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第２章 研修生の報告 

 

第１部 

訪問先の報告 

 

 

Institute for Sustainable Agriculture Community (ISAC) ・・・・・ 白井 薫2-1-1 

－チェンマイにおける持続可能な農業と生産物の地域内流通を推進する地域 NGO－ 

2-1-2 Raks Thai Foundation (RTF) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 太田 善朗

2-1-3 

 

環境修復保全機構（ERECON）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－無農薬肥料を作るプロジェクト－ 

小塚 渚

2-1-4 国際自然保護連合（IUCN）アジア地域事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－マングローブプロジェクト－ 

小塚 渚

2-1-5 国際協力機構（JICA）タイ事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－日本の対タイ政府開発援助(ODA)における技術協力を行う組織－ 

白井 薫

2-1-6 カオヤイ国立公園（Khao Yai National Park）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂本 昭夫

2-1-7 The Green World Foundation (GWF) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂本 昭夫

2-1-8 The Thailand Environment Institute (TEI) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 神名 清文

2-1-9 Bird Conservation Society of Thailand (BCST) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 神名 清文

2-1-10 国際連合食糧農業機関（FAO）アジア太平洋事務所・・・・・・・・・・・・・・ 太田 善朗
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2-1-1  Institute for Sustainable Agriculture Community (ISAC) 

－チェンマイにおける持続可能な農業と生産物の地域内流通を推進する地域 NGO－ 

熱帯森林保護団体  白井 薫 

 

 

日 時：2007 年 1 月 22 日(月) 9:30-12:00 

場 所：ISAC 事務所・有機農産物販売店、病院敷地内の定期市（いずれもチェンマイ市内）

対応者：パノンポーン＝プッティマー氏（ISAC スタッフ） 

 

1. 訪問内容 

 

第 1 部 ISAC 事務所・有機農産物販売店 

 パノンポーン氏による ISAC の活動についての説明を

受けた後、質疑応答を行った。その後、有機農産物や加

工品を販売する売店内を見学した。 

 

第 2 部 病院敷地内の定期市 

 この日に開かれていた定期市を視察する為に病院へ移

動。病院内の敷地の一角では、椰子葺きの売店に ISAC

の農産物・加工品が並べられ販売されていた。様々な加

工品や展示されているパネルについての説明をパノンポ

ーン氏やその他のスタッフから受けながら、追加の質疑

応答なども行った。 

 

2. 訪問先の組織概要 

 

(1) 活動の背景 

 タイ王国では 1970 年代より、化学肥料・農薬を用いて

単一的な生産を行う近代農業が国策として奨励され、伝

統的農業から近代農業へ変遷した。その結果は、各地の

農村に 

・農民の借金 

・農薬の使用による健康への悪影響 

・環境や生態系の破壊 

・自給力の低下 

といった弊害を生んだ。こうした諸問題の解決を目的として、1993 年に ISAC の前身団体

である Pro Con Net が、NORTHNET Foundation の下に設立された。（2001 年に ISAC となる） 

 

(2) 目的 

 ISAC は「持続可能な農業」及び「オルタナティブな市場売買」による「持続可能な農業コミ

ュニティ(Sustainable Agriculture Community)」の実現により、前述の背景に挙げる問題を

解決することを目的としている。 

 

(3) 規模 

 チェンマイ県の生産者・消費者を対象に活動。 

 事務所・店舗 1 ヶ所の他、17 の場所で定期市を実施。 

写真 1 ISAC 事務所を訪問 

写真 2 定期市 
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(4) 人員 

 10～15 名のスタッフ（理事・事務局クラスは 7 名） 

 

(5) 財源・支援団体等 

 有機農産物の売上の他、以下の支援団体より資金や機材などの支援を受けて財源としている。 

・NOVIB the Netherlands (オランダの開発協力 NGO) 

・Heinrich Boll Foundation Germany (ドイツの財団) 

・Oxfam Great Britain (国際的な NGO 組織 Oxfam のイギリス拠点) 

・Embassy of Japan (日本大使館) 

 

