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 Many countries are growing increasingly interested in Myanmar due to the transition from the military regime to a 
civilian government and the country’s high potential for economic growth, and rapid development is expected to 
occur in the coming future. However, Myanmar is at a high risk from natural disasters such as floods, cyclones, and 
earthquakes, and thus it is necessary to actively promote disaster management. This study recapitulates the disaster 
management system of the Myanmar central government, which until recently was unclear. Considering the 
formation of the disaster management system in the aftermath of Cyclone Nargis and changes which occurred 
following the establishment of the civil government, the relationship with relevant laws, regulations and international 
frameworks of the disaster management system centered in the Myanmar Disaster Preparedness Agency (MDPA) and 
the role of each government ministry are consolidated and systematically organized in this paper. In addition, through 
an analysis of the government’s operations against Cyclone Mahasen, the effectiveness of the new system is 
evaluated and pertinent challenges identified for improving the disaster management system in the future. 
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１．はじめに 
 

ミャンマーは 2011 年 3 月の軍政から民政への移行で世

界の注目を集め，その経済発展の潜在能力の高さから，

今後大規模かつ急速な開発が見込まれている．世界各国

から有償・無償を含めた多額の経済開発支援が表明され

る中，日本政府も産官学を挙げてのミャンマーの支援を

開始しており，防災対策もその柱の一つとなっている．

実際，ミャンマーは国内に活断層をいくつも抱え，これ

までも多くの地震被害を経験している．また 2008 年のサ

イクロン・ナルギスでは死者行方不明者約 14 万人という

甚大な被害を被ったことが広く知られている（表１）．

しかし，それ以外にも国内の多くの箇所で風水害が頻発

しており，これまで海外にはあまり周知されていなかっ

たが，国民は多くの災害に苦しんでいる．このような災

害大国であるミャンマーにおいて，今後急速かつ大規模

な開発が進められるに伴い，災害リスクの拡大が予想さ

れ，これまで以上に防災対策を進めることが重要である． 
しかし，ミャンマーの防災体制に関する全体像はほと

んど分からないのが現状である．その理由として，これ

までの軍事政権下では，インターネットの利用規制は当

然のことながら，外国人の立ち入りを制限する地域があ

ったり，国内の大学や政府機関に入るのに許可が必要で

ある等，非常に情報が統制されており，ミャンマー国外

で入手可能な災害や防災に関する資料も極めて限られて

いたことが挙げられる．2011 年の民政移行に伴い，ミャ

ンマー国内の多くの情報が国外でも入手可能になってき

たが，新体制下での防災体制はいまだ情報が限られてお

り，体系的に整理されたものはない．国際機関や国際

NGO 等が作成した防災に関する英語の資料はいくつか利

用可能であるが，情報が散在している．またミャンマー

の防災に関する先行研究は，サイクロン・ナルギスの被

害や国際機関・NGO の緊急対応に関する研究がほとんど

で，ミャンマーの防災体制を包括的に理解できる資料は

存在しない．特に，民政移行前の国家防災中央委員会

（ National Disaster Preparedness Central Committee: 
NDPCC）から，民政移行後のミャンマー防災機構

（Myanmar Disaster Preparedness Agency:  MDPA）への組

織体制の変更に関する実態はこれまで明らかにされてい

ない． 
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その一方で，日本は対ミャンマーへ支援の柱の一つ

「国民生活の向上」の中で防災分野への支援を明確にし

ており 1），ミャンマーの防災に関する包括的な資料の提

示は喫緊の課題である． 
そこで本稿は，サイクロン・ナルギス後の防災体制の

整備と 2011 年の民政移行後の変更点を整理しながら，防

災関連法，国際的枠組との関連を踏まえて，新しい防災

組織体制及び中央各省の災害対応・防災体制における役

割を分析し，今後の支援のための基礎資料を提供するこ

とを第一の目的とする．そして，2013 年 5 月のサイクロ

ン・マハセン上陸に備えた大統領令発令の経緯の記録を

通して，ミャンマーの防災体制の実情を浮かび上がらせ

ることを第二の目的とする．さらに，今後の日本からの

支援も視野に入れながら，防災体制の向上に向けて検討

すべき課題を提示する． 
本稿では，社会福祉・救済復興省や運輸省気象水文局，

農業灌漑省などのミャンマー政府の防災関連機関及びヤ

ンゴン工科大学等から収集した複数の資料と助言をもと

に，情報の体系的な整理と分析を行った．また，著者の

一人は，国際協力機構（JICA）専門家として 2012 年 7
月より社会福祉・救済復興省救済復興局（Relief and 
Resettlement Department: RRD）で防災人材育成アドバイ

ザーを務めている．このため，現場での最新かつ実務に

沿った現状を反映することが可能となった．本稿は，こ

のような現場の内側からの一次情報も踏まえながら，ミ

ャンマーの防災体制を概括・分析し明らかにしたもので

ある． 
 
 

