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１－１ オイスカ OB会研修センター（概要） 
岡本 奈保子 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜訪問先について＞ 
１、オイスカ OB会（チメンテン）研修センターの概要（背景） 
オイスカは、大地と人に、もっとドラマを～Cultivate The Future～を合い言葉にアジ

ア諸国を中心として、農業開発協力・環境保全・人材育成・普及啓発等の活動を行ってい

る NGOである。1961年 10月に、オイスカの前身である精神文化国際機構が発足、貧困
に苦しむアジアの人たちのため、まずはインド各地に篤農家を派遣し、モデル農場を作っ

て農業の改良普及に努めて、食糧増産に寄与。フィリピンへも調査団を派遣。1965年に名
称を変更し現在 26の国と地域で活動を行っている。 
 インドネシアに初めて研修センターができたのは 1981 年である。インドネシアでは

現在 5 ヶ所中 3 ヶ所の研修センターが実際に稼動している。チメンテン研修センターは
2000年に開所した研修センターで、標高 380m・全面積は 7-8haの立地である。 

 
２、オイスカ OB会研修センターの活動 

OB 会研修センターでは主に研修生の受け入れ、環境に対する取り組み（植林・環境教
育）、地域・農村開発（教育支援・学校の建て直し等）などの活動を行っている。 

研修生の受け入れでは、野菜栽培、養鶏、

女性生活改善、木工の４分野での指導がされ

ている。 
野菜栽培の指導では、その地域に根付く農

業を教えている。また販売の勉強をするため、

センターで栽培した野菜をセンターの前に作

られた小さなお店で販売したり、近くの軍隊

の住居に販売しにいったりし、自分たちが栽

培した農産物を他人に任せるのではなく、自

分たちで販売し正当な利益をえるための勉強

訪問日時：8月 17日～28日 
訪問先：オイスカ OB 会研修センター（スカブミ
県チメンテン） 
訪問先主要対応者：ハリド(HALID)オイスカ OB
会研修センター所長、ユース(YUS)Ｂ畑農場長、
アデ(ADE)広報・環境教育担当、中垣豊オイスカ
インドネシア開発団技術員 

分野：農業、養鶏、アグロフォレストリー 

養鶏

 

もしている。 オリエンテーションの様子 

ではインドネシアの地鶏だけではなく、中国地鶏であるハイナンという品種を取り
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入れたり、ニワトリのストレスを軽減させるためハーブ（セージ・バジル・ペパーミント

など）を小屋に置いたり、多くの試行錯誤がされている。えさはセンターで栽培した有機

栽培の野菜（トウモロコシなど）を使用している。またえさはそのままあげるのではなく、

消化効率を上げるために一度発酵させたものを与えている。消化効率があがることでフン

の臭いもなくなる。卵と肉のほとんどはセンターで消費され、あまった分は売るシステム

になっている。 
女性生活改善では、「味の素」からの支援

で作られた施設を使い、週に２回パンを作っ

て周辺に売りにいったり、休憩の時のお菓子

を作ったりしながら、料理と裁縫の技術を身

につける。 
木工は日本の政府が行っている、NGO 支

援の資金で施設が建てられた。木工で作った

机といすなどをセンターの周りにある６校の

学校に援助をしている。 
これらの研修とは別にセンターで利益を

えるために電照菊の苗の栽培プロジェクトが

行われている。このプロジェクトは OBによって行わ
ーターに苗を送るというリレー栽培である。年間 50
伝いにはセンター周辺のお母さん（年配の方）達 50
の近くには、女性の働き口としての工場があるが、年

年配の女性に他の働き口はない。このような人たちに

プロジェクトとセンターは担っている。 
環境に対する取り組み（植林・環境教育）では、CF

Forest Program)・マングローブ植林などが行われて
1991年にオイスカが始めた取り組みで、インドネシ
地域・農村開発（教育支援・学校の建て直し等）は

支援が行われており、日本大使館、ライオンズクラブ

組などのスポンサーがついている。これらの支援でオ

ることは PTAや地域の住民への説明とそれらの人達
PTA や地域の住民への説明会は最低 3・4 回行われ、
とか一部の人しか利益を得られないなどの誤解を受け

の研修生 OBスタッフを使いオイスカのことを理解し
チメンテン研修センターでは 4つの自然要素（太陽

必要だと考え農業指導が行われている。チメンテン研

肥料、農薬を使う農法）が採用されていた。この農法

力・時間の減少である。悪い面は農薬の危険性がある

家の健康被害だけでなく、消費者の健康も脅かしてい

健康への問題も浮上してきた。エネルギー移動、生態

ルエンザなどの問題が慣行農法に繋がっているのでは
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れており、愛知県の渥美半島のサポ

0万本の苗が日本に送られている。手
人近くが来てくれている。センター

配の女性は採用されることがなく、

仕事の場を与えるという役割もこの

女性生活改善で作ったものの説明 

P（「子供の森」計画）・PFP(People’s 
いる。この環境に対する取り組みは、

アでは 1993年から始まった。 
、MCK（水場）作り、環境教育学校
・三井住友銀行・コニカミノルタ労

イスカがもっとも大切だと考えてい

に労働奉仕をしてもらうことである。

日本の NGO だとお金を持っている
るので、その地域の言葉を話す現地

てもらっている。 
・水・大地・空気）が農業にとって

修センターの農法は慣行農法（化学

の良い面は作物の収量の上昇と労働

ことで、これらは農薬を取り扱う農

る。ほかにも化学肥料による環境と

系のバランス崩壊、BSE・鳥インフ
ないかなどの問題に直面し、いかに



うまく自然を使うか、自然の手助けをできるかが必要なのではという考えからオイスカの

考える自然農法（地域循環型自然農法）が取り入れられるようになった。この農法はオー

ストリアの人智学者ルドルフ・シュタイナーが提唱したバイオダイナミック農法（１つの

農場は完成した農場でなくてはならない。外からもってくる必要はない。）の考えが汲み取

られている。このように、チメンテン研修センターでは、研修生が地域に戻った時、その

地域でもできる農法の指導を目指している。「今のインドネシアに必要な農業技術は日本の

最先端の技術ではなく、現インドネシアの農業技術より少し上の農業技術である。」とチメ

ンテン研修センターの技術員である吉永秀喜さんはおっしゃった。 
 

＜研修内容＞ 
 8月 17日昼チメンテン研修センター到着。午後から研修センターの見学。 
8月 18日午前オイスカの理解。午後農業実習。有機肥料作りと有機栽培。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有機肥料（ボカシ）づくり

 
＜感想・考察＞ 
オイスカ・チメンテン研修センターで採用されている農法は

て有機農法や循環型農業、バイオダイナミック農法の指導もな

しかし研修センターでこの農法の指導がなされている理由は、

お金がかかる、その負担を減らすために自分たちで植物由来の

などを作っていると伺い、とても他の生き物を無視した考えに

地球に住む人の環境の問題であって、環境に優しいとは人間の

いるのだと思った。また、この考えや農法は今後自然と農業が

な考え方だと思った。裕福な人達が環境保護だといって弱者や

でする保護は、ただの自己満足だったと思った。私も今後この

うに活動していきたい。 
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有機栽培の実習 

、はじめ地球環境に配慮し

されているのだと思った。

肥料や農薬を外から買うと

肥料であるボカシや殺虫剤

なるがやはり環境問題とは

環境に優しいことがされて

折り合っていくために必要

貧困層の生活を脅かしてま

ことを理解し間違えないよ



１－２ オイスカ OB会研修センター（研修内容） 
廣田 茜 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問日時：8月 17日～28日 
訪問先：オイスカ OB 会研修センター（スカブミ
県チメンテン） 
訪問先主要対応者：ハリド(HALID)オイスカ OB
会研修センター所長、ユース(YUS)Ｂ畑農場長、
アデ(ADE)広報・環境教育担当、中垣豊オイスカ
インドネシア開発団技術員 

分野：農業、養鶏、アグロフォレストリー 

＜訪問先について＞ 
１、オイスカ OB会研修センターの概要（背景） 
オイスカ OB会研修センター（通称 チメンテン研修センター）のメインプログラムは

人材育成、環境保全事業、そして地域開発である。この 3 つの柱をもとに 2000 年の設立
以来活動してきた。現在の場所に引っ越してきたときは電気もなく空き地のようだったと

いう。面積は 12ha あり研修生、スタッフは研修センター内で生活している。独身寮、家
族寮がありスタッフの中には家族も一緒に暮らしている人もいる。 
 ここでは地域循環型自然農法を行っている。一つの農場は一つの生態系をもっていると

いう考え方である。 
 

２、オイスカ OB会研修センターの活動 
オイスカ OB会研修センターの主な人材育成活動は野菜の栽培、養鶏、女性生活改善、

木工の４つに分かれる 
野菜の栽培ではメロン、バナナ、トウガラシ、ナス、レタスなどを育てている。また

OB研修生による菊の苗の育成も行っている。 
養鶏ではブロイラー、レイヤー、ひよこを飼育している。 
女性生活改善ではお菓子作りや裁縫をしている。できあがったお菓子やエプロン・服、

小物入れなどは販売もしている。センターでは午前と午後に休憩が食事以外に 1回ずつあ
りそのときに女性生活改善で作ったお菓子をいただく。味の素（株）から支援された麺製

造機などもあった。 
木工では机と椅子などを作っている。これらの机と椅子は近くの小学校、災害にあった

小学校への寄付されている。 
現在まで約 3000 名の若者の研修を行ってきており、290 名は日本でのトレーニングも

受けている。 
 環境保全事業には Children’s Forest Program（CFP）、People’s Forest Program（PFP）、
Tokyo Marine Nichido Mangrove Program(TMMP)などがある。 

CFPは「子供の森」計画といい子供たちへの環境教育プログラムである。ネイチャーゲ

 13



ームやキャンプなどの活動を行ったり、鉛筆やゴミ箱などを支援したりしている。校庭内

に果樹を植え、実った果物は販売し学校の資金にしたり食べたりしている。このプログラ

ムは数値として結果が表れるものではない。しかし子供たちの表情が生き生きしてくるの

がわかるという。 
PFPは「住民の森」計画という。企業の社会貢献事業の一環としてさまざまな企業が支

援している植林プログラムも PFPの一つである。植林を始め、エコツアーなども実施して
いる。日本の企業では、トヨタ車体、ヤマハグループ、仏壇のヤマキ、などが支援してい

る。 
TMMP は東京海上日動火災保険が支援しているプログラムのことでマングローブ植林

プログラムである。ここは訪問予定先になっている。 
最後に、地域開発では学校支援、地震復興支援などがある。 

 
＜研修内容＞ 

１、農業実習 
 （１）苗移植と苗ずらし 
 苗移植と苗ずらしの作業は主にヤマハの森、トヨタ車体の森に移植する苗木の管理だっ

た。2007年 11月に移植する分の苗木約 250本の世話をした。（2007年 8月現在） 
 苗移植とは木の苗を小さいポットから大きい

ポットに移し変える作業のことである。大きい

ポットは穴の開いた黒い袋で高さ 15 センチメ
ートルくらいである。苗木の根を少し切り、ポ

ットには土を入れ、苗をポットに移し再び土を

入れる。土は鶏糞、もみがらなどを混ぜた土だ。 
 作業を担当しているのは研修センタースタッ

フのイムロンさん。一日約 2000 本の苗木を移
植するそうだ。炎天下の中の作業であった。半

日の作業であったが立つ際腰が痛くなっていた。 

上：苗移植の作業 下：苗ずらしの作業 

 苗ずらしは苗移植したポットの苗木の管理の

ことである。ポットから飛び出して下の地面に

根がつき、その根が大きくならないように根を

切る作業だ。この作業を行う苗木は普通 6ヶ月
のものだが、実習では 3、4 か月のものの作業
をした。作業前、ポットは隙間なく並べられて

いたが、作業後はポットとポットの間を握りこ

ぶし 1つ分あけて並べた。 
「植林」と聞けば「木を植える作業」だが、その植える木がどのように管理されている

かあまり考えていなかった。この作業を通じて植林するまでの苗木の管理が体験でき、大

きなプロジェクトの前の下準備がとても大切だと思った。 
（２）養鶏 
 オイスカ OB会研修センターには養鶏場がある。私たちは養鶏場の日課を半日交代で
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養鶏場は臭いが気にならなかった。 
、柵の

消

消

材料は、こめぬか、魚粉、とうもろ

こ

たちに指導してくださ

が

そ

感想・考察＞ 

修の農業実習では私にとって「新しいこと

の

あ

しを担当していたイムロンさんは苗ずらしの

当

行った。養鶏場は 8つの部屋に分かれており、そのうちの 1部屋は道具や餌などを保管し
ておく場所で残りの部屋で鶏を飼い、餌別に分かれている。ハイナンという中国の鶏とイ

ンドネシアの地鶏を飼っている。養鶏場に入ってまず気がつくのは「臭くない」というこ

とだ。一般に養鶏場は特殊な臭いがするが、この

午前中は餌作りで、午後からは水まき

毒、餌・水やり、木くずの発行作業を行った。 
柵の消毒に使用した消毒液は大豆からできた

毒液で鶏にかかっても害はなく安全だ。この

作業は月に 1回、一部屋 1リットルくらいの量
で行う。 
餌の主な

し、貝粉、炭、木くずである。炭は臭いを抑

える作用がある。餌は部屋ごとにやる分量が決

まっている。年齢・種類などで餌の原料の中身もカロ

ヤー、ひよこでは米ぬか、魚粉、とうもろこしの割合

手際よく材料の重さを量り私

きちんとグラム単位で測り、餌の管理がされていた

ひよこにはニラを与えていた。ニラにはひよこを強

うだ。今後、養鶏場の隣にニラを栽培する予定だと

夫もなされている。鶏は腸が短いので長くするために

長くするというもの。とうもろこしを 3日与えて腸を
中国の鶏のハイナンの前は他の中国の白い鶏を飼育し

じられる。 
 
＜

１）考察 
 この研

作業はアグロフォレストリーの一環で、アグロフォ

この舞台裏の作業は作業を体験して始めて分かる重要

でも感じることができた。養鶏では日本の育て方とは

毒、ぼかし作りなど、人工的、化学的ではなく人の手で

日本でよくある平飼いやウィンドレス飼いではなく適

飼われている。そして、臭いがないことは驚きである

が他のみんなが「臭いがなかった」というのを聞き、

した。臭いがなかった。意識しないと分からないくら

苗ずらし苗移植、養鶏で共通したことがあった。そ

る。 
苗ずら

者である。そして、研修生がいないときは苗ずらし

体勢は体力的にも疲れる。苗ずらしの作業に使う土も
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養鶏場での作業。左はボナさん 

ったボナさん。一見目分量に見えた

る作用がありニラをあげている

」が体験できた。苗ずらし、苗移植

一人しかいないことで

ほかにも２つの CSR など 4 つの担

リー違う。例えばブロイラーとレイ

が違うのである。 

。 
くす

語ってくれた。他にも次のような工

初めは消化が悪いものを与えて腸を

長くするそうだ。また今育てている

ていたという。さまざまな工夫が感

レストリーの舞台裏の作業をした。

さや作業している人の気持ちが少し

違う方法を体験した。餌の配合や消

自然にあるもので構成されていた。

切な数の鶏が十分な広さのゲージで

。私は後で言われてから気がついた

そのとき始めて養鶏場の臭いを意識

いだった。 
れは担当者が

の作業を一人でしている。日中この

鶏糞や籾殻を配合して作らなければ



ならない。 
養鶏では 8つのゲージを一人で管理している。餌の配合から消毒、温度管理、鶏の体調

管

の内容を記す。 
通していたことは「工夫」という点である。インドネ

が必要だ。

カ OB会研修センターで生活を始めて約１週間がたち、ここでの生活リズムがで
き

た。ポットに入れては次入れては次。

土

って

ゲ

ろ

理など、大切な作業を一人でもつのは大変なことである。2004年から担当しているボナ
さん。「チメンテンの鶏はオーガニックだから有名」と笑顔で話してくださった。一つ一つ

の作業が経験を積んだ手や目で迅速かつ確実に行われていた。鶏の種類を変えたり餌の材

料を変えたり。とても工夫されていた。 
2）ミーティング 
 主に養鶏実習で

 養鶏実習での皆が感じたことで共

シアの熱帯の気候に合った養鶏を試行錯誤し工夫されている。餌の工夫では、餌に炭を入

れにおいを消していること、カロリー計算や鶏の体調管理などが挙がった。 
 養鶏は技術と工夫とそして経験が必要となる．鶏の体調を見極めるには経験

そして餌の調合などの測量作業も経験により手際よく行われる。鶏の世話をする機会がな

く驚き・感心することが多かったと思う。 
3）感想 
オイス

ていた。点呼の合図や食事のお祈りや片付けにも慣れていきているころだった。この日

は研修センターの研修生やスタッフの方と同じ日課で過ごし、作業を教えていただいた。

私は午前に苗移植、午後からは養鶏の作業だった。 
午前の苗移植ではひたすら同じ作業の繰り返しだっ

がなくなり補充するため立ち上がったら腰が痛くて伸びをした。グーッと腰をそらすと

太陽がギラギラしていた。単調な作業で根気がいるなと思った。アグロフォレストリー関

連の作業と予定表にはあり、山の仕事かなと思っていた。しかし苗の管理もアグロフォレ

ストリーの重要な作業の一つだと分かった。植林や農業に限らず、何事も大きな作業の中

には大切な小さな作業があるものだ。目立たないがこの小さな作業が大きな作業を支えて

いると思う。もし、苗の管理や育成を怠ればアグロフォレストリーも成功しない。そんな

重要な作業を引き受け、この苗が未来に大きくなるようにと願いながら移植した。 
養鶏は一言で言うと「めっちゃ楽しい」。たくさん鶏がいて餌が入ったバケツを持

ージに入ると私の後をついてくる。餌を餌箱に入れようとすると頭をバケツにつっこん

できた。元気やなぁと思った。大きくなるんだよ。と声をかけた。 
餌は厳密に栄養管理された餌だった。とうも

ひよこたち 

こし、米ぬか、魚粉など餌の材料には化学的

なものはなかった。特におどろいたのは、炭が

入っていることだ。炭は臭いを消す効果がある

という。養鶏場のイメージはまず臭いがすると

いうものだったが、そのイメージが一転した。

また大豆でできている消毒液などもあり、私は

自然のものを飼育に使っているのが好きだと感

じた。玉子があまり取れないゲージの鶏の餌は

とうもろこしを 2 パーセント減らし、魚粉を 2
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パーセント増やしていた。餌の工夫なども感心した。 
全体を通して、農作業を一日体験した。どちらも二度と経験できないと思った。農業は

生き物とともに過ごす時間がとても長い。作業は一人であっても植物や動物と一緒に一日

を過ごす。とても贅沢で寂しくないと思った。 
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１－３ スカブミ県地方開発局 
西澤 和彦 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問日時：8月 20日 
訪問先：スカブミ県地方開発局

（BAPPEDA） 
訪問先主要対応者： 
アディ・ムルヤディ社会文化部長 
ダダン・スナンダール氏 
ペペプ・ムハンマド・アブドゥ氏 

分野：開発政策、住民参加、森林保護 

＜訪問先について＞ 
１、スカブミ県地方開発局の概要、背景 
 スカブミ県では 2年前から県知事が住民の直接投票で選ばれることになり、現在はスカ
ミン・ブジャヤ知事が就任している。県知事の選挙の際には、2004 年に中央政府により
制定された法律により、知事候補者は県の開発について選挙前にビジョン、ミッションを