3. 活動内容 

 

 ISAC は他の同様な団体とともに、12 団体で構成されるチェンマイ県有機農業ネットワーク

（以下「ネットワーク」、正式な名称は不明。）を形成して活動している。その内容は下記の 4

つに大別される。 

 

(1) 生産者に対する活動 

・ 有機農産物の生産の奨励、技術指導 

・ 農家の権利の保護 

(2) 消費者に対する活動 

・ 学校、ラジオ等のメディアを用いて、有機農産物やオルタナティブ市場についての知識

を伝える。 

(3) 流通 

・ 有機農産物およびその加工品を、生産者の利益を考慮して公正な価格で販売する。 

・ 下記に挙げる様々な形態で販売する。 

 店舗 

  ISAC の運営する販売店（1 ヶ所のみ）での販売 

 定期市 

  学校・病院・役場など 17 ヶ所で、毎週曜日を決めるなどの形で定期市を開いて販売する。 

(4) 認証 

・ 10 人の専門家ボランティアが行う認証制度「北部タイ有機農産物認証(THE NORTHERN 

ORGRANIC STANDARD)」による有機農産物の認証を行う。 

 

4. 活動の成果 

 

 ISAC を含むネットワークの活動の結果、チェンマイにおいて下記に示す成果がもたらされた。 

活動前 活動後 

生産者が努力して有機農業を行っても、

公正な価格で消費者に販売する手段が無

かった。 

有機農産物を、適切な価格で消費者へ届けら

れる流通ルートが形成された。 

有機農産物の価値を認識する消費者が少

なかった。 

教育や情報発信を通して、有機農産物の価値

を認識し選択する消費者が増えた。 

有機農業を行う農家は僅かしかいなかっ

た。 

ネットワークが把握する範囲で、チェンマイ

で 400 戸、タイ北部全体では 2000 戸の農家が

有機農業を実践するようになった。 
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5. 質疑応答 

 

Ｑ．完全な有機農産物ではない、減農薬などの生産物は扱っていないのか？ 

Ａ．完全な有機農産物以外はまったく取り扱っていない。生産者には、農薬を使用している

圃場に対して、徐々に無農薬の圃場の割合を増やすかたちで移行してもらっている。 

Ｑ．このような活動に対して、生産者は協力的か？ 

Ａ．最初は誰しも、有機農業など不可能だと考えるため協力を得ることは難しい。しかし、

王室プロジェクト（※）の実施が追い風となって広まりつつある。 

※ タイ北部の山岳地帯では、換金作物として麻薬の原料となるケシの栽培、焼畑の進行と

いった問題が生じていた。こうした問題に対処する為に、タイ王室のプロジェクトとし

て持続可能な農業が推進されている。 

 

6. 今後の課題・展開 

 

(1) 活動内容と事業の方向性について 

 ISAC が、前述の背景の示した諸問題を解決するために選んだ道は、地域外の資源への依存を

減らし、忘れられた地域の資源を活かすことであった。その手段が有機農業の普及であった。 

 しかし単に生産手段（持続可能な農業）のみに焦点を当てるだけでは不十分である。その生

産物が地域の中で、生産者の生活が守られるよう適正な価格で取引されることが必要である。

ISAC はその点も視野に入れ、「オルタナティブな市場売買」を実現するための活動も行ってい

る。それは学校等での消費者への啓蒙であったり、ショップや定期市による流通作りである。 

 そうした地域全体のシステムを視野に入れた多角的な活動を展開している点は、高い質の事

業を行っていると評価できる。この事業の成果は最終的には貧困・環境など、地域の多くの問

題を解決する可能性を持っており、そこには重要性や将来性が感じられる。 

 

(2) 普及の難しさ 

 ISAC のショップや 17 の定期市が、有機農産物の生産者や理解を示す消費者によって支えら

れている点では、ISAC の活動は一定の成果を得ているものと思われる。 

 一方で、タイ北部の農家戸数は全体で約 130 万戸ある。有機農業を実践する農家の正確な戸

数についての情報は入手できなかったが、現在ネットワークが把握している北部全体で 2000

戸という数と比較すると、依然として有機農家の数は全体のほんの一部に止まっている。現在

の活動の継続のみでは、普及は難しい状況にあるといえる。 

 

