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2-2-1  日本人とタイ人の環境意識の違い 

NPO 川に学ぶ体験活動協議会  太田 善朗 

 

 

 私は、日本で、子供達に自然体験を積ませることで、少しでも自然に興味を持ってもら

おう、少しでも自分のこと、身の回りのことに興味を持ってもらおう、といった活動を行

っている。それは、特に都会の子供は自然の中に入る経験が少なく、身の回りに緑も少な

い、という状況の中、自然というものの素晴らしさを伝えたい、という思いから来ている。 

 果たしてタイ人の環境意識はどの程度あるのか、そのために私が出来ることは何か。私

は今回の研修で一番知りたいこととして、「タイ人と日本人の環境意識の違い」を挙げた。 

 もちろん、研修中に統計をとった訳ではなく、私が会話の中で、また街の空気の中で、

感じ取ったものである。 

 結論から言うと、あまりの違いに心底驚いた。考えてみれば生活も気候も経済力も違え

ば、環境意識も違うだろう、とは容易に想像できるのだが、やはり現地に足を運ばないと

実感として沸かないものがある。 

まず、環境意識をどう定義するのかも難しい。自分の生まれた場所や、今自分の置かれ

ている環境、そしていわゆる自然や地球環境問題、地域の環境問題などに興味を示すかど

うか、といったことを、ここでは環境意識としたい。 

 

●共通点 

 「経済的に豊かになりたい」という方向に頭が向いている点では、相違はない。資本主

義社会では当然のことである。一般に環境に良いと言われていること（例えばリサイクル

品、エコ商品、節約用品など）は、それ以外のことと比較して経済的に劣る傾向にあるた

め、何らかの対策が必要であることは明白である。 

 

●相違点 

 相違点として以下の 2 点を考えた。 

・ 環境と生活の結びつき方  

・ 環境行動に対する考え方 

 

 前者の方から見ていきたい。「環境と生活の結びつき方」は最も大きな相違であると思う。

日本では、もちろん地域にもよるが、「自然」という言葉、そして「環境問題」と呼ばれて

いるものが、身近に感じにくい傾向にあるように思う。しかし、タイでは水不足や災害等

が生活に大きな影響を及ぼすため、また例えば市場経済の波に押されて生活が困難になる

など経済的な理由から、環境には自然と敏感になる。ここが最も大きな相違である。 

 次に後者「環境行動に対する考え方」を見てみる。例えば「○○は環境に良いですよ～」

と教えたとする。日本人ならば、環境意識の低い人なら、まずは自分の生活が不便になら

ないか、金銭がかからないか、といった視点で考える。ところがタイ人（とりわけ地方の

住民）は、日本と比較して生活水準が低く、日々生活のことで頭がいっぱいである。だか

ら、教えられれば、とりあえずやる。やりはするが、意味を考えない。つまり、何故、と

いう根っこの部分が欠けているから、全く発展する余地が無い。自らアクションを起こす

というモチベーションとはかけ離れている。 

 逆に考えれば、何も持っていない、とも言える。その分、空白が多い、つまり可能性は

大きいと言える。Capacity Building という言葉があるが、まさにタイの人達を良い方向

に持っていくことを指している言葉である。 
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 以上、ざっと違いを挙げてみたが、こうして見てみると、日本人は「知識先行型」、タイ

人は「行動先行型」と言えるのではないかと考えた。日本人はよく教育されており、ある

程度の知識は得ているが、それが行動に結びつきにくい。一方タイ人は、知らず知らずの

うちに行動しているが、その意味が欠けている。ちょうどお互いに欠けているものを持っ

ているイメージであろう。 

 

 以上のことを踏まえ、現地ではない、全く別国からやってきた私が出来ることは何だろ

うか、それだけの価値のあることとは何だろうか、と考えてみる。 

 彼らに行動する動機や、知識を与えたい。私に出来ることは、簡単に言えば、日本の状

況とタイの状況を、純粋に、知ってもらう、伝えることだ。伝えることによって、伝統を

守ること、自然を守ることの意義を彼らに与えたい。 

 そのためには、まず、自分がその国を受け入れて、好きになることではないだろうか。

一人の人として現地へ行って、違いを理解した上で、伝える。そうでないと、本当に彼ら

にとって、彼らの生活にとって必要なものを理解することは出来ないと思う。地域で環境

保全をしていくということは、人を動かしていくことである。少しでも「環境」というも

のに興味を持ってもらえるよう、私なりに努力していきたい。 
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2-2-2  私たちの身の回りに残された自然への切実な思いやり 

