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Housing reconstruction projects are under process in Banda Aceh, Indonesia, it has past more than 3 years after the 
2004 Indian Ocean Tsunami.  Foreign agencies such as JICA and USAID have been involved in the urban recovery 
project.  There were some problems in the process of proceeding city planning and village plan for the small 
community level from the viewpoint of disaster management.  The authors conducted a field survey in March 2008 
to understand the recovery conditions, and interviewed the residents about livelihood condition at new resettlement 
sites.  This paper demonstrates the process of the reconstruction and rehabilitation project managed by BRR, and 
reports the livelihood problems in the resettlement sites based on the interview with residents. 
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1. はじめに 
 2004年 12月にインド洋沿岸諸国を襲った津波により，
インドネシアではスマトラ島北部のバンダアチェを中心

に死亡者数が 167,000人，住宅を失った被災者が50万人
以上にのぼる未曾有の被害となった 1)．そして，最大の被

災地であったアチェ州では80,000～110,000戸の住宅再建
が必要とされた．また，バンダアチェを中心におよそ

3,000kmの道路が通行不能に陥ったほか，各地域で幹線道
路に架かる橋脚約120を含め，1,500以上の橋脚が壊れる
など各種インフラの被害も甚大なものであった 1)． 
被災後，政府は被災地で復興全般の事業を統括・遂行

する機関としてBRR（Badan Rehabilitasi dan Redonstruksi 
NAD-Nias）を設置し，各国政府および海外 NGOからの
支援をもとに被災地の再建に取り組んだ．現在，被災か

ら 3 年以上が経過したものの，再建プロセスにおいて被
災地全体の復興マスタープラン作成を担当した JICA と
地域ごとのヴィレッジプランを作成した USAID との間
でとられた異なるアプローチなど複雑な仕組みで進めら

れるなか，事業の遅れと混乱が生じている． 
復興住宅に関する研究としては，岡崎ら 2)によるインド

ネシア，アチェにおける住宅再建の実態に関する研究が

あげられる．この研究のなかでは，主に再建された住宅

の質に着目した上で，現状を把握し被災地の条件のもと

で適切な住宅建設の実現に向けた提言を行っている．ま

た，津波後の復興過程に着目した既往研究として，前田

ら 3)はスマトラ沖地震津波被災地であるスリランカ南西

沿岸居住地におけるその実態と問題点に関して考察を行

っている． 
 大災害時には住民の集団移転問題や，再建住宅の質の

問題など時間の経過にともない表層化する問題も多い．

そこで筆者らは長期的視点に基づき，スマトラ沖津波被

災地の復興過程に関する調査，研究を行っている．本稿

では，筆者らが 2008年 2月 27日から 3月 3日にかけて
現地で行った住民へのヒアリング，政府機関発行の各種

資料をもとに住宅再建事業に着目し，被災から約 3 年が
経過時点においても再建途中にある被災地の現状，そし

て問題点について報告する． 
 
2. 住宅再建事業の概要と再建状況 
2.1. 実施機関と再建方針 
 アチェ州における被害がはるかに大きかったため，復

興事業を所管していたインドネシア政府国家開発庁（以

降，BAPPENAS）の地方庁であるBAPPEDAでは対応し
きれず，北スマトラ島での復興事業は 2005 年 4 月頃，
BAPPENAS直轄の機関である復興再建庁（以降，BRR）
に移譲された．以降，BRRがアチェ州における住宅再建
事業を含む復興事業全般を統括することとなった． 
2.2. 事業実施の流れ 
再建事業にかかる費用は大きく，オンバジット

（On-budget Funds）とオフバジット（Off-budget Funds）
の二つのカテゴリに分けられる．前者は国家および地方

自治体の予算，そしてNGOなど海外支援機関からの支援
金をもとに，おもに政府が中心となって進めるプロジェ

クトに充てられた．一方で後者はNGOがBRRに直接ま
たはウェブを通して提出したコンセプトノートが審査を

通過した後，計画案をもとにNGO自ら行うプロジェクト
に充てられた 4)． 
バンダアチェ市全体の復興計画はインドネシア政府か

ら委託された JICAがマスタープランを作成した．一方で，
予算の問題などから住宅再建事業が遅れるなか，BRRは
当初から掲げていたコミュニティベースの復興計画とい