(3) 今後の展開 

 ISAC の目指す「持続可能な農業コミュニティ」の実現に至る鍵は、このモデルが政策として

取り入れられるかどうかではないだろうか。ISAC の様な団体が活動を行い、実績を作り、それ

に基づいて県や国家に対しての政策提言をしていくことが重要だと考える。 

 行政に対するアプローチが実を結び、ISAC の実践してきたモデルが県・国家レベルの政策と

して推進されるようになれば、ISAC の理想も早いスピードで現実のものとなると思われる。 

 幸いにもタイ王国では自立的・持続的な経済成長を目指す「足るを知る経済」に基づいて政

策が行われており、これが追い風となっている。現状では決して可能性の少ない道のりではな

い。 

 いずれにしても、ISAC の活動が何らかの形で実を結び、地域資源の利用と循環の中で、人々

が安心して暮らすことができ、後の世代に地域の知恵と文化が受け継がれていくような社会が

実現することを願うばかりである。 
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2-1-2  Raks Thai Foundation (RTF) 

NPO 川に学ぶ体験活動協議会  太田 善朗 

 

 

日 時：2007 年 1 月 22 日(月)、23 日(火) 

場 所：ランプーン県トゥンホワチャン（Thung Hua Chang）郡 

フアイハン（Huai Han）村 

対応者：ラーン氏（フアイハン村長） 

    タッチャイ氏（RTF スタッフ） 

    ディレーク氏（RTF コーディネーター） 

 

1. Raks Thai Foundation の組織概要 

 

Raks Thai Foundation（以下 RTF）は 1997 年 8 月 15 日に政府の認可を受けて CARE 

International から独立し設立された。CARE International は、第二次世界大戦被災者救済の

ために発足された世界最大規模の民間援助機関（国際 NGO）である。 

RTF の前身である CARE International Thailand は、CARE International の開発途上国現地

事務所の 1 つとして、カンボジア難民問題を契機に 1979 年に発足した。 

現在までに農村開発、家内工業育成、環境保全、山岳民族開発事業、エイズ予防および共生

教育、全国各地の学校での環境、衛生およびエイズ教育の社会科副読本プロジェクト等の事業

を実施しており、活動地域はタイ全土におよぶ。 

住民のニーズを汲み上げて、より自立した生活に反映できるようなプロジェクトの計画を組

み立て、主に人材育成、教育訓練コミュニティの開発、リーダーシップの養成、技術指導とい

った事業に重点を置いている。 

RTF は、タイにおける 3 大問題－農村部の貧困問題、環境問題、エイズに対する取り組みを

行いながら、さらにこれまでの開発事業の経験を生かして周辺諸国との共同事業も展開してい

る。 

RTF は 250 人のスタッフと、125 人のボランティアで構成されている。また、8 つの CARE 地

域事務所を含む 19 の NPO、6 つの国際機関、9 つのタイ政府機関、3 つの大使館から資金援助

を受けている。 

 

2. Raks Thai Foundation の活動概要 

 

 今回は北東タイ、ランプーン県で行われている環境教育、山岳民族を対象とした環境プロジ

ェクトに着目し、活動視察を行った。トゥンホワチャン群には 35 の村があり、RTF はそのうち

29 の村で活動を行っている。 

 この地域には、以前はまだ多くの森林が存在した。しかし 1975 年頃、政府が森林の伐採権

を許可し、その後 8 年間にかなりの木が伐採された。タイ全体で見ると、以前は国土の 75％を

占めていた森林は、現在では 25％まで減少している。 

 政府が伐採権を許可してから 8 年が経ち、地域では水不足が深刻な問題となった。以前と比

べて前例のないほど問題となったため、村長が立ち上がり、地域の 1500 ライの森林を保護林

に指定し、守っていくことと決めた。 

 そして 1987 年頃、初めて NGO が村で森林保護の活動を始め、その活動は 8 年間続いた。活

動内容としては、森林を守るためのグループ作り、地場の流通作りが主なものであった。地域

によっては、ある程度しっかりしたグループ作りができたケースもあったが、当時、保護のた

めの規則等はなく、それぞれの地域で漠然とした形で活動していたという。8 年後に NGO が撤
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退して数年間にうちに、再び警察官や地元・外部の資本家が木を伐採し始めてしまった。 