       NPO 資源リサイクルの会  小塚 渚   

 

 

1. 近くに見当たらない自然とそれに伴う日本人の環境問題への問題意識の低さ 

1992 年にリオデジャネイロで世界環境サミットが開かれて以来、国際的な環境問題への

関心は高まりつつある。しかし、この 10 年の成果を見ると、まだまだ問題が山積である。

政府レベルでの合意も重要であるが、最終的に、環境問題は我々人間のひとりひとりの営

みの結果引き起こされているため、環境問題を解決していくためには、ひとりひとりが高

い意識を持つことが何より重要である。 

 日本でもマスメディアの影響で環境問題について考える人々は増えてきている。しかし

開発に伴い、汚染され犠牲になっている自然の様子はテレビの画面で見ることはあっても、

自分の目で実際に見る機会は少ない。大気汚染、森林伐採、洪水など問題は深刻であるに

も関わらず、人ごとのように感じている日本人は少なくないであろう。その意味で、日本

人の環境意識は決して高いとは言えない。しかし、自然から離れて住んでいる都市の多く

の人々にとって、環境意識を高くもつことは難しい。例えば、日本では蛇口をひねれば水

が簡単に出るし、浄水処理場のイメージは、コンクリートの無機質な建物しかなく、人び

とにとって身近なものではない。これらは、人びとが水の背景にある環境問題を意識でき

ないことの大きな一つの要因だと考えられる。森の中にすんでいて水を直接飲むような生

活をしていれば、自然の偉大さ、有難さも常に感じながら生きていけるはずである。つま

り、自然を偉大で身近なものだと感じる心こそが高い環境意識なのではないかと、私は考

えている。しかし、現在多くの日本人が持っている環境意識とは表面上の環境意識としか

思えないのである。 

以下では、タイでの事例を紹介しながら、日本の都市における環境教育の可能性を考え

てみたい。 

 

2. 環境意識を高めるためのヒント 

 

(1) カレン族の村（NGO CARE Thailand の活動サイト）   

 カレン族の人々は森を守りながら、そこにある自然を利用して生きている。そして、人々

はこの森は自分たちが守らなければならないという強い責任感を持っている。また、村に

住む子供たちは NGO による川の水質を検査する環境教育授業を受け、それをきっかけに川

がよごれているからゴミ拾いを始め、自分たちで森にゴミ箱を設置し、大人たちにゴミを

ゴミ箱に入れるよう呼びかけている。さらに集まったゴミは分別をし、ビンを売ることに

よって得た報酬は次の活動のための費用として蓄えているというのである。子供たちが目

指す川は「おじいさんの時代のような、汚れていないきれいな川」だという。 

それに対し、比較的受身な日本人は、国・地方自治体が何とかやってくれるであろうと

考えがちである。外部からのきっかけを与えられて始まることには変わりないが、自発性

が生まれたのは、地域の特質としてある森を活かしたことであると思われる。自然環境に

密接した生活をしているカレン族の人々と都市で生活している人々の共通しているのは、

自分たちが今使っている物は自然資源から得られたものであり、それを使っているという

点では変わりは無い。私たちが使っているものがどこから来ているか考えると、あまりに

も実感として湧きにくいが、それを考え始めることが重要だと思われる。人間対自然では

なく、人間が自然の一部であるという前提のもとで、自分たちの住む森を守ろうとするカ

レン族の人々に私たちが学べることは大きい。 



 55

 

