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はじめに 

子島進（国際地域学部教授） 

 

2016 年 2 月末から 3 月上旬にかけて、ネパールを訪問した。目的は、地震から一年経過

した時点でのネパールの様子を、フェアトレード団体の活動を通して、理解することにあ

った。 

この訪問に先立つ 1 年間、ハートバザールはフェアトレード販売を通じて、ネパール復

興の支援活動を継続した。その活動記録は、東洋大学社会貢献センターの HP に掲載されて

いる。http://www.toyo.ac.jp/site/csc/74164.html。 

今回の訪問メンバーは、以下の 7 名であった。伊東菜々、柊平健貴、西田彩花、廣瀬千

明、横塚怜奈、脇戒杜（以上、学生）、子島進（教員）。 

スケジュールは以下のとおりである。 

 

日付 時刻 活動（午前） 活動（午後） 

2月 28日 21:00 
 

羽田第一ターミナル集合 

2月 29日 0:20 羽田発 TG661 
 

  10:30 バンコク発 TG319 
 

  12:45 
 

カトマンズ着、休憩。 

3月 1日 
 

サナ・ハスタカラ パタン王宮広場 

3月 2日 
 

自由 シャプラニール駐在事務所 

3月 3日 
 

バクタプール王宮広場 バクタプール王宮広場 

3月 4日 
 

マヌシ事務所 
 

3月 5日 
 

ゴルドゥンガ村（マヌシ支援） マハグティ 

3月 6日 
 

自由 自由 

3月 7日 
 

スパイシー・ホーム・スパイシズ 
 

3月 8日 
 

ピープル・イン・ネパール ボダナート、パシュパティナート 

3月 9日 13:55 カトマンズ発 TG320 
 

  23:15 バンコク発 TG682 
 

3月 10日 6:55 羽田第１ターミナル着 
 

 

3 ページからは、訪問先の様子を学生がまとめたレポートとなっている。2015 年 9 月か

ら翌年 2 月までつづいた「国境封鎖」の影響もあり、一年を経過しても復興がなかなか軌

道に乗らない被災地の厳しい状況を、肌で感じる訪問となった。 

なお、訪問に際しては、ネパールの関係者からさまざまなご配慮をいただいた。記して

感謝したい。 

  

http://www.toyo.ac.jp/site/csc/74164.html
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１．サナ・ハスタカラ 

脇戒杜（国際地域学科 3 年） 

 

3 月 1 日、サナ・ハスタカラ（Sana Hastakala）を訪れた。名称はネパール語で、「小さな

手工芸品」という意味をもつ（以降サナと表記する）。 

サナは活動指針として、以下の点を掲げている。 

・ネパールの豊かな芸術的技術と手工芸技術を保存する 

・ネパール製手工芸品の輸出を推進する 

・ 手工芸生産者を支え、ふさわしい職業訓練の場を提供する 

・ ネパールの地方部、特に経済的に貧しい地域から取り寄せた手工芸品の販売を推進する 

・ ネパールのあらゆる地域から伝統手工芸品を探し出し、より高品質なものにするための

支援をする。 

 

サナはユニセフの援助によって、1989 年に設立された。生産者が現金収入と新しい技術

の獲得するための支援を行っている。商品の品質は優れていながらも、ネパールの山地地

形のために、市場に出すのが困難である生産者の手工芸品を国内外に紹介している。 

サナの手工芸品の生産者は、80％が女性である。彼女たちの商品をサポートし、カトマ

ンズに構える店で販売したり、海外に輸出したりしている。製品にはフェルト、ウールニ

ット、織物、アクセサリー、衣料など多くの種類がある。 

サナの建物は、一階部分がお店になっている。奥の階段を上ると、オフィスと数部屋に

区切られた小さな工房がある。工房では聴覚障害者を含む約 20 名がミシンを並べて働いて

いる。また、自宅で作成したものを持ち寄る生産者や中心地カトマンズから離れた地方の

生産者グループのメンバーも働いている。 

メンタルケアの問題と情報不足の問題を抱えながらも、サナは地震発生から二～三週間

で徐々にフェアトレード事業を再開した。しかし 5 月の二回目の地震により再び停止して

しまった。その後、サナは OXFM やボン

ザリア、CMT、日本からはシサム、シャ

プラニール、ネパリ・バザーロ、アース

クラフトなどから物資支援・金銭支援を

受けた。サナの年間売り上げは 7500 万

ルピー（およそ 8000 万円）であるが、

震災以降オーダーが増加した。しかし、

9 月に始まった国境封鎖により物資が入

らなくなり、実際には売上が 10%も低下

してしまった。 

震災後、ネパールのフェアトレード団
写真 1 サナの工房  
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体は、それぞれの団体に支援活動に加えて、FTGN (Fair Trade Group Nepal) として、まとま