２．ミャンマーの概要 
 

(1) 国情 
ミャンマーは，人口6,242万人，国土は日本の1.8倍で主

要産業は農業である．135の民族を国内に抱える多民族国

家で，一人当たりGDP702ドル（2010年）とアセアン最下

位であるが，識字率は92％と高い2）．2005年に首都を人

口500万人の最大都市ヤンゴンから北320キロにあるネピ

ドーに遷都した（図１）． 

 
(2) ミャンマーの災害 
表１に，被害規模の記録が残っている 1950 年以降のミ

ャンマーで発生した大規模自然災害を示す．被害が大き

く，発生頻度も高いのはサイクロンと洪水，そして，頻

度は少ないが発生の際には甚大な被害が予想されるのは

地震である．地すべりは,一般的に人口の希薄な山岳地帯

で起こるため人的被害は少ない 3）． 
水害は，洪水が雨期（5 月～10 月），サイクロンが雨

期の始まりと終わりに毎年発生している．洪水は広範囲

に及んで経済活動に大きな影響を与え，サイクロンでは，

ナルギスをはじめ頻繁に甚大な人的・物的被害を出して

いる．地震は，1912 年にシャン州で発生したマグニチュ

ード 8 が記録上最大であるが，1839 年，1930 年にもマン

ダレー管区とヤンゴン管区で大地震があり，それぞれ少

なくとも 300 人，550 人の死者が出ている 3）． 

 
(3) 中央政府の体制 
 表２にミャンマーの中央省の一覧を示す．ミャンマー

は大統領制を取っているが，民政移行後の現在でも37名
の大臣のうち3名が現役の軍人である等，軍の影響が大き

い政治体制であることは変わらない．現在，32省庁が存

図１: ミャンマーの地勢と主要都市 

表１．1950年以降の大規模自然災害 3)～7) 

発生年月 災害名／種類 地域 被害規模

1956年7月 地震 サガイン M7，死者50人

1967年10月 サイクロン シットウェー 死者100人以上

1968年5月
サイクロン・シットウ

ェー
シットウェー 死者1037人

1975年5月 サイクロン・パテイン パテイン 死者303人

1976年7月 地震 バガン M6.8  死者1人

1982年5月 サイクロン グワ
死者27人 

高潮3.7メートル

1984年 火災 マンダレー市 死者22人, 被災者324人

1991年7月 洪水 北部
倒壊家屋74,740棟，被

災者36万人

1992年5月 サイクロン タンダウェー 死者27人

1993年 火災 ミャンジャン

1997年7月 洪水 各地
バゴーで死者50人，被

災者20万人

2001年6月 洪水 マンダレー 死者42人

2002年8月 洪水
サガイン，ヤ

ンゴン
被災者8万人

2003年9月 地震 マグウェイ 
M6.8  

死者7人負傷者43人

2004年5月 サイクロン 南西海岸地域
死者140人，被災1万8千

人

2004年12月
スマトラ島沖地震によ

るインド洋津波

エーヤワディ

ー

死者61人，負傷者42人

被災者2,592人，倒壊家

屋601棟

2005年9月 地すべり タニンダーリ 死者12人

2006年4月 サイクロン・マラ グワ近辺
死者37人 

高潮4.57メートル

2006年10月 洪水 マンダレー 死者16人

2008年5月 サイクロン・ナルギス

エーヤワディ

ー川デルタ地

帯

死者84,537人，行方不

明者53,836人，負傷者1

9,359人

2008年8月 地すべり カレン州 死者6人

2008年9月 地すべり 北シャン州 死者3人

2010年6月 洪水 西部
死者68人，28,865世帯

以上が影響

2010年7月 地すべり 北部 1,000人が被害

2010年10月 サイクロン・ギリ ヤカイン
45人が死亡行方不明，1

01,923人が住居を失う

2011年3月 地震 タイ国境地帯 M6.8　死者74人

2011年8月 洪水 バゴー
被災家屋23,097軒、被

災者55,489人

2011年10月 洪水 マグウェイ
死者161人，被災者3万

人

2012年8月 洪水 全国
カレン州で数千人が住

居を失う

2012年11月 地震 サガイン M6.8　死者13人

2013年5月 サイクロン・マハセン ベンガル湾 被害無し
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在するが，大統領府には省を監督する大臣が6名任命され

ている上，頻繁に改組と職責の変更があるなど非常に複

雑である．このため，省や部署間の責任の明確化，調整

及び連携が難しいという問題が常にある．2005年にネピ

ドーへの首都の変更を発表し，中央省庁を移転させたた

め，ヤンゴンに事務所を置く国際機関等とは物理的に距

離がある．軍政時代から続く政府による情報統制が厳し

く，政府機関には，民政移行後もしばらくは外国人は政

府の許可無しでは立ち入れない等の状況が続いた． 
 

 
３．民政移行前の防災体制 
 
(1) 災害関連法 
図２にミャンマーの防災関連史，防災機関の変遷，法

制度及び政策について示す．日本の災害対策基本法のよ

うな予算措置を含む包括的な法律はずっと存在しなかっ

たため，基本的には，消防法や感染症予防法，保険推進

法等の個別の法律に則って防災・災害対応を行っていた． 

 2009 年に策定の「自然災害管理における服務規程 8）」

表２．中央省の一覧(2013年 5月現在) 

国防省 畜水産省 国家計画・経済開発省

内務省 運輸省 大統領府

国境省 社会福祉・救済復興省 宗教省

外務省 エネルギー省 入国管理・人口省

情報省 電力省 鉱山省

農業灌漑省 教育省 労働省

環境保護・林業省 保健省 科学技術省

商業省 文化省 ホテル観光省

通信・情報技術省 鉄道運輸省 スポーツ省

工業省 建設省 会計検査院

共同組合省 財務・歳入省

グレーは防災に関連する省

 

図２．防災関連法制度・組織・枠組 5),7)～14) 
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において，各省の防災・災害対応体制が規定されており，