(2) 王様のプロジェクト 自然による水の浄化実験場（BCST 活動サイト） 

 王様のプロジェクト・活動サイトの一つは、水の浄化を微生物だけでなく、葦やマング

ローブなどの植物を使って行う広大な実験場であった。自然と常に触れ合うのが難しい都

市において、自然を利用しつつ思いやる心を育むことも可能とするプロジェクトの一例で

ある。都市にある川を利用しながら、環境を守ろうとする心を育むヒントがここにある。 

もし日本でも自然に触れながら、自分たちが生活に欠かせない水を植物がきれいにして

くれている様子を気軽に観察できる場所があれば、そこは自然を偉大で身近なものに感じ

る心を養う絶好の環境教育の場である。葦を使った水質浄化システムは環境意識を高める

ための教材として非常に有効である。 

政策や企業の技術開発の環境対策だけでなく、人びとの環境意識への取り組みが重要な

のである。環境啓発活動の一環として、環境問題を深刻に考え、解決の道へ辿ってゆくた

めに一度原点に立ち戻り、自然への畏怖や畏敬の念について考える時間を自然に触れなが

ら学べる時間を増やしてゆくのは有効な手段である。 

 

3. 真の環境問題への解決は切実に自然を思い、危機感を感じる気持ちがあってこそ。 

環境を破壊してきたのは私たち人間一人一人であるがために、治していく責任があるの

は人間である。しかし、実際は背景にある自然を考えている人たちや失われていく資源に

ついて、切実に危機感を持って考えている人は少ない。自然と触れ合う実践的な体験を通

して、自然と人間のかかわりを見直す。そして、自分たちは自然に生かされており、地球

環境に感謝しなければならないことを意識する時間を作ることが大切である。そのために

は、私たち自身誰もが関われる川の清掃やリサイクルなどの実践的な環境活動を行いなが

ら、背後で守られていく自然への思いやりの心を持つ工夫を効果的にするようなきっかけ

を作り、主体的に広めていく地道な活動が重要なのである。 
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2-2-3  水環境改善の為 私が出来ること 

海をつくる会  坂本 昭夫 

 

 

＊ISAC （無農薬野菜の推進） 

 現在、横浜市金沢区・海の公園内・海とのふれあいセンターにおいて、有機野菜の販売

を、毎週火曜日、企画し実行しております。有機野菜生産の難しさ、そして、販売網の確

立等 私が毎週悩んでいる問題そのものが、ここ ISAC にありました。 

ISAC の活動にはとても親近感を覚え、無農薬米など、日本での輸入販売が可能な産物にお

いて、検討を開始してみたいと思います。 

 家庭からそして、農地から、リンやチッソの大量流出において、富栄養化した東京湾。

その東京湾を良くするためには、化学肥料を使う農業を削減し、無農薬や有機野菜を推進

することがとても重要であると感じております。 

 

 

 

     

 

   （無農薬生産された白米、うるち米、雑穀米） 

 

＊RAKS THAI FOUNDATION 

（MAEBON 村 カレン族の青少年環境クラブ） 

 昔の川を取り戻そうと、川の清掃を行い、生きものの観察を

つづけているクラブ。この幼い彼らが自ら考え、自ら行動して

いることがすばらしく、我々、海をつくる会の活動がここにあ

りました。 

 我々の持つ水質測定器等を支給し、知識を共有し、生きもの

の生態系等を教え、いかに生態系を増やすか。 

そして、いかに守っていくか。 

ともに活動できればと考えます。 

 又 我々の JUNIOR グループとの交流も楽しみです。 

 

＊ERECON (無農薬野菜生産とコンポスト) 

 神奈川県地球温暖化防止活動推進委員を務めている私ですが、

この温暖化防止の活動の一環に 生ゴミコンポストの推進があ

ります。 

 我家では、屋根に太陽光発電を設置し、生ゴミはコンポストを使用する。温暖化防止活

動においては基本的な活動ではありますが、実行しております。 

 それゆえ、コンポストの知識は早くから仕入れ、『EM ボカシを使うもの』『ミミズコンポ

スト』『電気式コンポスト』等、研究対象とされるものは、一応、勉強いたしたつもりです。 

 今回、ERECON の指導する PITSANULOK, KHIRI MAT, THUNG YANG MUEANG 村を訪問し、コ

ンポストを見させていただきました。 

 私は農業の専門家ではありませんが、私の持つ知識内においてもこの活動には矛盾点、 

改善すべきと思われる点、無駄な点が、多々ありました。 

 出来ることならば、再度訪問いたし、農業改革に関し、率直な意見を述べ、活動サポー
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トをしてみたいと思っております。 

