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グジャラート大震災と NGO 
三尾 稔 

国立民族学博物館 
１．はじめに 
 １）これまでの調査経緯 
   理化学研究所による緊急被災地調査への同行（2001 年 2 月） 
    Ahmedabad, Jamnagar, Bachau, Bhuj などの被災状況を見る。RSS（民族義勇団） 

や Swami Narayan（ヒンドゥー教の聖者信仰集団）などヒンドゥー団体の活発な 
救援活動が特に強い印象に残る。 

   ウダイプルでの経験（2001～02 年） 
    青年たちのボランタリー・アソシエーションが震災救援活動に積極的に関わった 

ことを確認する。また大震災がアソシエーションの性格の変化（祭礼組織からよ 
り広範な社会的活動へ）のきっかけになっていることが明らかになってくる。 

   アーメダバードでの調査（2004 年） 
    この時点で、既にアーメダバードでは復興はほぼ完了し、震災経験があまり大き 

な関心ではなくなっていた。またボランタリー・アソシエーションの多くも関心 
や活動を他に向けだしていた。 

 ２) 今回の発表の目的 
   今年 9 月から 10 月の調査（約 2 週間）の報告と今後の見通し 
    ・Kutch 及びその周辺で持続的に震災からの復興に関わっている NGO 的団体の 

活動の調査。 
 
2．Kutch とその周辺地域における震災復興と NGO 
 2001 年 1 月 26 日のグジャラート大震災では、Kutch 地域のみで 884 ヶ村が被災、死者 
 1 万 2 千人以上とされる。これに対し、200 以上の NGO が救援・復興に関わった。その 

活動内容は、家屋再建、ダムの修理、保健、教育、工芸等の生業支援、法的問題の支援 
など多岐にわたっている。 

 今回の調査では、３つの NGO 的団体の活動の調査をした。 
 １）Kutch Nav Nirman Abhiyan（略称 KNNA または Abhiyan） 
  ・28 の NGO 団体のネットワークだが Abhiyan としても独自の活動を行う 
    98 年のサイクロン被害の救援活動を行う 11 の団体のネットワークとして発足 
     Kutch の村落の情報提供したり、地域の青年を social worker として育成する等 

の活動を行う。さらに Policy Advocacy（飲料水と初等教育）活動に乗り出す直 
前に震災が発生。 

    サイクロン、旱魃などの際の経験をもとに震災後の救援・復興にあたる。 
    Kutch 地域密着型の活動と支援が特色となっている。 
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  ・組織の構成 
    28団体の代表からなるGoverning Board。その下にSteering Committeeをおく。 
    UNDP をはじめ国際機関や国外（AIF など）、国内の多数の団体から資金を得る。 
  ・Abhiyan の活動 
   震災直後は、情報ネットワーク作り、保健、ダム修理、復興住宅建設などの活動を 

実施、現在は直接的な活動と Abhiyan として間接支援する活動に幅広く関わる。 
①直接的な活動 

     a)NGO 団体のネットワーキング “Coming Together”の発行 
                     →Kutch震災復興に関わる諸団体のDirectory 
     b)人材育成 地域の村落の青年の有志を social worker として育成 
           Kutch に誘致された企業への就職を目指した教育プログラム 
     c)渇水対策事業 震災前からの事業を再開 / 水・食料・家畜の餌の自給が目標 
       飢饉のたびに行われる政府の救荒策は実効性が少ないうえ、不正も起こる。 
       また抜本的な渇水予防策ではない。そこで、３０ヶ村について抜本的な渇 

水対策事業を行う権限を州政府から獲得。その分の政府の救荒対策費用（1 
億ルピー）も得て、実験的プロジェクトを実施した。具体的な内容は、渇 
水原因究明、忘れられていた地下水脈の掘り起こしなど。 

       中間評価後、05 年からは対象を 100 ヶ村に拡大している。 
       また Community Fodder Bank プロジェクトも始動させている。 
    ②資金、物資・人材等の支援をしている活動 
     a) SETU 村落の実情把握と Policy Advocacy 

Kutch に 18（最大時３３）のセンター 各センターが 15～20 ヶ村をカバー 
 救援物資の適正配分の監視 / 政府の relocation 政策に反対の意見を集約。 
 政府の補償金配分に関する調査をやり直し、より公平な配分を実施。 
現在は、パンチャイヤット（インドの地方自治制度の単位）の支援に着手 
 ←震災復興時にはパンチャイヤットは機能せず。このままでは地方自治を 

担えない。村の問題発掘から解決まで SETU が村の人々とともに考える。 
     b) Hunar Shaala  環境と耐震性に配慮しつつ地域住民になじみやすい家作り 
      Auroville 等からの援助を受け、地域の土や廃材を使いかつ環境や耐震性に配 

