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□はじめに 

今回のレポートは、2015 年 4 月 25 日に発生したネパール地震の緊急支援を目的とした

渡航によって得られた現地の状況を記録・報告するものである。時間的な制約と活動範囲

の制約から、行動できた範囲での断片的情報を前提としている。現場は刻々と変化をする

ため、この報告が必ずしも読まれる時点では状況を同じくしているわけではないことをご

了承いただきたい。また、Facebook も併せて参照いただきたい。 
https://www.facebook.com/yasushi.takeuchi.75 

mailto:takeuchi@totech.ac.jp
https://www.facebook.com/yasushi.takeuchi.75


カトマンドゥ盆地の全体地図（丸印の部分は今回 NGO で支援した都市や集落） 

□報告概要 

 カトマンドゥ盆地には、先住民とされるネワール族の稠密な集住空間があり、町並みの

特徴となっている。インドとチベットの交易路にあるカトマンドゥ盆地は、4 世紀のリッチ

ャヴィ王朝から繁栄し、15 世紀のマッラ王朝には 3 つの王宮（カトマンドゥ、パタン、バ

クタプール）を中心にそれらを囲うように各周辺地へ広がる街道に沿う小都市郡が点在し

ている。周辺都市郡の住民は農業を生業とするが、それぞれが都市生活に必要な必需品を

特産物としてもっており、カトマンドゥ盆地全体としての生活をそれぞれが支えていた。 
 今回は、王宮都市の一つパタンを中心として、各周辺都市や集落の被害状況を確認し、

必要な支援を行った。情報収集や調整はパタンのチャサル地区在住の現地ガイドである

Rajendra Byanjankar 氏に協力を仰いだ。同氏は農民カーストである Jyapu（ジャプー）

に属し、Jyapu カーストによる組織 Jyapu Society の立ち上げに尽力された方でもあり、

ネットワークが広い。また、地元 Chyasal 地区での国立中学及び高等学校の設立にも尽力

し地区のリーダー的存在である。今回の調査や現地支援、物資調達、現地調整など彼のネ

ットワークに依るところがほとんどである。 
 



□地震の発生 

2015 年 4 月 25 日 11 時 56 分（現地時間）、首都カトマンドゥから約 77km 付近のゴルカ

郡を震源とするマグニチュード 7.8 の地震が発生した。インドプレートとユーラシアプレー

トとのプレート境界で発生した断層型地震とされている。死者は 8,000 人以上とも言われ

ており、被害の全容はまだ明らかでない。 
また、2015 年 5 月 12 日には、エベレストベースキャンプ付近において M7.3 の余震も発

生し、都市部でも多くの二次災害がみられたようである。（詳細の被害については、まだ明

らかになっていない。） 
 
□調査期間 

2015 年 4 月 30 日から 5 月 9 日までの 10 日間。（現地での実質活動期間 8 日間） 
 
□今回の役割 

Secours populaire francais（フランスに本部をおく人道支援を主な活動内容とする NGO。

以下、SPF）が構成した現地支援メンバーの一員として参加。東日本大震災以降、SPF の

東北における復興支援活動の一環で連携関係があった経緯から今回の参加を要請された。

参加者は、フランス本部より 2 名（医師、写真家）、共同支援の Mirasol Outreach Foundation
（フィリピンが本部の NPO）代表（Danilo Rayos Del Sol 氏）、日本より 1 名（竹内）と

いう構成。緊急支援に加え、中長期的支援を前提に地元 NGO や地元医師、地元のコミュニ

ティリーダーとの連携を確立することも役割となっていた。 
 

□訪問した都市・集落 

・都市部 

Kathmandu（①Thundikhel）、Patan（Chyasal（②Khapinchhen Tole, ③Kwayalachi 
Tole））、Bhaktapur（④Golmadhi Chorcha、⑤Surymadhi） 

 
 

Patan（Chyasal（②Khapinchhen Tole）） 
 

Kathmandu（Tundhikel） 

 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patan（Chyasal（③Kwayalachi Tole）） 

Bhaktapur（⑤Surymadhi） 

Bhaktapur（④Golmadhi Chorcha） 

Bhaktapur（Peacockwindow） 



・周辺小都市部 

⑥ Sanagaon、⑦Lubhu、⑧Thimi、⑨Nikoshera、⑩Khokana、⑪Bungmati 
 

 
 