 

活動サポート内容 

＊竹シガラでコンポスト容器作成 

＊土壌の改善 

＊ポドー使用と未使用の比較 

＊ペレット使用と一般のコンポスト比較        

                          

＊IUCN 国際自然保護連合 アジア地域事務所 (SEA GRASS PLANTATION) 

 今回、SEA GRASS(アマモ海草)に関しては話を聞くことはできませ

んでしたが、会議の席上、アマモに関しても植栽活動をしていると

発言がありました。                  

                          アマモ→  

 再度、アマモの活動を検証し、アマモ植栽活動に従事できればと

考えております。 

 現在、東京湾内において、雌花の収穫・種の熟成・播種・発芽・植栽と、アマモ一連の

作業を年間を通じ行っております。この技術は日本国内で初めて我々が研究し習得したも

のであり、この知識を他国のアマモ植栽に生かせればと考えます。 

 

＊THE KING’S ROYALLY INITATED LAEM PHAK BIA 

 ENVIRONMENTAL RESEARCH AND DEVELOPMENTAL PROJECT 

 研修で訪問した BCST の活動サイトにおいて、王様プロジェクト、下水道を薬剤を 

使用せず、マングローブや水草で浄化処理をする設備を見ました。現在の横浜では、下水

と雨水は分流式になっており、下水は下水道と通り下水処理場へ、雨水は河川へとなって

おります。しかし、近隣の農家や、養豚場から排出されてくる使

用水は、下水道ばかりではなく雨水溝にも大量に流出することか

ら、河川、並びに、海水浄化はここ数年、躍進的な改善を見てお

りません。 

 そこで、今回訪問し目にした、水草で下水を処理する方法を、

東京湾内に流れ込む河川に取り入れようと企画を致しました。 

 

場所：横浜市神奈川区幸ヶ谷 滝の川 

水草：汽水性のヨシ、アイアシ、シオクグを検討 

計画：右写真（滝の川）ここに浮きカゴを設置しカゴ

にポットを入れ 水草の成長を促す。カゴは 

両護岸に留め 水位の上昇を考慮。 

実施：2007 年 4 月より開始予定 
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2-2-4  農村に本当の豊かさを  ～持続可能な地域社会づくりのプランを探る～ 

熱帯森林保護団体  白井 薫 

 

 

 地方の村の貧困・過疎化・環境問題の要因の一つは、生きるための農業から、売るため

の農業への変遷である。森林を必要以上に切って耕地を拡大し、農薬・化学肥料を使用し

て、機械を導入し、単一の品種を大量生産する。重労働からの解放、収益の増加。一時的

には現金収入で潤うものの、やがて土壌が劣化し、収量も低下する。さらには農産物の価

格が下落して、ますます収益は低下し、借金・健康被害・環境問題といった爪痕が残され

る。次の世代は村での暮らし夢を抱くことが出来ず、都市へ出稼ぎに行き、過疎化が進む。

自給自足の暮らしが、借金の返済とモノを買わなければ生きていけない暮らしに変わって

しまう。 

 農村が、貨幣経済と適切な折り合いを付けながら、かつて存在した自給自立の地域経済

を取り戻すにはどうすれば良いのか。必要な要素は何か。そして、NGO はどのような役廻

りができるのか。訪問した団体の中で印象に残ったものをいくつか挙げて、そこから学ん

だことを振り返ってみたい。 

ISAC(Institute for Sustainable Agriculture Community) 

 ISAC はチェンマイで持続可能な農業とオルタナディブな市場売買（地場の流通）の形成

を目指して、生産・流通（販売）・消費者への啓蒙を行っている。その活動の根底にある戦

略の一つに、 

「外部の知識・資源（農薬／化学肥料／品種）への依存を減らし、地域の知恵と資源（有

機物・在来種）を活かす」ということを示していることは興味深い。問題の根本をしっか

りと把握して活動していることが伺える。 

 