慮した建材や家を開発し、地域に提供する。国外や州外の援助団体が作った 
復興住宅は地域住民に好まれない傾向 → 彼らの好みにあった住居作り。 
建材のつくり方などはアフガンなどからも視察に訪れている。 

     c)Khamir  伝統的工芸の支援（現在着手したところ） 
      伝統的な工芸が震災で被った被害についての政府の調査は実情に即さず。 

→被害実態や市場の需要の調査に基づいて、実情に即した支援を行う方針。 
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 ２）Swaminarayan Sanstha（スワミナラーヤン派の社会事業） 
  18 世紀後半北部インドに生まれた Purna Purushottam Bhagwan Swaminarayan を 
開祖とするヒンドゥーの教派。教祖自身がグジャラートで長く活動し、信者を拡大。以

降 5 代を数える後継の聖者もグジャラートを根拠地として宗教活動を行い、同州では非

常に強い勢力を保っている。信者はグジャラートに集中するが、支部は全インドにあり、

グジャラート出身者の海外進出に伴って欧米にも多数の支部がある。 
 20 世紀初頭に社会事業に乗り出して以来、医療、福祉、教育、環境等の分野で活発に

活動を続けている。1999 年のオリッサでのサイクロン被害の救援、2005 年のインド洋大

津波、アメリカのハリケーン災害の救援も行う。しかし、「Swaminarayan の支部がない

ところには救援に行かない」（スリランカ、パキスタンには行かない）。 
①震災直後の救助・救援活動 
 地震発生直後に教祖（Pramukh Swami Maharaj）から直ちに救助・救援活動に入る

ように指示が出る。 
 →まずチャーイ（紅茶）の配給。続いて食糧の配給（26 日朝には３千食、夜 1 万食）。 
 →Bhuj で直ちに仮設住宅を建設。さらに食材と食器の無料提供を開始。 
 →バイクやトラックを使って村落部などにも救援物資を配給する。 
 2001 年 3 月に中央政府が招集した Immediate response to the Gujarat earthquake 会 
議にはインド軍、RSS と並んで Swaminarayan Sanstha のみが招かれる。 
  
「救援活動に経験が深いこと、訓練をつんだ

スタッフと単線的なヒエラルキー構造を持っ

ていて迅速に事態に対応できることなどが、

政府から評価された結果」（Sanstha の 
救援部門責任者の話） 

 
②より長期的な復興支援  被害の大きい集落の移転 
 救援活動で関係のできた村落や街の街区で被害の大きかった地域の中から、９つの場

所で移転を支援。今回の調査ではそのうち、4 ヶ所を訪れるが、いずれもムスリムがほと

んど居住していない。 
土地は政府が提供、建造費用は政府と Sanstha が折半。政府が定める建築基準を守り

ながら、近隣関係や家の向きなどに関して村の人々の要望をできるだけかなえる方針で

移転を進める。旧居住地では離れて暮らしていた親族が近隣になれたケースや旧居より

居住環境がよくなるなどのケースが多く、「地震でかえって暮らしがよくなった」という

写真 1. 震災後、新規に建設されたニュー・ブジ 

の街並み。この街区の建設を請け負ったスワミナ 

ラヤン教団のゲートも作られている 
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発言も聞かれた。 
住居だけではなく、水道タンク・学校・役所なども造って提供。農村では各世帯に 1

頭ずつ水牛を無償で贈与。同時に必ず Swami narayan 派の寺院も造り、聖職者を住まわ

せる。入信するわけではなくとも、村人全員が禁酒禁煙を誓うなど、宗教活動の影響が

見られる。また移転先の集落には必ず同派にゆかりの地名をつけ、大きなゲートを建造。 
  Ukhadmora→Yoginagar  
  Kukuma→Pramukh Swami Nagar   
  Jiyapar→Narayan Nagar など 
 

 
３）Center for Environmental Education(CEE) 
  Registered Charitable Trust である Nehru Foundation for Development（科学教育の

普及が大きな目的。1966 年創設）の一翼を担い、特に環境教育を行う組織として 1984
年に創設。連邦政府の環境森林省の補助を受ける一方、国連等の国際機関、Ford 
Foundation などの国際援助団体、国内の NGO などからも資金を得て活動。支部は全イ

ンドに広がり、環境教育、環境に配慮した開発の実践などに取り組んでいる。 
  ↓ 
  アーメダーバード・センターは Kutch 湿地の縁辺部の村落での環境に配慮した持続的

開発プロジェクトに取り組もうとしていた矢先に震災が発生。UNDP, TATA Foundation, 
Ford Foundation などの資金援助を得て、湿地縁辺の 2 つの地域（Vavaniya と Halvad）
で震災復興に取り組む。 

