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2-1-8  The Thailand Environment Institute (TEI) 

NPOインフォメーションセンター 神名 清文 

 

 

日 時：2007年1月29日(月) 10:00～12:00 

場 所：TEI本部事務所 

(16/151 Muang Thong thani,Bond Street,Bangpood,Pakkred,Nonthaburi 11120 THAILAND) 

対応者：Chaiyod Bunyagidj 氏（TEI副代表） 

 

1. 視察の概要 

 2007年1月29日(月)10:00よりThe Thailand Environment Institute（以下TEI）の本部事務

所（バンコク）にて、TEIの活動内容について副代表 Chaiyod Bunyagidj 氏より説明を受け、

その後質疑にお答えいただいた。 

 

2. 組織概要 

 TEI は 1993 年 5 月に設立され、政府、自治体、企業、地域コミ

ュニティー、大学や国際機関と連携しながら、タイ国内の草の根

レベルから近隣諸国を含む国際レベルまで、環境問題や天然資源

保全問題に幅広く取り組んでいる。主な活動としては、持続可能

な開発を目標に、環境政策の研究やフィールド調査のほか、自治

体や地域コミュニティーを対象とした能力開発研修を行っている。

バンコク近郊のノンタブリー県に本部を置き、職員数は抱えるプ

ロジェクトの数により大きく変動するが、常時約 120 名のスタッ

フが勤務している。TEI の意思決定機関である評議員会会長にはア

ナン元首相が就任しており、政界や産業界への影響力の強さがう

かがる。資金は 50％を政府、40％を海外からの寄付、10％をタイ

国内の企業からの寄付で賄っている。 

 

3. 活動概要 

 

(1) TEI の使命と五つの事業部門 

 TEI は持続可能な開発に寄与するアクションプランを提供する研究機関を目指し、その使命

として「タイ国内外での天然資源や環境保全に関する調査研究の実施・支援」「最新情報シス

テムの構築による環境関連分野の情報提供」「スタッフの能力開発」「調査研究結果の公開」「環

境関連のキャパシティビルディングを通じた持続可能な開発に向けた社会への貢献」を掲げて

いる。 

 TEI は五つの事業部門を有している。それらの機能と活動内容は次のとおりである。 

 

① ビジネスと環境部門 

（Business and Environment Program） 

 環境管理に関する分野で産業界をリードし、天然資源の使用量削減、公害予防、環境にやさ

しいグリーン製品の生産といった活動への各企業の積極的な参加を促している。当部門の最終

目標を「持続可能な開発」とし、その実現に向け次の分野での活動を展開しています。（1）ク

リーナープロダクション（CP）及びクリーナーテクノロジー（CT）、（2）持続可能な開発のた

めのタイ経済人会議（TBCSD：Thailand Business Council for Sustainable Development）の

事務局及び TBCSD の活動実施。TBCSD は、持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD：World 
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Business Council for Sustainable Development）の設立を受け、1993 年 11 月にアナン元首

相により設立された、タイ産業界の主要企業幹部をメンバーとした組織である。 

 

② エネルギー及び産業と環境部門 

（Energy, Industry and Environment Program） 

 国及び地域レベルでの持続可能な産業及びエネルギー開発の促進を目的とし、政府機関や企

業及び市民と共同で産業環境管理に関する政策研究を行っている。また、環境管理やエネルギ

ー保全、能力や意識の向上を図るため、セミナーや技術指導を行うワークショップを開催する

とともに、出版物やウェブサイトによる情報提供も行っている。 

 

③ 環境教育人材開発センター部門 

（Environmental Education and Human Resources Development Center） 

 環境教育、研修、能力開発を通じて子どもや若者を含めた幅広い利害関係者の環境政策決定

過程への理解を促進している。環境教育の質の向上、環境問題に関係するグループ間の横断的

な意見交換、協働的な学習手法の開発のためのプラットホーム構築に取り組んでいる。 

 