って活動を行った。FTGN は、19 団体で構成するネットワーク組織であり、社会から取り

残された生産者の社会・経済的地位の回復・向上を目指している。生産者の自立を促進し、

起業を支援するために、技術提供・市場提供を行うとともに、病気、孤児、生産者の子供

向けの教育・医療サービスなどを行っている。現在では、9000 人以上の生産者が FTGN と

関係をもつ。このネットワークが、今回の被災地支援はでは活用されることになり、サナ

はその中心的な役割を担った。 

現在、サナは復興に向けて、ソーラーパネルをオフィスに設置する企画を CBI に申請中

である。これはマヌシや Dapukotiと共同で申請している。 

 

２．シャプラニール 

柊平健貴（国際地域学科 1 年） 

 

3月2日にシャプラニールのカトマンズ事務所を訪問

した。駐在員の宮原さんから、ネパールの簡単な歴史と

地震発生から動向について話を聞いた。 

  ネパールでは、2008 年に王政が廃止され、連邦民主

共和国となった。王政から新しい体制となり、新しい憲

法を制定することとなった。しかし、制憲議会はその役

割を果たすことなく 2012 年に解散となった。2013 年に

第二次制憲議会が発足したが、進展はなかった。 

2015 年 4月 25 日に大地震が起こると、政府は、復興

に向けて 9 月 20 日に新憲法を定めた。しかし、その新

憲法には、ネパール南部のタライと呼ばれる地域に住む

インド系住民のマデシが分断される内容があった。マデ

シは抗議活動の一環として、9 月 26 日にインドとネパ

ールの国境を封鎖した。その影響で物資が今もなお十分

に行き届かない状況が続いている。内陸国で資源のない

ネパールにとって、ガソリンやガスの不足は深刻な問題

である。 今回、私たちはガソリンスタンドに向かって

延々と続く車の行列を毎日目にした。多くの人が、ブラックマーケットでかなり割高な値

段でガスやガソリンを手に入れている。この物資不足は、すべてのフェアトレード団体に

対しても、さまざまな負の影響を与えたのであった。 

地震が発生すると、シャプラニールは、ビニールシートや毛布といった緊急救援物資の

配布を行った。その後は、復興活動の一環として、仮設住宅の再建作業を行った。また、

コミュニティ・ラジオ局を通じて、情報提供活動を行った。今後の課題は、雨季に向けて

写真２ 左側がガソリン待ちの行列 
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の仮設住宅の拡大を促すことだそうだ。 

地震の被害に加えて、インドとの国境閉鎖が復興にマイナスとなる影響を与えているこ

とを知った。 

 

３．バクタプール 

伊東菜々（国際地域学科 3 年） 

 

2016 年 3 月 3 日、サナ・ハスタカラの職員プラカシさんの案内のもと、昨年 4 月の震災

の影響を大きく受けた古都バクタプールを訪れた。震災から約 1 年経った現在でも、バク

タプールの復興作業はほとんど進んでいない。本来の観光地としての魅力を欠いたままで

ある。 

かつて、カトマンズ盆地にはカトマンズ、パタン、バクタプールの 3 つの王朝があった。

バクタプールはその中でも最も古いネワール人の王朝であり、その歴史は 12 世紀にまで遡

る。人口は約 8 万人で、その大部分はネワールのヒンドゥー教徒や仏教徒である。カトマ

ンズの人口増加に伴い、その東に位置するバクタプールの人口も増加し続けている。  

バクタプールには様々な建築遺産が

あり、有名な観光地となっている。

Pagoda と Shikhar 様式寺院、石の噴水

の Lonha Hiti、仏舎利塔、城門、ヒン

ドゥー教の神の住居である Dyochhens、

宮殿や伝統的な民家などである。1979

年には、ダルバール広場が世界遺産に

登録された。 

バクタプールでは、1934 年の地震の

際にも多くの建物が倒壊した。今回の

震災でも、ダルバール広場の周辺で再

び多くの建物が倒壊し、100 を超える

歴史的建築物がダメージを受けた。周

辺の居住区域でも、何百という家が倒

壊したままの状態である。いつ崩れる

かわからない状態の建物の間に新しい

家を建て直したり、店を開いたりして

いる。 

ネパールの建物は煉瓦作りが多いうえに、5 階さらには 6 階と上に建て増していくケース

も多い。震災後、政府は民家を 4 階建までとする通達を出したが、この規則もきちんとは

守られていない。これでは、また大きな地震が起きた時、同じことが繰り返されるだろう。 

写真３ バクタプールの倒壊状況  
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４．マヌシ 

西田彩花（国際地域学科 2 年） 

 