民政移行後の現在までミャンマー国内における災害事前

準備計画，また緊急対応計画の代わりとなっている．服

務規程は，多様な災害の段階（平常時／警戒・早期警報

時／災害発生時／救済・復興時）における委員会形態や

省庁の管理などの制度的組織的構造を表している 9）． 
環境保全に関しては，1994年の国家環境政策がミャン

マーの基本文書となっている10）． 
2012年に災害対策法案が提出されており，2013年2月議

会を通過し，現在発布への準備段階にある． 
 
(2) 災害対応組織制度 
   1948 年に救済復興局（RRD）の機能を有する組織がで

き，その後 1951 年に社会福祉・救済復興省の中に RRD
が設置された 12）（図２，図３）．2005 年には首相を議

長とする国家防災中央委員会（NDPCC）が防災関連の政

策策定及び予算や関連機関の防災活動の調整を行う機関

として設立され，その下には災害対応政策の実施を担う

国家防災作業委員会（NDPMWC）と，分野毎に関連する

省が参加するサブ委員会が設置された．これにより省の

枠を超えた防災・災害軽減のための中央組織体制が確立

した．なお，州・管区レベルとその下の県・郡・村レベ

ルにおいても，防災委員会及び，地域の災害の種類と状

況に応じて必要とされるサブ委員会が設置されている
13）． 

 災害管理のための資金配分に関する指針がないため，

災害時に必要な予算は，省の予算と明確に分離しておら

ず，緊急予算として各省が拠出している．ただし，リソ

ースとしては，復旧作業のための財務・歳入省特別基金，

救済活動及び災害リスク削減のためのキャパシティ構築

のための社会福祉・救済復興省予算がある 9）． 
 2008 年のサイクロン・ナルギスによる甚大な被害と国

際的な支援を契機に，後述する「災害リスク軽減のため

のミャンマー行動計画（MAPDRR）2009－201513）」が

2009 年に作成され政府承認を受けた．また 2011 年にミ

ャンマー防災機構（MDPA）が設立され，NDPCC の機能

は MDPA に統合され，NDPCC は廃止された．しかし，

2013 年 5 月 14 日にサイクロン・マハセンの対策を契機

に，今度は MDPA を廃止して新 NDPCC が設立された
14）．同時に MDPA の下にあったミャンマー防災作業委

員 会 （ MDPMWC ） は ， 国 家 防 災 作 業 委 員 会

（NDPMWC）として新 NDPCC 下に設置された． 
 

(3) 防災における国際連携 
 ミャンマーは，1986 年にバンコクに創設された民間の

国際防災センターであるアジア災害防止センター

（ADPC）の災害管理地域諮問委員会（RCC）に 2000 年

の設置当初から参加しており，2005 年に他の 26 カ国と

ともに開発における災害マネージメントの主流化を採用

したハノイ RCC-5 を採択した 15）．ADPC は国際機関や

国際 NGO，NGO そして，RRD を始めとした政府機関と

共同して災害管理・軽減のための国レベル指針である

「災害リスク軽減のためのミャンマー行動計画

（MAPDRR）2009-201513）」「ミャンマーハザードプロ

ファイル 3）」「ミャンマーにおける災害管理の制度的取

り決め 10）」「教育，保健と住居の 3 セクターにおける災

害リスク軽減の主流化指針 16）」「タウンシップレベル

自然災害リスク管理行動計画ガイドブック 17）」を作成

した． 
2005 年には「兵庫行動枠組（2005-2015）HFA」を採

択し，また「ASEAN 防災緊急対応協定（AADMER）」

にも署名した． 「MAPDRR」の活動７分野はこの HFA
と AADMER の優先項目に沿っている．また，災害軽減

におけるアセアン大臣会議 （AMCDRR）に参加してい

る．アセアン防災委員会（ACDM）では 2009 年に議長を

務め，第 13 回会合（2009 年）をネピドーで開催した．

なお，この時の取りまとめ局は RRDであった．国連アジ

ア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）の災害リスク軽

減委員会のメンバーであり，2009 年 3 月バンコクでの会

議に参加した 15）． 
 サイクロン・ナルギスの被害発生直後には，国連，ア

セアン事務局，ミャンマー政府が Tripartite Core Group
（TPC）を結成し，復興支援の推進・調整を行った 15）．

TPC による活動は，ミャンマーにおいて，国際協力のモ

デルとなった．ナルギス時の早期警報の不備による被害

拡大の反省から，ミャンマーは国際支援を受けながら防

災・災害対応制度の整備を引き続き行った． 
   
 
４．民政移行後の防災体制 
 

(1) ミャンマー防災機構（MDPA）の役割 
 民政移行後の 2011 年，連邦議会が，防災組織体制内で

重要な役割を担ってきた国家平和発展評議会の廃止を宣

誓し，翌月に MDPA を設置したため，2005 年より政策

策定機関として中心的な役割を果たしてきた NDPCC の

機能は MDPA に統合された．NDPCC では首相が議長で

あったが，新体制では社会福祉・救済復興省が MDPA 及

びミャンマー防災作業管理委員会でトップを務めた．サ

ブ委員会も改編され，9 委員会から 14 委員会（ニュー

ス・情報，緊急通信，捜査・救援，緊急サプライ・シェ

ルター，被害・損失確認，運輸・道路啓開，健康ケア，

復興・再建，治安，財務，調達，国際関係，復興期にお

ける精神支援，緊急監督委員会）に増設され機能が強化

された．同時に，いくつかの委員会では省の職責の変更

に伴い議長が交代した 13），15）．こうした防災体制の変更

を受け「災害リスク軽減のためのミャンマー行動計画

（MAPDRR）2012 年版 15）」に改定された 
2013年2月には，近隣の先行する諸国の災害管理法を

モデルとした災害対策法が議会を通過し，現在発布の準

備が進められている．ミャンマー災害対策法は，MDPA
の業務や，災害管理の段階に関する事項が含まれ，また

   図３．社会福祉・救済復興省 
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災害対策基金についても記述がある11）．災害対策法によ