  

 
 
 

⑨Nikoshera ⑧Thimi 

⑥Sanagaon ⑦Lubhu 

⑩Khokana 

 

⑪Bungmati 



 
・周辺集落 

⑫Godawori、⑬Lamatar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
□コンタクトをとった団体・関係者 

UEMS（Urban Environment Management Society）飲み水や衛生に特化した地元 NGO 
Khwopa Engineering Collage（バクタプルにある地元大学） 
地域医療系医師（名前不明＠Bungmati） 
（コンタクトできなかった団体：Jyapu Society、Eyes Wide Open：地元人道系 NPO） 

 
□その他コンタクトをとった団体 

UNESCO Office in Kathmandu 
 Ms. Nabha Basnyat Thapa; Project Coordinator, Cultural Unit 

Kathmandu Valley Preserve Trust(KVPT) 
Dr. Rohit K. Ranjitkar; Nepal Program Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑫Godawori 
⑬Lamatar 



□政府および国際 NGO の活動状況 
 被害状況調査を政府の各部局が担当し緊急のアセスメントを進めている。 
都市局は、各地域の被害情報を集約し、国際的 NGO に伝達する役割も担っていた。NGO

それぞれが持つ支援分野ごとに分科会を開き、主要な最新の情報伝達を行い、さらに NGO
同士が小分科会を行う。空港の出入り口には、そのような分科会の開催情報が貼りだされ

ている。 

 
ハビタット・フォー・ヒューマニティの徳地さんの紹介により、5 月 3 日 11 時 30 分に

開催された都市局主催のシェルター部門に参加。当日はジェンダー部門や IT 部門などいく

つかの集会が開催されていた。シェルター部門では約 150 名（団体はその約半分 80 団体程

度か）の参加が有り、初めに政府担当者から被害の最新状況と緊急支援要請地区が示され、

その後、赤十字がまとめ役となって分科会が開催される。最新情報が下記サイトにアップ

されていること。また、当日までに各団体が何をどのように進めているか、勧めつつある

か、あるいは政府に対するプロジェクトのプロポーザルを受け付けるなど、情報収集に終

始された。基本的な質問も交わされたが、相互の協力がうまくいくようには会議の構造が

まだ成熟しておらず、統合的な動きになりにくい状況。（しばらく、この状態は続くと想定

される。）分科会ごとの協力も呼びかけられたが、なかなかうまく機能する状況ではない。

各団体ともアセスメントの段階のようで、具体的な動きには至っていない模様。 
今後、雨期を迎えつつあるため、アクセスの条件の悪い地区、特に集落エリアに対して

の仮設住宅や食糧支援が急務であることが確認された。支給するテントの仕様などについ

ても少しではあるが議論された。 
政府系の最新情報 Web site→→ http://neoc.gov.np/en/ 

 
 
 
 
 

http://neoc.gov.np/en/


 
詳しいレポートを Avash Byanjankar 君（18 歳）がレポートにしてくれたので以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Report: Meeting on May 3, 2015 by Avash Byanjankar 
On the 3rd of May,2015 a meeting was held in the office of the Chief District Officer  (CDO) of the 

Kathmandu district, with the first half of the meeting dedicated towards updating the status quo of the 
valley and addressing the needs of the valley, and the second half of the meeting dedicated towards 
effective management of the International Non Government Organizations (INGOs) currently operating 
in the valley, as well as strategies towards achieving that goal.  

At the start of the meeting, the Local Development Officer (LDO) from the side of the Nepalese 
government opened the meeting, addressing the current status quo of the valley. He identified the five 
major pressing needs of the valley. The needs are, in decreasing order of priority, as follows: 

1.Tarpaulin 
2. Water purification systems 
3. Medicine 
4. Equipments 
5. Food (Specifically dry food.)  

After identifying the major needs of the valley and requesting the INGOs in attendance to contribute 
towards addressing the needs, the LDO moved on to identify the eleven hardest hit areas within the 
valley, in decreasing order of significance. The areas are as follows: 

1. Kageshwori Manara 
2. Shangarapur 
3. Sundarijal 
4. Buddhanilkantha 
5. Chunikhel 
6. Tokha 
7. Tarakeshwor 
8. Nagarjun 
9. Chandragiri 
10. Thankot 
11. Dakshinkali 

次頁に続く 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

前頁より 
In addition to that, the LDO provided an update on the condition of damaged houses in the valley, as he 

confirmed that around 27,000 houses have been completely damaged while 33,000 more have been 
partially damaged.  