 1998 年から、RTF がこの土地の森林資源、水源地の保護に携わるようになる。現在ある天然

資源の管理を、地域にある団体がやっていこうということを目的とした。 

 この地域には、バンコクを流れるチャオプラヤ川の支流の1つである、リー川の水源がある。

もしこの地域の森林が伐採されると、表土が流され、水位が上がり、洪水と水不足という両極

端の事態が起こってしまう。 

 村人は、RTF が入ってくるまで、先のことまで考えられなかったという。例えばその日に入

るお金などのことで精一杯で、身の回りで起こる問題に目を向けられなかったそうだ。 

 

(1) 自然観察トレイル 

 RTF が入ることで、コミュニティ・フォレスト（地域住民参加により管理される森林）がで

き、委員会、規則が出来上がった。そして森林の管理・利用の場として、また環境教育の場と

して、自然観察トレイルが作られた。 

 このトレイルには 13 のポイントがあり、各ポイントにそれぞれに合った項目の紹介がなさ

れている。 

 

番号 名  称 適    用 

1 コショウ 単に保護するだけでなくコショウを樹下植栽して利用。 

2 オオカミの洞穴 村人の伝承によるアジアンジャッカルの棲息地。 

3 チェックダム 乾燥が問題の当地では、小渓流の保水が森林回復の要点。 

土のうや大きな石を用いて作る。 

修理しながら、5 年間同じものを使用している。 

4 水の滴る森 竹のかけ樋に木の葉で受けて水を飲む。 

水と森との関係を教える。水源に現れる霊、言い伝え。 

5 千年ドングリ 栗の仲間の大木。モモンガの巣。食べると眩暈がするものも。 

6 竹 5～7 月にタケノコ。ここでは採取禁止。 

7 マコの木 野生のオリーブで薬として利用。実酸味、苦味、咳止め、解熱。

8 大象のプルー 幸せを呼ぶ、ツル性の観葉植物。 

9 イカの足 ハーブの木。薬草。郡内にこれ 1 本だけ。便秘の薬。 

幹を削る。ハーブボールは鎮痛剤。 

10 眼の水(水源) リー川（チャオプラヤー河の支流）の水源地 

11 お宮 ほこら。精霊を祭っていて、6 月に豚を供えてお祭りを行う。 

ヤマイチジュクの根が岩を抱える。 

写真 1 フアイハン村の村長、村人と意見交換 
 

写真 2 伐採により地肌の見えている森林地帯 
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12 薬草園 各種の薬草に番号と名前を記して、薬草を学ぶ。伝統医療師。 

13 ゴザの葉の森 湿地に大きな葉の植物がゴザを織る資材となる。 

 

 ここで最も森林保護、生態系の保全、水不足防止に大きな役割を果たすのがチェックダムで

ある。これは、土のうや石を積み上げて作られており、トレイル内に 43 ヶ所ある。一定量の

水を貯める効果があり、以前は乾季になると森を流れる川の水量が 0 になっていたものが、常

に流れのある状態に保つことができる程である。 

 

 (2) ゾーニング 

 それまで規則がなかった村に森林保護の強制力を持たせたのが、このゾーニングである。土

地を区分して管理する方法で、保護林、利用林、耕作地の 3 種類に分け、GPS を用いて線引き

を行い、各土地の目的を明確化した。 

 必要以上の木は伐らさない、という姿勢を徹底し、利用林の木も他の村に売ることは出来な

いとした。一方で、個人で使う分なら他の村人でも食糧などを取っても良いとしている。 

 