り災害対応予算は通常予算から基金として分離し，プー

ルが可能となる予定である． 
さらに，MDPAは現在，災害対策法の発布を前に，副

大統領を議長に新NDPCCに組織化され，MDPAの機能は

当組織に移行している．これは2013年5月にベンガル湾上

に発生したサイクロン・マハセン対策をきっかけに，5月
14日付の大統領令により，発足されたものである．同日

付で社会福祉・救済復興大臣を議長に国家防災作業委員

（NDPMWC）会も設立されている．この新組織では，各

委員会議長，メンバーの変更に加え，サブ委員会も一部

改編されることとなった14）．しかし，基本的にMDPAの

職務をそのままスライドする予定であり，MDPAからの

発展的な組織変更と捉えられる（図４）．これらの組織

改編に伴い「自然災害管理における服務規程8）」も今後

改定が必要とされる15）． 
 

(2) 各省の災害対応と防災体制 
表３に各省の役割を計画・準備，緊急対応，復旧・復

興段階で分類して整理した．さらに，既存資料や現地政

府の職員，専門家の意見，筆者らの経験から判断した防

災制度において役割の大きい省についてその役割と活動

を説明する． 
ミャンマーにおける防災の中心省は，社会福祉・救済

復興省である．社会的弱者（子ども，女性，高齢者，障

害者，路上生活者，薬物中毒者）の避難ボランティアを

組織したり，災害後の生活支援を行う社会福祉局 8）や，

国家防災作業委員会の事務局も務め，防災対応の最も重

要な機関と言える RRD がある（図３）．RRD は救援物

資の配布等，災害時の応急対応を主目的とした機関であ

ったが，サイクロン・ナルギスにおけるドナーとの調整

経験を経て以降，将来の災害に備えた防災の役割も期待

されるようになり，服務規程や MAPDRR の策定も行う

ようになった 18）．RRD は災害軽減計画の他の省への周

知や，州レベルでの災害管理研修を実施している．RRD
は防災管理について 5 日間学ぶこの研修を 1977 年から

2008 年の間に 94 回実施した．ナルギス後はフィールド

トリップも追加している．また，RRD は，全国 19 箇所

に緊急支援物資倉庫を持ち，緊急時に内務省消防局，警

察，医療機関等と調整して救援活動を行うと同時に，参

加する他の部局のオペレーションの監督も行う 10）．復

興フェーズでは，関係省・機関と協力して被災者の移転

地の選定，災害に強い住居再建計画，精神的圧迫からの

解放，食料確保と生活復興，住宅修理，教育，衛生サー

ビスのために尽力する 8）．また，外国でのミャンマー人

の被災に対しても国連の下に RRD が職員を派遣する 10）． 
運輸省は，海と空の安全確保を行うとともに，気象水

文局が，サイクロンや洪水，地震等全ての自然災害にお

ける気象情報の収集と早期警報の発令を担っている．気

象情報は，国内・国外からのネットワークから収集し，

緊急時は関係機関と協力して早期警報をコミュニティー

まで伝える．サイクロンの強さと接近のタイミングで色

分けし，ラジオ・テレビの定期放送によって警報を広め

るシステムを持つ． 
 内務省は，治安について責任を持ち，その行政ネット

ワークを通じて早期警報を実際に草の根まで伝え，避難

指示を出す重要な役割がある．さらに，犠牲者の埋葬，

モラルサポートプログラム，水道・道路等生活インフラ

回復への手配，瓦礫の撤去，避難場所の特定，災害基金

の供給，早期警報制度の設置，地域組織の動員を行う 8）．

また，2012 年 11 月より社会福祉・救済復興省から内務

省に移管した消防局は，全国に 550 の消防署，3,680 人の

消防職員，23 万人の予備消防士，1,608 の消防機材を抱

えている．消防局は，基礎から上級まで 11 コースがある

中央消防学校も統括している 10）． 
 保健省は，緊急救護活動として，緊急診療所，移動診

療所の開設，患者の優先順位付け，シェルターにおける

医療ケア，予防注射，飲料水の消毒と衛生管理，衛生廃

棄物管理，警察医と協力して検死を実施する．計画・準

備・軽減段階では，ヤンゴン病院をモデル病院とした緊

急管理行動計画の更新やネットワーク病院制度の構築，

飲料水や薬品機材備蓄，国際機関との連携，医療従事者

の訓練，移動診療システムの構築，NGO スタッフや医療

スタッフへの救急法の訓練等 10）を行う． 

顧問委員会 

省，NGO，大学，赤十字等 
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図４．NDPCCの組織体制 14),15) 
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 鉄道運輸省は，災害時の道路啓開の責任を持ち，緊急