提示しなければならないとされており、当選者の決定後は、その当選者のビジョンおよび

ミッションが 5年間の地域開発計画となる。スカブミ県では、2年前の選挙の後、スカミ
ン・ブジャヤ知事の下で、2006年から 2010年までの 5カ年計画が始まっている。 
 同知事は今後のスカブミ県のビジョ

ンとして、社会の生産力、繁栄をより

重視しており、具体的なミッションと

しては、①人材育成、②県政府の機能

強化、③経済発展を挙げている。スカ

ブミ県は、中央政府から西ジャワ州の

中で「後進地域」として指定されてい

る 2つの県のうちの 1つであり、2005
年のデータでは、教育を受ける平均期

間は 5.59 年と小学校卒業にいたって
いないほか、平均寿命は 64 歳、乳幼
児や出産時の母親の死亡率も高く、平

均月収は 52 万ルピア（約 7 千円）とインドネシア全体の貧困ラインである 70 万ルピア
を下回るなど、教育、保健、経済のどの指標においても低い水準にある。 

県の開発計画についての話を聞く研修生 

そうした中で、現在の 5カ年計画においては、貧困対策として 11の政策が打ち出され
ているおり、第 1の政策としては低所得者層の教育向上が挙げられ、就学年数を 9年の義
務教育を受けられるようにするまで引き上げることを目標に奨学金やその他の経済支援

策を講じることとなっている。また、環境面に関連する部分では、第 6の政策として地域
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開発への住民参加、第 10 番目の政策として、ゴミ、環境問題への対策を含む社会基盤の
整備が挙げられている。 

 
２、スカブミ県地方開発局の活動 

5カ年計画の政策のひとつである地域開発への住民参加に関しては、住民参加を促進す
る 3つのプログラム（①天然資源、環境のリハビリテーション、②環境への住民の意識向
上、③環境保護）が展開されている。地域開発への住民参加に環境のプログラムを入れて

いるのは、環境を破壊するのも保護するのも住民であり、環境保護は住民がどのように生

活をするか、意識レベルにかかっているからである。現在、スカブミ県では過剰な開発に

より環境の質が低下しており、自然破壊の例として、①森林伐採、②建設、埋め立て用の

土砂の違法かつ過剰な採取、搬出による

山の木々の消失、土壌の侵食、土砂崩れ、

③井戸の過剰掘削による水不足、などが

見られる。このうち森林伐採については、

スカブミ県の南部で 2000 年ごろまで残
っていた森林が違法伐採でなくなりつつ

あり、この対策として違法伐採の通報を

含む住民参加、植林のプログラムを実施

している。地方開発局においては森林伐

採計画の策定を担当し、具体的な施策は

環境局、森林局が担当している。 アディ・ムルヤディ社会文化部長 
 

＜研修内容＞ 
１、研修内容 
 開発局の庁舎内で上述の地方開発局の概要、活動について地方開発局の担当者から説明

を受け、研修生と担当者の間で下記のとおり質疑応答を行った。 
 

２、質疑応答 
質問：住民参加の具体的な方法は？  
回答：小学校での環境教育として植林などを行っているほか、地域住民への環境面での

指導を行っている。後者については、政府と NGO が協力して、住民による植林
グループ結成を促進し、住民への指導を通じて意識向上を図った結果、住民主導

で植林活動が行われるようになった地域も出てきている。以前は政府が苗木や植

林経費を提供していたが、住民への指導によって苗木の入手や管理も住民のイニ

シアティブで行うようになっている。 
現知事の下では 2 年目で具体的な成果はまだ見えていないが、以上のような取り
組みを行っている。また、地方開発局のペペク氏が JICA の招きで日本に研修に
行くなどしているが、スカブミ県は 41万 7千 haの面積、220万人の人口があり、
広い面積と人口の多さに努力不足も感じている。 
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質問：地方開発局としての森林伐採可能と考えている範囲はどの程度か？  
回答：森林伐採については、法律に基づいて地方開発局が計画を策定しているが、現実

には法律が守られず違法伐採が行われている。違法伐採への対策として、違反者

への罰則の策定を行っている。 
   （森林伐採可能な範囲については） 森林面積の何％が伐採可能とは簡単には言え

ない。森林は国有林と民有林に分かれ、国有林は半官半民の森林公社が管理する

生産林と中央政府が直接管理する保護林に分かれる。国有林の生産林は森林公社

が伐採量を決定しており、公社は中央政府の指揮下にあるので、県としては伐採

量の決定に対して強制力を持っていない。 
   （このように）開発においては、住民だけでなく、県政府、州政府、中央政府と

すべてのステークホルダーが参加して政策決定や開発計画の策定を行うことにな

る。日本のような森林開発とは異なり、森林の樹種が多様なこともあり、毎年の

伐採量は決められていない。 
 
 
質問：スカブミ県全体の森林面積、最近の減少面積は？ 
回答：県全体面積の 3分の 1が森林であり、2001年、2002年のデータでは、民有林は

11％、国有林が 20％となっている。 
ここ 10 年の動きとしては、森林が減少傾向にある。スカブミ県は開発地域と保
全地域に分けられている。開発地域には民有林が特に含まれ、ここで伐採が行わ

れている。保全地域には国有林、国立公園を含み、この地域の国有林も伐採され

ている。また、保全地域でも違法伐採がある。これは、住民の意識が低いことや

経済的な問題から起こっている。 
  （森林面積は）1994年から 2002年までに 7％減少している。 
 

質問：人員・予算は十分か？ 
回答：人員については、他の部門に割り当てられている人数に比べれば、十分である。

予算については、現在起こっている問題への対応を行うには十分ではない。 
 
質問：環境対策における局（地方開発局や環境局）の間の連携に困難は？ 
回答：調整していく上で問題は発生するが、話し合いで解決できると信じている。 

 
質問：違法伐採についての住民の意識は？ 
回答：住民は会社から金をもらって伐採していることが多い。貧困が原因の違法伐採で

あり、自然破壊をしなくても良い経済活動の開発や森林の有効活用が必要である。

JICA と協力し、森林地域の住民支援として保全地域の住民への外部での仕事や
森林の有効活用ができる仕事の提供を行っている。 
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＜感想・考察＞ 
・スカブミ県は西ジャワ州の中で「後進地域」とされているため、貧困の解消を目指し

た経済開発計画に重きが置かれており、開発計画の中で環境の保全を図っていくという

政策をとっている、との印象を持った。現状では、経済開発による環境の破壊が目立っ

ており、今後、貧困の解消と環境の保全がうまく両立できるよう、環境保全を行うこと

が貧困の解消につながるような仕組みが作られることが望ましいと感じた。 
・本研修のしおりによれば、今後数年間に 3000社ともいわれる工場誘致を行う予定と書
かれていたが、その場合、工場の進出による公害発生を防止する対策も不可欠だと思わ

れる。今回はそうした公害防止の話が聞けなかったのが残念だった。 
・インドネシアにおける地方自治制度改革により、地域の開発や環境保全に関する権限

が県レベルにも委譲されているが、上述の森林伐採の話にも見られたように、県の権限

が国の機関などに十分に及ばないケースも少なくないようである。また、予算も十分で

はないという話もあった。今後は、環境保全に関する県の一層の能力強化や、中央政府

内部での一貫した政策の展開が課題といえるだろう。 
 

地方開発局の建物前で記念撮影 

別れの握手
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１－４ ヤマハの森・トヨタ車体の森 
後藤 正克 

１－４－a ヤマハの森 
 

訪問日時：8月 20日 
訪問先：ヤマハの森 

（スカブミ県 
プラブハンラトゥ郡） 

訪問先主要対応者： 
住民グループ 
（グループ名・ムカルタニマンデリ）

グループリーダー以下  12名 
森林局普及員      1名 
オイスカ OB会研修センター 
ハリド所長他スタッフ随行 
分野：森林再生・保全 

 
 

まだ荒れ放題の丘陵地 
 
 
 

＜訪問先について＞ 
１、ヤマハの森の概要（背景） 
当地は西ジャワのプラブハンラトゥ湾（インド洋側）を望む国有の丘陵地であり、この

地に 8年前 スカブミ県の県庁所在地が移ってきた。 
 以前、オランダ時代はココナツ林、ゴム林になっていたが、その後は不法に住みついた

人たちの生活の場となり、バナナ畑になり、採石場にもなって荒れていた。 
 県政府は彼らの救済を含め 此処に「みどりの町」をつくり、将来的には県民の為の「い

こいの場」「エコツーリズムの拠点」「環境教育の場」にしたいと考えている。 
 ヤマハグループ（ヤマハモーター、ヤマハミュージック）は社会貢献事業の一環とし  
て、この事業の資金を提供し、実質的な活動はオイスカに委託した。 
 オイスカはこの委託を受けて県政府、地元住民グループと共に森づくりの計画を練り、

植林や植林後の管理活動を行っている。 
この対象面積は 120haである。 
尚、インドネシアでは同国で活動するすべての企業に対して、社会貢献事業を必須条

件とするよう、2007年 7月に法制化された。 
 

２、ヤマハの森の活動 
活動は 2005年 12月 11日から始まり 5ヵ年計画で実施する。 
  1年目   3ha  11～12月 雨期の初期に植林する 
  2年目   18ha    〃  の予定 
  3年目   30ha    〃  の予定  
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樹種は県の森林局と住民グループとオイスカの 3者協議で決めて

）、ユーカリ、

マ

っては

樹木は生産用であっても環境保全用ではなく、これら同じ種類の木を植えす

ぎ

ら

＜研修－住民グループとの意見交換＞ 

ジェクトがあり、その時にグループを結成した。 

ている。 
て、活動そのも

、このプロジェクトについて 
   

い 

更に充分なインフォメーシ

・ て欲しい。 

いる。 
第 1年目の樹種はチ

ーク、ジャマリナ（成

長が早い木

ンゴー、ランブータ

ンの 5種類。 
「保全の為の森林」を

目的としているので、

県条例で木は伐

ならないことになって

いるが、果樹の売買代

金は住民グループに還

元される。 
樹種の選定につい

ては ゴムの木やパー

ム椰子などの

成長の早いジャマリナの木 

ると土地を疲弊させる原因にもなる。 
保全林には 多くの種類の木があってはじめて保全林の機能を果たせるので、2 年目か
は さらに樹種を増やし 11種類の樹木の植林を計画している。 

 

１、グループについて  
・1年前に県の育苗のプロ
・現在、このグループは 50人のメンバーがいる。 
・このヤマハの森の活動では育苗、植林、植林後の管理をやっ

・インドネシアでは同様なプロジェクトがあっても汚職などの温床になっ

のが中途半端に終わってしまう

例が多く、住民は疑心暗鬼に陥っ

ている。 
 

住民との意見交換 

２

・危機的な丘陵地だったので、こ

の植林活動に期待している。 
・オイスカの透明性を評価して

る。 
・今後

ョンと適切な技術指導を、また

植林と同様に農業指導も継続的

にやって欲しい。 
果樹をもっと増やし
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・県政府、日本企業、NGO などに我々の地域の活動が注目され、気にかけられているこ

・ 植生を学べる植物園みたいな場に

＜ 想・考察＞ 
少なく、ほとんどが他所から移り住んだ人達だということだったが、全

・こ か猜疑心警戒感が強く受身の表現が多かった。   

・ おり、充分学校にも行けずイン

・ ない、とも実感した。 

－４－ｂ トヨタ車体の森 
 

 
＜訪問先について＞ 
、トヨタ車体の森の概要（背景） 

ゴ国立公園近くの山麓にある国有林で、スカブミ県の水源地にな

 林だったこの地も、オランダ時代はお茶のプランテーション、その後も

徐 しては「水源地としての機能の保全」

とは、グループとして遣り甲斐があり、うれしい。 
10年後には地域住民のレクレーションの場、いろんな
なっているだろうと想像する。 
 
感

・昔からの住人は

体にはたいへん貧しい印象だった。 
この住民は過去のいろんな経験から

・時間がかかってもこのプロジェクトを通して少しでも地元住民の不信感を拭うことが出

来れば、それだけでも大きな価値があると思った。  
住民のほとんどがスンダ人で、普段はスンダ語を話して

ドネシア語が充分じゃない人も多いと聴く、通訳に通訳がつく、改めてインドネシアで

のコミュニケーションの大事さと、難しさを実感した。 
何をするにしても地元住民の理解と協力なしには何も出来

 
１

 
訪問日時：8月 21日 

 

ト郡） 
訪問先主

ムカルサリ） 

 

分

訪問先：トヨタ車体の森

（スカブミ県 
カドタンピッ

要対応者： 
住民グループ 
（グループ名：

グループリーダー以下 14名 
森林局普及員     1名 
オイスカＯＢ会研修センター 

アデ氏他スタッフ随行 
野：森林再生・保全 

 
 

苗木の栽培 

１

当地はグデパングラン

っている。 
また標高も高く、現在でも避暑地になっている。 
以前は全面森

々に代伐がすすみ畑地化されてきており、県政府と
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が急務となってきた。 
その為、水源林再生・保全を目的として植林活動が始まった。同時に避暑地でもあるこ

の地を将来的には「アンドロツーリズムの拠点」にも、と計画している。 
 

 

活動は 2006年 12月から始まり 5ヵ年計画で実施する。 

バシア、マホガニー、ユーカリ、スレン、ジャックフルーツ、アボ

植 ならないように考慮されている。木が小さいうちは野菜栽培、木が成

を植えて、野菜栽培

、グループについて 

まだ付近は森

・

、現在村で管理してい

・

違う村に

 ・ フには 植林や植林後の管理などの指導を受け、

、今年 11 月から村から 1 人オイス 研修を受

 
２、

・このグループはこの国有地の使用権を持っており、土地の使用権者が樹種、植え方な

トヨタ車体は社会貢献事業の一環として、この事業の資金を提供し、実質的な活動をオ

イスカに委託しているのは前出のヤマハの森と同様である。 
 オイスカは県政府ならびに森林公社と協議しながら、この地の地元住民グループと共に、

森づくりの計画を練り植林や植林後の管理活動を行っている。

 この対象面積は 100haである。 
 
２、トヨタ車体の森の活動 
 

  1年目   3ha 
  2年目   20ha の予定 
 1 年目の樹種はアル
ガドの 6種類。 

植林の場所は山地にとどまらず、農地の周りや荒地にも植林する。 
林は畑作の邪魔に

長して日陰をつくるようになってきたら、日陰にも強いコーヒーの木

からコーヒー栽培に切り替えていく。一種のアグロフォレストリー。 
 
＜研修－住民グループとの意見交換＞ 
１

・この住民グループは 1986年に結

住民グループのメンバー 

成された。 当時は

林だったが徐々に畑地が増えてい

った。  
このグループは国有地の使用権を

持っており

る土地は 50haある。 
グループには 200人のメンバーが
いるが この植林地とは

あと 2グループがあり、ここのグ
ループが 3つのグループの幹事役
をやっている。 
森林局の普及員やオイスカのスタッ

相談もしているが カ OB 研修センターで
ける予定になっているので、コミュニケーションももっと良くなるだろう。 

このプロジェクトについて 
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どを決めることができ、その後の管理もやっていく。 

ループとしてバンドンで勉強

・

 ・

  光客が来る、森を見る、コーヒー畑を見る、コーヒーを売る。 

ソテーな

 
・ 目され、支援されていて、心強く思っている。 

・植林後に林間で栽培する作物を、野菜からコーヒーに転換することについては、メン

バー全員が賛成している。コーヒー栽培のノウハウはグ

してきており、すでにコーヒーの木を 30,000本、15ha分を自分達の金で植えている。 
コーヒーは 2年で収穫できるし、長期的に考えれば、野菜栽培に比べ管理が比較的楽
で、高齢化のすすむこの村には適している。ちなみにグループの平均年齢は 40 歳オ
ーバー。 
またグループは、将来的には「アンドロツーリズム」も視野にいれている。 
涼しい、観

  きのこはすでに栽培しているので商品化できる。 
  うさぎも飼っている。うさぎの尿はコーヒー栽培の有機肥料に使用し、肉は

どで食べてもらう・・等など。 
・村の若い人も学校が近くにありほぼ高等学校まではいくが村から出て行くことはない。

グループの活動は県政府からも注

 
 

＜感想・考察＞ 
ヤマハの森とトヨタ車体の森を比

豊かさの違い 

の差 
  

  か否か 
注意深く面倒みる必要がありそうだが、トヨタ車体の森

ルケースであろう。 

【

キノコ栽培の様子 

較してみると 
・土地の持つ

・地元住民の経済レベル、教育レベルの違い 
・グループ結成の歴史・年月

・リーダーの指導力の違い 
・国有地の使用権の違い － 正規

 ヤマハの森は外部からこまめに

はグループの質と力からしても、代表的なモデ

 
参考文献】オイスカ 研修時配布資料  
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１－５ 「子供の森」計画 
山崎 洋子 

 
  

チマング第四小学校の校舎と生徒たち 

 
 
 
 
 
 

訪問日時：８月２１日 
訪問場所：チマング第四小学校 
訪問先主要対応者：ネネン(Neneng）氏（教師） 
分野：環境教育 

 
 

 

１、オイスカ「子供の森」計画（以下、ＣＦＰ）についての概要（背景） 
CFPとは、オイスカによる環境教育プログラムの１つで、子供たち自身が学校の敷地

や隣接地で苗木を植え、育てることで「自然を大切にする気持ち」を養い、地球の緑化も

進めていくというプログラムである。1991年にフィリピンで開始され、インドネシアでは
1993年から始まった。インドネシアではこれまでに 254校の小学校に対して、延べ 300ha
の植林が行われた。 

  
＜訪問先について＞ 

２、チマング第四小学校におけるＣＦＰ活動 
YES30（浜松の NGO）の資金援助を受けた小学校で、生徒数は約 80人である。CFP

には 2002年から参加している。植林事業だけでなく、キャンプやネイチャーゲームなど
も行っている。 
校庭が狭いため、植林は学校から離れたところで行った。環境教育を行うようになって生

じた変化としては、教室などの掃除を管理人には任せず生徒たちでするようになったこと

があげられる。また、学内に花を植えたり学外のボーイスカウトで環境教育に参加したり

もしているそうだ。今後の環境教育の展開方針は、継続的にやっていきたいが学校だけで

やるのは難しいため、他の団体と協力していきたいという事である。 
 
＜研修内容＞ 

ネイチャーゲームの実践  
①子供たちをゲームにひきつけるための導入として

木、自然、海をテーマにした、短い掛け声を教える 
②チームに分け、徒競走でパズルになった絵を１ピ

ースずつ取りにいく。その後、絵を完成させる。パ

ズルで、ピースが欠けると絵が美しくないように、

地球も自然が欠けると美しくなくなることを伝える 
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パズルゲームをする子供たち 