った住宅の再建事業を促進させるため，ヴィレッジプラ

ン作成の支援を米国国際開発庁（USAID）に委託した 2)．

このように，地域全体のマスタープランと，村レベルの
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表-1 住宅の再建状況（2008年2月時点）4) 
2006 2008
12月 4月 6月 8月 10月 11月 12月 1月

恒久住宅 57,000 64,971 84,387 90,861 102,063 102,063 104,287  

全壊　 282,495戸（2004
年）

建設予定戸数　155,838戸
仮設住宅 15,000 17,159 17,159 18,424 19,482 19,482 19,889 19,889 －

避難者 0 6,317 8,997 10,396 11,711 12,849 12,990 14,464  119,188世帯（2004年）
 595,940人（2004年）

仮設住宅居住者 14,317 10,959 6,267 5,287 4,149 3,698 2,229 －

2007
備考

 

ヴィレッジプランの両方をもとに住宅の再建が進められ

ることとなった．そして，住宅の再建に必要な資金は各

国政府や国際機関，海外の支援団体からの支援を元にま

かなわれたが，その資金管理・運営はBRRが担った． 
2.4. 実施状況 
 被災から 3年以上が経過した 2008年 3月現在もなお，
BRR主導で被災地の住宅再建が進められている．これま
での 3 年間で再建された住宅は 2007 年 12 月時点で
104,287 戸（表-1）となっており，必要とされた 132,928
戸 3）に比べ約 28,000戸不足している状況となっている．
一方，仮設住宅の建設戸数は2006年 12月から2008年1
月にかけて約5,000戸の増加となっている．そして，2006
年12月以降も仮設住宅の建設戸数が増加していることか
ら，被災から 2 年が経過してようやく仮設住宅に入居し
た被災者がいたことがわかる．仮設住宅で避難生活を続

ける被災者は2,229人（表-1）であり，2006年12月時点
の 14,317人から大幅に減少したものの，早期に恒久住宅
への入居できるよう建設を進めることが課題と言える．

また，最も被害の大きかったバンダアチェでは国連機関

や赤十字社，国内外のNGOなど121のドナーの支援によ
り住宅の再建が進められた．支援団体からBRRに提出さ
れたコンセプトノートの総数は 2008年 3月現在，1,592
にのぼる．そして，バンダアチェで必要な住宅戸数

136,487戸に対し，123,642戸の建設が決まり，52,996戸
が完成となっている（表-2）8)． 
 
3. 被災地の復興状況調査概要 
3.1. 調査地の選定 
 筆者らは被災から約 3年が経過した 2008年 2月 28日
から 3月 3日にかけて，被災地でどの程度復興が進んで
おり，どのような問題があるか把握することを目的にス

マトラ島北部アチェ州のアチェ市，アチェブサールで現

地調査を行った．そこでは，被災後に建設された恒久住

宅に住む被災者や，復興事業を進めるBRRと JICAに対

してヒアリングを行った． 
アチェ州においては前述したように数多くの支援団体

が被災地に入り被災家屋の再建を進めている．なかでも，

慈際基金はアチェ市（Kota Banda Aceh）(1)内の三箇所でそ

れぞれアチェ市に716戸（写真-3），アチェブサール県に
850戸，メラボウ県に 1100戸建設しており，アチェ市に
おいては最大の再定住地である．  
当住宅地を調査対象地に選んだ理由としては，アチェ