時の避難・物資輸送の手配の責任を負うだけでなく，情

報伝達の支援も責務の一つである 8）． 

 教育省は，防災教育と避難訓練，防災計画作成等で多

彩な役割を担っている．教育省，国連機関，国際 NGO，

NGO が参加する災害準備対応教育（DPRE）ワーキンググ

省名 計画・準備・軽減 災害救助活動，緊急対応 復旧・復興

社会福祉・

救済復興省

RRDは災害関連事項のフォーカル局．

災害軽減計画を他の省に周知指導．

州レベルの災害管理訓練実施．国民

の教育啓発活動．災害軽減のための

キャパシティ構築予算．

緊急物資の配布，救助活動，災害時

の応急対応の責任及び監督機関．早

期警報を末端まで伝達．社会的弱者

の避難支援．救済活動のための省予

算．

関係機関と協力して，被災者の再定

住と復興の支援．社会的弱者支援．

運輸省

港や空港等の海上・航空交通の災害

軽減計画．気象水文局は,気象・水位

・水文・地震観測情報及び早期警報

発出システムの確立．

港や空港等，海上及び航空交通の安

全確保．気象水文局は,国内外から気

象・水位・水文・地震観測情報を収

集し，早期警報を発出，拡散．

被災した海上及び航空施設の復旧・

復興．気象水文局は,被災地への気

象・水位・水文・地震観測情報の収

集・提供で復旧・復興活動支援．

内務省

防災委員会への参加．災害管理訓練

実施．草の根レベルへの早期警報制

度設置及び周知．防災消防訓練．

防災委員会への参加．避難指示．避

難所運営．消火，人道援助．

社会経済的損失の報告．社会復興活

動への支援．

保健省

災害に備えた保健医療システムの確

立．救急法指導．住民への教育．気

象水文局と連携し，全国48市を洪水

被害想定域として活動計画立案．

緊急診療所，患者の優先順位付け，

予防注射，飲料水の消毒と衛生管理

衛生廃棄物管理，検死等．

被害調査．

復旧復興活動を行う．起こり得る社

会的医療的問題の防止．自然災害影

響調査．

鉄道運輸省

陸空海上交通に関する災害対応・軽

減計画．避難・輸送支援に関する計

画．

避難，支援物資輸送及び道路啓開の

責任．情報の伝達支援．
陸空海上交通の復興及び輸送支援．

教育省

災害に強い学校建物．教育施設の災

害軽減計画運営規則策定．災害対応

教育を開発導入．カリキュラムに災

害，環境教育に関する内容．

避難指示．地方当局と協力して救援

ボランティアを動員．災害の映像記

録．

被害を受けた教育施設の復興．

国家計画・

経済開発省

計画局

防災委員会に参加．緊急基金の使用

や行政，統計，会計に関することに

ついて指導．

調査評価チームを被災地に派遣．
調査評価チームは被災地自治体の支

援．

通信・情報

技術省
緊急通信システムの確立． 緊急通信システムの維持． 被害を受けた通信網の復旧．

農業灌漑省

土塁，ダム，堤防，灌漑施設の強度

監視と維持管理．環境保護・林業省

森林局と協力し森林保護実施．

災害時の土塁，ダム，堤防，灌漑施

設などの監視．避難キャンプで仮設

貯水施設の設置．

農業従事者への種子配布，農機具支

援．被害を受けた土塁，ダム，堤防

等の調査と修理．

建設省 災害に強い公共基盤整備．
道路や橋などの被災地へのアクセス

の確保．

公共インフラ回復．被災者再定住の

ための都市計画．

環境保護・

林業省

持続可能性のある森林管理．森林に

関する災害軽減計画．国家環境委員

会が，環境保護関連業務実施．

森林にかかる機材・人材の避難，安

全確保．

被害を受けた森林資源・林業機材の

の調査と復旧・復興．

財務・歳入

省
MDPAの決定に応じて基金を拠出． 州予算から特別基金を設置． 支援物資の免税．支援金の拠出．

国防省
災害時の対応計画策定と準備．軍と

の調整．
救援，避難，輸送．軍と調整． 軍と調整し，復興業務を支援する．

情報省
関係機関から情報を収集し，災害情

報や教育プログラムの放送・伝達．

関係機関から災害情報を収集し，早

期警報，避難指示の放送・伝達．

復興，復旧に関する支援，離散家族

再会ための情報を伝達．

工業省
災害に強い工場，工業地帯避難基準

の設定．
工業地帯の救援． 工業地帯の復興．

商業省
商業関連施設の災害軽減計画．災害

基金や支援物資の受け入れ手順．

商業関連施設の救援．支援物資の配

布支援．
商業関連施設の復興．

外務省
国際会議，機関との調整．海外の技

術や研修の導入．
国際支援関連調整業務． 国際支援関連調整業務．

共同組合省 一週間分の水食料の備蓄． 住民の避難支援． 復興ローン等草の根支援．

文化省 文化財に対する災害軽減計画． 文化財の避難． 文化財関連の被害の復旧・復興．

エネルギー

省

燃料の安全確保．災害時の燃料供給

計画．
燃料の安全確保．緊急燃料供給． 被災燃料施設を復興．

電力省 電力に関する災害軽減計画． 感電，火災等の防止． 被災電力関連施設を復興．

畜水産省
畜水産に関するデータを蓄積し，災

害軽減計画立案．

家畜の避難．避難した家畜への餌の

供給．

被災農漁民に対する支援，家畜のワ

クチン接種．

 

表３．ミャンマーの中央省の災害対応・防災体制 7)～10),19) 
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ループと協力して学校自身によるリスク評価，学校災害