③新聞紙を地球に例えて、その上に子供がのる。伐採業者やごみの放棄によってどんどん

地球の資源が無くなっていくと言いながらスタッフが新聞紙を徐々にたたんでいく。子供

たちは段々と乗るスペースが狭くなり押し合う。（地球の資源が限りあるものであること

を伝える） 
④まとめとして歌を歌う。ごみを拾おう、ゴミ箱に捨てよう、分別しよう、という内容の

もの。（ゴミの捨て方とその必要性について教える）  
 

  
―9月 4日― 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問日時：９月 4日 
訪問場所：グンプラック第二小学校 
 
訪問先主要対応者：スヨポ(Suyopo)校長 

スラルディ(Sulardi)校長 
      スパルノ(Suparno)文化教育局職員
分野：環境教育 

 

１、グンプラック第二小学校訪問における CFP活動 
当校においては 1993年から CFPが開始された。この地域

植林をした。村の共有地を提供してもらい、ムリンジョの木を植え

ステムの支援も受けた。またその後マンゴー、ランブータンも植え

りした。この時には本・ノートの支援を受けた。アルバシアは大き

に伐採し、販売してしまった。そこで、代わりにチークを植え、村

しないよう村との間で約束を交わした。この時はオルガンや椅子

管理作業は、以前は正規外の時間にやっていたが、今は農

学年交代で行っている。管理、水やりなどは 2日に 1回くらい、
水を汲んだり雑草を除草したりしている。オイスカは肥料をやっ

ヶ月に 1 回位、管理作業のために訪問している。子供に作業の前
ている。最初にオイスカから 3 校の教師を集めて説明会が開かれ
印象としては創造性を育てるのに役立つ良いプログラムであると

また今の教育カリキュラムの問題点についてカランガニア

質問をしたところ、教育費の問題が挙げられた。本来教育費は無料

朽化などのため修理のお金を徴収することがあり、貧しい家庭の子

いる。優秀な子には奨学金も支払われているということである。

なっており、ボランティアや契約教師を雇ってまかなわれている

数の不足や教科書不足も大きな問題である。 
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子供達と一緒に管理作業 

ではほかにも 3～4校が
た。同時にサウンドシ

たが枯れたり盗まれた

く成長したが村が勝手

が勝手に伐採・販売を

の支援を受けた。 
業の時間の時に週 1 回
4～6年生が下の川から
たりしており、今は 1
に森の役割など説明し

た。このプログラムの

いうものだった。 
ル県文化教育局の方に

のはずだが、校舎の老

にとって負担になって

 教師数の不足も問題と
ことが多くある。用務員

 



＜当日の活動内容＞ 
①植林地の管理作業 

木の根元付近の雑草を刈り、刈った草を根の上にかぶせる。こうすることで、根に栄

養が行き届きやすくなり、乾燥を防ぐことができる。子供たちは皆楽しそうに作業をして

いた。ただし、鎌の刃が鋭利なのでしっかりとした危機管理が求められる。 
 

②校庭のごみ拾い 
燃えるゴミと、プラスチックゴミ、その他燃えな

いゴミに分けて収集した。かなりゴミが落ちており、

お菓子などのプラスチックゴミがほとんどであった。

最初は拾おうとしない子もいたが、声をかけて一緒に

拾うように促すと拾い出す子もたくさんでてきた。 
ごみに対する意識が低いインドネシアの子供たちに

とっては分別することはもちろんゴミを拾うという

こと自体が初めての子がほとんどだったと思うので、 
新鮮な体験だったと思う。ただし、せっかく分別して拾っ

が近くに無いので、結局は校庭で一緒に燃やしてしまうと

＜感想・考察＞  
校庭に植林・管理をするという CFPは環境教育に役立

陰ができて涼しくなり、校庭で子供たちが遊びやすくなる

出来た実を子供たちに持って帰らせるなど、各学校独自の

な可能性を持ったプログラムであると感じた。ただ、訪問

校から離れた地に植林をしなければならなかったり、水を

ならなかったりといったような地理的な問題や、植えた木

も起こっており、プログラムを行う上では学校だけでなく

なければいけないと考えられる。 
ごみ拾いでは、子供たちが珍しそうにごみを拾う様子を

ていないのかを目の当たりにして衝撃を受け、今後そのよ

必要性を感じた。ただしインドネシアでのごみ問題の解決

を道に捨てないための教育をすることも大切であるが、適

ど、行政レベルでの対策も必要不可欠である 
 

【参考文献・参考サイト】 
オイスカ「子供の森」計画www.oisca.org/project/cfp/ind
研修時配布資料 
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ごみを拾ってバケツにいれる様子 

たところで適切に処理をする場

いう結果になってしまった。 

つだけでなく、木が成長すれば木

。また、マンゴーの木を植えて、

取り組みが行われており、様々

校の中には校庭が狭いために学

離れた川から汲んでこなければ

が盗まれたりといったような事

周辺の環境についても気を配ら

見て、この習慣がいかに根付い

うな子供たちに環境教育をする

にあたっては、分別方法やごみ

切な処理施設や処理場を作るな

ex.htm 



１－６ インドネシア科学技術院（LIPI） 
西澤 和彦 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問日時：8月 22日 
訪問先：インドネシア科学技術院

（LIPI）多様性動植物研究センター
（チビノン・サイエンス・センター

内） 
訪問先主要対応者： 

JICA専門家 小林浩氏、福岡誠行氏
へディ(Heddy)微生物学部門長 
微生物学部門：アフマッド・ディノ

ト(Achmad Dinoto)氏 
植物学部門：ヘルウィック・シンボ

ロン(Herwink Simbolon)氏 
分野：生物多様性保護、科学研究協力

＜訪問先について＞ 
１、インドネシア科学技術院（LIPI）生物学研究センターの概要（背景） 
インドネシア科学技術院（LIPI）生物学研究センターは、オランダ統治時代の 1841年

に設立された Herbarium Bogoriense（ボゴール植物標本館）と 1891 年に設立された
Museum Zoologicum Bogoriense （MZB、ボゴール動物学博物館）の流れを汲む研究機
関で、長年ボゴールにあったが、現在は、ボゴール郊外の LIPI チビノン・サイエンス・
センターに設置されている。 
チビノン・サイエンス・センターは、1964 年に当時のスカルノ大統領のイニシアティ

ブにより建設され、センターの入口の橋はスカルノ自身が設計したものである。生物学研

究センターの現在の建物はすべて JICA の協力で建設されたもので、1996～97 年に動物
学部門の建物が建設されたほか、2005 年には日本から新たな援助を受け、植物学部門と
微生物学部門の建物の建設が開始さ

れ、2007 年 5 月にユドヨノ大統領
を迎えて開所式が行われた。動物学

部門はシーラカンスなど 200万体に
及ぶ動物の標本を保有しているほか、

植物学部門は 200万以上のコレクシ
ョンを、部生物学部門は 2000 の細
菌、カビ、酵母を保有している。2006
年 1 月には小池環境大臣（当時）、
2007 年 5 月には若林環境大臣（当
時）も生物学研究センターに来所し

ている。 標本を視察するスカルノ 
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チビノン・サイエンス・センターには生物学研究センターとともに、バイオマテリアル

技術インプリメンテーションユニット、陸水学研究センターがあるほか、インドネシア固

有で希少な種の保全、環境教育や研究の場として、7ヘクタールのエコパークが作られて
いる。 

 
２、インドネシア科学技術院（LIPI）生物学研究センターの活動 
 a. LIPIと日本の共同プログラム 

LIPI 生物学研究センターでは日本の政府や研究機関と共同で下記の 8 つのプログラム
がこれまでに実施されており、一部は現在も進行中である。 
（1）生物多様性保全プロジェクト 

1996～1997年 無償援助による動物学部門の建物、研究施設の整備 
1996～2003年 技術協力（2期） 

（2）生物多様性の保全・利用の研究施設改善プロジェクト 
   2005～2006 年 無償援助による植物学部門、微生物学部門の建物、研究施設の

整備および技術協力 
（3）インドネシア科学院生物学研究センター標本管理体制及び生物多様性保全のため

の研究機能向上プロジェクト（CM & BRC project） 
   2007～2009 年 無償援助による植物学部門、微生物学部門の研究施設

の整備および技術協力 
（4）東南アジアの湿地帯生態系のマネジメント 
   1997～2006年 日本とインドネシアの大学、研究機関による共同プロジェクト 
    中核機関 （日本）北海道大学 
         （インドネシア）LIPI生物学研究センター 
    協力機関 （日本）京都大学、鹿児島大学、関西大学、東京農業大学など 10

大学 
         （インドネシア）ボゴール農業大学、バンドン工科大学、 

パランカ・ラヤ大学 
（5）森林火災の自然資源への影響、生態系再生の評価 
   2000～2003 年 日本の環境省の資金による、日本の国立環境研究所（NIES）

との共同研究 
（6）森林火災の自然資源への影響、生態系再生の評価 
   2005～2007年 日本の環境省の資金による、鹿児島大学との共同研究 
（7）CDM（Clean Development Mechanism、クリーン開発メカニズム）植林が生物

多様性に与える影響評価と予測 
      2004～2008年 日本の環境省の資金による、日本の森林総合研究所（FFPRI）

との共同研究 
（8）インドネシアにおける放線菌（actinomycetes）と糸状菌（fungi）の分類および

生態学的研究 
   2003～2008 年 日本の製品評価技術基盤機構・生物遺伝資源部門（NBRC – 

NITE）との共同研究 
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 b. インドネシア科学院生物学研究センター標本管理体制及び生物多様性保全のための
研究機能向上プロジェクト（CM & BRC project） 
上記の 8 つのプログラムのうち、今回話を聞いた JICA 専門家の小林氏が所属する  

（3）「インドネシア科学院生物学研究センター標本管理体制及び生物多様性保全のための
研究機能向上プロジェクト（CM & BRC project）」は、LIPIと日本の JICA（国際協力機
構）の協力事業として、2007 年 3 月から 2009 年 9 月までの約 2年半の間、実施される
予定となっている。 

CM & BRC projectの前身は（1）「生物多様性保全プロジェクト」であり、同プロジェ
クトが実施された 1996 年から 2003 年までの 8 年の間には、生物学研究センターの動物
学部門の建物や設備が整備されたほか、私たちが 8 月 24 日～26 日に訪れたグヌン･ハリ
ムン・サラック国立公園の管理事務所や

センターとグヌン･ハリムン‐サラッ

ク国立公園の整備が一つのプロジェク

トとして実施されていた。その後、「グ

ヌン･ハリムン‐サラック国立公園管

理計画」（2004 年～）と CM & BRC 
projectが、それぞれ別のプロジェクト
として実施されているが、もとは一つ

のプロジェクトから派生して始まって

いることから、両者は公式的なつなが

りはないものの、姉妹プロジェクトと

いうことができる。 
CM & BRC projectにおいて

リサーチセンターも整備されるなど、生物学研究

は、日本側から長期派遣の専門家が 3名配置されるほか、
短

 

位目標 

JICA専門家・小林浩氏

期の専門家が 1年に 3名派遣される予定となっている。 
 プロジェクトの目標、アウトプット、活動は下記の通り。

 
上

生物学研究センターが、熱帯の生物多様性についての研究･保全･持続的利用に関する、国

ロジェクト目標 

内･さらに国際的に認知されたセンターとなる。 
 
プ

生物多様性研究とコレクションについての管理能力が、独自の努力や他の組織とのネット

ウトプット 

ワークを通じて向上し、インドネシアその他の国における生物学研究に貢献する。 
 
ア

１．無償資金協力で供与された動物学部門を含めた RCB（生物学研究センター）全体の

する標本類について、RCB 職員のみならずインドネシア国

研究施設および機材･標本収蔵庫が活用され、その結果、RCBに課せられた委任事項およ
びその責任が達成される。 
２．世界的レベルの価値を有

内の研究者および世界の生物多様性の研究者に活用されるためのシステムを開発する。 
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３．RCBの存在およびその研究活動･成果がインドネシア国民に幅広く知らされ、インド
ネシアにおける生物多様性の保全に関する普及啓蒙活動が強化される。 
 
活動 
１．施設の適切かつ有効的な活用 

材の運用・維持･管理･活用ならびに財源の確保等の観

１－２． 試薬･その他消耗品等を含む施設･機材

１－３．  
正な利用と、研究目的を達成するためのトレ

２．標本の の促進 
書（MTA）を含む標本の収集管理規則と技術ガ

２－２． 元･整理に必要な資機材調達の支援 
  

３ 強化 
･啓蒙プログラムとその教材の開発 

１－１．研究活動、施設および機

点からの研究センター管理政策の改善 
機材の管理･更新･補充、スペアパーツ･

の維持管理手続き規則の策定 
実験室からの有害廃棄物の処理

１－４．新たに導入された施設･機材の適

ーニングの実施 
適切な管理と利用

 ２－１．生物遺伝資源提供／寄託同意

イドラインの策定 
収蔵標本の修復･復

２－３．研究所間の協力プログラムや合同プログラムの推進支援

２－４．標本データベースの改善支援 
．生物多様性保全に係る普及啓発活動の

 ３－１．情報センターにおける展示を含む教育

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 普及啓発活動の一環として博物館グッズも販売 
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＜研修内容＞ 

ンター内の会議室において、上述の生物学研究センターの概要と活動に

 
・独立前はインドネシアの生物種が世界の博物館に拡散していたが、現在は新種が発見

・ 手一杯だったが、新築後は研

・ への興味、関心に応えるため、毎年オープンハウスを実施してい

１、研修内容 
 生物学研究セ

ついての説明を受けた後、動物学部門、植物学部門の標本庫、微生物学部門の研究室を

見学し、各部門についての説明を受けた。説明内容は下記の通り。 
 

動物学部門の建物  

蝶の標本 鳥の標本について説明を受ける研修生 

された場合は、発見された国に属すという取り決めがある。また、インドネシアの標

本はすべて LIPIに集めるよう法律で定められている。 
研究センターの現在の建物が建設される前は標本管理で

究に集中できるようになり、新種が多く発見されるようになった。また、訪問客への

対応も可能になり、海外の研究者がセンターを訪れて種の確認、比較などを行うこと

が可能になった。 
地域住民のセンター

る。 
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1998年にメナド島で発見された 
シーラカンス 

植物標本のスケッチ 

・微生物には食料や健康、産業の面で果たすことができる役割があり、微生物部門では

微生物を利用する研究を行っている。 
・2006年現在、LIPIの微生物組織収集部門（MC）がもつ微生物は 2589株に上り、引
き続き新しい微生物の発見に取り組んでいる。 

・微生物の利用の面では、下記のような研究が行われている。 
   - 土壌改良のためのバクテリア 

ティモール島の乾燥土壌から取り出したバクテリアの Bacillus TMIを用いて、砂
状質の土地でも作物がよく育つようにする 

  - 乳酸菌のカプセル化 
   乳酸菌が体内に入った時、菌がすぐに死なずに腸に届くようにカプセル化する 
  - 海洋汚染防止のためのバクテリア 
   バクテリアを増殖させ、油で汚染された海の浄化に使うことができる 
  - バイオ肥料を作るバクテリア 

2004年の大津波で被災したアチェの土地で、津波で流されてきた雑草のヒルガオ
が農業のじゃまになっているため、微生物を利用してヒルガオをたい肥化し、こ

の肥料を化成肥料の代わりに畑で使用する。 

 
微生物学部門の実験室 
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 このほか、JICA専門家の福岡誠行氏から熱帯の果物についての説明を受け、ドリアン、
ジャックフルーツ、マンゴスチンなどの実物に触れるとともに、試食もさせていただい

た。 

ドリアン（左）とジャックフルーツ JICA専門家の福岡誠行氏 
 
２、質疑応答 
質問：CM & BRC projectとグヌン･ハリムン‐サラック国立公園管理計画プロジェクト

の違いは？ 
回答：どちらも日本側の担当の省は環境省だが、CM & BRC projectは LIPIと JICAに

よって実施されている一方、グヌン･ハリムン‐サラック国立公園管理計画はイン

ドネシア林業省と JICA によって実施されており、インドネシア側の実施機関に
違いがある。また、CM & BRC projectは科学研究であるのに対して、国立公園
管理計画は地域へのアプローチであるという点でも異なっている。 

 
 
質問：微生物の農業への利用はすでに実用化しているのか？ 
回答：現在、Bacillus TMIは試験段階だが、いずれインドネシア東部の乾燥地域で使い

たい。 
 
質問：海のバクテリアによる汚染防止は実際に使われているのか？ 
回答：現在、日本の製品評価技術基盤機構（NITE）と協力して研究している段階である。 
 
質問：研究成果は社会とどのように共有されているのか？ 
回答：産業界向けのセミナーを開催し、研究成果を公開している。インドネシアの大企

業は、外国企業のライセンスを得て事業を行うことが多いので、中小企業との連

携を主眼に置き、研究成果に興味がある個人に直接指導し、その人が起業するよ

うなやり方を考えている。また、大学、調査機関に連携先を限定するのではなく、

企業の研究部門とも連携していきたい。 
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＜感想・考察＞ 
 生物学研究センターの見学後の振り返りでは、研修生からは次のような感想や意見が

出された。 
 
・国のバックアップ部門があることを心強く思った。 
・生物学研究センターと日本の関わりの強さを感じた。 
・（生物学研究センターのような研究機関を支援している）日本に誇りを感じた。微生物

の利用の実用化に期待したい。 
・日本から供与された機械のメンテナンスがきちんと行われるかが気になる。 
・景観の保全よりも種の保存に力を入れているという印象を持った。 
・動植物についてもっと教えてもらいたかった。微生物の研究はインドネシアの農業な

どのためにはなるが、環境保全や種の保存という観点からは疑問を覚えた。 
・生物の生息地の自然を守るという点の話をもっと聞きたかった。 
・今回話を聞いた最新の研究が世界に広がればよい。 
 
 今回の研修では、科学研究というアプローチで生物多様性の保護を図る活動を見学し

た。LIPIはインドネシアの中央研究機関であるため、生物学研究センターが現場レベル
での動植物の保護に直接に関わるわけではない。しかし、インドネシア国内で収集され

た動植物の標本がすべてこのセンターに収蔵されることにより、新たな種の発見などに

つながり、それが現場レベルでの生物多様性の保護にも貢献しうるという点で、生物多

様性の保護にとって重要な機関であるといえる。このような研究機関に対して、日本の

政府や各種機関が支援を行うことは、地球環境の保全への日本の貢献として、非常に有

意義なものである。日本の支援を通じて、より多くの研究成果が上がることを期待した

い。 
 他方で、上記の研修生からの意見にも見られるように、センターの研究成果が現場レ

ベルや社会においてどのように生かされているのかという点で、まだ理解されていない

部分が残っているように思われる。CM & BRC projectもその活動に含めているが、セ
ンターの意義や研究成果の一般への普及啓発活動がますます強化されることも期待した

い。 

 
【参考文献】 
研修時配布資料 
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１－７ グヌン・ハリムン・サラック国立公園 
東 広之 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問日時：8月 24日～8月 27日 
訪問先：グヌン・ハリムン・サラック国立公園 
主要対応者： 
バンバン・スプリヤント(Bambang Supriyanto)
グヌン･ハリムン･サラック国立公園管理事務所長 
国立公園職員：セセップ(Cecep)氏 
JICA ローカルスタッフ：テグ・ハルトノ(Teguh
Hartono) 氏 、 ブ デ ィ ･ ヌ ル ザ マ ン (Budi
Nurzaman) 氏 、 デ ィ コ ･ ロ サ ン ダ (Dicko
Rossanda）氏 
JICA：西田幸次氏 
アバ･アノム(Abah Anom）：イマ･グデ部落リーダ
ー 
分野：森林保全 

