州ヌワラエリヤ県について

・紅茶（セイロンティー）の名産地

・年の平均気温が18度と、一年中春のような
気候のため、避暑地として地元の人も多く訪
れる

・タミル人の占める割合が多い。背景：紅茶園
労働者としてインドより連れてこられた“インド
タミル”のほとんどが同県に住んでいる

・長年の紅茶栽培による環境への負荷

（土壌流出、土壌劣化、水質汚染）

・急傾斜地における耕作放棄の問題



スリランカ中部州地すべり災害

地すべり被災

発生した時期 2007年1月12日～14日

主な被災地 スリランカ中部州

死者数 16人

全壊半壊家屋
156/741世帯

（計897世帯）

被災者数
19,768人

（3,935家族）

避難キャンプ 74の避難所が作られた



地すべり災害の背景と対策
直接的な原因 大雨

間接的な原因
・地質の構造

・急斜面の農地開発（松の植林、タバコ栽培）

被害の背景

・早期警報システムの不足

・地すべりの危険地区での居住

・女性の逃げ遅れ

発生履歴 1986年大規模な地すべりが発生していた

短期の対策

危険地区にある公共施設の移設

危険地区からの移住

防災体制の強化

長期の対策

地表面や排水溝の整備

植林

居住禁止区域の設定

スリランカ災害管理省National Building Recearch Oraganizaion作成資料、
The International Research Institute for Climate and Society報告書より一部
抜粋



被災者の生活はどうなったか？

(1)被災者の支出割合からみると

被災者移転地区ＤＡＤＡＹＡＭＰＯＬＡ移転地区のデータ
IOM作成資料及び住民からのヒアリングにより作成

40%

70%

20%

20%

5%

5%

4%3%

5%

20% 4%4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Before the landslide

after the landslide

Food and beverage Education

Treatment for the sickness Cloths

Travelling expenses Agriculture

Function other



被災者の生活はどうなったか？

(2)被災者の主な収入源

60% 20% 10%

90%

3%

10%

3%4%0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total Income(Before)

Total Income(After)

Farming-Vegetable and paddy Tea

Daily paid jobs/Carpentry Garments and private sector

Small scale business Samurdhi

Government Sector

2008年被災者移転地区ＤＡＤＡＹＡＭＰＯＬＡ移転地区のデータ
IOM作成資料及び住民からのヒアリングにより作成



アプカスの活動　災害緊急時から避難救援期

災害緊急時から避難救援期

時期 2007年1月12日～

場所 ヌワラエリヤ県ワラパネ郡、ハングランケタ郡

問題

広範囲で散発的に発生した地滑りにより、2万人近く
が被災。当初は70以上もの避難キャンプができ、行
政も状況を把握できなく、支援が滞った。特に、トイレ
や生活用水の問題が深刻であった。

活動

地滑り発生翌日に現地入り。食糧・衣類の配布を行う。
同時に、避難キャンプの数や位置を調査する。また、
避難キャンプ毎のニーズを確認し、緊急的な支援と
して、トイレ建設と飲料水確保のための支援を行う。
18基のトイレと１カ所に簡易水道を設置。



アプカスの活動 災害緊急時から避難救援期

簡易トイレ建設(2007)



アプカスの活動　応急復旧期（前期）

応急復旧期（前期）

時期 2007年12月～2008年3月

場所 ヌワラエリヤ県ワラパネ郡、ハングランケタ郡

問題

地滑りにより住宅を失った人や、地滑再発の危険があるた
め自分の村に立ち入り制限されている人びとが、避難キャ
ンプで長期生活を強いられる。そんな中、子どもへの支援
は何もなく、学習や生活面においての問題が顕著となる。
また、移転地の確保も進まず人びとの精神的な疲れもピー
クとなる。

活動

避難キャンプ内に、学習スペースを作ると共に移動図書館
を開始する。キャンプ内の公共電灯の設置、トイレ、簡易水
道の設置。移転地決定に向けた、被災者と行政関係者の連
携強化。



アプカスの活動　応急復旧期（前期）

簡易水道設置(2008)



アプカスの活動　応急復旧期（前期）

移動図書館(2008)



アプカスの活動　応急復旧期（後期）

応急復旧期（後期）

時期 2008年4月～2009年3月

場所
ヌワラエリヤ県ワラパネ郡

（ナーランタラーワ避難キャンプ）

問題

避難生活が長期化し、被災時に提供されたテントも
老朽化。最低限の居住空間すら確保できない状況と
なる。行政および各避難所間の情報共有ができてい
ないため、支援の偏りが発生。

活動
木材を利用した仮設住宅の建設を行う。同時に、各
避難所の復興委員会を活性化させ、情報共有を行い
つつ、行政との連携を強化する。



アプカスの活動　応急復旧期（後期）

老朽化の進んだテント(2008)



アプカスの活動　応急復旧期（後期）

仮設住宅(2008)