 また生産技術の転換のみにではなく、そうして作られた農産物が消費され循環するよう、

消費者への啓蒙にも等しく焦点を当てている点も大切である。 

 

RTF(Rhaks Thai Foundation - CARE Thailand) 

 RTF が活動するランプーン県 Ban Huai Hang 村では、木材収入を目的とした森林の過剰

伐採によって、地域に環境問題と資源の枯渇問題が発生したが、森林をゾーニングにより

保護し、チェックダムの設置による保湿や植林によって保全と回復を計った。ゾーニング

は只単に森を保護するのみならず、利用区を定め、村人たちが森の自然に触れる、子ども

たちの環境教育の場として利用する、あるいは森の中の資源（木材・キノコなど）を適切

な範囲内で利用できるようにした。 

 

 ここでもう一つ注目したいのは、こうした活動が出来上がったプロセスである。村人た

ち自身がルールを作り、教師となって行っている点が興味深い。村のコミュニティ自身が、

自らの村の将来に責任を持って、決定している。支援組織である RTF のメンバーは、この

村の環境を守る委員会の一員としてサポートを行っているだけである。 

 

 活動の経緯を聞くと、RTF は当初まず村のコミュニティに長い時間密着して交流し、そ

の中でコミュニティの内情を熟知した上で、どのように進めて行けばよいかを計画したそ

うである。RTF の方針からは、NGO の関わり方として学ぶ所が多い。 
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 長い目で見て、環境保護のシステムを引き継いでくれる次世代のリーダーが育つように、

子どもたちへの環境教育も推進している。 

 

ERECON(環境再生保全機構) キリマット地区活動サイト 

 キリマット地区では、同様に近代農業を進めた影響で収量の低下が問題となり、ERECON

の支援のもと、生ごみの堆肥化とペレットの製造を行い持続可能な農業（無農薬・無化学

肥料栽培）の普及を進めている。 

 

 しかしながら、先の 2 つの事例と異なる点は、地域の資源を活かすという意味では、有

機物を再利用して栽培する技術的な面に止まっているという点。また、村人の雰囲気は外

からの機械や資金などの援助に依存する空気が強い印象を受けた。支援が途中で打ち切ら

れた際に、村人たちが自分自身で継続していくだけの力を持っているかどうか疑問に思う

点がある。 

 

持続可能な地域社会作りと支援者の役割 

 このテーマに関連しては、主に以上の 3 団体からそのヒントを吸収することができた。

これらを下記の通りにまとめて、このテーマへの現段階での答えとしたい。 

 

農村にとっての「本当の豊かさ」とは何か？ 

・村の将来を、コミュニティ自身が決定することができる自由。 

・外部の市場経済の変動が、村の生活レベルを脅かさないこと。 

・風景、生き物、等の豊かな自然と、それらがもたらす天然資源（恵み）がある 

・これらの豊かさの中で育まれた子どもが、その価値を心に刻みこみ、次世代に引き継

いでいく。 

 

持続可能な地域社会作りに必要なものは？ 

・コミュニティが機能していること（村人同士のつながり） 

・コミュニティが村の将来に責任を持って自ら決定し、行動すること。 

・生産の考え方を、外部の資源への依存（農薬・化学肥料・新品種・機械）を減らし、 

 地域の資源（有機物・在来種・生物農薬）を活かすことを原則にする。 

・持続可能な方法で生産された農産物の価値（安全性）を、コミュニティ内外の消費者

に伝え、販売ルートを形成する。 

・持続可能社会への道のりが続くよう、子どもたちに環境教育の場を設けて、次世代の

リーダーを育てる。 

 

支援者の役割とは？ 

・援助することが中心では、ソフト（技術や手法）・ハード（物資や機材）のいずれに

しても継続できない。コミュニティの内情を知り、提案し、彼らに選択してもらう…

常にコミュニティの自由意志を尊重する。 

・他の事例との交流や視察研修等を通じて、コミュニティの自発的な意志を刺激する。 
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2-2-5  タイにおける「住民参加型地域づくり」を目指した取り組み 

NPO インフォメーションセンター  神名 清文 

 

 