＜訪問先について＞ 
グヌン・ハリムン・サラック国立公園の概要（背景） 
ジャカルタから南に約 80ｋｍ、ジャワ島西部に位置するグヌン・ハリムン・サラック国

立公園。違法伐採等の影響で減少しているといわれる熱帯雨林が広い面積で残されている。

グヌン・ハリムンとは現地の言葉で「霧の山」である。サラックはインドネシアによくあ

る果物の名前である。スカブミ県、ボゴール県、ルバック県の 3つの県にまたがっている。
2003年には政令によって、もともと 4万 haだった面積が 11万 3357haと約 3倍に面積
が広がった。 
グヌン・ハリムン・サラック国立公園には、約 1000種の植物が存在するといわれてい

る。貴重な植物やとても変わった植物も数多く残されている。動物相も非常に多様性に富

んでいる。ジャワヒョウ等絶滅に瀕した貴重種もたくさんいるため、保護が必要とされて

いる。これらの動植物の保護地区として、また環境教育の場・水源地としても重要な場所

である。 
JICAのプロジェクトで「インドネシア生物多様性保全計画」が 8年間実施され、現在

グヌン・ハリムン・サラック国立公園管理計画が実施されている最中である。 
 
＜研修内容＞ 

グヌン・ハリムン・サラック国立公園には 3泊 4日滞在した。初日に公園管理事務所でオ
リエンテーションを受けた後、モデル地区として指定されているスカガリ地区を視察して

チカニキリサーチステーションへと移動した。次の日はエコツアーと称して熱帯雨林を歩

いた後、ティープランテーションと茶工場を見学した。三日目にチカニキからトレッキン

グをしてイマ・グデ部落へ移動し、部落の話を聞いた。四日目に部落内を見学して回った。 
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１、公園管理事務所にてオリエンテーション 
国立公園に入る前に公園管理事務所でオリエンテーションを受けた。 
最初に公園についての DVDを見させていただき簡単にグヌン・ハリムン・サラック国

立公園を概観した。その後詳しく国立公園内の環境に関する説明をしていただいた。 
 
＞所長の話 

管理センター前にて 

・前に日本を見に行ったことがあるが、日本とイ

ンドネシアでは自然の状況や村の状態が全然違

う。例えば、インフラストラクチャー（社会基盤）

や住民の自然に対する理解が全く異なる。現在

JICAの支援を受けている。日本の良い点をもっ
と学んでいこうと思っている。 
・リサーチステーションがもっと活発になるよう

にしたいと思っている。研究者にもっと来ていた

だけるように、フィールド現場を提供するように

している。 
 
＞質疑応答 

○誰のために環境を保護しようと思っているか？ 
家には各部屋に役割がある。同様に、農業としての土地利用、森林保全ための土地利用な

ど土地にも役割がある。全国の中で 30％は森として保全しなければならないのだ。このグ
ヌン・ハリムン・サラック国立公園はジャカルタの水源地としての機能があり、みどりの

ダムとして、国民全体のためになる。また、人だけでなくギボン（サルの一種）、ワシ等の

動物を含んだすべてのために森林保全をしている。 
ただ保全するだけでなく、地域住民のために森林資源を有効活用した所得向上・貧困削減

をすることもしている。 
 
○03年に大きく国立公園のエリアを拡大したのはなぜか？ 
ジャワ島の森林は 4箇所の国立公園を合わせて 17％しかない。これを 30％に上げるため
にエリアの拡大を各所で行っている。今回の拡張では、今まで生産林として使われていた

ところを保護林とした。森林公社は再植林をする能力を欠いているために、国立公園の管

理下においてきちんと森林の再生を出来るようにしようとしたのだ。ただ、まだ公園のほ

うも人員や資金面での能力が不足しているために十分できていないのが実情である。 
 
○日本とインドネシアの違いは？ 
教育レベルが違う義務教育であるにもかかわらず中学校の進学率はかなり悪いし、識字率

もまだ低い。また、文化も違う。よく働く日本人に対して、インドネシアの人はあくせく

しないという傾向がある。日本の視察をした際に、「いろどり」という木を伐らなくても生

活できるような仕組みがあることを知った。短期的には薬用植物の植林やコイの養殖、長
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期的にはエコツアーやヤシの黒砂糖を活用して木を伐らないでも住民の生活を向上させら

れるような仕組みを考えていきたい。また 7年後に来て変化を見てみてください。 
 

a.)JICAとの協力プロジェクト 
「グヌン・ハリムン・サラック国立公園管理計画」は 2004年に五年計画ではじまった。

「インドネシア生物多様性保全計画(1995～2003)によって得られた国立公園管理のやり
方や生物多様性保全技術をさらに充実させ、グヌン・ハリムン・サラック国立公園をモデ

ルとして公園管理手法を確立し、他の国立公園にも手法を普及させることを目的としてい

る。 
 
具体的には以下の活動が挙げられる 

・公園管理計画の発展 
公園管理計画を達成するためには科学的・実践的な手法が必要である。科学的なやり方

として、土地のゾーニングをする。特に生態学的に無傷で保存が必要な地域をコア・ゾー

ン（Core Zone）として指定している。実践的なやり方として、国立公園当局と持続可能
な土地・資源管理を約束した地域グループに土地利用計画とやり方を広めている。また、

ステークホルダーの意見を取り組む機能を作っている。 
・Information Support Systemの開発 
計画作り・研究・モニタリング・等を容易にするために、GISを用いてグヌン・ハリム

ン・サラック国立公園のデータベースを作成する。また、国立公園の境界を明確化するこ

とも行っている。 
・絶滅危惧種の保護とモニタリング 
絶滅危惧種のモニタリングプログラムを作成し、地域住民の参加も広げている。また、

絶滅危惧種への公的サポート、科学機関との研究協力も行う。 
・モデル地区 
地域住民が国立公園と共存していくことを主要目的とする。詳細は後述。 

・エコツーリズム、環境教育と啓発 
エコツアー活動計画を再検討し、エコツアープログラムとエコツアーネットワークを広

げることでエコツーリズムを活性化する。また、地域住民の意識向上を目指して環境教育

を実践する。啓発活動や情報センターの設置等によってグヌン・ハリムン・サラック国立

公園を公的にサポートする。 
・国立公園スタッフのキャパシティービルディングと他公園への普及 
国立公園のスタッフの公園管理のための基本能力の向上を実践訓練によって目指す。こ

のプロジェクトの4年目、5年目に他公園へこのプロジェクトで得られた経験を共有する。 
 

b.)モデル地区の三つの戦略 
公園内には８つのモデル地区が設定されている。環境保全、NGOや公園職員と住民が

協力して違法伐採を監視すること、住民の収入の向上という 3つの戦略がモデル地区で実
際に行おうとしていることだ。モデル地区の一つであるスカガリ地区を視察した。 
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○スカガリ地区 
スカガリ地区は保全地区（国立公園内）と保全地区外の境界領域にある。お話を聞かせ

ていただいたお宅の数十 m先はもう保全地区だった。この地区の人々はいわゆる伝統的な
居住民ではなく、何世代か前にどこか他の地域から移ってきた人たちで基本的には農業で

生計を立てている。現在 35世帯が暮らしている。 
代々、広範囲にダマルという樹種を植林して管理してきた。しかし、違法伐採されてし

まい今では 15ha を残すのみである。この 15ha は水源地としての大切さから、住民が自
主的に守ってきた。住民の自主的な森林保護を称え、環境を守っている人たちとして付近

県レベルで表彰されることとなっている。このダマル林は 2003 年の国立公園拡張の際に
保全地区に指定された。付近にはワシやヒョウ、ジャコウネコ、サル等がいるという。 

 
‐保全地区指定による主な変化 

・住民が管理をしやすくなった。今までも森林公社と協力し

てパトロールはしていたが、公園は公社よりも保全に対する

力が強い（例；保護動物密猟の罰則等も強くなった）ので心

強く思っている。今まで以上に強い管理ができる。 
・新たに国立公園内の 16ha にヴィスタという樹種を植林す
る予定である。保全地区に植林するが、生産林として使用す

る予定である。 
・住民所得向上を目指して、薬用の香辛料カプラガを植えた

り、コイの養殖をしたりし始めている。またエコツアー場と

してキャンプ場を作ることも計画している。国立公園内とし

てはアクセスが非常によく、またツアーの目玉になる滝が付

近にあるため国立公園側が提案したところ住民の賛成を得

てこれから実際にキャンプ場を作る。 
 

ダマルの木と管理している住民 

２、エコツアー・トレッキング 
（初日） 
チカニキリサーチステーションに到着後、ママックさん（研究者）から 4日間の説明を

受けた。その後、リサーチステーションのすぐ近くに光るきのこがあるということで見に

行った。歩いて 5分程度、真っ暗な中にぽわーっと光るきのこが現れた。地上に浮かぶ星

空のようだった。 
 
（二日目） 
日の出を見るため、朝５時に霧が立ち込める山

頂へ向かった。防寒対策をしていったが、標高が

高いために予想以上に寒かった。雲も少し出てい

て日は出てこなかったため、帰ろうとした。その

次の瞬間に、雲の隙間から太陽が現れた。ティー

プランテーションで茶摘をする人たちの背景に
日の出 
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太陽のオレンジ色が映えていた。 
朝食を食べ無事に帰ってこられるようにお祈りをした後にエコツアー出発した。昨晩真

っ暗の中歩いたのは木々が鬱蒼と生え茂るまさに熱帯雨林であった。簡単に植物の説明を

受けながら歩き、Canopy Trailに着いた。地上 25から 30m、５つの木につながれたつり
橋の上から森林や川を眺め、鳥や昆虫を観察した。研修生がはしゃぎすぎたためか余り大

きな動物は見ることができなかった。十分に林冠に近い風景を満喫した後は、森林浴をし

つつゆっくり歩いて自然観察をした。 
森を出てガイドさんの友人宅にてのんびりと昼休み。昼食後にはティープランテーショ

ンと茶工場見学をした。工場内部を見ながら、茶を摘んでからお茶っ葉になる過程の説明

を受けた。過程は乾燥・裁断・発酵した後、大きさごとに分別するというもの。訪れた乾

品として 3.5tできる。雨季は日で茶葉 40ｔ、製品
10tだという。このお茶工場は 94年にサリクンギと
いう会社が買ったもので、従業員は収穫者を含め

800人くらい。雨季には日雇い労働者を 200人くら
い新たに雇う。工場労働者は一日当たり 7時間労働
で 14500ルピア、茶摘の労働者は歩合制で 1kg当た
り 450ルピアである。 
チカ

トレッキングのささやかな休息 

季は一日当たり茶葉１５ｔを摘んで製

ニキリサーチステーションへの帰り道、ヒョ

ウ

三日目） 
にお祈りの後、チカニキリサーチステーシ

ョ

、

 

茶畑の中を歩き森に入って今はもう使われていな

い

住 、ま

の滝と呼ばれる滝があったので立ち寄った。よく

ヒョウが現れるらしい。修行と称して滝に打たれた。 
 

ヒョウの滝にて 

（

いつものよう

ンを後にした。3泊分の荷物をすべて持ってのトレッキ
ング。当初の予定ではチカニキリサーチステーションから

すべて歩く予定だったが、一緒に泊まっていた方の好意で

車で途中まで送っていた

だいた。ティープランテ

ーションの内を通り、川

の石の上を道として歩き

行商人と会ってバナナを

買い、とにかくひたすら

7時間近く歩き、イマ・
グデ部落へと到着した。

 
お

道を歩いていると、案内人のママックさんが足を止

めた。違法伐採の現場を見つけたということだ。付近

た近々見に来るといった。正直、素人目には森の一部に

しか見えなかった。 

川の上を歩く 

民の仕業と推測したようで
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みんな苦労して歩いている道を付近に住む人たちは何事もないように歩いている。なか

に

、チプタグラル イマ・グデ部落（廣田 茜） 
している共同体である。三日目はこの

リ

ャラン王国がこの地域にあり、農業が発達していた。しかしこの王国が

な

 はなれた建物にい

昔

間の共生を基盤 えよう。また

 という。共同体の人でも入ることができないのだ。

農民の方々の話） 
について伝統的な農法で農業を行っている。 

・ 

い｡もち米もある。 

るか決める。土地の状態や品種の特性を考慮し品種を決め

・ 

させるため年に一回しか収穫しない。 
穫時に収穫祭のような行事がある。 

は 10歳に満たない子供もいた。この道が本当に日常的に使われる道なのだと驚いてし
まう。 
 
３

カセプハンはアバ・アノムをリーダーとして活動

ーダーが築いたカセプハンの中心となる村、チプタグラルのイマ・グデ部落に泊まらせ

ていただいた。 
昔、パンジャジ

くなってしまった。王国がなくなってしまっても農業のやり方を保全しようと人々が立

ち上がりカセプハンができた。それ以後現在のリーダーは 8代目である。 
（リーダーに挨拶） 
リーダーは宿舎と少し

た。そこで挨拶をしてお話を聞いた。 
 カセップハンは農業のやり方，文化を

のまま継承している。この共同体の考え方

は「農業は森林と密接に関係し、農民もそ

れを十分理解している。人間は森を必要と

する。人間は森から恵みを受けている｡人間

は森が存在することに感謝しなければなら

ない。森が失われたら人は植林しなければ

ならない。森も人間を必要とする。森は世

話をされなければならない。」である。森と人

この班では森を 3つに分けて森とともに生活している。 
1）神からたくされたものとしての森林 

宿泊施設の表札 
としているとい

2）保全されなければならない森林 
3）畑作などに森を使ってよい森林 
1)には人間は立ち入ってはいけない

ここでいう神とは形のない神である。 
 
（

 ここでは特に米

米の品種 
400種くら
収穫まで 3ヶ月かかる。 
自分たちでどの品種を植え

ている。またリーダーに相談し決定している。 
収穫時期 

  地力を回復

収穫時期は同じにするため植える時期をずらす。収
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・ 

90日くらい苗を置く。これは一般に知られている日数よりも期間が長い｡ 
質疑

てしていることは何か？ 
い。しかし葉は有効利用する。生産や農業のために

使

米は神からのもので値段はない．来てくれる

人

か？ 
った。現在、尿素，過リン酸石灰の肥料は使っている。昔か

ら

に入れる。売り買いはしない。野菜や魚で現金収入としている。金銭的

に

民と国立公

園

（部

に部落内を見学させていただい

有の米倉 
が入っておりきれいに方向を

そ

お米を借りることができる

が

くように作られている｡日陰を作らな 建物

雨季 
苗床に

応答 
○森に対し

材木は持って出ていかない、いけな

う。森を 300人のグループで森をパトロールしている。 
○観光客の影響は？（主にお米について） 
お金でお米を渡さない。お米はあげる。お

々とたくさん交流したい｡お米は神からのもので値段はない。外国からだけではなく国内

からも来てくれる。 
○化学肥料は使います

化学肥料は昔使っていなか

の植え方やルールを守っている｡生育が均一でないから使っている。しかし化学肥料を使

い始めてからお米が長持ちしなくなったという。 
○生活について 
余ったお米は倉

は収入が少ないが生活は貧しくない｡ 
○国立公園になる前と後の変化 
生活はあまり変らない。今は住

のスタッフで森をパトロールしている。 
・ この日の夜の農民の方々とのお話はざっ

くばらんで笑いながら深夜まで話をして

いた。私たちとの意見交換のために家か

ら1時間かけてきてくださった人もいた。
宿舎の中に入りきらないほどの農民の

方々が来られ窓の外にはたくさんの人々

がいた。 
落見学） 

米倉内。規則正しく束が並んでいる 

 部落を経つ前

た。 
・ 共

米蔵には穂の束

ろえて並べられている。上古い穂の上に新し

い穂を積み上げていくため、底の穂は何十年も

前のものになる。 
この共有の米倉で

、借りた場合必ず返さなければならない。ま

た水がある限り飢饉はないという。借りる人は

いないという。 
入り口は北を向

お米の粉をふるいにかけている 

いために米倉の東側にあまり
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を

 もみすり（女性の仕事） 
の粉を作る作業である。 

出すときは伝統的な服

装

また杵でつく。 
・

近くの小学校を訪問した。元気にサッカーをしていた。 
に一回ある。）

勉

には中学校もある．勉強したい気持ちは強く、中学校へ進学す

る

JICA西田さんのお話） 
国立公園管理計画に携わっている西田幸次さんと意見交換

の

住民人口，生物の種類，などシステム分析していく 

．環境を守るだけでなく住民の生活も守る 

本人 3人，インドネシア人 10人の技術支援 

ない。町にゴミ処理場ができたとしても山奥に回収しに来ない（こ

援について 
ている。お金をかけなくても環境教育はできる。大人に

作らないようにしている｡倉内の湿度も高くない。 
 
・

 もみすりとはお米を木の杵でつきお米

もみすりする分は 1 週間分とりだして行う｡米倉からお米を取り
を着る。お米を杵でつくとき 2～4 人で交代につく。太鼓をたたいた音のようにリズム

をとってついている。時にはリズムに合わせて歌う。 
もみすり後のお米の粉はふるいにかけられ荒いものは

 小学校訪問 
子供たちが通う

先生は 5人（国家公務員は校長のみ。他の人はボランティアで謝礼が 3ヶ月
強の時間は 7時 30分から 12時まで。インドネシアでは僻地での先生が少ないそうだ。

筆記用具や楽器が足りないという。音楽では理論が多いそうだ。本棚には教科書や漫画が

並べてある。教科書の発行元を見ると東京だった。中には通勤ラッシュの写真やセーラー

服姿の女の子、着物を着た人の写真があった。漫画は日本でも有名なドラゴンボールであ

った。この小学校に日本人がこれまでに来たことはないそうだが先生方が本で見て生徒と

作った折り紙もあった。 
別の５ｋｍ離れたところ

子もいる。また男の子は学校をやめてバイクに乗る子もときどきいるという。バイクは

牛を育てて売ったお金で買うそうだ。 
 
（

グヌン・ハリムン・サラック

場を設けお話を聞かせていただいた。以下はその内容のまとめである。 
・国立公園管理計画について 
１）公園管理計画 
２）データベース，

３）絶滅危惧種のモニタリング 
４）村落開発：住民との維持管理

５）エコツアー，環境教育 
６）スタッフの能力強化：日

・ゴミ問題について 
 ゴミに関して関心が

れない）だろう。 
・環境教育・技術支

 子供たちには先生に指導を任せ

は植林やアグロフォレストリーの指導をしている。ゴミについてもしているが長い時間が

かかるであろう。 
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（まとめ） 
 長時間のトレッキングの後私たちを暖かく