The LDO concluded his speech with a plea for effective help and invited the Cheif District Officer of the 
Kathmandu Valley to adress the meeting. The CDO started by thanking everyone present in the meeting 
for their attendance and went on to request all the organization to help Nepal at this troubled time as 
much as they could. He majorly talked about keeping the government updated on all that the 
organizations are doing all the while promising that the government would expedite any materials on 
their priority list coming through air, especially tents and tarpaulins.  

The second half of the meeting was dominated by the International Federation of Red Cross (IFRC). 
IFRC's representative Victoria started by giving a few statistics of the shelter damage throughout the 
country. 160,000 buildings have been confirmed to be completely damaged while 148,000 are partially 
damaged but these figures are expected to rise in the coming days reaching upto 500,000 buildings being 
damaged. She moved on to state that the government has declared 14 districts as priority districts with 
Makwanapur and Okhaldhunga being added to that list recently.  

Other two problems highlighted by the IFRC was:  
1.Open injuries which require immediate medical attention  
2.Dead livestock and urgent ideas on how to manage it. 

The representative went on to talk about some things the government has been considering to make 
everybody's work easier which includes making pokhara as an international airport, creating a logistical 
hub at the indian border and managing the flow of people through the airport as lot of the search and 
rescue teams are likely to return back soon.  

The IFRC declared the items on the priority list on decreasing order of priority as:  
-Tarp, Tents, Tarpaulins that will survive the monsoon season 
-Household kits 
-Shelter kits 

She moved on to talk about the recovery process which includes:  
-repair 
-retrofitting 
-building assessment (Rapid damage assessment)  
-safer demolition  

In addition, she also highlighted two issues that need to be considered, which are: 
1. The Speed of recovery 
2. Climatic conditions and their effect on recovery processes 

After this, Mr. Neil Baumer, who is also another member and representative of the IFRC, took over 
from her and discussed three technical issues which also need to be considered, which involved: 

1.Kits 
-Shelter Kits 
-Household Kits (Including, tarpaulins, ropes and blankets) 
-Bamboo Kits 

2.Public Information 
-Plastic sheeting and how to fix them 
- Preparations for the monsoon 
- Safe demolition 
- Reconstruction 
-Shelter Reconstruction 

3. Geographical coverage 
At the end of the meet, the IFRC left an e-mail address to contact them, which is: 

IM1.nepal@sheltercluster.org 
 

mailto:IM1.nepal@sheltercluster.org


 
土木局は、各都市の住宅など、目視及びヒアリングによる各戸の被災調査を行っている。

方法は地図にプロットした各戸の番号とそれに対応する建物の写真を撮るという方法、お

よび、その住民への聞き取り調査も行っていた。 
（※町で調査する若い調査スタッフ（学生かと思われる）から聞き取とった情報。） 

考古局の動きに関しては、UNESCO の Nabha さんから状況を聞く。考古局としては、

ネパールに数多くある文化遺産に関する被災状況調査を進めている。被災状況を GIS 情報

と共に記録するごく簡単な機能の機器を導入し、地元建築家約 56 人に機器の使い方を講習

し、モニュメントの被災状況調査に役立てようとしている。トリブヴァン大学が文化遺産

調査にむけたタスクフォースチームを形成しつつある。一方、ユネスコ・ネパールオフィ

スとしても、考古局をする立場をとっており、トリブヴァン大学とも MOU を結び状況把

握をすすめつつある。事務所の人手不足が問題となっている。震災後、予算に限りがある

中で緊急雇用により 3 名のスタッフを雇う。この体制でなんとか 6 ヶ月すすめ、その先に

向けた体制やプロジェクトの立ち上げを行っていく。世界からの資金提供しだいで全体の

動きが決まる。 
小さな行政区での動きについても各所で確認できた。行政単位としての地区（Ward）の

下位単位として Tol がある。この Tol ごとに被害者数や住戸の被災状況もリスト化しつつあ

る。情報の収集は町中にある地区の共用施設である東屋（Pati）などにて行われている。こ

の情報はどの部局が集約しているのかはヒアリングできなかったが、被災者に対するいわ

ゆる見舞金の算定ベースになるとのこと。 

Patan, Chyasal 地区 
各戸被害状況のヒアリング 
同時に、飲用水タンクの収集をし、 
後日配布する予定。 
水は Jyapu Society により無料配布 