州のなかでも最も被害が大きかったアチェ市内に建設さ

れた住宅地であること，そして，アチェ市内の約 6 地域
から被災者が集まっていることが挙げられる． 
また，慈済基金の再定住地以外にも被災場所で住宅の

再建が進んでいる．本稿ではアチェ市のなかでも土地が

掘削され大きな被害を出したウレレでも同様のヒアリン

グを行った． 
3.2. 調査方法 
事前に作成した質問表をもとに，被災場所，被災から

恒久住宅に入居するまでの経緯，被災前後の仕事の変化，

住宅を建設した援助機関・団体に加え，住宅地内の環境

など生活する上での問題点について面接形式の調査を実

施した．慈済基金住宅地でのヒアリング総数は16戸であ
る． 

 
4. 調査結果 
4.1. 慈済基金住宅地の概要 
 今回調査を実施した住宅地（Komplek Perumahan Cinta 
kashi Tzu-Chi 1）は，アチェ市の海岸線から約2.5kmの内

約2.5km

 
図-1 慈済基金住宅再建地の位置 
（Google Earthより引用・加工） 

 
表-2 アチェ州の必要戸数および建設状況 8) 

必要戸数 136,487

建設決定戸数 123,642

完成戸数 52,996 
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図-2 コミュニティプラン          写真-1 住宅地概観 

    

写真-2 集会所        写真-3 残された被災家屋     写真-4 復興住宅（ウレレ） 

陸部Pante Riekに位置し（図-1），総住宅戸数は716戸で
ある．被災者の再定住地建設のために政府が土地を買い

上げ，川の一部を埋め立て（図-2，点線部），実線部のよ
うに流れを変えることで用地を確保している．そしてコ

ミュニティプラン（図-2）にもとづき住宅地が建設された．
資金を援助した慈際基金は 2.2.に記したように，BRRに
コンセプトノートを提出し，両者の間で行われたやりと

りのなかで建設戸数，施設配置などが決定された．敷地

内には住宅のほか，幼稚園，小学校，中学校，そして集

会所（写真-2）が配置されている． 
 全 716戸のうち，200戸が 2005年8月に完成し第一団
が入居した．その後住宅が完成するごとに被災者が入居

し最終的に入居が完了したのは2007年9月である． 
4.2. 被災者へのヒアリング 
 ここでは慈際基金住宅地でのヒアリングより明らかに

なったことについて，宅地に入居するまでの経緯，現在

居住環境および課題，そして今後の再建，復興に関する

課題，という3つの項目に分けて記す． 
(1) 入居までの経緯 
住宅への入居が決定するまでの経緯としては，住民へ

のヒアリングより主に3つの手段があがった．①BRRや
役所からの情報提供（スタッフ，貼紙，新聞記事を通じ

て），②知人からの情報入手，③慈際基金（仮設住宅入居

時）である．いずれのケースも，住宅入居の話を得て慈

済基金スタッフとの面接やBRRによる抽選を経て入居し
ているとのことだった．また，混乱が起きるなかで進め

られた復興時期に，BRRといった政府機関からの被災者
支援情報が被災者に届いていないケースも多く，いまだ

に仮設住宅や親類宅での生活を余儀なくされている被災

者も多くいるということであった． 
(2) 現在の居住環境と仕事について 
住宅はおよそ一戸あたり 42 ㎡であり，間取りは 2DK
であった．被災者へのヒアリングからは，飲料水の問題

を除き，住宅そのものへの不満はそれほどないといった

ことが訊かれた． 
一方で，この住宅地に限らず恒久住宅の二重取得は一

つの大きな問題としてあげられ，慈際基金の住宅地だけ

でも68戸が二重取得の疑いがもたれているということで
あった．2008年 1月時点で仮設住宅の居住者が 2,000人
以上おり，こういった不正は厳しく取り締まることが望

ましい．そのため，二重取得が発覚した場合には強制退

去させられるとのことであったが，津波による公的書類

の紛失や入居申請のプロセスが画一化されていないこと

により監視が行き届いていないのが現状である． 
ヒアリングを行った16軒の職業は漁業が最も多かった
ものの，ベチャ（タクシー）の運転手，警察官，バイク

の修理工など様々であった．漁業従事者の場合，住宅近

くからでるバスを利用するか，バイクで海まで行けるた

めそこまで仕事を続けるうえで困ってはいないとのこと

であった．それよりも内陸部で安全に住めることに満足

しているという意見が多く訊かれた． 
(3) 今後の生活について 
 慈済基金の住宅に関しては，ごみ収集代として毎月

5,000 ルピア（2）は支払うものの，住宅の賃貸料といった

支払いなどはない．被災者は自ら移転しない限り，同住

宅地に生活の基盤を築いていくこととなる．敷地内には
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小中学校から住民が集会を設けるための集会所などが設