迎えてくださりとてもおいしい料理をいただ

いた。2 種類のご飯があり、お米の味の違い
などを楽しませていただいた。調理場にはた

くさんの女性がそれぞれの作業をしていた。 
 空はきれいに澄んでいて雲はいつもよりも

近かった。村全体が家族のようだった．変り

行くもの変わらないものを学んだ。 
 お世話になった皆様 
＜感想・考察＞ 
初めての熱帯雨林でとてもワクワクした。かねてより一度見てみたいと思っていた木々

を見て興奮が絶えなかった。今まで見たことのないような大きな木、星空のように光るき

のこ、樹上からの光景、ここのすべてに心惹かれる。 
実際に歩いて、みて、話を聞いて国立公園のイメージが大きく変わった。今までは本当

に直接的な保全をしているのだろうと勝手に想像していた。動植物の個体数の調査であっ

たり、希少種が枯れないように保護したりすることが主な活動だと思っていた。しかし、

インドネシアの国立公園では住民の収入の向上にもかなり力が注がれているし、ティープ

ランテーションと共存していこうとしている。国立公園の目標は、既にある自然がなくな

らないように違法伐採をなくすことだと感じた。具体的に、住民が木を伐らないように住

民の収入向上、外からの人間が伐り出さないように、密猟がないように住民と協力しての

監視活動などが活動として挙げられていた。住民の収入の向上という観点から、キャンプ

場を作るという計画があるそうだ。スカガリ地区は比較的ジャカルタから近いこともあり、

多くのエコツアー客を呼べるという話だ。これに関して研修生から出てきた意見は批判的

で、客によって環境負荷が大きくなり森林破壊が起こってしまうのではないかというもの

だった。住民の生活向上と森林の保全の

微妙な関係を感じる。 
また、2日目に行なった国立公園歩き

は自然観察であった。エコツアーの定義

がどのようなものか難しいところもある

が、ただの自然観察で終わってしまうと

環境教育という面からすると効果が薄く

なってしまう。今のままのエコツアーは

自然を体感するだけになっている。これ

を環境教育も包含したエコツアーにする

ためには、もっと環境について語ったり、

森と人の生活について紹介したりという

活動をレンジャーや研究者がしなければならない。 

皆で囲む大きな木 

2003年に国立公園の面積を増やし、生産林を保護林としたことで管理する住民に良い影
響があったことがとても印象的だ。国の政策や指針が、住民の行なえることや責任感にと
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ても効果があることを感じた。国の果たす役割はとても大きく、その重要性を実感した。 
国立公園管理事務所長が、誰のために森林の保全をしているのかという質問の答えで全

員、動物を含んだすべてのためと答えた。この言葉に非常に感銘を受けた。管理をする人

のトップがこの意識をもつのだから、この国立公園の自然は守られていくだろうと強く感

じた。 
 
【参考文献】 研修時配布資料 
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１－８ 排水処理・バイオマスエネルギー支援事業 
山崎 洋子 

 
  

排水処理場の見学の様子 

し 
 
 
 
 
 
 

訪問日時：8月 30日 
訪問先：APEX、Yayasan Dian Desa 
訪問先主要対応者：APEXスタッフ：宮前ユミ氏・
彦坂哲弥氏 
分野：排水処理・バイオマス事業 

 

 

＜訪問先について＞ 
 
１.APEXの概要 

APEX は 1987 年に設立。主にインドネシアで、現地の NGO と力を合わせて排水処理、
バイオマスエネルギー、小産業の創出、職業訓練などの分野で活動している国際協力 NGO
である。現地の状況に適し、環境にも負担をかけない適正技術を重視して、現場性のある

具体的代案を作り出すことをモットーとしている。 
 

2.ａ：APEX排水処理プロジェクトの概要（背景） 
APEX ではインドネシアの現地 NGO である

Yayasan Dian Desaと協力して 1995年以来、アジ
ア地域に適した排水処理技術の開発と普及のための

活動を続けている。アジアの多くの地域においては、

生活排水や工場排水が未処理のまま放出され深刻な

水質汚濁をもたらしている。インドネシアも例外で

はなく、特に生活排水は汚濁負荷の 70％を占めてい
るとも言われている。そこで、APEXはインドネシ
アの状況に適した技術として、低コスト・運転管理

の容易な排水処理技術の開発と、普及のためのプロ

ジェクトを開始した。 

新たに開発された立体格子状回転円板 

先進国においては排水は好気性プロセスによって処理し、塩素で消毒される方法を

とっていたが、好気性処理の場合空気を送るのにエネルギーを使わなければいけない。そ

こで、熱帯地域であるインドネシアでは暖かいところで効果を発揮する嫌気性プロセスが

導入された。さらに APEX で独自に開発されたのが、原水から嫌気性処理をし、さらに
そのあと好気性処理をするものである。この方法によって処理水の水質向上を図ることが

できる。 
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さらに、好気性プロセスにおいては回転円板が用いられた。これは、円板を回転さ

せることで大気中の空気をキャッチし、水中で好気性の微生物が円板に多く付くという仕

組みで、少ないエネルギー消費での排水処理を可能にするものである。またこの円板はヤ

シの木の繊維からできており、現地でも調達可能な材料かつ低コストを実現している。こ

の円板の問題点としてはゴミが詰まりやすく、頻繁にメンテナンスが必要であることであ

った。そこで、さらに開発されたのが廃プラスチックでできた立体格子型の円板である。

こちらはメンテナンスの必要性が少なく、表面が凸凹しているため表面面積が広く、より

効率のよいものとなっている。また、この特長として省スペースであることが挙げられる。

ただし、処理の際に出る余剰汚泥についてはコンポスト化が計画中であるがまだ実施段階

ではなさそうだ。 
 
ｂ：生活排水処理モデルプランの概要 

APEX では生活排水処理のモデルプランを、都市と農村、両方において実施してい
る。 
その過程としては 
１、地方政府とのミーティング 
２、モデル地域探し 
３、住民とのミーティング 
があげられる。 
実際、農村部ではクリチャック村において７０件分を対象に行われた。 
また、都市部ではスクナンが対象地区として選ばれた。 
 

それぞれの概要についてであるが、クリチャックの方は住民の意識が高く、生活排

水と水質汚濁が密接につながっていることを知っている住民も多い。事業実施にあたって

は住民の各家庭から 200～3000 ルピアを徴収する計画であり住民の合意のためのワーク
ショップも開かれている。 

一方都市部であるスクナンは家屋が密集しており、工事が困難なため下水処理施設

が無いことが多い。この事業における工事費用の半分は政府が負担することになっている。

回転円板では１個につき 70～100 戸から出る排水を処理することができる。１台の費用
はおよそ 200万円位である。スクナンのような家屋密集地帯においては政府レベルで大規
模な処理施設を建設するよりも、このように分散型小規模施設のほうが適切であるという

考えの下行われている。現在の政府の処理場ではインドネシア全体の排水の 20％しかカ
バーできていないのが現状である。また、政府の処理場で現在使われている排水管の多く

はオランダ統治時代に導入されたものであり、10 年前に JICA 支援により建設された処
理場もある。新たに処理場を建設するのは、スペース、資金など様々な問題により困難で

ある。 
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３．ａ：APEXバイオマス事業についての概要（背景） 

完成したパイロットプラント 

APEXでは、東京農工大学、ディアン・デサ財団、
BPPT（インドネシア技術応用評価庁）と協力して、ア
ジア地域に適したバイオマスのエネルギー利用技術の開

発を進めている。バイオマスとは植物由来の生物資源の

うち、化石燃料を除いたものをいう。たとえば、とうも

ろこしなどエネルギー作物からアルコール、油をとるタ

イプや、生ゴミなど廃棄物から得るものもある。 
バイオマス燃焼によるCO２は植物の光合成で吸収され
るため、カーボンニュートラルエネルギーである。また、

バイオマス資源は化石燃料とは違い、どの地域にも分布

している。 
欠点としては、バイオマス資源は嵩張り、エネルギー密度が低く、広い面積を必要とす

るという点があげられる。また、季節変動の影響を受けやすく、食料との競合問題がある。 
バイオマスのエネルギー技術利用としては様々な方法があるが、APEXでは熱科学的

変換に注目した。この方法ではあらゆるバイオマスから高効率で気体・液体燃料を生産す

ることができる。 さらに APEX では粘土粒子を触媒・流動媒体とするバイオマスの流動
接触分解ガス化法を考案し、技術開発を進めている。これは、固体である粘土を細かい粒

子状にし、そこにガスを吹き込むことで粘土が液体のように流動するようになる。この流

動現象を利用してバイオマスを効率的にガス化することができるというものである。この

技術の特徴として、往来の技術に比べて安価であるということや、タールの生成を伴わず

にバイオマスのガス化ができること等がある。 
技術開発の結果、2005年 9月に 25KWのパイロットプラントが完成した。この設備

によってインドネシアでは 120～130軒分をカバーすることができる。 このモデルの建設
費はコープクリーンの CSRの一環で助成金を受けたもので賄われている。あと 1、2年の
間で実用化できればと考えている。ただし、建設の際の排水は特に考えられていなかった

り、日本で設置するためには安全性をアップさせる必要性があるということだった。 
また、荒廃地が多くあるので、その土地の有効利用として、 乾燥に強い植物（ナンヨ

ウアブラギリ）を植えてガス化も計画している。 
 
＜研修内容＞ 

最初に APEXの排水処理およびバイオマス事業についての説明を受けた。専門的技術
の内容が多かったが、図などを用いて非常に分かりやすく説明していただいた。その後、

実際に排水処理事業において使用されている立体格子型円板や、バイオマスの流動接触分

解ガス化装置などを見学。また、ディアン・デサ財団はエイの皮を利用した民芸品の製造・

販売をしていて、その加工工場での排水も APEXの技術で処理しているため、排水処理施
設を見学させていただいた。その後、バスで移動し、Yayasan Dian Desaが行っている水
供給システムのリハビリテーションプロジェクト現場も見学した。 
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＜感想・考察＞ 
視察を通して APEXの活動の特徴である、適正技術の開発と普及という部分をよく

知ることができた。特に排水処理事業についてはコミュニティにおける排水処理プロジェ

クトでは実際に住民に対してミーティングを行い、住民の意識の改革を行うなどの努力を

通してプロジェクトへの高い参加率を得ているなど地域に根ざした活動も行われており、

今後の普及が期待できそうだった。一方、バイオマス事業についてはまだ実験段階である

部分も多く見られ、まだまだ改良の余地があるという印象を受けた。バイオマス事業は今

やインドネシアのみならず世界中で早急に求められている技術であると思うので、今後の

開発に期待したい。 
  

【参考文献・参考サイト】 
APEXホームページ http://www.apex-ngo.org/kaigai/biostatus.html 
研修時配布資料 

 51



１－９ ボロブドゥール遺跡公園整備事業 
鈴木 みちる 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
＜訪問先について＞ 

訪問日時：8月 31日 
訪問先：ボロブドゥール遺跡公園 
主要対応者： PT. Taman Wisata Candi
Borobudur, Pranbanan ＆ Ratu boko： 
アク氏、スギヨノ氏 
オイスカカランガニアル研修センター：ラフ

マット氏 
分野：植林 

ボロブドゥールを背景に記念撮影 

１、ボロブドゥール遺跡公園整備事業の概要（背景） 
 ボロブドゥールといえば、世界最大の大乗仏教遺跡である。ジョグジャカルタ市の西

42km（車で約１時間）に位置する。780年～833年に建築されたが、その後の火山の噴火
により土の中に埋もれ、1814 年に発見された。高さ 35m、一辺 120m のほぼ正方形の形
をしており、その壁面には 1460 もの見事な浮き彫りがある。1973 年～1983 年にユネス
コ主導で遺跡の修復作業が行われ、2,000 万ドルが投じられた。遺跡の修復と並行して、
広さ 85ヘクタールの遺跡公園が整備された。1985年に、イスラム過激派により 9基のス
トゥーパが破壊されたが、現在は修復されている。1991年にユネスコの世界遺産として登
録された。現在、遺跡公園は「ボロブドゥール・プランバナン・ラトゥボコ遺跡観光公園

（株）」（正式名：PT. Taman Wisata Candi Borobudur,Pranbanan ＆ Ratu boko）と
いう民間会社によって管理されている。 
 
 1997～98 年のアジア通貨危機によりインドネシア各地で暴動が起きた結果、ジョグジ
ャカルタの外国人観光客は激減した。公園緑化とジョグジャカルタの治安回復をアピール

するため、公園管理会社はオイスカへ植林プロジェクトを依頼した。依頼を受けたオイス

カはスポンサーを探し、東京アフォレストクラブ*1（TAC）がスポンサーとなった。そし
て、1999年にボロブドゥール遺跡公園植林プロジェクトが始まった。 
 
*1：東京アフォレストクラブとは、オイスカ国際活動促進東京議員連合会によりつくられ
た団体で、政府より活動資金の助成を受けていた。 

 
２、ボロブドゥール遺跡公園整備事業の活動 
スポンサー：東京アフォレストクラブ 
実施者：オイスカ、地域住民、ボロブドゥール・プランバナン・ラトゥボコ遺跡観光公園

（株） 
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【計画】 
期間：1999年～2004年の 5年間 
植林本数：10,000本 
【実績】 
期間：1999年～2003年の 4年間 
植林本数：7,460本 
 1年目：910本 
 2年目：1,800本 
 3年目：2,000本 
 4年目：2,750本 
 
 インドネシアでは、雨がよく降る雨季の初めに植林を行うのが通常だが、1 年目のみス
ポンサーが植林に参加する都合で乾季に植林を行った。1 年目から 3 年目は、オイスカの
指導のもとで地元住民、子供、公園管理会社が植林を行った。4 年目は公園管理会社のみ
で植林を実施したため、多くの木が枯れてしまった。5 年目にも植林を実施する予定だっ
たが、公園管理会社のトップ交代で会社の方針が変わり、植林は中止となった。現在は公

園管理会社が木の管理を行い、オイスカはモニタリングやアドバイスなどを行っている。 

木の説明をするラフマットさん 

 竜眼、ジャックフルーツ、ナツメグ、菩提樹、エコルトパイ(ヤシの一種)、ナムナム（絶
滅危惧種）など 16 種類の木を植林した。植林する場所、種類、本数など、すべて公園管
理会社により決められた。遺跡付近のエリアには菩提樹のみを植える、ボロブドゥールの

レリーフに描かれている木を植える、種の小さい木は植えないなど、公園管理会社から様々

な制約がつけられた。 
 
３、ボロブドゥール遺跡公園整備事業の成果 
 7460本の木を植えることにより、一部の木は枯れてしまったが、公園の緑化につながっ
た。1 年目に植えた木の中には、3 メートルほどに成長している木もあった。地元の子供
が植林に参加することにより、環境教育という役割も果たした。そして、日本からスポン

サーが植林に参加したことで、インドネシア人の植林に対する関心、モチベーションを高

めた。 
 
４、ボロブドゥール遺跡公園整備事業の課題 
 まず、公園管理会社が大きな課題である。植林の方針（木の種類、本数、場所など）は

公園管理会社が決定していたため、オイスカの考える方法で植林ができなかった。5 年目
の植林は、公園管理会社の都合で中止されてしまった。また、公園管理会社の木の管理が

行き届いていないために枯れてしまった木もあった。 
 次に、公園の環境が課題である。公園の土は火山灰であるため、水分が少なく、木の生

育が悪い。公園が整備された際に重機で土を固めたため、木の根が張りづらい。公園の周

りにある山の木が伐採されて水が少なくなったため、乾季に木に水をやることも難しい。

これらの悪条件下で植林を成功させるためには、木の管理が重要となってくるのである。 
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＜研修内容＞ 
１、研修内容 
公園管理会社担当者のあいさつ 
オイスカよりプロジェクトの説明 
植林場所の見学 

 
２、質疑応答 
質問：なぜ公園管理会社はオイスカへ植林を依頼したのか？ 
回答：インドネシア政府に依頼しても、資金援助をしてもらえないため。1976年にオイス

カがユースフォーラムを開催した際に、ボロブドゥールの近くの道にアカシアの木

を植林し、オイスカの名前が知られていた。その時に植林した道は、当時「オイス

カ通り」（JL.オイスカ）と呼ばれていた。 
 
質問：今後も公園の植林は必要だと思うか？ 
回答：公園管理会社の担当者は植林を続けたいと思っているが、公園管理会社のトップは

植林の必要はないと思っている。 
 
質問：植林をする際に苦労したことは何か？ 
回答：植林をするために、マグラン県の議会の承認を得ることが難しかった。 

 
 

＜感想・考察＞ 
ミーティングでは、「オイスカも公園管理会社も生態系を守るためではなく、景観や宣

伝のために植林をしたという印象を受けた」、「公園の敷地に植林をすれば地域住民が勝手

に木を伐採できないため、公園はよい植林場所ではないか」という意見が出た。 
ボロブドゥールはインドネシアにとって重要な観光名所であるため、景観や宣伝が優先

されてしまうことは仕方のないことだと思った。 
 そして、植林は管理作業が非常に重要だということを実感した。植林された木と植林し

た人たちのためにも、公園管理会社はしっかり木の管理してほしいと思う。 
 
【参考文献】 

PT. Taman Wisata Candi Borobudur,Pranbanan ＆ Ratu book のホームページ 
http://www.borobudurpark.com/ 
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１－１０ ジョグジャカルタ地震災害復興支援事業 
東 広之 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問日時：9月 1日 
訪問先： ケボンダラムロル小学校、トラウマセン
ター（ジョグジャカルタ特別州） 
主要対応者：オイスカカランガニアル研修センタ

ー：ウィドド氏、 スウォンド(Suwondo)ケボンダ
ラムロル小学校校長、ジョコ・スマント(.Joko
Sumanto )トラウマセンター代表 
分野：災害復興支援事業 

＜訪問地について＞ 
１、ジョグジャカルタ地震の概要（背景） 

2006年 5月 27日現地時間午前 6時頃、ジャワ島ジョグジャカルタ南南西 25kmでマグ
ニチュード 6.3の地震が発生した。死者 5,716人、負傷者は 37,917人におよび家屋倒壊は
126,326軒にもなった（外務省）。 

 
２、日本政府によるジョグジャカルタ地震の災害支援活動 
日本政府は総額 1,000 万ドル（11 億 1,000 万円）の無償資金協力をした。そのうちの

400 万ドルはインドネシア政府、100 万ドルは国際赤十字がそれぞれ被災民向けの物資購
入に充てられた。残りの 500万ドルは被災民居住地域の復旧･復興のための施設等の修復・
建設に充てられた。また、国際緊急援助隊医療チームや国際緊急援助隊として自衛隊の医

療支援のための部隊も派遣された。 
 
＜研修内容＞ 
（一日の概略） 
午前中にジャワ島中部地震によって大きな被害を受けたプランバナン遺跡を見学し、

街中では希薄になってきている地震被害の大きさを目の当たりにした。次にオイスカの

復興支援によって建てられた小学校を視察し、ウィドドさんの家にて昼食をとりつつ、

地震発生後すぐのビデオ映像を鑑賞した。最後にスワラ・ハティ（Suara Hati）のトラ
ウマセンターを視察した。 
 

１、オイスカによるジョグジャカルタ地震支援活動 
a.)緊急対応 
地震発生直後からオイスカカランガニアル研修センターではボランティア等を募集し、

ジョグジャカルタへの人的・物的支援を行った。カランガニアル研修センターのスタッフ、

研修生、住民等 150人から 200人程度が参加し、のべ 3800人で倒壊した家屋等の撤去に
あたった。野菜や米なども支援し、毎日の燃料代等は募金を募ることでまかなった。 
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b.)復興支援 
ジャワ島中部地震後、オイスカは小学校の倒壊校舎建て直しを復興支援として行った。