Bhaktapur, Suryamadhi 地区  
各戸被災状況のヒアリング 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
□物資関連 

 カトマンドゥ盆地全体的において被害があったが、生活用品などの物価の極端な高騰は

確認できなかった。しかし、資材関連、特に竹材やテント材（ビニールシート類）などに

ついては品薄の状況がみられ高騰の兆しあり。 
 各 NGO や団体が行っている支援は、食糧支援が中心であったようであるが、食料に関し

てはおおきく枯渇している様子ではなかった。現地でのヒアリングからは、食料よりも仮

設用の物資に対する要望や、蚊の発生による蚊帳の要望など、生活環境を整えることが重

要視されている状況があった。 
 公的な支援のある避難所などでは、一時的に避難者で溢れていたそうだが、その多くが

自宅に帰るあるいは都市部を離れ近隣集落の親類に身を寄せるなどで、自活できるものか

ら戻り始めておいる。もともと生活力が低かった人々（賃貸していた家屋が崩壊した被災

者やホームレス）などが避難所に残留し食料等の支給を受けている状況。 

 
Patan 王宮広場脇のパティ（左は 5 月 1 日の状況 右は 5 月 7 日には被災者は帰宅済み） 



ただし、Tol 単位での集会所（コミュニティセンター）のような共用スペースには、半崩壊

などで自宅に戻ることのできない者が避難し寝泊りをしており、地区の協力により生活を

継続できている状況にあり、それらの住民の避難は長期化する様相。 

Chyasal 地区のコミュニティセンター   Bhaktapur, Suryamadhi 地区の東屋（パティ） 

NGO などの食料支援をうまく受け取り、地区で共

同分配している地区（Lubhu 左）もあった。共

同の炊き出しステーションを設置し、一日最多で

7,000 人分の食事を供給したとのこと。 
 また、特殊な事例としてはインド系の団体で直

接食料（カレー）を調理して配給する団体もみられた（Khokana 右上）。（東日本大震災

の際にもパキスタンの団体がカレーの炊き出しがあった。） 
 
□衛生・医療関連 

 直接確認できた衛生関連の動きは、まちの入口での消毒薬の配布、学校関係者がボラン

ティアで町を巡回消毒、同時にポスターを貼りながら飲み水に対する啓発活動、また、中

国の衛生局による消毒液散布の動きなどが確認できた。 



 
Sanagaon 学校関係者消毒ボランティア  Lubhu での消毒液配布状況         

 
Bhaktapur 学校関係者消毒ボランティア  Khokana 中国衛生局による消毒剤散布 
 
医療関連の動きとしては、まちの広場や入口、東屋（パティ）にテントを設置し、医師

や看護師により、健康診断やビタミンなどの薬の配布や投薬（注射）などが行われていた。

日本からは特別支援チームの医療班がカトマンドゥ Tundhikel にて避難者たちに医療サー

ビスを提供していた。同チームの報道官（防衛省統合幕僚監部副報道官）によると、ネパ

ール政府から Tundhikel を担当するよう要請があったとのこと。この避難所には地震当初

25,000 人が避難したが、5 日の段階では 200 家族（2,000 人）程度に減ったとのこと。 
各国、各団体による衛生や医療の活動は滞在中日を追って活発になっている様子。 



Thimi での医療テント           Khokana での医療テント 
 

 
Lubhu での医療テント          Tundhikel での日本医療支援チーム 
 
□煉瓦造の崩壊状況 

 今回の災害において、建物被害のほとんどは現地の在来煉瓦造（目地は泥材）にみられ

た。第三諸国で一般的に見られるラーメン構造（必ずしも十分とは思えないが一応 RC 造で

構造フレームを構成し、壁材としてレンガを充填する構造。）はネパールでも一般的に見ら

れ、今回の地震では、それらに対する被害は比較的少ない。また、このような RC 造に挟ま

れて建つ煉瓦造が被害からまぬがれている事例もあった。近年、RC+煉瓦の高層アパート

も立てられるようになっているが、その多くは構造上問題のある被害をうけていた。一般

的と思われる被害事例を以下に示す。妻面の崩壊や隅部の亀裂などの事例が多く見られた。 
 
 
 