管理委員会の結成，防災計画，防災訓練，学習活動の支

援及び心理的社会的回復への助言を行うためのガイドラ

イン及び補助教材のパッケージを開発し，災害危険度の

高い地域の学校の教師や校長に災害リスク軽減研修を実

施した．当パッケージには早期警報のためのラジオも含

まれており，2009 年には 2,000 個が配布され，徐々に全

国で導入中である 10）．初等と中等前期のカリキュラム

には，生活科の「環境教育」の中に災害リスク軽減に関

して，また，中等後期（高校）では英語と地理に地震に

関する内容がある 10）． 
 国家計画・経済開発省は，例えば郡レベル防災委員会

では事務局を担当する等，中央及び地方の防災委員会の

中で重要な位置を占めている．さらに，防災計画や復興

計画の承認において当省の同意が必要等大きな権限を持

っている． 
通信・情報技術省は，サブ委員会を通して緊急通信網

の構築と維持を行う． 
 建設省は洪水や火災，耐風，耐震基準を満たした建物，

耐風シェルターの建設，避難路として重要な道路の改築

等の災害に強い公共インフラ整備 8）の他，復旧フェーズ

では，社会福祉・救済復興省と協力して，人間居住・住

居開発局が被災者の再定住のための住居の確保を行う
10）． 

農業灌漑省は，ダム，堤防，堰の維持管理とともに災

害時は仮設水源の設置，復興フェーズでは被災農民のた

めの支援を行う 8），10）． 
環境保護・林業省は，農業灌漑省と協力して森林保護

行い，環境保護に関する業務を行っている．自然資源管

理，環境汚染管理監視の政策・規則の整備，環境教育を

通した意識向上，外国機関との調整．地球温暖化ガス算

出及び排出，気候変動軽減対策の構築が含まれる 10），19）． 
財務・歳入省は，MDPA の決定に従って災害基金を拠

出する 8）． 
 

(3) 民政移行後の国際支援 
 民政移行後の国際災害支援ネットワークでは，アセア

ン域内国の防災分野における協力と調整を促進するとと

もに，国連等の国際機関との連携を図ることを目的とし

て 2011 年 11 月に設置協定が結ばれた，アセアン防災人

道支援調整センター （AHA センター）との連携があげ

られる．ミャンマーは 2012 年 11 月に起きたマグニチュ

ード 6.8 のサガイン地震について，AHA センターからは

情報と緊急支援物資の提供を受けた 20）．また，この機

能強化のため日・アセアン統合基金（JAIF）によりモニ

タリング機材の供与が 2013 年 3 月に行われている． 
日本政府は，サイクロン・ナルギス被災地への支援を

中心として，JICA を実施機関とした小学校兼サイクロン

シェルター建設や，マングローブ植林計画，洪水被害対

策ための無償資金協力，防災人材育成アドバイザー派遣

及び早期警報システム構築プロジェクトや，3 基の気象

レーダー設置を始め気象観測装置整備計画も進めている．

また，2012 年のサガイン地震の際もいち早く救援物資の

供出を行っている．日本の SEEDS Asia を始めとした

NGO も草の根レベルの防災教育等で支援している 18）． 
 ナルギス後の支援の調整のために結成された TPC は

2010 年 7 月に機能を RRD に統合した 18）．しかし，その

後も国際人道援助や復興支援について議論・調整する会

合は開かれている．2012 年には，RRD は ADPC の主導

の下， UNDP や OCHA，国際 NGO らが協力し，

MAPDRR を改定した．国際機関と NGO による人道支援

機関常設委員会（IASC）や，国連が主催する人道援助間

関係者会合（MHPG）も月例で行われていた 21）．国際

NGO は災害リスク軽減ワーキンググループ（DRRWG）

を組織し，その構成メンバーは 45 組織に及び，学校での

防災教育から政府への技術支援までといった草の根から

政策・戦略レベルまで幅広く支援を行っている．2009 年

に ADPC が過去と現在の防災関連プロジェクトについて

調査を行った結果，88 プロジェクトが特定された 15）． 
ナルギスが契機となり軍政下で始まった国際支援の流

れは，民政移行したミャンマー政府が情報をオープンに

し始めたことに伴い，さらに広がりを持ちつつ効率的に

行えるようになってきている．ミャンマー政府は，ナル

ギス後の緊急支援から引き続き，国内外のリソースを活

用しつつ防災体制を強化していると言える． 
 
 