Jakarta Japan Clubからの資金協力で６校とヤマハインドネシアからの資金協力で２校、
計８校の校舎建て直しをした。そのうちの一校、ケボンダラムロル小学校に伺った。 
ジャワ島中部地震によってケボンダラムロル第一小学校の校舎が倒壊した。この小学校

はもともとオイスカのプログラムの一つ CFP（「子供の森」計画）活動の協力校であった
ので、ウィドドさんがコーディネーターとなり校舎建て直しを行うこととなる。７月 16
日から建設が始まり、当初の予定通り 100日で作業を終えた。作業はゴトンロヨン（地域
の交替奉仕）で父兄が行い、オイスカのスタッフや建築士が助ける形とした。ゴトンロヨ

ンとはインドネシアで伝統の近隣住民同士の相互扶助システムのことで、今回の作業でも

全くの無給で作業をしていた。ゴトンロヨンによる父兄の参加は、オイスカの吉永氏が住

民参加を求め、学校を作る前から何度か説明会を開いて父兄に協力を仰いで実現した。地

域社会（特に父兄）に学校を共有しているという意識を持ってもらいたい、ということだ。 
校舎ができるまでは児童たちはテントを張っ

て勉強をしていた。テントのとき、暑い・落ち着

かない・トラウマ等の理由で子どもたちが勉強に

集中できない状態が続いていて、実際に子どもの

成績は落ちたという。この点からも 100日間とい
う早期の校舎建て直しは意義深い。10月 18日に
８校すべての校舎が完成し、完成記念式典をまと

めてこのケボンダラムロル小学校で行った。 
 

 
２、現地住民の活動 
スワラ・ハティ（心の声）という現地の住民グループの行うトラウマセンターを視察し

た。このセンターの目的は震災後の子どもたちのトラウマを軽くすることであり、住民の

イニシアティブで作られた。震災後に外部の人たちが役場にトラウマセンターを開き子ど

もと遊んだり心理学の専門家による診療があったりしたが、地震後 3ヶ月後に外部の人た
ちがいなくなるため現地の人たちがトラウマセンターを引き継いだ。その際に現在の位置

に場所を移動した。現在でも 90 人くらいの子どもたちがよく遊びに来るという。実際に
やっていることは、スポーツや歌などで遊びに来る 
ための条件はない。地震直後の子どもたちは憂鬱状 
態にあり遊ばせたりするのが難しかったが、現在遊 
びにくる子どもたちの中にはそのような子はいない 
という。 
センターの子どもたちと研修生が持参した折り

紙でキツネを折った。通訳をしてもらいつつ、日本

の伝統的な遊びを楽しんでもらえた。センター長の

言うように、子どもと遊んでみても地震のトラウマ

があるようにはみえなかった。 トラウマセンターでキツネを折る 

ケボンダラムロル小学校校長先生 
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＜研修生ミーティング＞ 
災害時資金援助のあり方 
この日の夜のミーティングでは災害援助の資金

のあり方について話し合った。ジャワ島中部地震

でジャカルタジャパンクラブがオイスカに資金供

与した理由が興味深かったからだ。ジャカルタジ

ャパンクラブは先のスマトラ島沖地震でお金を大

きな援助機関に出したが、自分たちのお金がどこ

で使われたか分からなかった。大きなところだと

お金に色がつかない、どこに使われているのかが

分からない。だから今回はオイスカに資金協力を

してどこにお金が使われたか分かるようにしたかった、ということだ。 
Jakarta Japan Clubのロゴ 

災害の際、先進国政府や企業は支援金を出す。その行き先は被災国政府であったり、国

際赤十字等の大きな援助機関であったり、オイスカのような一 NGO だったりする。企業
にとって災害援助金は CSR の一環としてお金を出すのであるから、道端の寄付のように
名前の出ない援助であってはならないし、また自社の出したお金が何で使われたのかも把

握したのだ。大きな援助機関はその信頼性から多くのお金が集まり、お金を振り分けるこ

とで「援助の必要なところに必要なものを」と考えることができる。その反面、資金供与

側に受け取ったお金をどこで使ったか説明できない。アカウンタビリティを果たすことが

できない。逆にオイスカのような NGOでは自分のできる範囲での援助をすることとなる。
自分たちがやることはこれ、とはっきりしている分使ったお金について間違いなく説明で

きる。だが、すべてのお金がこのような NGO に流れてしまっては、満遍なく必要な援助
をすることが難しくなる。プール制の援助機関があっても良いのではないか、という意見

が研修生から出た。この問題をもっと真剣に考えたら、より効率的かつスピーディーな災

害援助をできるのではないかと思う。すぐに動ける政府による援助と決定までに時間がか

かる企業による援助で時間差があることを考慮すること、どこにどのくらいお金を出すか

を総合的に考えることができる機関を置くことが必要ではないかと感じた。 

話を聞く研修生 

日本に帰ってきてからジャパン・プラットフ

ォームという組織が、「インドネシア・ジャワ島

地震被災者支援報告会」というものを開催して

いたため聞きにいった。その説明に「NGO、経
済界、政府が対等なパートナーシップの下、三

者一体となり、それぞれの特性・資源を生かし

協力・連携して、難民発生時・自然災害時の緊

急援助をより効率的かつ迅速におこなうための

システム」とあり、大まかにいうと政府や企業

がお金を一つどころに集めて各 NGO に振り分
けるというものだと思う。アカウンタビリティ

を大切にして迅速さも大切にしている。このような組織があることははじめて知り、とて

も興味深い。今後も災害支援のあり方についても考えていきたいと思った。 
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＜感想・考察＞ 
、ある日突然襲ってくる悪夢だ。今までに大きな天災に見舞われたこと

が

途上国における NGO活動 
は、研修の主目的である「環境」活動とは一線を画する活動

で

復興へ向かうジョグジャカルタ 
は今ではもう表面的には地

震

わっていない。今回視察したケボ

ン

 
参考ＵＲＬ】 

go.jp/mofaj/area/asia/java_earthquake.html

地震という天災

なかったので、今回その恐ろしさの一部を垣間見ることができた気がする。地震そのも

のを防ぐことはできないので、発生する前の家屋崩壊等への対策と復興が大切だ。 
 

ジャワ島中部地震支援事業

ある。スタッフの方が言っていたが、海外で活動する環境 NGO は環境を主目的としつ
つも他の問題に無関心ではいられない。それを体感してもらいたいという趣旨で地震支援

事業の視察をする。その思惑通りに、途上国では環境 NGO が「環境」だけを活動として
はダメだと感じた。オイスカはうまく途上国の NGO として溶け込んでいると思う。地震
で被害が出たから助けに行こう、専門分野ではないけどいつもお世話になっているから校

舎を建て直しをしよう、と地域に密着して活動している感じがした。このような活動が積

み重なってそこに住む人の信頼を勝ち得ていくのだろう。そして、自分たちの本来の活動

も信頼を得て、活発になるのだろう。 
 

校舎建て直し終了の記念碑 

ジョグジャカルタの繁華街で

の被害の後遺症は感じないぐらいだった。多くの好意によ

るボランティアや NGO の活躍、多額の資金投入、そして何
よりもここに住む住民たちの力によって惨事を乗り越えよ

うとしてきたのだろう。 
ただ、まだまだ復興は終

ダラムロル第一小学校には、地震で倒れなかった建物がヒ

ビの入った状態で一棟残っている。その建物は校庭のすぐそ

ばにあるのに、いつ倒れてもおかしくないという。児童がそ

ばにいるときに倒壊する可能性を思うとぞっとする。その建

物を見て地震の怖さを感じた、早く人為的に倒してほしいと

いう声が研修生からあがった。これは、単に一例に過ぎない。

街中の道沿いにある壊れた家屋、たまった瓦礫、ジョグジャ

カルタの復興はこれからも続く。 

【

http://www.mofa. （外務省） 
http://w3.japanplatform.org/top.html（ジャパン・プラットフォーム） 
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１－１１ オイスカカランガニアル研修センター 
長尾 裕士 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              

滞在日時：9月 9日～9月 6日 
訪問先：カランガニアル研修センター 

（中部ジャワ州カランガニアル） 
訪問先主要対応者：ムリヨノ・ヘルランバン

研修センター所長 
分野：農業研修、植林 

朝の点呼の風景 ＜訪問先について＞ 
１．概要 
 インドネシア・ジャワ島、その中央に位置する街、ソロ。そこから東へ１時間程車を走

らせたところに、オイスカトレーニングセンターの一つであるカランガニアル研修センタ

ーはある。私達はこのカランガニアル研修センターに、9月 2日から 9月 5日まで滞在し
た。その間、食事や寝泊りだけでなく、農業研修や現場視察の際などあらゆる場面で大変

お世話になった場所である。 
 このセンターの所長はムリヨノ・ヘルランバンさんという方が務めている。また、スタ

ッフの方々もすべてオイスカの OB生でインドネシアの方が務めている。つまり、このセ
ンターに日本人スタッフはいないのだ。ムリヨノ氏は、このセンターの所長という顔だけ

ではなく、自ら起こしたインドネシア初の種苗会社の社長という顔も持っており、大統領

表彰をはじめとして数々の表彰を受けた人物である。 
 現在センターには 10人のスタッフがいて、約 50人の研修生を受け入れることができる
ほどの施設も持っている。1、2日程度の短期研修から１年をかけて行う長期研修まで様々
な農業研修を行っており、高校生から一般まで、近隣から遠方まで、と年齢や地域にこだ

わらず幅広い受け入れを行っている。 
 センターでは農業技術とともに農業経営についての研修も行っており、単に技術指導だ

けを行うリーダーではなく、現場の特徴や人々の意見を理解し、現場にあわせて工夫・実

践ができるリーダー養成を目的に活動を行っている。 
 
２．活動背景 
カランガニアル研修センターの所長であるムリヨノ氏は、元々インドネシアで農業普及

員をしていた。ムリヨノ氏はより先進的な農業技術を身につけるために、1980 年 1 月か
ら 1981 年 8 月まで、日本で実施されたオイスカの研修（農業一般コース）に参加してい
た。その後、インドネシアでオイスカ研修事業を行っていた。 
 1989年、カランガニアルで活動していたムリヨノ氏のもとに、オイスカで海外研修生に
対し農業指導を行っている方が訪れる。ムリヨノ氏をはじめとする研修生にとっては、先

生にあたる人物である。1983年から周辺住民への農業技術普及を目的に活動を続けていた
ムリヨノ氏はその際に、ムリヨノ氏自身がカランガニアルで研修を行うようにと伝えられ
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たのだった。こうしてカランガニアルでの本格的な研修事業がスタートすることになった

のである。 
 1989年当初には、手伝ってくれるスタッフはおろか研修センターすらなかった。もちろ
んお金もない。それでも、ムリヨノ氏は「インドネシアの各地域で活躍するリーダーを育

てたい、その為にも日本で研修を受けさせたい」と思っていた。その為にはちゃんと研修

を行える施設が必要だ、と考えたムリヨノ氏は、自らの手で研修センターを作り上げるこ

とを決意する。 
 まず、研修センターの代わりとして簡易住居を作りあげた。そこに周辺住民を集め、農

業技術について教え始めた。しかし、住民も勉

強ばかりはしていられないので、午後からはそ

れぞれの畑の仕事をした。その中で勉強したこ

とを実践し学んでいったのである。こうして午

前に勉強、午後から実践という形で研修が始ま

ったのだった。 

ムリヨノ氏の邸宅にてお話を伺う 

この活動こそが現カランガニアル研修センタ

ーの、そして初めてインドネシアの人々の手に

よって作り上げられた研修センターの前身とな

ったのである。 
 

３．活動内容 
 現在、当センターが主に行っている活動は以下の通りである。 
  ・研修（長期 / 短期） ・CFP / PFP  ・マングローブ植林 
  ・展示会（一般の人々にオイスカがどのような活動をしているかを見せる為） 
 これらの中でも主な活動にあたる研修事業についてその内容を以下に表記したい。 
カランガニアル研修センターでは短期と長期の二種類の研修を行っている。もちろんど

ちらにも力を入れているが、最近では特に短期研修の申込みが多く、現在の施設だけでは

対応しきれないほどの応募者数だそうである。短期研修については、その期間や申込む側

の要望によって内容が異なるようだ。中には半日程度のものもあり、これは近くの村の農

民が訪れ、パワーポイントなどを使って農業技術のプレゼンテーションを行うというもの

らしい。また、私達が滞在したときには、カリマンタンの農業高校の生徒が 31人、3ヶ月
間の予定で短期研修に来ていた。彼らはセンターで寝泊りしながら、農業技術を学んだり、

実際に自分たちで作物を育てたりする。それだけでなく、CFPなどのオイスカプロジェク
トにも参加しているようで、活動を通して教育や森の大切さということについても学んで

いる様子だった。 
 長期研修に関してはテストが設けられており、これに合格しないと研修に参加すること

はできない。テストを受けることができるのは 
  ・18～28歳まで ・独身 ・健康状態良好 ・高校卒業以上の学位を持つ 
の条件を備えている者のみである。 
 またテストは 3～5日間かけて行われ、その項目は 
  ・筆記試験 ・農業実習 ・体力テスト ・インタビュー 
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となっており、心・技・体が試される試験となっている。 
 この長期研修の目的は単に農業技術を教授することではない。現場の人々の話を聞き、

現場の特徴を理解し、現場にあわせ創意工夫し実践することができる“リーダー”を養成

することを目的としている。その為内容も工夫されたものになっている。 
 研修生は 1 年を通して、3 回作物を作る。1 回目は皆同じ作物を植えて一緒に育てる。
この作業で農業の基礎を学ぶ。 

2 回目は研修生をいくつかのグループに分けて、それぞれ異なった作物を作らせる。グ
ループでひとつの作物をつくることで、作業をしながらチームワークを学んでいく。また、

他のグループにあって自分たちのグループに足りないものは何なのか、ということも考え

るようになるのである。 
そして 3回目は個人個人に違う作物を作らせる。研修生達はそれまで学んできたものを

フルに活用しながら、何を育てるのか、その為に何が必要でどう育てていくのか、などを

自分で考える。つまり、プラン作りから管理、収穫まで全て一人で行うのである。（必要な

道具はセンターへ申請し、必要だと判断されれば支給してもらえる） 
収穫した作物は販売も行い、それも自分で行

う。自分で販売を行うことで、何に価値があ

るのか、どんな宣伝が効果的なのか、といっ

たことも学ぶことができる。 
 研修生は最後にそれぞれの成果の発表を行

う。発表会を行うことで他の人の工夫や失敗

を知ることができ、自分の良い点、悪い点を

整理することができるのである。 
こうして研修生は農業技術や農業経営を

学び、人間性を磨いて立派なリーダーへとな

ってゆくのである。 
オリエンテーション 

 
４．活動成果 
 活動成果としてはまず、OB生の存在が挙げられるだろう。 
カランガニアル研修センターの研修を受けたOB生の内の70％が今でも農業に携わって

いる。彼らは自分の村へ戻り地域のリーダーとなったり、農業普及員として働いたりして

いる。彼らは当然“オイスカ”という共通のものでつながりあっている。そんな彼らがい

ろんな地域で活躍することで、それぞれの土地の問題点や現状を知らせあい、協力できる

というネットワークを自然に作り出している。 
また彼らは研修の中で、「なぜ環境を守ることが大切なのか」ということを知識として

身につけている。農業を普及させる者として、環境配慮型農業の大切さを知っているのは

非常に重要なことである。もちろん彼らにも生活があるので、急に全てを有機栽培にする

というわけにはいかないが、人にも環境にも良い農業を少しでも広めようとする動きを見

せている。 
次に挙げられるのは、研修センター周辺の住民への影響である。 
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カランガニアルでは売れる作物を作ることを目的に農業を行っている。その為、高品質

の物を作ったり、作る作物の種類を増やすなどの工夫も行っている。また、土を良好な状

態に保つために輪作を行ったり、シルバークロスや液肥を使ったりもしている。当然、周

りと比べて成果は大きくなっている。 
その成果を見た周辺住民は自然にオイス

カのマネをし始めている。一昔前までセン

ター周辺は田んぼのみしかなかったが、現

在は雨が多いときは水田、少ないときは畑

にするといった動きも見られるようになっ

た。もちろん、シルバークロスなど技術的

な面の真似をしている農家もある。周辺住

民の真似によって無理のない技術の普及が

なされているのである。センターでは最近

畑の一部を完全有機栽培にするという動き

もあり、その成果によっては有機栽培も周

辺へ普及するということが期待されるところである。 

畑で農業研修 

そして、CFP・PFPやマングローブなどの植林事業も大きな成果をあげている。 
木を植えることで環境保全に寄与するだけではなく、果樹を混ぜて植えることで住民の

生活をサポートしたりもしている。何より、なぜ環境を大切にするのかといったことを教

えるという教育面での成果が最も大きいように感じられる。 
 最後に最も大きな成果として挙げられるのは、このセンターの存在そのものが人々のエ

ンパワーメントとなっている、ということである。先に述べたようにカランガニアル研修

センターはインドネシアの人々の手によって一から立ち上げられた研修センターである。

その施設が現在このように数多くのプロジェクトを行い、人々の生活に影響を与えている。

この事実は現地の人々にとって非常に勇気付けられるものであり、活動を広める際にも

人々が受け入れやすくなるという効果もあるのではないだろうか。 
 
５．課題 
 課題として主に挙げられるのは、農地の問題、植林の問題の 2点についてである。 
 まず 1点目の農地の問題。数多くの研修を行っているカランガニアル研修センターだが、
実はセンターが所有している農作地は全くなく、地主から農地を借りて作物の栽培や研修

を行っている。それ故、悪くなった土地を 2、3 年がかりで良い土に変えてこれからいい
物を作るぞ、という時に地主から返してくれと言われることも少なくない。当然このよう

な状態では長期的な作付計画も作りにくく、常に不安定な状態である。また有機農法に取

り組むといった試みもこれでは難しいだろう。 
さらに、カランガニアル地域一帯はインドネシアの中でも特に水が少なく、農業が難し

い地域でもある。その為水の使用に関しての制約が厳しく、周辺住民との取決め上センタ

ーが農地で水を使用していいのは、毎週木曜日の 30 分間だけだそうである。用水路を作
ればまだマシになるかもしれないということだが、その動きも滞っている。 
研修の規模拡大、安定的な農業、有機農法の実践、これらの為にも土地の所有や用水路
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の整備は行うべき点であるように思う。 
次に 2点目の植林の問題。植林を行う際に課題となっているのがやはり“管理”の面で

あろう。管理についての問題は、植林地周辺の住民の生活レベルと絡んでくる。いくら森

を守ることの重要性が分かっても、住民は今の生活を優先させてしまう。その為に木を切

ってしまい、結局それが原因となってより苦しい生活になってしまうことも少なくない。

CFP や PFP による植林の目的は「より自然に近い森を復元させる」ことにあるのだが、
それだけをしていては住民の暮らしがままならなくなる。果樹を交ぜて植えるなどの工夫