 
 



Patan, Chyasal 地区（左右共） 

Patan, Chyasal 地区（左右共） 

 
Lubhu 屋根部分妻壁崩壊事例 



 
Lubhu 中央部の崩壊事例    Lubhu 隅部の崩壊事例 

 
Lubhu 妻壁崩壊事例  Lubhu 床面崩壊事例（竹下地のためか） 
 
 



 
Lubhu 妻壁崩壊事例 
 
 
 



Lubhu 中央部及び平壁崩壊事例     Thimi 隅部崩壊事例 
 

 
Nikoshera ハイブリッド構造の妻側崩壊事例（道路側の屋上のみが RC とみられる） 



Nikoshera 連担する煉瓦造建物の崩壊事例 

Bhaktapur 王宮広場脇のシカラ様式寺院の崩壊事例 



 
Bhaktapur 妻面崩壊事例（左）、同 Golmadhi Chorcha 地区の数棟同時崩壊事例（右） 

 
Bhaktapur 孔雀窓の家の壁面崩壊事例  Suryamadhi 地区の崩壊状況 
 
 
 
 
 



 
Bungmati 妻面崩壊事例 

 
崩壊した Machhendranath 寺院      地震により傾いた Machhendranath の山車 
 
 
 
 
 
 



Patan 付近の被災した高層集合住宅事例 

 
農村部（Godawari）での被災建物 
 



 
□近隣諸国の動き 

 今回の被災に対し各国からの支援の申し出があったが、ネパールとしては必ずしもすべ

ての支援を受け入れていない。4 月 27 日には台湾からの救援隊申し出を拒否している。ま

た、トリブヴァン空港においてはアメリカやフランス等欧米の軍隊を見ることができたが、

現場で、ネパールの警察や武装警察および軍隊とともにがれき撤去等の作業を行っている

のは、インドやパキスタンの軍隊および中国の救援隊であった。政治的な様相が各国の支

援状況に色濃く表れていた。インド軍は素手でがれき撤去作業を行っており、にわかに送

り込まれている感が強い。 

 
撤去作業をするインド兵    日本の医療支援隊（Tundhikel） 

 
Bhaktapur付近のパキスタン軍キャンプ  Bhaktapur王宮広場で作業するパキスタン軍 
 
 



 
パキスタン軍輸送機           アメリカ軍輸送機（オスプレイ） 
 
□仮設住宅（シェルター）の設営状況 

 被災により多くの家が外観には現れない部分の内部で大きな被害がある。構造的な問題

から、これまで住んでいた家に住めなくなった住民が多く野外に仮設住宅を設営している。

フレームのセットされたレディメイドのテントは、多く見かけることはなく、ほとんどが

セルフビルドの仮設住宅であった。 
 政府や外部からの支援を期待しない彼らは一義的に防水材を必要としている。テント地

やビニルシートなどが強く求められている。それらを確保しさえすれば、それぞれに手近

な素材を利用し空間を形成している。住環境に対する要求レベルも日本などに比べると高

くないため、その形態も多様であるが、いずれもしなやかで軽快かつ力強く自由だ。とり

あえずの仮住まいとはいえ、そこには生活に対する豊かさも伺うことができる。 
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Khokana 仮設の子供の遊び場 
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Godawari わら壁のディテール 
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Kathmandu, Tundhikel テント村 
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Bagmati 川の難民キャンプ（震災による仮設ではない） 
 
 
 
 
 



□Khokanaの試み 

 カトマンドゥ盆地には 3 つの王宮都市を中心に、ネワール族による多くの小都市郡が衛

星のように取り囲んでいる。生業は主に農業であるが、それぞれに都市生活に必要な特産

物をもっている。 
これら小都市のうち、Khokana は他とは違った試みがみられた。 

 Khokana はほとんどが農民で構成されており、特産物は菜種油である。他の多くの地区

が食糧支援を受け入れているのだが、農業が生活の中心である彼らは、食糧支援ではなく

住宅再建のための物資支援に特化した呼びかけを行っていた。まちの広場には、現在必要

なもののリストを順位付け掲載している。必要なものは以下の４つ。①トタン板、②竹、

③マスク、④竹の結束金物。幸いにもマスクの支給は地元銀行から支援を得られたようだ。 
 農業による生活が基本のため、食料は生産できる目途がある。しかし、日常生活に近い