５．2013年サイクロン・マハセンへの対応の検証 
 
 2013 年 5 月中旬，サイクロン・マハセンがベンガル湾

に発生し，ミャンマー政府は総力を挙げこの事態に対応

した．これは，ナルギス以降の中央レベルの防災体制の

実力が試される機会となり，著者の一人はミャンマー政

府の内部からその対応状況を観察する機会を得た． 
このサイクロンへの対応として，ミャンマー政府は，

災害対策法の成立前にかかわらず，大統領令により新

NDPCC を設立させ，その議長に任命された副大統領本

人をサイクロン被害が予想されたヤカイン州に派遣した．

新 NDPCC によるネピドーでの初会合では，大統領自ら

冒頭演説で，災害への事前準備と被災後対策のすべてに

おいて，民族と宗教を問わない支援を命じた 14）．また，

災害対応状況についてヤンゴンで記者会見を行い社会福

祉・救済復興省大臣自ら国家レベルの支援を約束した
22）．著者の配属先の RRD 内部においても，インドネシ

ア国ジャカルタに設置されている AHA センターから職

員が派遣され，災害情報のモニタリングと被災時のアセ

アンからの迅速な支援のための事前準備が図られた．ま

た日本からも 2012 年の地震時と同様に，被災時の緊急支

援準備が進められた．国際機関や国際 NGO はヤンゴン

で会合を開き，ミャンマー政府の動きをフォローアップ

するとともに各機関の支援分担等が議論された． 
現地では，沿岸付近の低地に住む住民は原則すべてシ

ェルター及び仮設テントに移動させ，万一に備えた倉庫

への備蓄も進められた．一方，サイクロンの進路は当初

ミャンマー中央部への横断する進路から，バングラデシ

ュとの国境付近で，民族間の問題による紛争発生により

多くの災害弱者を抱えるヤカイン州に進路を変えたため，

甚大な被害も想定された．しかし，結果的にさらに西に

針路を変えかつ勢力を弱めたことから，ミャンマーでは

被害を出さずバングラデシュを抜ける結果となった． 
これらの対応は，サイクロン・ナルギス以前の他国に

閉ざされた状況と違い，ナルギスによる甚大な被害を契

機に海外への情報発信や関係機関との連携など，国際的

な支援を受けながら，国際基準の防災体制の確立に取り

組み，それを自らのものにしつつあることの表れと考え

られる．一方で，トップダウンによる新 NDPCC の発足

など，依然として制度が後追いとなっている状況がある．

また，住民避難については，マハセン接近時にエーヤワ

ディー管区の海岸付近の村へ調査を行っていた JICA 自

然災害早期警報システム構築プロジェクト調査団による
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と，村の行政機関にサイクロン接近の情報が組織的に伝

わっておらず，避難判断が住民の各々の情報ソースと判

断に委ねられている状況が確認されている． 
 
 
６．今後の課題 

 
これまでに総括したミャンマー中央政府の防災対策の

分析に加え，以下の5つ側面から今後の防災体制の向上に

向けて検討すべき課題を提示する． 
 

(1) 制度及び組織体制 
 中央レベルの防災関係の意思決定機関といえる

NDPCC は 2011 年に MDPA へ移行したが，161 名の死者

を出した 2011 年の洪水や 2012 年のマグニチュード 6.8
の地震時では，MDPA は参集されていなかった．MDPA
の参集基準は明確にされていないが，この時はサイクロ