アプカスの活動　復興期（前期）

復興期（前期）

時期 2009年4月～2010年3月

場所 ヌワラエリヤ県ワラパネ郡

問題

順次移転が進んでいるものの、行政からの支援は見
舞金4万5千円ほどであり、自力で住宅を再建するの
は難しい状況である。一部の被災者は、長引く避難
生活の影響で“自ら立ち上がる”気力を失い、もらえ
るものはもらうが自らは努力しないという“援助漬
け”の状況に陥りつつある。

活動

住宅再建に必要な資材を提供することで、住宅再建
の側面的支援を行う。建設には被災者自らが関わる
ようにし、段階的に資材を提供する仕組みにより、自
らの努力と周辺住民との協力を引き出す。



アプカスの活動　復興期（前期）

住宅のブロック作りの様子（2009）



アプカスの活動　復興期（前期）

住宅前での子どもたち(2009)



アプカスの活動　復興期（前期）

住宅完成・今後被災者自ら増設予定(2009)



アプカスの活動　復興期（前期）

住宅の完成(2009)



アプカスの活動　　復興期（中期）

復興期（中期）

時期 2010年4月～

場所 ヌワラエリヤ県ワラパネ郡

問題

被災前生活していた村から数十キロ離れた所に移転させら
れた人が多く、耕作していた農地を手放すこととなり、生活
の糧を失った。移転地は、限られた土地で以前のような耕
作はできない。行政の手続きの遅れにより、移転が遅れた
一部の人びとは依然としてテントでの生活を強いられてい
る。

活動

種栽培、家畜、換金性の高い作物栽培、農産物加工技術、キ
ノコ栽培の支援。共同農地の整備。ミシンの提供等生計向
上につながる支援を行う。また、子どもへの教育支援や、地
域全体の発展のための農業振興センター建設を行う。同時
に、移転が遅れた人びとを対象とした住宅建設支援も行う。



アプカスの活動　復興期（中期）

養鶏(2010)



アプカスの活動　復興期（中期）

共同農地・野菜栽培(2010)



アプカスの活動　復興期（中期）

酪農(2010)



アプカスの活動　復興期（中期）

家庭菜園(2010)



アプカスの活動　復興期（中期）

キノコ栽培の準備(2010)



地すべり被災地での活動

赤字は国際ボランティア貯金配分事業
現地パートナーNGOとの協働事業も含む（2010年12月まで）

2007

避難救援期

ニーズ：

食料や衣料の直
接支援

災害発生直後から、現地事務所開設

食料や衣類の緊急支援

住民ネットワークの強化

2008

応急復旧期

（前期）

ニーズ：

上下水道など基
礎インフラ整備

移動図書館・トイレ・簡易水道の整備

仮設住宅の建設事業（52世帯）

2009

応急復旧期
（後期）

復興期（前期）

ニーズ：

住環境の整備

+地域自立支援

住宅資材の提供事業（75世帯）

貯水タンク設置事業

家庭菜園の普及事業

集会所の整備

2010

復興期（中期）

ニーズ：

地域自立支援+：
住環境の整備+教
育環境の整備

農業・食品加工を中心とした生計向上事業

被災者と受け入れ住民を巻き込んだ子ども会の運営

住宅建設のブロック資材提供（27世帯）

老朽化した学校校舎の建築・学校菜園の整備（Madulla小中高校）



被災者の生活はどうなったか？

（実際にフィールド調査を行った復興住宅研究者
前田昌弘氏（京都大学大学院工学研究科）のフィールドノートより ）

地すべり被災地の景観：
道路、水道、電気、トイレ、住宅等が徐々
に整備。住宅は自力建設されていく。

マータラの津波被災移転地の景観：
移転地の設備は全て行政とドナーによって
短期間で建設され、住民に引き渡された。

確かに、地滑り被災地の移転地は現段階では居住環境として不十分ではあるものの、
自らの責任と能力で住宅再建を行う人々の顔は生活再建の実感に溢れているように
見えました。それはスピードを重視するあまり住民の意思をしばしば置き去りにしてき
た津波被災地の移転地ではなかなか見られなかった光景です。



被災者の生活はどうなったか？

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Before the landslide(2006/07)

after the landslide(2008)

after activities(2010) Food and beverage

Education

Health

Cloths

Transportation

Agriculture

Function

Communication

other

移転地Dadayampola 2006/07及び08はIOMデータより作成
2010については2010年11月にアプカスによる面談調査結果

⇒食料への支出割合は減少傾向か



被災者の生活はどうなったか？

2008についてはＩＯＭデータから、2010については2010年11月にアプカスによる面
談調査(調査では主収入と副収入について質問し、1*main+0.5*subで人数を補正)

⇒農業、酪農畜産業から収入を得る人が増加
⇒日雇い仕事と仕事のない人が減少か



　お越し頂いた皆様
関係者の皆様
支援者の皆様
ありがとうございました