  救援活動をする一方で、対象となる地域や村に関する社会調査を徹底して行い、村の

抱える問題点や需要を明確化。 
家屋の再建では、基本ユニットをベースにしながら、各世帯の要望に応じて部分的な

改変をしたり、廃材を利用したりして、それぞれの世帯の個性を家屋に反映。 
復旧がほぼ終わる段階から「持続可能な開発」に向けた働きかけを強化。 
 →水資源の効率的利用 

・村に水委員会を設置し、住民参加による水管理の意識を形成。水道タンクと 
パイプによる水供給が始まっても、住民による自主管理体制を持続。 

・住民参加によって村のはずれにある池をより深くするなどの渇水対策も実施。 
・家屋や公的施設の再建でも雨水の利用などの仕掛けを作る 

   →「民主的」政治参加を促す 

写真 2. 震災後に村民全ての移住が行われた村。ス

ワミナラヤン教団が移住の支援に関わり、新村名も

スワミナラヤン教団にゆかりの名がつけられ、旧村

にはなかった教団の寺院も建設されている 



国立民族学博物館共同研究 
「災害に関する人類学的研究」 
 

2005/11/26 

5 

     ・大地主や製塩業者に支配されてきた村落（パンチャイヤット自体が機能して 
いない村落もある）で、水道敷設委員会の経験などを梃子に、より民主的な 
政治プロセスへの意識を高め、住民の政治参加を促す。「我々は人々の自覚と 
自発的発言を待っている。それには時間がかかる」 

・Vavaniya では史上初の正式なパンチャイヤット議員選挙が行われる見通し。 
   →災害に対してより脆弱な人々のエンパワーメント 
     ・女性の Self Help Group 作り、炭焼きを行って生活費の足しにしている人々の 
      組合を作り仲買業者の搾取を減らす、などの取り組み。 
 
 震災復興や災害救援そのものが目的の組織ではないが、グジャラート震災の経験を踏ま 
えパキスタン北部地震後のインド側カシミールにおける復興への参加が政府から要請さ 
れるに至っている。 

 
 
3．まとめと今後の見通し 

地域密着型 NGO ネットワーク、宗教組織、全インド型組織の一部の対応、とそれぞれの

組織の特徴はあるが、いずれも復興にあたっては独自の社会調査・住民意識調査を十分に

行い、住民のニーズにできるだけ応えようという姿勢が見られる。この結果、一部の NGO
や政府組織が建設した家屋は入居されずに見捨てられるという事例が見られる中で、これ

らの組織が復興した住居や集落は基本的には住民に好評であるとの印象を受けた。 
いずれの組織も震災以前から活動を続けており、その経験を生かして救援と復旧にあた

っている。Abhiyan や CEE などの場合、Kutch やその周辺部の自然環境に適合した住民の

生活の向上、発展への取り組みというより大きな枠組みの中に震災への対応というプロジ

ェクトが組み込まれた形になっている。ある意味では震災は彼らのより大きな目的を住民

の間に浸透させてゆくための重要な契機になっている。「震災がなければ、我々は Vavaniya
には入り込めなかった」（CEE のスタッフの話）。 
従って今回取り上げた組織は物理的な復旧が終わった後でも対象地域にとどまり、それ

ぞれの組織の目的に沿う形での復興（「持続可能な開発」「宗教的倫理の浸透」）を実現しよ

うとしている。Swaminarayan の場合は、村の移転後は積極的な関与をしていないように

見えるが、実際には移転後に造った寺院の聖職者が活動を続けており、その意味では組織

の目的の実現を目指していると考えられる。 
Swaminarayan の場合は、援助対象に明確な選別が働いている。また目立たない形では

あるが、援助とともに特定の宗教イデオロギーに人々を導こうという意図があるように思

われる。しかし、「持続可能な開発」「民主的政治」もイデオロギーであることに違いはな

く、その点で Swaminarayan とそれ以外の 2 つの組織との違いは大きくはない。CEE の

ケースでも選別が働いている事例もある（ただし、Swaminarayan とは質的に異なる）。 
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物理的復旧を越えて、「社会の復興」の段階に至ったときに逢着する問題系は開発人類学

が長年にわたって議論してきた問題と重なってくる。その意味では「災害の人類学」は結

局開発人類学の一部ということになる。 
調査の現段階では、「開発（復興）とイデオロギー」の問題について議論するのはこれ以

上は無理。問題が重なっていることを指摘するにとどめておきたい。 
未だ住民の暮らしや震災とその後の経験については調査が全く行き届いていない。今後

はまずとりあえず、住民の側から見た NGO 活動という観点からの調査を行ってゆく必要が

ある。 
住民はどの NGO からの援助を受けるのかということに関してほとんど選択権を持たな

い。どの NGO に「あたったか」ということからの、その後の住民の意識の違いというよう

な比較もできればと考えている。 