3 月 4 日に私たちはマヌシのオフィスを訪れた。いままで見てきたフェアトレードの建物

の中で、一番と言って良いほどの立派な建物であった。マヌシの建物は大きく２つに分か

れている。ひとつはショップ兼オフィスである。もうひとつは工房となっている。私たち

が訪れたときは、その中庭では染めものの作業を行っていた。 

マヌシは、女性のエンパワーメントを目標に、フェアトレードを行っている団体である。

海外の優秀なデザイナーのデザインを服飾に生かし、ネパールで最も成功したフェアトレ

ード団体となった。 

私たちは、オフィスで Padmasana Shakya さんに、地震やマデシ（ネパール南部の平野部

に多いインド系の住民）を支援するインドとの国境封鎖による影響について、いくつか質

問をした。地震発生直後、緊急会議を開いて、10 年前から行っているマイクロファイナン

スの事業地を支援することを決定した。その中には、今回最も大きな被害を受けたシンド

パルチョーク郡も含まれている。食糧や薬の支援、さらに心のケアなどを行った。 

地震直後から一ヶ月間、フェアトレード業務を停止し、その後再開した。マヌシにはサ

ポートしてくれる団体が世界各国に存在している。日本にはネパリ・バザーロやシサムな

どがあり、カナダや台湾、韓国、ドイツ、アメリカのフェアトレード団体も支援を惜しま

なかった。震災後、これらの海外バイヤーからの注文は増加している。しかし、マデシと

その支援をするインドによる国境封鎖の影響によって、原材料が簡単に入手できなくなっ

たり、物価が高騰してしまった。注文に供給が追いついていないというのが現状である。 

燃料の価格上昇も供給の減少に影響を及ぼしている。このインフレーションを受けて、

マヌシは地震発生後、ワーカー達の給料を 20%増額している。地震自体の被害は建物の少

しの損害だけであり、お

もにマデシを支援するイ

ンドによる国境の経済封

鎖が大きなダメージを与

えているという状況であ

る。 

そして 3 月 6 日、私た

ちはマヌシがマイクロフ

ァイナンスを行っている

地域のひとつであるゴル

ドゥンガ村のナカンドー

ルを訪れた。マヌシが行

うマイクロファイナンス
写真４ ゴルドゥンガ村でのインタビュー  
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事業の 18000 人の顧客の内、1000 人がこの村で暮らしている。私たちは顧客である女性た

ちにインタビューを行った。 

平均 4、5 人で暮らしているそうで、核家族が多い印象であった（結婚すると、実家から

独立する人が多い）。彼女たちは、それぞれ 3 万〜10 万ルピーを借りており、そのお金で豚

などの家畜を買い、育てて売ることで利益を上げてきた。地震前は儲かっていたそうだ。

地震後は、政府や国際機関から食料、薬、食器などが支給されている。 

インタビューをした女性たちの家はほとんど壊れてしまった。そのため、元の家の材木、

レンガ、トタンなどを再利用して質素な仮住まいを再建し、生活している。なお、この村

でも崩壊を逃れ、今でも人が暮らしている家屋がある。それらは、例外なく鉄筋コンクリ

ートで作られた家である。 

村の一角に、民間業者が建てたモデルハウスがあった。総額 80 万ルピーとのことで、村

人には手が出ない額である。再建中の家にかかる費用を聞いたところ、せいぜい 30-40 万ル

ピーとのことであった。近づく雨季にむけて、家の再建が彼らにとって最重要の課題とな

っている。 

 

  

写真５ ゴルドゥンガ村  
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５．マハグティ 

横塚怜奈（社会学科１年） 

 