はじめに 

 私は当初、タイの NGO 活動は日本よりは遅れているだろうという先入観をもっていたが、

この研修での体験からその考えはまったくの誤りであり、日本と同じような、またより進

んだ取り組みが多く存在することを知った。 

 特に、私が関心を持ったことは、タイの NGO が住民参加型の地域づくりを目指し、住民

の主体性を大切にした、きめ細やかな活動を行っていることであった。今回研修先として

訪問した NGO のいくつかがこのような活動を行っていたが、その中でも特に Raks Thai 

Foundation（以下 Raks Thai）がタイ北部にあるドン郡フェイハーン村（HuaiHan village）

で行っている活動を主として報告したい。 

 

フェイハーン村のこれまでの経緯 

 Raks Thai の活動地の一つとして訪れたフェイ

ハーン村は、元々、木々が豊かに生い茂る山岳地

帯であった。しかし 1968 年頃に政府が国民に木の

伐採を許可してから企業や村民により 8 年間で多

くの木が切られ、村はそれまで経験しなかった乾

季の深刻な水不足と雨季には表土が流され土石流

が発生する被害を招くことになった。その危機的

な状況から 1975 年に村長の呼びかけで住民自身

が森を守る活動を始めたがなかなかうまくいかな

かった。1979 年に NGO がどのように森を守ればい

いのか研修会を開くなどの支援活動を始めた。その支援は 8 年間続き、村の中には貯蓄グ

ループが作られ、地場産業をおこして市場も作られた。しかし、NGO が村から撤退してし

まった後、その仕組みは崩れ、外部の資本家が入るなどして再び木が切られるようになっ

てしまった。 

 そのような状況の中、1998 年に Raks Thai がこの村で住民参加型の支援活動を始め、現

在では住民主体となって管理するコミュニティフォレストにより森が復活しつつあるなど、

さまざまな活動が行われている。 

 

Raks Thai の取り組み 

 上記のような経緯をたどり、一度は NGO の支援で完成されたように見えた地域づくりが

NGO の撤退によりもろくも崩れてしまった原因はまさに「地域住民の自立」の仕組みを整

えることができなかった点にあると思われる。 

Raks Thai ではその過ちを繰り返さないように「今ある地域の天然資源を地域住民が持続

して守っていくこと」を重要な目的とし、それにより最終的には村の人々の暮らしが良く

なることを目指して活動をおこなっている。そのために住民が主体的に活動を行っていく

ようなファシリテートを常に心がけているということであった。 

 

(1) 共に考え学ぶプロセス 

 Raks Thai では住民が自ら考え主体的な行動をとれるようになるため、以下のようなプ

ロセスを用いていた。 

写真 1 



 61

① 最初のステップではまず住民と仲良くなる。そして住民にどういう問題があるのかに

ついてリサーチする。 

② 地域の持つ潜在能力を洗い出し、住民に伝える。 

③ これまで地域が持っていた知識を生かし、これからどのように活用していくか？住民

と一緒に考える。（この村では村民の知識の幅を増やすため先進地視察としてロイヤル

フォレストに行くなど、スタディーツアーも平行して行った） 

④ 住民と一緒に計画を立てる。 

⑤ 実際にプロジェクトを運営し評価する。 

 

(2) 持続できるシステムを作る 

 Raks Thai は住民が自ら継続してできないことは実施しても意味がないと考え、地域の

持つ資源と伝統知を生かし、支援が行われなくなった後も住民の力で着実に持続されるシ

ステムを住民と共に模索し、構築している。以下に 2 つの例を挙げる。 

 

例 1）チェックダム 

 

 コミュニティフォレストの沢に、石や土嚢を積んで

小さなダムを作ったもの。これはもともとこの地域の

伝統知で、地元の材料と人力で比較的に簡単につくる

ことができ、乾季でも水を利用することができるよう

になった。壊れた場合の修理も容易である。 

 

 

例 2）コミュニティフォレストの管理体制 

 森の管理には多くの手間がかかるが、フェイハーン村

では住民の共通の認識として「住民が森に入って自分の

食べる分の食材をとることはかまわない、家を建てると

きなど許可をとって木を切ってもよい、お金を払う必要

もないが、その代わり労力で森に還元すること」という

考えが定着している。そのため作業には多くの村民が参

加し、日常的に住民が森に入っているため、木の盗伐な

ども住民の通報により防がれている。そしてそのように

住民が日常的にコミュニティーフォレストに関わること

で住民自身が環境について学ぶ機会を得ることにもつながっている。 

 