も行っているが、それだけではなかなか大きな効果は得られないようだ。住民による無理

のない管理や植林のためにも、植林を進めると同時に、住民の生活をサポートするような

仕組みづくりが必要だろう。 
 

＜感想・考察＞ 
 本研修センターの農業実習では、9 月 2 日
午前に、センターが使っている畑を視察。午

後からはセンターで作っているサツマイモの

葉の切返し作業や唐辛子の収穫作業等を行っ

た。また 9月 5日には、センターの短期研修
生とともにトマトの葉抜き作業を行った。実

際に畑で作業したことで、周辺住民の畑の様

子や、農作業の厳しさ、畑の規模や水不足の

問題など、説明してもらったことを実感でき

たように思う。 
スタッフの方との話 

 また、チメンテン（西ジャワ）とは異なる地域の研修センターに滞在したこと、カリマ

ンタンという更に離れた地域の人達と一緒に過ごしたことで、生活面や民族性に関して新

たな発見をすることができた。生活面に関しては、特にカリマンタンから来ている高校生

の服装や持ち物にみられた。デザインが施されたジーンズや、洗顔料・整髪料など西ジャ

ワでは見なかったようなものを使っていることに少々驚いた。 
 私達が訪れる少し前にセンターが使っている畑か

た。農場長のリンドゥさんはそれを見て

いたが、注意するでもなくその行為を自

分のことのように考え恥ずかしくなった

という。他の人にも聞いてみたがジャワ

人はこのように考える人が多いらしい。

また西ジャワ（スンダ人）では道路の舗

装などを住民同士でお金を出し合い行う、

ということはほとんど見られないそうだ

が、中部ジャワではそれが一般的だそう

である。民族性の違いでこんな違いがあ

ることも驚きであった。 
 そしてカランガニアル研修センター

らスイカが盗まれるという事件があっ

研修生たちと 

の成立ちを聞いて強く感じたことは、援助の成果が
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すばらしい形になったということであった。このセンターはオイスカの研修を受けた OB
が自ら望み、作り上げ、発展させていったものである。オイスカ研修センターの一つでは

あるが、独立しているといっても過言ではないだろう。援助はし続けてもされ続けてもい

けないと私は思う。いつかは離れ、自らで立ち上がれるようになっていくべきだと。所長

のムリヨノ氏もこう言っていた。 
「人から言われて行動するのではなく、自分で心の底からやらねばならないという気持ち

になること、このスピリットを日本での研修で得た。この気持ちを大切に伝えていきたい。」 
 このような気持ちで、しっかりとした研修に取り組んでいるカランガニアル研修センタ

ー。課題は山積みだが、彼らの活動の先に不安ではなく楽しみを感じた。 
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１－１２ カランガニアル現地農民グループ 
岡本 奈保子 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

訪問日時：９月４日 
訪問先：カランガニアル現地農民グループ 
（Chikara Tani makumur） 
訪問先主要対応者：スタルノ氏（農民グル

ープリーダー） 
分野：農業 

 
 
＜訪問先について＞ 
１、Chikara Tani Makumurの概要（背景） 
カランガニアル現地農民グループの Chikara Tani Makumurはオイスカ・カランガニ

アル研修センターの OB達を中心とした人々約２０人のグループである。 
2002 年に国からカランガニアル研修センターの特産物であるメロンの作り方を広く広

めるようにいわれ、オイスカのＯＢ達は Chikara Tani Makumurを結成した。 
 

２、Chikara Tani Makumurの活動 
このグループでは毎年全員でお金を出し合って貯蓄し、貯まったお金をメンバーが順番

で家を作る材料費などに充てている。このシステムは毎年メンバーに順番で回っていき、

現在のメンバーの 80％がこれによって家を建てた。始めはみんなが家を建てるためのアイ
デアであったが、今は家ではなく子牛など収入源になるものを買うのにお金を使う人もい

る。 
グループのほとんどは農業に携わっている人達である。メロンを作っているのは 3人の

メンバーで、4 人の高校を出ていない若い人を研修生として迎え、メロン栽培の技術を教
えている。メロンを育てるのは人手がいるが、普通一本の木に一個の実をつけるがそれを

一個以上にし、1年に 1haを 6人で栽培できるように自分たちで考え、工夫している。 
メンバーの多くはカリフラワーやキュウリ、イネ、トウガラシなどの栽培を行っている。

彼らは、メンバー間で情報共有をすることで他の農家と収穫時期をずらし、需要は多いが

供給の少ない時期を見計らって出荷するなどの工夫をこらしている。 
稲作では、日本からの援助を受け SRIを取り入れ、広める取り組みもされている。SRI

は、マダガスカル在住のイエズス会の神父アンリ・デ・ロラニエ(Henri de Laulanie)が 1983
年に発明した農法である。利点は分けつをよくするので一株一本で済み種子が少なくて済

むこと、太陽の光もよくあたり分けつを促進させるため水は少しでよい。しかし、株と株

の間が広く、よく太陽の光があたるので雑草が生えやすいのが悪い点である。また化成肥

料や農薬は植物由来のものを使用し環境にもやさしく、コストも削減できる。 
このように有機農法を取り入れた栽培もされているが、他の農作物は収入を得るため化
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学肥料を使用している。肥料には牛糞を 1haに 2t使用したりしている。 
 今後キュウリの漬物などの加工品を作って日本など世界に輸出する取り組みをしていき

たいと考えている。 
Chikara Tani Makumurの課題は有機農法かも知れない。 
農業をする人が減っている。 
 

＜研修内容＞ 
2007年 9月 4日 Chikara Tani Makumurの活動の説明と意見交換。 
 
・現地経験者の意見  
インドネシアでは水管理は日本に比べ

てとても大変である。気候が乾季と雨季

に分かれているので時期によって水管理

の仕方を工夫しなくてはいけない。雨季

は水があると病気が蔓延するので出来る

だけ水がたまらないようにする。乾季は

水が無いと農作物が枯れてしまったり、

大きくならなかったりするので畝の間に

出来るだけ水をためるようにする。しか

し乾季に川から一度に水を引くのは難しいので少しずつ入れておく。 
意見交換の様子 

グループにとって農作物の安全性より、農作物から利益を得て家族を養うことが一

番大切なことである。出荷用の農作物は化学肥料などを使うが、家族が食べる野菜は

出来るだけ有機農法で作っている。 
農業が盛んになったらインドネシアも豊かな国になるので、自分たちだけではなく

自分の周りのみんなに技術を広めたい。また、農民の生活水準が上がるのを見るのは

楽しい。 
オイスカのセンターでの研修は高卒生しか受け入れていないが、職を求めている高

卒でない若者はたくさんいる。そういう人たちにも農業技術を教えたい。 
 
＜感想・考察＞ 
マルチが使われていて驚いた。失礼だが実際にインドネシアの農業を体験するまで、イ

ンドネシアの農業技術はもっと低いと思っていた。また収量をあげるための農業技術面の

みの指導で、インドネシアの農村の貧困など農業が抱えている問題は解決できると思って

いた。しかし、カランガニアル現地農民クループとの意見交換で、需要と供給を視野にい

れた収穫時期の設定をメンバー間で情報交換をして行っておられ、カランガニアルのほと

んどの農家はこの計算ができず需要と供給のバランスがとれていないのが問題だと聞き、

農産物がお金になるまでの技術の指導も必要なのだと感じた。 
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１－１３ ヤマキの森・コミュニティフォレスト 
後藤 正克 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木もまばらな山 

訪問日時：9月 5日 
訪問先： 
中部ジャワ州カランガニアル県 
ナガゴヨソ郡 

訪問先主要対応者： 
森林公社：スルハチアント地区責任者

セゴログヌン第一小学校： 
スナルト先生 

オイスカカランガニアル 
研修センター： 

ダルマント副所長他スタッフ随行 
研修協力者： 
オイスカ研修所で研修中の 
カリマンタンからの高校生 15人 

 セゴログヌン第一小学校  
校長先生・生徒 70人 

分野：森林再生・保全 

＜訪問先について＞ 
１、ヤマキの森の概要（背景） 
当地は中部ジャワのラウ山(3,265ｍ)の山麓標高 1,000ｍに位置する国有林で、2、3年前

までは森林公社が管理する生産林であったが、現在は森林局管理の保護林に指定されてい

る。 
 この地はカランガニアル県の水源地になっていて、比較的水は豊富であるが、以前はも

っと豊富に水が出ていた。最近は飲料水工場等ができて水は不足してきている。その為、

県政府は水源の確保の為に植林等の森林再生・保全活動を始めた。 
将来的には、この地をエコツアーを通して環境教育の場に、また観光地としても考えて

いる。 
ヤマキ（静岡のお仏壇のヤマキ）は社会貢献事業の一環としてこの事業の資金（道具類

購入費、苗木の運搬費、軽食代他の諸経費等）を提供し、実質的な活動はオイスカに委託

している。この山は森林公社とオイスカが協議し、森林公社が指定、森林公社は苗木を提

供し、地域住民は植林の準備、植林、植林後の管理を担当している。 
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２、ヤマキの森の活動 
活動は 2006年 2月から始まり 3ヵ年計画で実施する。 

  第 1回目 植林  2006年 2月 21日   
面積  3ha 
樹種  松（樹脂がとれる）3,500本 
    アンサナ    250本 
    シナモン    1,250本   第 1回計 5,000本 

       参加者  小学生・教員 178人、地域住民 200人 県政府知事他 50人 
            森林公社 10人、ヤマキ・オイスカ 40人  計 478人 
  第 2回目 植林  2006年 11月 4日 
       面積  5ha  
       樹種  ダマル(樹脂がとれる)750本、プスパ 800本、シナモン 1,750本 
           菩提樹 500本、松 1,500本,ジャックフルーツ 250本、 
           アボガド 500本         小計 6,050本 
           2006年 11月 5、6、7日             1,750本  
           2006年 12月：オイスカ高校        700本 
           補植                  2,000本 
                         第 2回計 10,500本   
  第 3回目  現在計画中 
 
＜研修内容、質疑応答＞ 

１、植林実習について 
補植分の約 100本を前出の高校生、小学生と一緒に植林した。 

 
 
２、このプロジェクトについて 

子供たちとの植林 

・インドネシアでは政府が森林公社を通して森林の近くに住んでいる住民を組織化し、

公社を手伝う為のシステムをつくっている。 
 ・植林後も森林公社、オイスカ、地域住民、「子供の森」計画参加の小学校共同で、山

の保全活動をおこなう。 
 ・植林の活着率は 75％から 85％程度、通常雨期の初期 11月頃植林する。 
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・植林した森は「樹木は伐ってはならない」という覚書を知事とヤマキ・オイスカとで

交わされている。 
・保護林になる前の作業林の時は地域住民による伐採もあった。 
・松の幹から樹脂を採るため多くの木が弱って風で倒れた、また最近は虫の害に因って

松の木が枯れてきた。今後は松の植林は減らす方針である。 
・山の木が少なくなって田畑にサルが出没するようになった。サルが山に還れるよう 

サルも食べれらる果樹種も植えている。 
・ヤマキの森のプログラムが終わっても、子供たちに木の役割、森の役目を知って欲し

いのでこの活動は続けたい。子供たちが森に親しみ、森に興味を持つように体育の授

業などでも森に連れて行っている。（校長） 

・オイスカもプログラムが終わっても支援は続けたい。下流域の環境教育校も、この森

に連れてくることもある。（オイスカ） 
 

＜感想・考察＞ 
・この地域は畑地も用水路もきめ細かく管理されていて米、コーヒー、茶、野菜、果樹、

樹木・・など、高度な土地利用がすすんでいる印象を受けた。 
 ・西ジャワ（スンダ人：おおらか、大雑把）と中部ジャワ（ジャワ人：きめ細かい）と

の違いも感じられた。 
 
＊コミュニティフォレスト（TAHURA[Tamar Hutan Raya] Ngargoyoso：国民の森） 

   場所 ：  ヤマキの森のすぐ近く 
面積 ：  15ha 

   国有林 － 保護林で管理は森林公社 
    

日本式には森林公園とか都民の森という感じの森。よく整備されているが、どこで

も人が入れる森にすると、地表が硬くなり、落ち葉下の微生物が育たなくなり、森の

活力が失われる。日本の森林公園も同じようなところが多いが森は大事に育てて欲し

い。特徴としては年代物の松の木が多く目についた。 
 
【参考文献】 
 オイスカ 研修時配布資料 
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１－１４ マングローブ植林（ドゥマック県） 
廣田 茜 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜訪問先について＞ 

１、ドゥマック県におけるマングローブ植林の概要（背景） 
ドゥマック県サユン郡。1980 年頃この地域

には田が広がっていた。しかし浸食で田の先

にあったマングローブが消えた。また海面上

昇と養殖池への転換で海水面が上昇し、1999

年には田のすべてが養殖池になってしまった。

1990 年に近くの港の拡張工事が行われ、海流

が変化し 4年後波による浸食が激しくなった。

当時は工事によって起こるこの村への影響が

わからなかったという。家が浸水し人々は引

越しせざるを得なくなった。タンザハリとい

う村では 67 世帯が村から離れた。まだ 5 世
帯が村に残りマングローブを守っている。 

 
訪問日時：9月 7日、8日 
訪問先：ドゥマック県サユン郡 
訪問先主要対応者：オイスカカランガニアル研修

センター：ラフマット氏 
分野： 
マングローブ植林、浸食、養殖、生態系 

事務所前の看板 

東京海上日動火災保険が 120周年の記念事業として 1999年から 5年間の東南アジア 5
カ国でマングローブの植林プロジェクトを開始した。インドネシアでは 6ヶ所の地域でこ
のプロジェクトが始まった。第 1フェーズではインドネシア全体で 911haの植林が行われ
た。そして 2004年から 2009年までの第 2フェーズが始まった。このドゥマック県は第 2
フェーズから植林対象地になった。第 2フェーズではインドネシア全体で 750ha、ドゥマ
ックでは 250haを目標として現在植林活動を行っている。これまでの植林実績は 2004年
10ha、2005年 60ha、2006年 80ha。今年は 80haを植林する予定だという。 

 
２、マングローブ BAHARIの活動 
マングローブ BAHARI は地元の漁師さんをもとに結成された植林グループである。こ

の植林グループは政府からいただいた高床式のモデルハウスを事務所とし、植林の時期の

決定や世話・管理を行っている。 
協力団体は、県政府、海洋漁業省、オイスカ、Yayasan Mangroveそして住民グループ
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である。 
 
＜研修内容＞ 

１、マングローブ植林現場視察 
 スマランのホテルからバスに乗りドゥマック県へ。マングローブ BAHARI 事務所近く
の川沿いは一面エビの養殖池が広がっていた。事務所からドラゴンボートに乗ってマング

ローブ植林現場に向かった。これまでの植林地をボートで回っていった。植林した場所に

は植林した年・面積が書いてある看板が立てられている。植林場所にボートで近づいてみ

ると大きなアビセニアが風に揺れていた。手前には小さなリゾフォラのマングローブの命

が力強く根付いていた。リゾフォラとアビセニアは同じ場所に植林されている。この 2種
は愛称が良いのだという。 
 また、以前まで村だった場所をいくつか通った。家の床が浸水していたが電気も自分で

引きそこで生活していた。 
また村から引っ越した後の家が残されているのも見た。以前は人が住んでいたというのが

信じられないようだった。 
 ボートでマングローブ植林場所を見て回っていた

が、海水が引き、浅くなり船が動かなくなった。私

たちは船から降りて岸まで歩いた。浅くなったとい

っても膝以上水位があり、歩くのが困難だった。 
 岸に上がって歩きながら見学した。浸水のため床

を高くし、天井が低くなったモスクや害虫を見た。

また、コニカミノルタ労働組合が支援している小学

校も訪問した。 
 その後、昼食をいただいた。ドゥマックで獲れた

新鮮なエビ、カニ、カイ、魚などを地元の方が料理

してくださったものだった。海の恵みがぎゅっと詰

まっていて、暖かくそして優しい味だった。 
 午後からは BAHARI との意見交換。グループの
説明の後私たちの質問に答えてくださった。また、

オイスカスタッフのラフマットさんによるこのプログラムのプレゼンテーションを聞かせ

ていただいた。 

天井が低くなったモスク 

 
質疑応答 
質問：苗木はつくったことがあるか。 
回答： ある。以前植林に来た団体の教育活動の一環で作った。しかし苗は手間もかかるし、

お金もかかる。地面の固い場所には苗木を植林する方がよいがこの辺りは泥なので

苗ではなく胎生種子を植える。 
 
質問：植林場所について。 
回答：「植林しないでくれ」という住民もいる。その場所は抜かして植林していく。しかし
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植林地と接している隣の養殖池などに種子が落ち自然に植物が育つ。でもこれは自

然にだから仕方ない。 
 
2、マングローブ植林 
 朝 8時 30分に事務所集合。足袋を履き、帽子をかぶり、準備をしていった。1日目に訪
れたベドノ第一小学校の子どもたち 5年生約 20人と BAHARIの方々と一緒に植林をした。 
 事務所から植林場所まで徒歩で行き、

胎生種子の植え方の説明をうけた。植林

に必要なものは、胎生種子、支柱、支柱

をしばる紐である。支柱は前日に

BAHARI の方々が予め植林する場所に
さしてくださっていた。 
植林方法は支柱のある箇所に胎生種

子を差し、支柱と胎生種子を紐で結ぶ。

八の字に結ぶやり方は農作業でも共通し

ていた。説明後、胎生種子と紐を受け取

った。脇に胎生種子を抱え、腰には紐を

つけ植林を開始した。 
初めの 3本は難なく植えることができ

た。結び付けに時間がかかるとだんだん

泥に足をとられ、動けなくなる。ついに

は腰まで泥がきてとうとう動けなくなっ

てしまった。一方、子供たちや BAHARI
の方々はどんどん植えていく。手馴れた

手つきで泥の中を歩いていく。子供たち

も足がすいすい動いていた。 

私たちが植林した胎生種子の数は

2000本。細長いリゾフォラの胎生種子だ。
植林間隔は 1 メートルだった。計算すると植林面積は 2000 平方メートルになる。これは
1haの五分の一に過ぎなかった。9時から植林を開始し終了したのは 10時 30分だった。
普段の植林は住民とグループで行い、そのときは１日 5～10ha植林するそうだ。1haの大
きさを体で覚えた｡ 

上：植林の様子 下：植林後の様子 

 
＜感想・考察＞ 
1）考察 
 このドゥマック県サユン郡では養殖池への転換、海面上昇、浸食、そして 1990 年に近
くの港の拡張工事。これらの要因が重なって浸食がはげしくなったといえる。 

 マングローブの植林といえばもともとマングローブ林であった場所に植林することを連

想するが、この地域の場合、もとは陸地だったところに浸食を防ぐために植林するという 
ものだ。 
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 浸食を防ぐために行ってきた植林活動だか、植林によって浸食防止以外にも生物の住処

ができ、2004年には見られなかったエビや魚、カニなどが戻ってくるということも起きた。
人々の意識も変り、マングローブ林があるから漁獲量が増えたという意識が高くなってき

ている。ドゥマック県での植林プログラムが始まって 4年目。周りにはマングローブが増
えてきている。しかし食害、ゴミ、住民の問題がある。 
 植林し、発芽した芽をガの幼虫が食べる、毛虫が葉を食べるなどの食害が問題となって