(3) 若者のグループ 

 各地域には若者のグループがあり、小学 4 年生～中学 1 年生ほどの子供が参加している。今

回私たちは郡内のフォェイ・ライ村で活動を行う若者のグループと意見交換を行った。 

昨年（2006 年）、この村の付近を流れるリー川の水質調査・分析、ゴミ拾い・分別などの活

動を行い、タイの新聞にその様子が掲載された。 

RTF は以前、水質調査のトレーニングをフォェイ・ライ村の子供達と行い、子供達が興味を

持った。そこで RTF のスタッフから環境キャンプの誘いがあり、村から 4～5 人が参加、その

後も RTF との関わりが続いている。 

ゴミの分別に関しても、子供達が川で多くのゴミを見たのをきっかけに、村長・行政委員に

相談を持ちかけた。このゴミは、洗剤やジャガイモ、殺虫剤の袋、缶、土嚢などを片付けてい

ない結果であった。 

そのゴミを三つの種類に分別することとした。 

・売れるゴミ（紙、缶、プラスチック） 

・燃えるゴミ（近くの穴で燃やす） 

・生ゴミ（堆肥に） 

以前は、ゴミの分別の効果を信じてもらえなかった。今ではゴミ箱をお年寄りに編んでもら

い、それぞれの村に配っている。 

缶などは村から買うという形で引き取り、リサイクル業者に売っている。1kg 10 バーツで、

 

写真 3 土のうを積み上げて作られた 

チェックダム 

写真 4 各ポイントに置かれている看板 
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月に 80～100 バーツの売上があるという。その利益は、次の活動の資金としている。 

 月に約 1 回、不定期にミーティングが開かれ、RTF スタッフ、村長、そして子供達によって

行われている。 

 

(4) RTF の姿勢 

 このように RTF は様々なアプローチで村に関わっているが、目的として「村の生活が良くな

る」、そしてコミュニティが学びの場となり、継続して大きくなっていくことを挙げている。 

 村に関わる第一段階として、まずは村の状況把握、そして潜在能力とマネジメント方法を村

人に伝えていく。地域ごとに活動計画を立て、行動に移す。その後、興味を持ってくれた村と

さらに行動を始めた。 

 8 年間の活動を行ってきて、森林保護の形態は出来てきた。今後の役割は、村に出来ない部

分、足りない部分を支援することであり、村とは距離を置いていく方針である。それは、RTF

自身ではなくあくまでコミュニティが村を作っていくため、そのコミュニティをそっと支える

のが RTF の役割だからである。 

 今後の課題としては 2 点挙げられる。一つは、築き上げてきた知識・ノウハウを次の世代に

伝えていくことである。これはコミュニティの継続性の面で、将来に向けての大きな要素であ

る。蓄積された知識・ノウハウは村の財産であり、それを次の世代、子供をはじめ、様々な人

に伝えていく必要がある。 

 もう一つは、森林復興の成果を上げることである。現在、土地に対する森林面積の割合は横

ばい状態であり、今後増やしていくには長い時間がかかる。その上、自立した村だけではなく、

興味のない村も巻き込んでいかなくてはならない。そのための手法は今後の大きな課題と言え

るだろう。 

 

3. 質疑応答の概要 

 

(1) 村人への質疑応答 

Ｑ．RTF の関わった村のうち、どのくらいの割合で村として自立できているのか。 

Ａ．この郡には 35 の村があり、うち 29 の村の中で RTF の活動を行っている。そのうち、19

の村では助け合いながらネットワークの形成が出来ているが、10 の村は関心がない。そ

の 10 の村に、コミュニティ作りを強制はしない。 

Ｑ．その、自立できる村、できない村は何が違うか。 

Ａ．最も大きいのはリーダーの存在。そのプロジェクトのどういう利点、効果に興味を持つ

かによって、活動計画も異なるし、プロジェクト自体を継続できるか否かも決まる。 

 