置されているほか，アチェ市の複数個所から移転してき

た被災者間では新しいコミュニティ意識も生まれ，隣人

関係も概ね良好である．また，慈済基金の住宅地は他の

住宅地に比べ住宅の完成度が高いため，入居することが

出来た被災者からは大きな不満は訊かれなかった． 
4.3. 沿岸部の被災地 
 前節の慈際基金の住宅地のように大規模な市定住地が

建設されている一方，沿岸部の被災地でNGOの支援によ
り再建が進められている地域もある．BAPPENASの復興
計画「Blue Print」をもとに，JICAが作成したマスタープ
ランでは，海岸から2km以内を建設規制ゾーンとし被災
家屋の再建を規制するものとされている．しかし，被災

地には被災したまま残された家屋（写真-4）がある一方で，
規制区域内で再建している住宅も見られた．被災地で再

建した人からは，仕事が漁業であるため，海から離れる

と仕事が成り立たないといった意見などが聞かれた． 
 海に面し，津波により沿岸の土地が掘削されたウレレ

では，漁業従事者が多いということもあり被災場所に

BRRとCare Internationalがそれぞれ恒久住宅を建設した．
UPLINKの住宅（写真-4）は，1階部分がピロティとなっ
ており，満潮時に高潮が発生する同地区では好評を博す

なか，BRRの住宅は一階建ての平屋のために一度入居し
た被災者が他に移ってしまったケースが多くあるという

ことであった． 
 
5. まとめ 
 本稿では現地調査をもとに被災から 3 年経過時点の被
災地の現状，および住宅再建における問題点を報告した． 
まず，今回の調査では，再定住地である慈際基金の住

宅地を中心にヒアリング調査を行った．被災者の声とし

ては，慈済基金の住宅の質が比較的良く，そして住宅と

ともに小中学校，や集会所といった施設が伴うことで被

災者が新しく生活を送る上での基盤が整っているため，

概ね良好な復興の過程にある様子が伺えた．一方で，慈

済基金の住宅に入居できなかった被災者や，ドナーの支

援により住宅が再建された沿岸の被災地では，被災者が

入居しないままの住宅もあり，住宅再建のあり方が浮き

彫りとなった． 
また，被災者への情報伝達が遅れたことにより住宅へ

の入居が遅れているケースも多く見られた．災害後の混

乱時に全ての被災者にどれだけ迅速，かつ正確に支援情

報を伝達できるかどうかが重要であることが明らかにな

ったといえよう．一方，慈済基金の再定住地では一部で

住宅の二重取得が発生していることなどの問題が明らか

になった．情報の遅れによる公平性の欠如に加え，住宅

の二重取得は被災住民みずからが不平等を引き起こす原

因となってしまっている．全ての被災者に平等に支援が

行き届くべきであり，そのためにもまず再建支援時の情

報網の確立や，被災者への支援をいかに管理，監視して

平等な支援を進めるかということが今後の大きな課題と

いえる． 
復興事業は今後も継続されるが，BRRが2009年3月で
解散され中央政府が事業を統括することとなっている．

組織の改変を含め今後の復興事業に着目し動向を追って

いく予定である． 
 
補注 

(1) インドネシアの行政区画は33の州（Provinsi）が最上位の行
政単位であり，その下に県（kabupaten）または市（kota）の
District，そしてさらに地域（Sub-district）であ（Kecamatan）
が位置づけられる．アチェ市（Banda Aceh）はアチェ州
（Nanggroe Aceh Darussalam）の州都である． 

(2) 2008年 5月 28日現在，1インドネシアルピア＝0.01円であ
る． 
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