マハグティは、困窮した女性を保護し、職業訓練を行う福祉施設として 1927 年に設立さ

れた。ネパールでは最も古い NGO である。そのフェアトレード部門として 1984 年に設立

されたのが Mahaguthi, craft with a conscience である。 以下、「マハグティ」とは、Mahaguthi, 

craft with a conscience のことである。 

私たちは、3 月 1 日にクポンドールにあるお店を、そして 6 日に Bosigaon（カトマンズの

西約 5 キロ）にある新しい工房を訪れた。お店では、陶器、雑貨、スパイスなどが販売さ

れている。 

工房では、操業責任者であるモヒートさん（Mohit Mahajan）に、震災直後の支援活動や、

その後の動向についてインタビューをすることができた。 

2015 年 4 月 25 日に地震が起きると、マハグティのスタッフならびにワーカー20 人の自

宅が全壊し、10 人が自宅半壊となった。そして 1 人のワーカーの家族が亡くなった。しか

し事務所は 5 日後には再開することができた。工房も 1 週間後には再開した（5 月 12 日の

余震の際にも 2、3 日停止した。なお停止した期間の給料も支払われたそうである）。 

スタッフは緊急会議を開き、第一段階として被災地に食料やテントなどを配給することを

決めた。自宅が全壊したワーカーには 3 万ルピーを、半壊したワーカーには 1 万 5000 ルピ

ーを支給した。これらの金額は、家を建てるには充分な金額ではない。復興庁（National 

Reconstruction Agency）は、住宅全壊の被災者に 20 万ルピーを支給すると発表しているが、

地震から 10 か月以上経過した現時点でも、いつになるのかめどは立っていない。なお、マ

ハグティのワーカーの平均月収は 1 万 2000〜1 万 3000 ルピーである。家族 4 人が生活する

のに月額 2 万ルピーほどかかる。マハグティのワーカーのほとんどは女性なので、男性親

族や夫も働いていれば、必要な額は賄えるだろう。 

震災後、海外のバイヤーから多くの支援が提供された。この地震を機に新たな関係がで

きたということはないが、これまで長年にわたって付き合ってきた団体が支えてくれた。

日本からはネパリ・バザーロやシサムであり、Ten Thousand Villages（カナダ）や Oxfam（イ

ギリス）からも支援が寄せられた。 

少し落ち着いた段階で、ネパール国内のフェアトレード団体は、フェアトレード・グル

ープ・ネパール（Fair Trade Group Nepal. ネパール国内の 20 団体で構成）を支援の受け入れ

窓口とした。マハグティが事務局となっているこのネットワーク組織に多くの支援が寄せ

られた。シサムのように発注数を増やすといった動きもあった。 

2015 年 9 月、新憲法の内容をめぐって、マデシ（インド国境に近い低地に分布するイン

ド系住民）が猛烈な抗議を始めた。実力行使に出たマデシが国境の幹線道路を封鎖したた

め、燃料をはじめとする物資がまったく入らなくなった。内陸国であるネパールの経済は

大混乱に陥る。モヒートさんによれば、ネパールで約 2200 の工場が創業停止となったそう
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である。インド政府がマデシを支援していることもあり、この国境封鎖は翌年 2 月までの

約 4 か月にわたって続いた。そして、3 月の現時点でも大きな悪影響を人々の生活に与えて

いる。 

 正規のルートでの輸入が途絶すると、ブラックマーケットでもうける人々が現れた。燃

料や原材料の価格は高騰し、人々の生活に多くの影響を与えた。インフレによりネパール

の物価は約 12%上昇した。ワーカーの給料も上げざるをえず、バイヤーに値上げを認めて

もらった。しかし、競争力の点から、値上げは心配材料である。 

輸送面でも問題が生じた。Ten Thousand Villages 向けに送り出した商品が、インド国境で

3 ヶ月間も足止め状態となった。このことを考慮して、シサムには空路を使ったが、陸路に

比べて大きなコストがかかった。 

地震以前のマハグティの売り上げのシェア 70%が海外、30％が国内であった。地震発生

後は、海外からの注文を優先したため、国内の 2 つの店舗には商品を置けなかった。その

後の国境封鎖の影響により、商品の配送は 2 ヶ月遅れの状態がつづいている。 

 最後に、Bosigaon の新工房について触れておきたい。ここでは、80 人のワーカーによっ

て、デザイン、材料となる布の仕入れ、保管、切断、縫製、仕上げ、袋詰めが分業で行わ

れている。 

縫製の現場でもっとも長く 18 年間働

き続けているKrishna Laximiさんにイン

タビューすることができた。18 年の間

で、彼女が感じた変化は、当初は 5 人で

あったワーカーが現在では 80 名になっ

ていることである。マヌシも成長したし、

彼女自身も成長することができた。この

仕事をしていなかったら、家事の合間に、

下請けで縫物をしていただろう。しかし、

マハグティで働いて技術を身に着ける

ことができた。自分の製作した服を外国

人が着ていることが、彼女のやりがいと

なっている。 

ここの敷地はたいへん広く、現在作業場として使っているスペースをオフィスに使い、

隣に新たに工房を建設する予定である。低炭素社会に向けた焼却装置や、作業排水のろ過

システムなど、環境に配慮したつくりとなっている。託児スペースがあり、子育てをしな

がら働くこともできる環境も整えられている。マハグティはなるべく早くクポンドールか

らオフィスを移転させ、事務所と工場を一体化させたいと考えているのだが、震災後に建

築基準が改訂され、その審査が大幅に滞っている。政府からの許可がおりないため、建設

を始めることができないでいる。また、新工場で始める予定だった染色の作業は、井戸の

写真６ マハグティの工房  
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水位が地震の影響により、低くなり、必要な量の水を調達することができなくなってしま