(2) RTF スタッフへの質疑応答 

Ｑ．RTF の活動していない村に対し、何かアプローチはしていないのか。 

Ａ．残りの 6 の村には働きかけをしていない。何故なら、6 の村は国立公園を含むエリアで

あり、政府との関係から積極的にアプローチは出来ない状態である。国の管轄のもとで

森林を守る意識は 6 の村にもあり、その点では Raks の活動と共通しているので、働き

かけはしていない。 

Ｑ．産業性を持った利用林は、タイでも今後考えられるか 

Ａ．この利用林・保護林も community forest も、政府の所有する森であり、法律により産

業性を持たせることは出来ない。 

 

4. 所感・考察 
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(1) チェックダムという手法、具体的な森林保護 

チェックダムは、非常に手作り感あふれるダムである。何十箇所もの場所に土嚢などを積み

上げ、細かく水を蓄えるという、一見原始的な方法であるが、その効果は非常に大きく、チェ

ックダムのおかげで水が枯れる時期が無くなったという。生態系の保護、森林の保護のための、

具体的な動きとして、見逃せない手法である。 

 

(2) 伝統的な方法、信仰、言い伝え 

村には代々伝わる伝統や、言い伝えというものがある。それは、科学の力に頼るのではなく、

脈々と続いてきた歴史の中を生き抜いた先祖の経験の蓄積であり、簡単に揺らぐものではない。

何より、これまで「続いてきた」、つまり「持続可能性」を秘めたものであるから、伝統を伝

えていくこと自体、持続可能性に向かうことになる。これは非常に大切なことであり、子供達

に先祖のアイデンティティを持ってもらうためにも必要なことである。 

 

(3) 森の利用 

森林を守るとは何か。人は元来自然の一部であったことを考えると、人が自然の中に入り、

利用し、しかし必要以上に自然を乱すことはせず、調和し、共生していくことが本来の姿であ

り、結果的に森林を守ることとなる。薬草やハーブ、コショウなど、人間が利用できるものは

多く存在する。それを、先人の知恵によって、食料や医薬品として利用していくことで、地域

に真に密着した生き方が出来るのではないか。 

 

(4) 若者のグループ 

子供達が率先して村の環境行動を起こしている様は素晴らしい。私が最も感動した部分でも

ある。Raks の成果が如実に現れている。当然、Raks は「場づくり」を行い、子供達は自らの

意思で行動している。子供達の感受性と興味をうまく引き出すことが出来れば、非常に良い好

循環が生まれるのではないか。 

 

(5) コミュニティ 

 これは組織論になるが、やはりリーダーの存在は大きい。Raks の趣旨を理解し、それを率先

して行動に移そうという志を持つ人が現れるかは、NGO の力の及びにくい部分である。コミュ

ニティの力は絶対ではなく、人によって見解が異なるのは当然であり、リーダーとなること、

コミュニティを作るのを強制することは出来ない。あくまで教育を行うに留まってしまう。 

その中でいかに成果を挙げていくかは、今後の課題として考えるべきことであろう。 

 

参考 URL：http://www.carethai.NPO-jp.net/ 

 

 
写真 5 若者のグループ 

 

写真 6 けさが巻かれ、神聖化された木 
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2-1-3  環境修復保全機構（ERECON） 

    －無農薬肥料を作るプロジェクト－ 

                   NPO 資源リサイクルの会  小塚 渚 

 

 

日 時：2007 年 1 月 24 日(水) 

場 所：ピサヌローク 

応対者：Program Coordinator  Mr.Ronnachai Saiwong 

視察先：NGO 環境修復保全機構（ERECON） 

分 野：有機農業と持続的農業に関するセミナー 

 

1. ERECON の組織概要（活動背景、目的、規模） 

 

(1) 活動  

 環境修復保全に関する事業、自然資源の持続的利用に関する事業、環境教育啓蒙事業を行っ

ている。 

1. 農業環境の修復および保全に関する調査研究し、その成果を現地に還元するための計画

を立案、遂行していく。 

2. 開発が環境に与える影響の調査・研究し、結果に基づき修復していく。 

3. 非営利団体への支援 

4. 土地、水、植物の持続的利用に関する調査研究 

5. 環境教育を含めた初等教育に対する支援 

6. 環境修復保全に貢献できる人材の大学、大学院等への進学や留学に関する支援 

7. 青少年の国際交流活動に関する普及啓発および担い手の育成 

 