(3) リーダーの育成 

 Raks Thai では次世代の育成にも力を入れており、

小中学生を中心として環境教育キャンプを行い、いく

つかの地域から代表の子どもたちが参加をしている。

そしてその参加者の中から自分の地域で環境グループ

をつくって活動している子どもたちもいる。 

実際にこの研修では活動グループの子どもたち 8 人と

交流する機会があり、「活動を始めて自分がかわったと

思うことは？」という質問を投げかけた。子どもたち

からは「自分も村に参加しているという意識を持つよ

写真 2 

写真 3 

写真 4 
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うになった。」「自分の村をよくすることに関われるのでうれしい。」「同じような意識を持

つ友達ができてこの活動を続けていきたい。」という返答があり、地域に対する熱意が生ま

れていることを感じた。 

 

(4) 現地スタッフが住民と関わる姿勢 

 実際にスタッフが地域に入り支援を行うなかで、いつしか住民がスタッフへ依存する傾

向を招くことも多いと思われるが、Raks Thai では「その支援が自立的かどうか？」とい

うところで徹底した線引きを行っているようだった。その姿勢を感じさせる出来事を紹介

しよう。 

 ここ数年で住民主導の地域づくりが定着してきたこの村では、今後 Raks Thai のスタッ

フの常駐がなくなるなど、徐々に関わりを少なくして、本格的に住民主導による地域づく

りに入っていこうという段階に入っている。住民との会合の際に研修生より Raks Thai ス

タッフへ「今後この村にどう関わっていくつもりか？」という質問を投げかけたところ、

スタッフは「それは住民次第。常駐はなくなっても住民が主体的に地域づくりの活動を行

う意思があるのであれば、それに対する必要な支援は続けるつもりである。」ときっぱりと

答えた。多くの住民の前でこれほどはっきりした回答が言えるには、住民と Raks Thai の

信頼関係がしっかりと築かれ、また住民の中に「地域づくりの主人公は住民である」とい

う根本的な認識が根付いているということだと思う。 

 

 

 

 
写真 5 



 63

まとめ 

 これら Raks Thai の取り組みをまとめると以下の二つの側面が見えてくる。 

＜教育的な関わり＞ 

 共に考え学ぶプロセス、リーダーの育成のプログラム、コミュニティフォレストに関わ

ることでの環境教育、スタッフによる日常的な住民の主体性を促進するような関わり 

＜システム的な関わり＞ 

 住民自身で継続が可能なコミュニティフォレストやチェックダム、多くの住民が生活の

一部として地域づくりに関わる仕組み 

 これは直接スタッフに確認はしていないが Raks Thai の取り組みは、この 2 つがうまく

合わさり、また、環境の危機的なほどの悪化が後押しをし、住民参加型の継続的な地域づ

くりの可能性を生み出しているのではないかと思う。 

 

 

最後に 

 この Raks Thai スタッフと住民との交流とおして、「住民参加の地域づくり」の重要性と

可能性を改めて感じることができた。コミュニティーフォレストを案内してくれた住民の

話し振りからは地域の誇りや自分たちの活動に対する自身があふれ、実際に 10 数年前は荒

れ果てた環境だったとは思えないほど、木々が順調に育ってお

り、鳥や動物も戻ってきているということだった。会合に参加

した住民からもこれまで取り組んできた事業の持つ意味や将来

の方向性などについて、明確な発言が多くあり、個々の中で地

域づくりに対する考えが整理されていると感じることができた。 

 これらの体験を日本の地域づくりにそのまま持ち込むことは

できないと思うが「住民主体」、「継続できるシステム」という

関わり方がもたらす可能性を実感できたことは大きな収穫であ

った。この実感を胸に今後の自分の担当している地域づくりに

「どのようなファシリテートが必要なのか？」を模索し、実践

していきたいと思う。 
写真 6 
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