④ 草の根活動部門 

（Grassroots Action Program） 

 草の根レベルでの施策の実施や地域コミュニティー及び地方自治体の能力の向上を目指し、

タイ自治体連合（The Municipal League of Thailand）と共同で自治体における天然資源と環

境管理に関するプロジェクトに取り組んでいる。自治体での政策立案への支援や事業の実施だ

けではなく、地域コミュニティーや学校、NGO などとも協力関係を強化している。 

 

⑤ 都市と環境部門 

（Urbanization and Environment Pro-gram） 

 都市開発と環境についての政策研究を行い、それに基づいた環境管理ガイドラインを提供し

ている。快適で持続可能な都市の発展を実現するために、都市環境問題におけるさまざまな利

害関係者にプログラムへの参画を働きかけている。 

 

(2) 活動成果と国際機関の協力 

 上記のような幅広い活動分野を持つ TEI ですが、中でも最も

象徴的な活動事例としてグリーンラベル普及活動がある。また

TEI の活動は、各国からの国際支援に支えられている。 

 

◎グリーンラベル 

 グリーンラベルとは環境負荷の少ない環境配慮型製品を認証

し、その優先的な購入・使用の推進を目的とする環境ラベル制

度で、日本のエコマークに相当する。TBCSD の独自プロジェク

トとして 1993 年 10 月に導入されたものだが、その一層の普及

促進を図るため、翌年 8 月には工業省と TEI が事業の共同運営

主体となった。グリーンラベルは食品、飲料、医薬品を除く製品やサービスが対象である。TEI

及び工業省のタイ工業基準研究所（TISI）の審査を経て認証される。現在、36 社のさまざまな

製品がグリーンラベルの認定を受けている。この制度は法規制によらず、NGO のリードによる

企業・市民・行政を含む社会全体の自発的な取組みとして進められている。 

 

◎国際的なパートナーシップ 
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 TEI はタイ国内では天然資源環境省、工業省、内務省、エネルギー省の各省庁から支援を受

けており、また、オランダ、日本、EU など海外の政府機関からも支援を受けている。 

 TEI はさまざまな国際機関と連携してプロジェクトを実施している。例えば、国際連合ハビ

タット（UN-HABITAT）と共同で地方での能力開発プロジェクトを実施するとともに、そのノウ

ハウをラオス、カンボジア、ベトナムといった近隣諸国にも普及させるプロジェクトも計画し

ている。 

 TEI と日本の国際機関や団体との連携事業も活発に行われています。現在の環境教育人材開

発センターの前身である環境訓練センター設立のため、在タイ日本国大使館により、1995 年度

に草の根無償資金協力（11 万 632 六 US ドル）が実施された。また、2004 年 8 月 25 日～27 日

にバンコクで、国際協力銀行がタイ国天然資源環境省環境質促進局（DEQP）と共催で、タイ環

境教育ワークショップ「持続可能な開発のための環境教育」を開催した。このワークショップ

は、日本の環境教育の事例紹介や環境教育におけるパートナーシップの強化を目的に開催され

たもので、TEI は分科会にファシリテーターを派遣するなど、事業に協力している。 

 今後、タイに進出しているトヨタをはじめ、日系自動車企業と合同で、タイ国内の 20 自治

体の学校の生徒を対象に、省エネルギー、都市緑化、都市交通等について啓発事業を実施する

プロジェクトの予定もある。 

 このほか、神奈川国際環境協力協議会、日本環境教育フォーラム等、日本の各種団体の支援

や共同プロジェクトが実施されている。 

 