った。 このようにいくつかの困難を抱えながらも生産を止めることなく続けている。そし

て、新たな技術を用いた商品の製作にも積極的に取り組んでいる姿を目にすることができ

た。 

 

６．スパイシー・ホーム・スパイシズ（SHS） 

廣瀬千秋（国際地域学科 2 年） 

 

SHS はシタラさんが創立者である。もともと主婦であったシタラさんだが、夫の収入に

頼ることなく自立しようと思い立った。1999 年からニットなどの編み物の仕事を始めた。2

年ほど続けたのち、編み物から、現在の SHS のスパイス販売に仕事を変えた。現在従業員

は 6 人であり、自宅 2 階の工房で作業を行っている。今回は、シタラさんと息子のアンキ

ートさんからお話をうかがった。 

地震の際、シタラさんは従業員のケアを重点

的に行った。1 回目(4/25)の地震の時は 2 週間、

2 回目(5/12)の地震の時は 1 週間、操業を停止せ

ざるを得なかった。その間は余震も多く、家の

中で寝るのが怖かったので、シタラさんや従業

員は、しばらく屋外でテント生活をしていた。 

SHS のスパイスは、ネパール国内の 3 ヵ所か

ら供給されている。ネパール東部のカンチャン

ジャンガ紅茶農園、西部のグルミ協同組合、そ

してカトマンズから車で 6 時間のシリンゲ村

である。この中で、シリンゲ村が大きな被害を

受けたが、シリンゲ村でのスパイス生産はまだテスト段階であった。道路が寸断されたた

め、地方からカトマンズへの輸送には時間がかかったが、SHS の工房にはおよそ 500kg の

在庫があったため、大きな影響は出なかった。また、インドとの国境が封鎖されたときも、

軽量のスパイスの輸出は、空路で行っていることから、影響は少なかった。ただし、物資

不足から物価が高騰した。従業員の給料は毎年 2 月に見直しを行っており、地震の前の 2

月にもおよそ 20%上げている。なお、平均給料は 6000～7000 ルピーである。 

被災後、SHS は日本のネパリ・バザーロを筆頭に、海外のバイヤーから多くの注文を受

けたことから、売上は 30～40%ほど増加した。ドイツの SAHANA ELIYA、シンガポールの

Organic Himalaya という団体やオーストラリアの個人から支援を受け、ある学校の再建にも

携わった。 

  

写真７ SHS 工房での作業 
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７．ピープル・イン・ネパール（PIN） 

廣瀬千秋（国際地域学科 2 年） 

 

PIN は、ホームレスの女の子を集めて養育し、学校に通わせている団体である。施設はカ

トマンズ市内のカリマティ地区にある。私たちは 3 月 8 日に訪問し、同団体出身で現在先

生をしている Samjhana さんに話を聞いた。 

施設には、子どもたちが寝るベッドルーム、オフィス、キッチンなどがある。庭には菜

園や遊具などがある。20 年ほど前から活動を始めており、その当時は 7 人の子どもしかい

なかったか、現在は 9 歳～18 歳の 32 人がいる。最初は、子どもたちが学校に行かないなど

の問題もあったが、最近は落ち着いてきている。 

ここにいる子どもたちは、学校を卒業したら施設を出なくてはいけない。家族がいる者

は家族のもとへ、家族がいない者は親戚のもとへ、当てがない者には部屋を用意し、一人

暮らしをしてここを巣立って行く。またこの施設では、何らかの事情により学校に通えな

い近隣の子どもたちに、文字の読み書きを教えている。さらに新しい試みとして、カトマ

ンズから 2 時間ほどの Dhadhing 村で、学校にいけない子どもたちへの支援も始めている。 

地震の際に、施設に被害はなかったが、怖くてしばらくは屋外で寝て過ごしていたとい

う。PinNepalの運営には 1 ヶ月でおよそ 35 万ルピーかかっている。国境封鎖の影響で、物

価が上がり、大変だという。創設に関わったドイツ人篤志家を中心とする人々の寄付で、

団体の運営は維持されている。なお、ハートバザールとして集めた 8 万ルピーは、この PIN

に寄付をした。 

 

写真８ PIN の子どもたちと一緒に  