(2) 2005 年度に行われた主な活動 

1. 傾斜地のおけるアグロフォレストリーの導入 

2. 塩類土壌地域における持続的農業 

3. メコン川流域の山地帯における持続的農業  

4. 自然資源の循環システムの啓蒙活動 

5. 有機農業の啓蒙活動 

6. 農業システムと土の肥沃度の調査研究（ラオス） 

7. 有機農業のセミナー 

8. 地域の農家への生態系農業の技術指導 

 

(3) 目的  

 日本を含むアジア諸国の持続的発展において農業的および都市的開発と自然環境との調和

が不可欠である。そのため日本を含むアジア諸国における農業的および都市的開発と自然環境

との調和を目指した環境修復保全に取り組み、環境教育啓蒙の活動を通して、自然資源の持続

的利用に寄与することが目的である。 

 

(4) 規模 

 本部（日本）東南アジア事務局（タイ）東京農業大学連絡事務局、宇都宮大学連絡事務局の

4 つの事務局があり、現地政府機関、現地 NGO、現地農家グループ、各大学連絡事務局とネッ

トワークを持っている。 
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2. 活動概要と活動の成果、課題 

 

(1) 活動概要 

 今回訪問したタイ国ピサヌロークの農村では、生活安定のために作物生産量を増やすため化

学肥料を利用していた。これにより一時的に生産量が増えたものの、肥料投入量に対する作物

の生産量が伸び悩み、肥料を購入する費用が生活をいっそう苦しくさせていた。農地の地力は

低下し、生活の安定に対する不安が生じてきた。さらに、農地へ投入された窒素やリン成分な

どの栄養塩類が降雨に伴い流出し、池沼、貯水池において富栄養化や地下水汚染など下流域で

深刻な問題となっている。そこで、現地農家の生活安定と下流域の水環境問題の解決を両立で

きるプロジェクトの形成のため、NGO 環境修復保全機構が協力することとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 訪問先にて －活動背景－ 

今回話し合いの場となったのは 5 つの村の中心となっているビレッジオフィスであり、約 20

名以上の人々が集まった。各村の村長さん、小学校の校長先生や村の人々が参加した。村人の

話によると、農業省は肥料作りでバクテリアを使用することを二年前から進めており、この村

では昨年から使い始めたという。化学肥料の使用により、これまで調子が悪いという人は増え

ていたものの、重症になる人はいなかった。タイ政府の肥料についての指導書はあったものの、

どのくらい混ぜるかなどの詳細な情報を教えてくれる人がいなく実行できずにいたという。そ

の後、政府からの技術指導があったのは一度きりで、継続して教えてはくれず、さらに資金も

伴わない状態であった。政府としては無数にある農村を一つ一つまわって指導しなければなら

ず、手が回らないという話である。農村の人々は化学肥料を使わない肥料作りに興味はあった。

NGO 環境修復保全機構のコーディネーターが来たときは、すぐに教えて欲しいと頼んだという

話だ。 

 農薬をやめたことによって利点はたくさんあった。まず、化学肥料を使わないことで経費を

削減でき、お金が貯蓄できるようになった。二つ目は農薬では土が固くなってしまうが、微生

物の働きによって土が軟らかくなり、生物も住みやすくなること。三つ目に有機肥料は無毒で

体にもよい。さらに、白菜や胡瓜は質もあがり、評価されて値段も高く売れるようになったと

いう。 

小学校の校長先生の話には、学校での環境に対する取り組みを紹介してくださった。学校で

はゴミを分けて分別し、落花生の皮は肥料にするというリサイクル活動をしている。また、学

校では種をまく機械も作っているという話だった。 

 

(3)村のようす 

 

写真 1 会議の様子 

 

 
写真 2 村の様子  
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 活動現場に移動し、実際の肥料作りのようすを視察した。写真のような、竹とコンクリート