4. 質疑応答 

Ｑ．事業を行う上で苦労していることは？ 

Ａ．組織が細分化され、スタッフが基本的にそれぞれの分野だけに専門的に動くようになり、

分野間でのネットワークがなくなってきている。そのため今後 2 年をかけて分野を超えた

5～6 の大きなプロジェクトを実施し、スタッフが分野間のネットワークを作るためのトレ

ーニングにもしようと思っている。 

Ｑ．グリーンラベルの普及の現況は？ 

Ａ．制度が始まってから 10 年が経つがまだ社会に普及しているとはいえない。昨年調査した

ところ、グリーンラベルを知っている人が 60％、買いたいと思う人が 10％しかいなかっ

た。タイ政府に普及のための働きかけを行っているが、政府としてグリーンラベルを推進

していないなど、今後政府との協力体制も課題である。政府の機関は非常に複雑でそれぞ

れ個々に対応していかなければいけないという点にも苦労している。 

 

5. 所感・考察 

 この研修での前半で地域密着で活動するNGOの活動を

体験したこともあり、当初、タイで最も大きなNGOである

TEIが国家レベルでの活動をどのように地域につなげて

いくのかが関心があった。そのため、五つの部門のうち

の「草の根活動部門（Grassroots Action Program）」に

ついて具体的にどのような支援をしているのか？という

ことについて質問をなげかけたが、具体的な内容までは

把握しておらず、資料もないという回答で、実際の活動

がまったく見えてこなかった。 

 また、TEI は政府主導で設立され、日本の独立行政法人と似た位置づけと思われるが、主要

メンバーが元政府の役人であるということ、資金的にも 50％を政府に頼っていることなど、こ

の状況でNGOとして自由な活動や提言を行っていくことができるのか？ということも疑問に感

じた。 
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2-1-9  Bird Conservation Society of Thailand (BCST) 

NPOインフォメーションセンター 神名 清文 

 

 

日 時：2007年1月30日(火) 10:00～11:30、2月1日(水) 6:00～11:00 

場 所：BCST本部事務所（1月30日 バンコク） 

    バンディング調査地（2月1日 ペチャブリ近郊のLaem Phak Bia） 

対応者：シリラック氏（調査員、事務局）、ソムチャイ氏（調査員、学生ボランティア） 

    ノンチャヤ氏（事務局） 

 

1. 視察の概要 

 2007年1月30日(火)10:00よりBCSTの本部事務所（バンコク）にて、BCSTの活動内容について

シリラック氏（調査員、事務局）より説明を受け、その後質疑にお答えいただいた。また、2

月1日(水)6:00より実際に調査活動の行われている現場（ペチャブリ）にて、現地調査員のソ

ムチャイ氏によるバンディング調査の体験をし、その後同氏に質疑に答えていただいた。 

 

2. 組織概要 

 BCST（Bird Conservation Society of Thailand）はタ

イの歴史ある環境 NGO のうちの一つである。団体の活動

は 1962 年、「タイの自然保護の父」とも呼ばれるブーン

ソング博士（Dr.Boonsong Lekagul）により、前身の団体

であるバンコクバードクラブが設立されたことから始ま

った。その後 1993 年、野鳥保護を促進するためにより完

全な役割を果たすために法人格の許認可を得、名称も現

在の「Bird Conservation Society of Thailand」となっ

た。1996 年からは「Bird life International 」（世界中で 250 万人以上の会員と 100 カ国以

上で活動する野鳥保護団体の国際的なパートナーシップ）の正式なパートナーとして活動を行

っている。タイ各地のローカルな野鳥保護団体と密接なネットワークを持ち、調査情報収集と

発信を行うなど、タイ唯一の広域で活動を行う野鳥保護団体である。 

スタッフは7名、その他約800名の会員がおり、資金は会費（250バーツ/年）と政府からの助成

金、RSPB（イギリスのNGO）などの他団体からの寄付金、その他バードウォッチングプログラ

ムからの収益で賄っている。 

 

3. 活動概要 

 

(1) BCST の使命 

 BCST は鳥は健全な環境と生物多様性の重要な指標と考え、市民や政府機関とともにタイの野

鳥保護のために以下にあげる事項を目的として活動している。 

 