生活ができなければ、生産効率も下がり将来の生活も困窮する。農産物をストックする空

間も必要だ。安全な生活と余剰生産物をストックできる空間が生活再建のステップに最も

重要という方針を地区で決めている。 

必要な物リスト 
 
 



 
共同作業           みんなで休憩 

 
若手エンジニア             若手のリーダーたち 
 
 
 



協働を訴えかける地元リーダー 
 

 
畑に建てられる仮設住宅 
 
 



外壁際の床を煉瓦にて施工中 

竹の結束状況 



竹とトタンの仮設住宅バリエーション 
 
 彼らは地区での被害者リスト（死者や負傷者の有無、住宅の被害状況など）を作成し、

自分たちなりに 4 段階に被害レベルを分類し、一番被害の大きいものから支援を受けたか

仮設住宅用の資材を配分していくという。また、彼らは食事やお茶の用意、がれき撤去な

どの労働など作業ごとに住民で分担している。 
 

祖父母と孫でのセルフビルド 
 
 



 多くの住宅がネワール特有の 4 階建て煉瓦造住宅である。彼らは被害状況によりいくつ

かの再建方法を設定している。①完全に崩壊したものは建物を撤去した上で、数年間居住

可能な仮設住宅を農地に独立させ建設。規模は 20 ㎡弱を基本とする。②半崩壊の家は、程

度により上層部（4～2 層目）を撤去して低層化。その上で一時的にトタン屋根を施工し、

数年間しのぐ。 
地区の建築環境を文化遺産として尊重し、被害の少ないものは改修で対応し、煉瓦は再

利用を前提、建物高さは地盤の強度から 2 階までという行政の指導があるとこことで、そ

れを前提に再建する前提。撤去や再建の作業は地元の者たちによるセルフビルド。 
コミュニティリーダーによる強い指導力と若手の登用が積極的に行われている。相互に

信頼感がある。コミュニティスケールがほどよく、共通の目標がつよく共有できている。 
この地区には古くの言い伝えがある。地区のタレジュ寺院の神体が盗まれたとき、明け

方に鶏が鳴き、驚いた盗人がにんにく畑に神体を置き去ったというものだ。この言い伝え

により、いまも鶏とにんにくを食べないという習慣を持っている。食用のアヒルは見かけ

るが、鶏は見かけない。（ほんの数キロしか離れていない Bungmati では鶏を普通に見かけ

る。最近、にんにくは食べるようだが・・）そのような古い言い伝えを敬虔に共有する一

体感が、現代にも機能しているのではないかと思いたくなる。 
どのように再建されていくか今後も応援するとともに注目したい。 

地区の際に建てられた共用仮設トイレ 
 
 
 

 



□今後の考察 

 災害によって地域の課題が浮き彫りになることは、これまでの災害において一般的に見

られる事態である。その課題が、そのままその後も持ち越されることもあるが、災害によ

り解決されることもある。 
いくつかの地域ではコミュニティが強化される事例も見られたが、必ずしも全体が良好

な結束を確認できているわけではない。小さなとまちのなかでも、隣り合う地区で全く動

きの異なる場合もあった。大きな都市ではスポットの支援が受けにくく、逆に支援されに

くい状況にあることもわかった。特に Bhaktapur では被災の濃淡がはっきりしていて、被

災範囲も広く、近隣関係も複雑なため、復興にあたっては難しい課題が伺えた。 
圧倒的な職人不足の問題も、長期的な事項としてある。それぞれが持つ土地を少しずつ

売ってでも、家を修復したいと考えているとの声をよく聞いたが、それを担う職人がいな

いとのこと。煉瓦造であることも補修を困難にする理由である。 
ネパールは 1979 年にカトマンドゥ盆地として世界遺産に登録された。住み続けながらそ

の建築環境を自ら尊重し守っていこうとする Khokana の動きに今後も注目していきたい。 
http://whc.unesco.org/en/list/121 
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