ン・ナルギスと比べ災害規模が小さかったため，参集が

見送られたと考えられる．一方，2013 年 5 月のサイクロ

ン・マハセンへの対応では，大統領令により NDPCC が

発足された．今回の新 NDPCC の発足は，現大統領が強

力なリーダーシップをとった結果であるが，今後予定さ

れる災害対策法の施行後は，その中での運用について規

定化が求められることとなる．その災害対策法案も議会

を通過したものの，運用に必要なレギュレーションの準

備が未了であり，その策定への作業が現在 DRRWG を中

心に著者の一人もメンバーの一員となり進められている．

また，本法案には，災害対策センターや防災研修センタ

ーなどの設立がうたわれているが，ミャンマー政府は予

算的支援を海外に求めており 22），それらの具体化のた

めに，ハード及びソフト両面からの支援が求められる． 
防災に係る政府組織について 2009 年の服務規程におい

て，省庁間協力や責任部署について記載されているが，

2012 年 9 月の省庁改編後も改定が行われていない．その

ため，国境省のように副大臣が MDPA のサブ委員会（復

興・再建委員会）の委員長に任命されていたにもかかわ

らず服務規程に記載が全くないといったような矛盾が生

じたままになっている．混乱を防ぐため，職責の変更に

あわせ，こうした規程の定期的な更新と全国的に周知徹

底が必要である．ナルギス後の調査では，地方における

シェルターの欠如，予警報システムの不備，住民の防災

知識の不足が指摘された 18）が，全体的な予算不足の中，

現在でも防災計画の地域間での偏り，特にサイクロン・

ナルギスの被害が大きかった地域では防災計画策定や防

災訓練が行われているが，その他の地域では手薄である

等の偏りが見られる．こうした偏りをミャンマー行政機

関の防災予算の確保，支援する側である国際機関や国際

NGO 間の調整等によってなくしていくことが必要である． 
 

(2) 災害情報の分析・生成 
既往災害についての分析を踏まえ，今後発生するであ

ろう災害に備えることが肝要であり，サイクロン・ナル

ギス以降，既出の「ミャンマーハザードプロファイル 3）

2」においてその傾向は整理されているが，今後の災害の

予防のためのより詳細な分析とハザードマップへの反映

が求められる．ミャンマー政府は国際機関や国際 NGO
の支援を受けつつ地震・洪水ハザードマップの作成を始

めているが，縮尺が小さくコミュニティレベルでは使用

に適さない上，マップのある地域も偏っていることが指

摘されている 9）．津波ハザードマップは MAPDDR に必

要性が明記されているものの，津波評価を始めとして具

体化が遅れている． 
 JICA のアセアン地域防災協力に関する基礎情報収集・

確認調査団の調査によると，サガイン断層等の存在によ

る地震に対する潜在的な危険性に対し，ミャンマーにお

ける地震観測機器は明らかに不足している．また観測シ

ステムと早期警報システムの配置の必要性に対して，一

方でそれらを扱うためのオペレーション技術者，また地

震特性（震源，マグニチュード等）の解析技術者の育成，

能力向上も不可欠である 9） ． 
 また，地震・洪水あるいは津波は DMH を始めとした

政府組織で観測及び対策を行っているのに対して，土砂

災害を専門に扱う政府機関は存在しないため，被災デー

タ，技術の集積がなされていない．そのため，土砂災害

に対するモニタリングは DMH や他の組織においても実

施されておらず，危険の周知が行われていないことも指

摘されており 9），前述の制度組織体制の確立から機能強

化が求められる分野である． 
 
(3) 災害情報伝達・早期警報 

サイクロン・ナルギスの被害拡大の反省から，早期警

報の組織的伝達制度の整備が進められ，多くの NGO や

国際 NGO の支援を受けてきたが，訓練の地域が被災地

域に偏っており他の地域とその必要性について認識の差

が見られる．また，地方ではラジオと電話の普及率が低

く，タウンシップ以下は情報が伝わりにくいという問題

が指摘されている 24）．そのため，早期警報に対する訓

練や通信インフラの全国的な整備を進める必要がある． 
気象情報に基づき適切な避難勧告の発令及びその解除

を行う必要があるが，どのような気象情報に対してどの

ような避難勧告の発令・解除を行うべきかがデータに基

づいておらず曖昧であることも指摘されている 24）．気

象水文局は，データの蓄積を行い，避難勧告の発令・解

除等の責任を持つが，現在，前述の JICA 自然災害早期

警報システム構築プロジェクトにおいてプロジェクトエ

リアを選定しつつ，関係機関と共に改善に取り組んでい

るところであるが，その経験を踏まえた改善が求められ

る． 
 
(4) 人材育成 
 これまで言及したように，ミャンマーは，サイクロ

ン・ナルギスの被災を契機に国際機関等の支援を受けな

がら防災に対する制度構築や早期警報等の能力向上に取

り組んでいるところである．しかしながら，それらの機

能の継続的な発展のためには，ミャンマー政府機関の人

的能力の向上が欠かせない．災害対応・防災に関する人

材育成は JICA を始めとした研修を受講するものも多い

が，予算の都合から独自での研修開催に限界があり，国

連機関や NGO の支援を受けた Training of Trainers
（TOT）研修も始められている．また，住民を入れた訓

練，シミュレーション演習など災害対応にかかる能力開

発も同様に，国際 NGO などの支援に頼っていることか

ら不定期にしか実施されていない．RRD 職員を始めとし

たミャンマー政府職員の能力は高いため，防災専門知識

の人材不足を補うため，各分野の職員の専門知識の向上

とともに裾野を広げていくことは急務である． 
 
(5) 計画策定 
今後，災害対策法の公布により，各省の災害関連予算

196



が明確化が進むものと考えられるが，財源は常に不足す

ることが予想される．例えば，サイクロン・ナルギスで

38,000haにおよぶマングローブ林が消滅したが，同時に

サイクロンの影響による高潮の海水侵入の緩和，土地の

侵食防止，漂流物の移動防止等のマングローブ林の機能

が実証された．しかし，サイクロン被害の復興予算はイ

ンフラ整備事業に当てられ，マングローブ植林の予算に

は十分に当てられていないのが現状である25）．災害対策

法の公布後は，災害対策基金の適切な運営の監視も必要

である． 
 全国主要都市の洪水災害評価に基づく都市防災計画の

策定が必要であるが，貯水池運用による洪水管理を担う

農業灌漑省灌漑局には都市部の洪水対策に限界があるこ

とが指摘されている 9）．また，舟運機能確保のために河

道浚渫を行っている運輸省との連携など省庁間を越えた

河川維持とダム及びその他の治水施設の活用により，ミ

ャンマーなりの総合的，統一的な河川管理，流域管理制

度が必要である．それにより，十分な治水機能を確保す

るためのダムの規模と配置等を検討することができる．

貯水池運用は，発電と灌漑という利権の異なる省庁が治

水に配慮して調整しているが，運用規則の予算制度を含

めた改善やダムの安全監視体制の高度化が求められてい

る．特に，ヤンゴン市は 2040 年までに都市人口が 2 倍に

なると予測されているが 26），サガイン活断層による地

震災害や都市型洪水，高潮災害など複数の災害が発生す

る地勢に位置している．このため，これら複合災害に対

応できるような総合防災計画の策定が急務であると考え

られる 10）． 
洪水等の頻度の高い災害に比べ，頻度の少ない地震は

被害が多大でも軽視される傾向にあるが，これまでも，

日本から地震観測網の充実化などの地道な支援を受けて

いるところであり，国際機関から支援が開始され始めて

いる耐震設計基準の整備などは地震国日本から支援も期

待される分野である． 
 
 

７．おわりに 
 
本稿ではミャンマー中央政府の防災体制について明ら

かにしてきたが，今後は中央の改編の影響が地方政府，

自治体レベルへ波及していくと予想される．次の課題と

して，地方レベルの防災体制の調査を行い，その役割に

ついて分析することが挙げられる．二つ目は，防災関連

組織間の連携である．本稿でもトップダウンによる頻繁

な組織改編により制度が後追いになっていることが示さ

れたが，組織間の連携の実態調査とそのメカニズムの解

明が挙げられる．最後に，サイクロン・ナルギスで明ら

かになった早期警報の問題がある．これは今回のサイク

ロン・マハセンでも課題であった．中央政府から市民へ

の情報伝達経路の解明と改善策の提案が必要である．こ

れら三つを，当該分野の今後の研究・調査課題として提

示する． 
本稿で概括・分析したように，民生化以降ミャンマー

の防災体制は制度・組織・施設そして人材において急速

に骨格を固め肉づけが行われている渦中と言える．そし

てミャンマーと日本は「兵庫行動枠組（2005－2015）
HFA」以降の 10 年間の間に巨大災害に遭遇し，国家的な

防災体制の在り方そのものについて抜本的な見直しを迫

られた国という共通性がある．日本の巨大災害を踏まえ

た防災への取り組みは，2015 年にその期限を迎える HFA
後の新たな枠組である次期 HFAに大きな影響を与えるも

のと考えられる．その新 HFA を踏まえて，次期

MAPDRR を構築するであろうミャンマーに対しても大き

な影響を与えることが予想される． このような点から，

「第 3 回国連防災世界会議」を 2015 年 3 月仙台で開催す

る日本に期待される役割は大きい． 
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