◎主な目的 

・鳥を生物多様性の指標種として用いることにより鳥と自然環境の保護を促進する。 

・バードウォッチング活動を通して、鳥と生態系の重要性について市民を教育する。 

・タイの野鳥保護ネットワークを強化することによって、地元の野鳥・自然保護グループや政

府機関、市民と共に野鳥保護問題に取り組む。 

・タイの重要な保護地域と他のキーサイトの保護プログラムに基づき、開発と促進を行う。 
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(2) 具体的な活動 

 

◎野鳥保護アクティビティの実施 

 一般の市民に対し、野鳥をとおして環境保全の重要

性を理解できるような以下のアクティビティを実施し

ている。 

・国内の各地でバードウォッチングイベントを開催、

またメンバー同士のミーティングの開催。 

・ボランティアのためのアクティビティとして、バン

ディングした鳥にリングをはめるプログラムの実施。 

・バードウォッチングフェスティバルの開催。 

・ユースキャンプでの自然体験プログラム実施。など 

 

◎国内のローカルで活動する野鳥保護団体とのネットワーク 

 タイ国内に多数存在する野鳥保護団体とネットワークを持ち、鳥に関する情報を密接に交換

できる体制を構築、また協働によるプログラムを実施している。 

 

◎野鳥と自然環境の調査 

 野鳥の調査に関しては国内のあらゆる地域に住む会員や他の野

鳥保護団体とのネットワークを利用し、どこにどんな鳥がいた

か？環境がどのように変化しているか？などのデータが電話、ホ

ームページの掲示板、e メールにより、BCST に届くシステムなっ

ている。それらの調査データを集計し国内の環境状態を分析し、

その情報を広報、書籍出版も行っている。 

2004 年にはバンコクで開かれた IUCN 世界自然保護会議において、

タイにおける野鳥の生息域として重要な地域 IBA in Thai

（Important Bird Areas in Thai）に 62 の地域が指定され、「タ

イにおける自然保護のための重要地域」が出版された。 

※IBA in Thai は BCST と政府、専門家が委員会を作り、指定地域

の制定が行われている。 

 

◎会員に向けた活動 

 約 800 人の会員に対し、月 1回のニュースレターを発行している。その中で調査結果の報告、

バードウォッチングプログラムの勧誘、環境教育プログラムの実施報告、会員から寄せられた

情報、野鳥に関する書籍の照会などを掲載している。 

 

◎その他 

 野生生物の輸出制限に関する活動、ガーニーズ・ピタ（ヤイロチョウの一種）やハゲワシの

復活プログラムなどを実施している。 

 

4. 調査体験 

 

(1) 体験の概要 

 早朝 6:00 よりペチャブリ郊外の調査地へ行き、現地調査員のソムチャイ氏による、かすみ

網を使用した鳥を捕獲調査するバンディング調査（鳥類標識調査。野鳥に足輪を付けて、鳥の

移動や寿命を知るための調査のこと）を体験した。その後日々、現場での活動に携わる調査員

写真 2 
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との意見交換を行った。 

 

(2) バンディング調査体験について 

 調査地は海岸近くの Laem Phak Bia 。この場所は王室による環境調査・改良プロジェクト

（LERD）の敷地内である。 

 この日は数日前から同じ場所で連続して調査が行われていることもあり、1 羽の鳥（シギの

1 種）しか捕獲することはできなかったが、捕獲してから体長や体重の計測、足輪をつけて放

鳥するまでの一連の作業を間近で見学することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 調査地について 