の二種類の堆肥層と肥料の型を作るミンチ用の機械が見られた。この村は 128 戸あり、480 人

の人々が住んでいるが、堆肥層は 10 個しかない。農地は 1000 ライあり、1 ライ 50kg のコンポ

ストを使うため、コンポストは一年で 4－5 トン必要だが、そこからできるペレットはたった

の 1 トン。村人の現在の年収 30000 バーツで、主な収入源はサトウキビである。10 年前は 10000

バーツに比べると経済的にはより良くなってきてはいるが、肥料作りにはたいへんな手間がか

かり、重労働。下に有機肥料の作り方を示す。 

 

(4) コンポストの作り方 

1. 動物の糞とモラス（サトウキビの残債）、大豆の殻

を入れ、一ヶ月おく 

2. 微生物（※）を入れ、混ぜる。 

3. 水を入れる 

4. 上に藁をかける 

5. 3 ヶ月後、コンポストとして使うことができ、ペレ

ットにする 

※ 王様のプロジェクトにより、政府から

微生物がただで支給される。ポドス 

（クロンドタナディリン）といい、全部で

12 種類ある。 

 

(5) 竹の堆肥層のデメリット 

今回竹とコンクリートの堆肥層、二種

類見ることができたのだが、竹で作るデ

メリットがいくつもあるという。まずは

1 年しかもたず、メンテナンスが大変ということ。湿度と温度が保てな

いこと。また、人々は竹を切ることが環境に良くないと考えている。 

 

(6) ペレットにする手順 

1. 政府からもらった微生物に水を入れる。 

2. 一ヶ月で、もう一度混ぜる。水がないと死んでしまう微生物もいる。 

3. 3 分の一に減る。 

4. 攪拌する。トラクターのエンジンを使って回転させる。 

5. 水分を調節して機械に入れる。 

6. 微生物のエサとなるモラス（蜜）を混ぜる。 

7. 機械によりペレットを作る。（ミンチを作る機械なので手間がかかる。） 

8. 干して乾かす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 6 ペレットを作る機械 

 
写真 5 攪拌する機械 

 

写真 3 堆肥層中のコンポスト 

写真 4 農業省から 

支給される微生物パック 
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3. 所感・考察 

 

(1) 政府から提供された技術が使われなかったことについて 

 お金が足りなかったという理由だけではなく、村人たちは手引書があっても、実行には移せ

ないという話から、教育の必要性を感じた。しかし、王様のプロジェクトとなると人々の興味、

やる気も違う。このプロジェクトが始まって、この村はまだ 1 年しかたっていないため、段階

の途中であるということもある。コーディネーターの話では、タイの人々の性質として、グル

ープを作りにくいという要因もあるという。様々な要因が村の自立性を損なう原因となってい

るように感じた。 

 

(2) 環境問題への意識に関して 

 農薬を使うことで川が汚れてしまうなどの環境悪化に対する危機感はあったか、という質問

に対し、「3，4 年前に体の調子の悪い人が増えた」という解答が帰ってきた。環境問題の意識

はまだ浸透していないのかもしれないと感じた。肥料で農薬を使わなくても。殺虫剤はまだ使

っているという問題もある。自分たちの健康を第一に考えており、周囲の環境悪化を考える余

裕がないのかもしれない。 

 

(3) 生活のための環境改善 

 環境修復保全機構の訪問では環境問題としてというよりも、生活の問題として農地を改善さ

せることが環境問題の改善につながっていくというパターンを勉強した。環境に悪いために、

化学肥料の使用をやめたわけではなく、生活がかかっているから、他の方法を取り入れること

にしている。NGO が入ってこなければ、コンポストを作る技術もわからないままで、化学肥料

を使い続けた。自発的な面があまり感じられなかった。まずは生活をよりよくしたいという気

持ちが村人にはあり、それをきっかけにして、意識の改革に繋がっていくかもしれない。NGO

の話によればこの村は村人の結束が強いということであるので、今後どう変わっていくかが楽

しみである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 7 乾燥中のペレットを前にして 