 この調査地は約 100ha の広さに干潟、ため池、

マングローブ林など多様な環境を持っている。

1994 年頃この地域では、えびの養殖が盛んに行わ

れていたが、その後事業がうまくいかなくなり、

塩田となったり放置されたりしていた。加えて、

ペチャブリ市街から生活廃水が川を通して流れ

込み、深刻な環境汚染が広がっていた。当時、国

王は自然の浄化システムによる環境浄化に興味

を持ち、その研究対象となる地域を探していたが、

1991 年にこの地域に眼を付け、王室の研究地域と

して買い上げることになり「LEAD」が設立された。

その後、マングローブなどの植林、微生物を使った水質改善などの研究がなされ、徐々に環境

写真 4 かすみ網はマングローブの植
林された湿地に設置されていた 

 
写真 5 鳥が暴れて傷つかないよう速
やかに、体長やくちばし、翼、足の長

さなど決められた箇所を計測する 

写真 6 調査地域ごとに決められた 
        刻印のついた足輪をはめる。  

この場所はＲＦＤ 

 
写真 7 薄い紙の袋に入れ、 

 体重を計測する 
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浄化の効果が上がり、今では海産物が取れるようになるなど生物の多様性が戻りつつある。 

 

(4) BCST と LERD の関係について 

 LERD では当初、津波の被害の防止や海の環境汚染の防止策のためにマングローブを植林する

活動を行っていたが、そこにいろんな鳥が集まるようになった。そして 2000 年から BCST が鳥

を調査することで、LERD には鳥に関するデータが蓄積され、また BCST には条件のよい調査地

を確保することができるなど、有益な協力体制をとることができるようになり現在に至ってい

る。 

 

(5) 調査を始めてからの環境の変化について 

 ソムチャイ氏によるとこの区域は禁猟区になって

いることもあり、敷地内で約 100 種またペチャブリ

地区では約 200 種もの鳥を確認しているということ

であった。（タイ国内では 985～1000 種が確認されて

いる） 

 バンディングは週 2 回実施し、毎回約 20 羽程度が

捕獲される。今までに遠くは上海など国外の足輪を

つけた鳥も多数確認され、東アジアから東南アジア、

オセアニア地域を行き来する鳥たちの中継地にもな

っていることがわかってきた。 

 

 2000 年に調査を始めてから毎年、鳥の種類、個体数が増え、他の地域に住む鳥たちの餌場に

もなっており、確実に生物の多様性を取り戻しつつあると感じているということであった。 

 

写真 9 
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5. 所感・考察 

BCST を視察して私はまず、事業規模に対してスタッフの人数が 7 人と少なく、どのように事

業を行っているのか？ということに強く関心を持った。 

質疑応答によって明らかになったのは、BCST ではあらゆるネットワークをうまく生かすこと

により、できる限り少ない労力で効率よく大きな成果を挙げるということ成し遂げているとい

うことであった。 

例えば、調査においては各地域に存在する BCST 会員（800 名のうち 200 名がアクティブな会

員）、野鳥保護団体（8 団体）や大学の野鳥サークル（8 大学の 8 つのサークル）と密接に情報

交換を行い、実際に数名の調査員が現地で調査するだけではとてもカバーできない量の情報を

手にすることができている。特に大学の野鳥サークルの学生ボランティアは大きな役割をにな

っており、学生は調査を行うことが自身の研究にもつながり、また BCST 側も一定の技術や知

識を有した学生が調査を行うことで、信頼性のあるデータを得ることができるという双方にと

って有益な関係を作っているようだ。現にソムチャイ氏も大学の研究室に籍を置く学生であっ

た。 

他にも IBA in Thai において政府や外部の専門家と BCST が実行委員会をつくり、保護地域

の策定を行っていたり、また調査体験で訪問したペチャブリでのバンディング調査活動でも、

LERD という王室の環境浄化プロジェクトとの協働により、お互い出せる資源や技術をうまく活

用して、地域の環境改善に貢献していると感じた。 

 

このような、さまざまな立場の団体がネットワークを組み、条件に応じて協働しプロジェクト

を進めていくという形式は大変難しい面も多かったと思われるが、今回 BCST での生きたネッ

トワークを基本とした幅広い活動が実際に動いている現場を見て、その可能性の大きさを改め

て実感することができた。 
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2-1-10  国際連合食糧農業機関（FAO）アジア太平洋事務所 

NPO 川に学ぶ体験活動協議会  太田 善朗 

 

 

日 程：2007 年 1 月 30 日(火) 

場 所：バンコク 

応対者：樫尾正一氏（森林資源専門官） 

    小沼廣幸氏（アジア太平洋地域事務所副地域代表） 

 

1. FAO アジア太平洋事務所の組織概要 

FAO は 1945 年 10 月 16 日に設立された国連機関で、189 ヶ国及び EU が加盟している。本部

はローマに設置されている。5 つの地域事務所を持ち、アジア太平洋事務所はそのうちの一つ

である。その他、5 つの地域支所、5 つのリエゾンオフィス、78 つの現地事務所を有する。 

 FAO の目的として、以下の 3 点の施策を通じた「世界経済の発展および人類の飢餓からの開

放」が挙げられている。 

 1) 世界各国国民の栄養水準および生活水準の向上 

 2) 食糧および農産物の生産および流通の改善 

 3) 農村住民の生活条件の改善 

2005 年末現在、職員は約 3450 人で、うち 60％がローマ本部勤務である。日本人職員は 40

人で、全職員数の約 2％に当たる。 

 予算は 2004/2005 年度通常予算で約 7 億 4900 万ドル。分担金の割合は、最も拠出の多い国

はアメリカで 21％、次いで日本が 19.7％、その他、ロシア 10～11％、ドイツ 10～11％となっ

ている。 

FAO アジア太平洋事務所（以下 FAO-RAP）は、1947 年に FAO 議会の決定により設立された。

当時は中国に置かれていたが、1953 年に委員会での決定によりオフィスが現在のバンコクに移

った。現在 46 ヶ国が FAO-RAP に加盟している。 

FAO-RAP事務局長は2年ごとに交代する。1500人の専門職員、2200人の支援スタッフを持ち、

農業、漁業、林業、食糧、貿易、情報の各分野で現場に出向き、支援を現場レベルで行ってい

る。 

FAO 総会にて、各プロジェクトを評価、ガイダンス、計画・予算決定を行う。 

 

2. FAO アジア太平洋事務所の活動概要 

世界の農村人口の約 70％はアジア太平洋地域に居住している。しかし地域で一人あたり利用

できる農耕地は、世界平均の 3.7ha に対し、アジア太平洋地域では 1.6ha しかない。天然資源

は限られ、人口基盤は大きいにも関わらず、あらゆる地域で貧困や食糧危機が問題となった。 

1945 年以来、急速に地域経済が成長し、識字率は増加し、栄養や公衆衛生が改善され、平均

余命も上がった。 

1980 年から 2000 年の間に、飢餓人口は全体の 32％から 16％まで減少した。しかし未だ、世

界の 815,000,000 人の飢餓人口のうち、実に 3 分の 2 に当たる 519,000,000 人がアジア太平洋

地域に住んでいる。1996 年に開催された WorldFoodSummit(WFS)で採択された目標である「2015

年までに世界の栄養不足人口（1 日 1US ドル以下で過ごしている人口）を半減させる」ことを

実現させるためには、2015 年まで年平均 19,000,000 人の飢餓人口を減らし続けなければなら

ない。 

FAO-RAP の業務は以下の 4 点に集約される。 

 1) 専門的知見のネットワークとして奉仕 

 2) 専門的知見を加盟国に提供 
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 3) 中立的な立場を提供 

 4) 資金の供与を受け、管理 

FAO-RAP は 1600 のプロジェクトを行っている。このプロジェクトの形成の話は地域レベルで

始まる。話を FAO 本部へ持って帰り、FAO 本部の代表（手続きをするグループ）の認証により

プロジェクトが出来上がる。 

 今回は特に環境保護と自然資源管理における FAO の業務についてお話していただいた。 

FAO-RAP の主な環境関連の取り組みは以下の通りである。 

・農業 

 乾燥地の土壌劣化調査、問題土壌情報ネット、有害動物集約管理、植物遺伝子資源の保全と

持続的利用 

・林業 

 森林資源調査、伐採圧削減、業務規約化、森林遺伝子資源保全、アジア象保全 

・漁業 

 水産業者責任管理規約、水産資源の監査と評価 

・食糧安全保障 

 脆弱性情報と地図化 

・環境教育 

1990 年代初頭、冷戦が終わり、世界では独立要求が増加した。結果、平和維持に莫大な資金

が必要となり、財政危機となってしまう。そしてプロジェクトは激減した。以前は 2350～2400

人いた FAO 専門家も現在では 1500 人となった。出版、会議、スタディツアー、プロジェクト

支援など、FAO の規模も縮小した。 

NGO との連携については、まだまだ FAO には役所的な面が大きく、NGO との連携はそれほど

多くないそうだ。しかし、今回私たちが訪問したことも含め、徐々に拡大はし始めている。NGO

の自由度の高さを活かしていくのは今後の課題である。 

「食糧が断たれたらどうなる？」を考えるのが FAO であり、動物だけとか、自然保護だけ、

ではいけない。責任は重い。 

 

3. 質疑応答の概要 

Ｑ．貧困の人に対しての環境教育を行っているのか 

Ａ．1600 のプロジェクトを通して、対象地域それぞれに対応した環境教育を行っている。例え

ばラオスに行ったらその国の人を通じて、現地語のテキストを製作するなど、その国独自

で動けるようにしている。何故なら、地域によって宗教も違えば言語も違うため、地域に

馴染まないからである。 

Ｑ．鳥インフルエンザに対する FAO の考え方は？ 

Ａ．鳥インフルエンザはアメリカでの工業ベースのアイデア・畜産のやり方が引き起こしたも

のであり、すべては儲けを考えた末起こった問題である。 

Ｑ．Community Forest 法が 15 年間も可決されない理由とは？ 

Ａ．タイの全ての森林は国有地である。森林を地域で管理していくことの意味が認識され、利

用権は認められることとなったが、所有までは認めていない。それは、所有を個人や民間

に認めた際の、土地がらみの企みによる森林の荒廃を恐れているためである。 

 

4. 所感・考察 

FAO の課題は、今後いかに草の根 NGO と関わっていくか、であると思う。FAO と NGO の長所・

短所は、責任の面と地域活動の面の 2 つに見られると考えられる。 

まず責任の面から見る。FAO は国連機関であり、「食糧を断たれたらどうなる？」という重大

な使命を背負っている。そのため、分野的に見ても広い視野を持っている。莫大な資金を扱っ
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ている。そのため、責任も非常に重い。NGO との連携が広まらない背景には、この責任という

問題があるのではないか。 

一方、地域に密着したプロジェクトを行いやすいのが NGO である。地域ごとに綿密に練られ

た計画のもと、開発を行っていくことの重要性は認められてきている。また継続性で見ても NGO

の方が対応しやすい。「これ以上手を入れなくても大丈夫」と言える状態を、各地域で作って

いくことが最も重要であり、そのために柔軟に動きやすいのが NGO だと言えるだろう。 

 これらのことを踏まえ、良い関係を築いていくには、FAO 側のアプローチと共に、NGO も FAO

の期待に応えられるよう成長していく必要がある。 

個人的には、樫尾さんのおっしゃっていた「経済的な面だけを見て貧困と判断するのは非常

に危険」という言葉が印象に残っている。地域の伝統的な生活方法を壊すような開発だけはあ

ってはならない。数多くあるプロジェクトも、地域に密着し、地域住民と本当に一体となって

進められるものであって欲しいと思う。 

 

参考 URL：http://www.fao.org/world/regional/rap/ 

http://www.fao.or.jp/about_fao/overview_index.html 
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