いる。雨季であれば雨がこれらの虫を流してくれるという。しかし雨がほとんど降らない

乾季ではこれらの虫は手で一つ一つ除去していかな

業なので人手が必要となる。管理は

BAHARIで行っているが、グループメン
バーは皆他の自分の仕事を持っている。

仕事の休みの日に管理作業をしている。

すべての植林地を管理するにはやはり人

手が必要となる。植林しても管理がなけ

れば植林した種子は育っていかない。外

部からの植林の依頼やボランティアが今

後も必要となると考える。 
 雨季になると問題になるのはゴミ

ければならない。機械では出来ない作

であ

る。山からは枝や竹が流れてき、近くか

らはビニールが流れてくるという。この地域はまだゴミは少ないほうというがゴミや枝が

マングローブの木に引っかかるので軽視できない。 

食害の原因となる毛虫 

 そして住民の理解が大切だ。マングローブを根こそぎ取っていく人、植林しないでくれ

という人もいる。植林し後で「土地を返してくれ」という人もいる。住民の方々にマング

ローブを植林し始めて大きなエビや魚、貝が獲れるようになったこと、浸水の被害が軽減

してきていることなどマングローブの役割を説明し、植林についての理解を深めてもらえ

るような取り組みも必要となってくる。また、モスクやお墓があるから引っ越したくない

という人、漁師をしていて遠くに引っ越しても仕事がないという人、以前から住んでいた

家から離れたくないという人もいる。彼らの気持ちも大切だが、いつ住居が海にさらわれ

てしまうか分からないので浸水の可能性のある場所に住むのはやはり危険である。対策と

しては高床式の家にすることで家の中に海水が入ってくることを防ぐことができる。現在、

海洋漁業省とのプロジェクトで政府からいただいた高床式の家が数件浸水する場所に建て

られている。今後はさらに 17 軒いただける予定だという。その家に浸水時と就寝時のみ
でも移ることが住民の安全につながる。 
 「漁師としてマングローブの森を守っていきたい」「エコツーリズムにしたい。観光じゃ

ない。勉強のため。」と BAHARIのメンバーの声を聞いた。昔は田んぼだったこの地を新
たにマングローブの地になりマングローブの森とともに生活していく姿を私は頭に描いた。

頭に浮かんだのは人々の笑顔だった。 
 
2）ミーティング 
 1日目の視察後のミーティングのキーワードは「人」だった。「植林は住民理解が必要」
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や「マングローブの森ができていった後伐採されないようにするのが今後の課題」「住民の

生活」という意見が出た。植林するのは人で植林する土地を持っているのも人｡植林と人は

大きくかかわっている。植林グループと住民がお互い植林の意味について理解しなければ

ならないと思う。 
 2 日目の植林後のミーティングでは種子の植え方についての意見が出た。もっと詳しい
説明があるとよいとの感想だった。例えば「支柱と種子を紐で結ぶとき支柱の下の方で結

ぶのがよいということを植林後に聞いた。」ということがあった。大人が作業しながらでも

説明していけたらいいと思う。 
 
3）感想 

1 日目、バスの中で、この二日間に胸を膨らまし、わくわくドキドキしていた。バスの
窓から見える風景はジャカルタやジョグジャカルタのそれとは全く違った。辺り一面養殖

池でびっくりした。あとで、この養殖場は以前、田んぼや畑だったことを知りさらに驚い

た。こんなにも土地が変ってしまうのかと思った。  
ボートから見えたマングローブは海に浮かぶ森だった。ボートから見るものすべてが神

秘的だった。シラサギが森の上を飛び、木々は風に揺られていた。まるで私たちに何かを

伝えているようだった。それは歓迎であったかもしれないし、怪しみだったかもしれない。 
私は「Perkenalkan」と心の中でつぶやいた。 
ボートは迷路のようなマングローブ林の中をスイスイと進んでいった。操縦している人

はこの場所を知り尽くしていると思うとすごいなと思った。遠くから見るマングローブ林

はとても壮大で、近くで見るマングローブは神秘的だった。想像をはるかに超えたものだ

った。 
私たちが訪れた村は浸水を余儀なくされていた。家のそばまで水が入ってきている村を

初めて見た。浸水すると分かっていてもそこにはお墓があったりモスクがあったりしてそ

の場所を離れられない人もいた。一日も早く水が家の中に入ってくるのを防ぎたいと思っ

た。 
2日目。マングローブ植林。 
前日から張り切っていた私は朝が待ち遠しかった。事務所に到着しさぁ植林場所へ。説

明をうけ一人 20 本ずつ胎生種子の束を抱えた。私は気合いっぱいだった。一歩足を踏み
入れる。すると体がどんどん下に沈んでいく。慎重にまた足を一歩踏み出した。胎生種子

を支柱の隣に差し、紐で縛る。「大きくなってね」と思いながら次へ進む。初めの 3 つは
比較的スムーズだった。しかしだんだん足をとられ動かなくなった。前に進んでいく人を

みながら、自分の足を引っ張りあげた。泥の重さを全身で実感した。こんなに泥が重いな

んて思ってもいなかった。マングローブ植林の大変さをすごく感じた。BAHARI の人は
着々と植えていく。さすがだなぁと思った。私たちじゃ一日１ha植林するのでさえ日が暮
れると思った。 
 この差した胎生種子に芽が出て、大きくなっていく姿を見ていきたい。可能ならば植

林の管理作業もしてみたかった。せめて一年間でもマングローブ植林・管理を体験したか

った。植えるだけじゃなく責任を持って見守っていきたかった。今回植林した木は 3年後
には立派に育っていると聞いた。私は 3年後またこの地を訪れたいと思う。 
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【参考文献】 
 東京海上日動火災ホームページ 
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/T
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１－１５ Yayasan Bintari（コンポスト事業・マングローブ植林・海岸保全
活動） 

鈴木 みちる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問日時：9月 9日、10日 
訪問先：Yayasan Bintari（スマラン市） 
主要対応者：Yayasan Bintari：アディ氏 
分野：ゴミ処理、海岸保全 
 

 
ゴミ処分場 ＜訪問先について＞ 

１、Yayasan Bintariの概要（背景） 
Yayasan Bintariは、1986年に発足した現地 NGOで、スマラン市を活動場所としてい

る。環境教育、固形廃棄物処理、廃水処理、エコツアー、環境保全など、環境マネージメ

ント分野での活動を行っている。地域参加型の非営利、非政治的、独立した組織を作るこ

とを目標としている。 
スタッフは 9名。午前中は学校の先生（*１）をして、午後に Bintariで活動しているス

タッフもいた。 
活動資金は、国内外（日本、ドイツ）の援助を受けている。 
*１：インドネシアの学校の授業は、基本的には午前中のみ。 
 
２、Yayasan Bintariの活動 
（１） 環境教育 
 Bintari は環境教育にとても力を入れている。スマラン市の全小学校に配布されている
環境教育の教科書は、Bintari が作成したものである。スマラン市の小学校 4、5、6 年生
は、その教科書を使って先生より環境教育の授業を受けている。また、環境フォーラムな

どを開催して、学校の先生たちの環境教育も実施している。 
（２） 固形廃棄物処理 
 北九州国際技術協力協会（KITA）（*2）と協力して、スマラン市ジョンブラン地区で生
ゴミのコンポストプロジェクトを実施している。また、ドイツとインドネシア政府と協力

して、スマラン市にある分譲地でゴミの分別、管理プロジェクトを実施している。 
（３） 廃水処理 
 ドイツと協力して、中小企業の廃水処理を実施している。 
（４） エコツアー 

2000 年より AIESEC（*3）と協力して、毎年１回エコツアーを実施している。また、
2001年より日本、ドイツ、オランダ、ベルギーからのエコツアーを受け入れている。エコ
ツアーの依頼は、日本（９割）、ドイツの順に多い。 
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（５） 環境保全 
 マングローブ植林をドゥマック村（1998年～2001年）タパック村（1996年～1997年）
で実施した。 
 
*2：1980 年に設立された公益法人で、国際研修、技術協力、国際親善交流などの活動を
行っている。 
*3：1948 年に設立された世界最大の学生団体で、学生に海外インターンシップ生交換事
業の運営および参加を提供している。 
 
３、Yayasan Bintariの活動の成果 
スマラン市では、65％のゴミは市が収集して処理されるが、35％のゴミは適正に処理さ

れていない状態である。ジョンブラン地区は、道路が細くて坂が多いため、スマラン市の

ゴミ収集車が通れない。市でゴミ収集をしてもらえないため、住民はごみの処理に困って

いた。Bintari が生ゴミのコンポスト事業を始める以前は、生ゴミは燃やされたり、川に
捨てられたりしていた。現在は、ジョンブラン地区のほぼ全家庭で生ゴミのコンポスト化

が行われている。 
本事業が成功したポイントは、高倉方式というコンポストを使用したことと、婦人グル

ープと協力してコンポストを広めたという 2点にある。 
ジョンブラン地区では、本事業の前からコンポストを導入している家庭もあったが、異

臭やウジの問題があったため、全家庭には普及しなかった。KITA が Bintari に紹介した
高倉方式のコンポストは、異臭もなく、ウジもわかないため、各家庭に受け入れられた。 
婦人グループと協力したことも、コンポストを普及させるのに役立った。インドネシア

でも、料理をしてゴミを捨てるのは主婦の役割だからである。 
 
４、Yayasan Bintariの活動の課題 
今後は、コンポスト事業をジョンブラン地区以外にも広げることと、生ゴミ以外のゴミ

処理が課題となる。 
ジョンブラン地区の人口（2万人）は、スマラン市の人口（150万人）の 1.3％に過ぎな

い。このコンポスト事業を他の地区にも広めていくことで、スマラン市の生ゴミは大幅に

削減できる可能性がある。 
また、ゴミの分別も重要である。インドネシアではゴミの分別が行われていないため、

プラスチックなどリサイクルできる資源もゴミとして捨てられている。プラスチックを分

別してリサイクル会社に売るなどすれば、収入源にもなり、ゴミも削減できる。 
ゴミ処理問題は Bintari だけの力では解決できない問題であり、行政の協力が不可欠で

ある。 
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＜研修内容＞ 
（説明、質疑応答などの記録） 
１、ジョンブラン地区のコンポスト事業視察 
 ジョンブラン地区を訪れ、高倉方式コンポストと昔のコンポストを見学した。婦人グル

ープ「スルニ」代表のシンディさんと、となり組組長のリティカさんにコンポスト事業に

ついて質疑応答をした。 
 
まず、ジョンブラン地区を流れるバジャック川を視察した。シンディさんの話では、以

前はきれいな川だったが、80 年代ころから汚くなったという。2002 年から始まったコン
ポスト事業によりコンポストが広まったため、以前よりは綺麗になったと言うが、川には

プラスチックなどのゴミがたくさん浮いていた。 
プラスチック容器でプランターを作るなど、ゴミを活用する努力をしている家庭も多か

った。 
 
質疑応答 
質問：プラスチックのリサイクルなど生ゴミ以外のゴミ処理で、何か取り組んでいること

はあるか？ 
回答：生ゴミのコンポスト化以外の取り組みはない。他のとなり組では、ボランティアで

生ゴミ以外のゴミを集め、リサイクル会社へ売る活動をしているものもある。 
質問：コンポストでできた堆肥の使い道は？ 
回答：各家庭でできる堆肥の量は多くないため、肥料を売ることはなく、植物の肥料にし

ている。コンポストで育てた植物を売れば、収入になる。 
質問：高倉方式のコンポストで大変なことは何か？ 
回答：朝と夕方の２回、コンポストの中身を混ぜることが大変。また、水分の多い食べ物

は１度に入れられないということも大変。 
質問：生ゴミ以外のゴミは、どのように処理しているのか？ 
回答：市でごみ収集をしてもらえないので、自分たちで処理するしかない。燃やしたり、

川に流したりしている。市場にはごみ収集場があるので、市場までゴミを出しに行

く人もいる。 
 
２、スマラン市のゴミ処理場視察 
 スマラン市のゴミ処理所を見学し、スマラン市保健局のスティヨノさんにスマラン市の

ゴミ処理について質疑応答を行った。 
 
スマラン市のゴミ処理場は、1992年に世界銀行の融資を受けて建設された。広さは４２

ha。ゴミは分別されずに収集され、ゴミ処理場で埋め立てられる。このゴミ処理場の容量
はすでにオーバーしているが、ゴミ処理場の代替地や、建設費用の問題があり、新しいゴ

ミ処理場の建設は進んでいない。ゴミ処理場のすぐ横には川が流れているが、ゴミから出

た水は排水処理をしているため、川は汚染されていないということだった。 
地域住民は 2000 頭もの牛をゴミ処理場に放牧して、ゴミを牛の餌にしている。ゴミを
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トラックで搬入する際に牛がいると危険なため、

牛の放牧も問題になっている。ゴミ処理場に放牧

された牛は、市場で売られる。ゴミを食べた牛に

は水銀など有毒物質が蓄積されているため、市場

に出す前の 3ヶ月間は草のみを餌として与え、有
毒物質の含有量を減らしている。 

ゴミを食べる牛 

拾ったゴミを売って生活する 260人のウエイス
トピッカーはゴミ処理場に住んでおり、スカブミ

市が設けた宿泊所で生活をしている。ウエイスト

ピッカーの賃金は、月 100万～200万ルピア。（中
部ジャワの最低賃金は月 70万ルピア） 
 
質疑応答 
質問：現在、ゴミ処理場の容量をオーバーしているが、問題はないのか？ 
回答：現在は川の近くに壁を作って、ゴミが川へ流れないようにしている。壁の上まで容

量がオーバーしてしまうと、ゴミが川に流れてしまう。 
質問：行政はゴミ処理に関して、どのような努力などをしているのか？ 
回答：各郡に生ごみなどを燃やす焼却炉を設けたいと思っている。 
 
３、タパック村での海岸清掃とマングローブ植林 
 ドゥグ郡タパック村の青年グループ「クレダ マンダラ」のメンバーと共に、海岸清掃

とマングローブ植林を行った。青年グループの代表で Bintari のスタッフでもあるローフ
ィックさんに、青年グループの活動について質疑応答を行った。 
 
青年グループ「クレダ マンダラ」は、マング

ローブ植林、スポーツ、イスラム教勉強会、イス

ラム音楽などの活動をしている。メンバーは 70
人で、漁業関係者が多い。高校中退、卒業程度の

学力のメンバーが多いが、ローフィックさんは大

学を卒業している。 
タパック村はもともとマングローブの森が存在

していたわけではなく、父親の代からマングロー

ブ植林が始まった。青年グループでは 1999 年か
らマングローブ植林を開始し、現在は 10 名で植
林活動を行っている。2003年から Bintariと協力し
て植林を行っている。ヤエヤマヒルギ、ヒルギダマ

シ、ホウガンヒルギ（希少種）など 5種類のマングローブを植林している。苗の生存率は、
30％である。 

タパック村のマングローブの森 

タパック村の周辺には、家具、食品、石鹸などの工場が多く、1970年代から工場廃水の
汚染が始まった。1980年代には、井戸水の色が変色し、湿疹を起こす住民もではじめた。
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そして、魚、エビ類の収穫量が激減した。当時、青年グループの父親たちが工場の汚水停

止を行政に求めたが、父親たちの中学卒業程度の学力では行政との交渉がうまくできなか

った。現在は、市に工場廃水の汚染を陳情し、市の衛生局が月 1回廃水のチェックを行っ
ている。エビの 1日の収穫量は、汚染前は 4～5Kgであったが、汚染後は 1Kgに減った。
現在は、3～4Kgにまで回復した。工場廃水の改善とマングローブ植林の成果である。 
 
質疑応答 
質問：マングローブの植林方法などは、Bintariから指導をうけたのか？ 
回答：Bintariから技術的な指導は受けていない。Bintariはエコツアーの際に、ツアー参

加者をマングローブ植林体験に連れてくるという役割。マングローブの植林方法は、

他の植林グループと情報共有している。 
質問：工場廃水を取り締まる法律は、インドネシアにはないのか？ 
回答：廃水に関する法律はあるが、行政の取り締まりが緩いため、排水処理施設の整った

工場は少ない。大企業の工場では排水処理設備が整備されているが、中小企業の工

場では排水処理設備はほとんど備わっていない。 
質問：Bintari では中小企業の排水処理整備活動を行っているが、タパック村周辺の中小

企業の排水処理も Bintariで整備する計画はないのか？ 
回答：Bintariで工業廃水を処理したいとは思うが、資金的に難しい。 
 
＜所感・考察＞ 
ミーティングでは、「コンポスト事業で、初めて女性グループが活躍している様子を視

察できた」、「ゴミ処分場の水銀の蓄積された牛肉を食べても大丈夫なのか？インドネシア

の消費者はこの事実を知っているのか？」、「海岸清掃で、拾っても拾っても流れてくるゴ

ミに腹が立った」、「マングローブ植林の生存率が低い」などの意見が出た。 
高倉方式のコンポストは素晴らしい技術なので、ジョンブラン地区以外にも広めていっ

てもらいたい。ゴミが減れば、スマラン市ゴミ処理場の容量オーバーを軽減できるはずで

ある。スマラン市と Bintariの今後の努力に期待したい。 
ゴミ処理場では、牛がゴミを餌にしている姿がとても印象に残っている。 
マングローブ植林では、マングローブの根元にたくさんのカニがいたことが印象的だっ

た。マングローブが生態系の中で重要な役割を果たしているということを実感した。 
青年グループの父親たちの世代では教育レベルが低かったために政府との交渉もでき

なかったという話から、教育の大切さを思い知らされた。今回訪問したタパック村の人は、

ドゥマック村（オイスカのマングローブ植林地：海岸侵食、海面上昇、地盤沈下が進み、

村が海に沈みかけている村）よりも、マングローブ植林に対する意識が低いという印象も

受けた。タパック村の家は海に沈んでいないので、それほど危機感がないのかも知れない。 
今回の視察の中で、至るところで行政側の力不足を感じた。Bintariなど NGOのできる

ことは限られている。ゴミ処理や排水処理に関しては、やはり行政がイニシアティブをと

ってがんばってほしい。 
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１－１６ Yayasan Bintari（環境教育） 
長尾 裕士 

 

日時：9月 11日 
訪問先：ニジョー第三小学校 

（中部ジャワ、スマラン） 
主要対応者：Yayasan Bintari：アディ氏、

アンティ氏 
分野：環境教育 

 
＜訪問先について＞ 
１．概要 水の保全について説明 
 私達は 9月 9日から 9月 11日まで、Yayasan Bintariという財団（NPO）の下で活動
を行った。そして 9月 11日に、本研修の最後の活動となる、環境教育を行った。 
 環境教育を実際に行う訪問先は、ニジョー第三小学校。私達はこの時、中部ジャワの北

部に位置するスマランという街に滞在していたのだが、訪問先のニジョー第三小学校はそ

こから車で１時間ほど走ったところにあった。周りをバナナの木や田んぼに囲まれた場所

にあり、農村のなかの学校という感じであった。その学校の５年生１クラスに対して環境

教育を行った。環境教育は、何について教えるかといったテーマの設定から授業の内容、

構成、授業で使用する道具の作成まで自分たちで行った。 
 
＜研修内容＞ 
１．活動内容 
Ⅰ．準備（１日目） 
 環境教育の準備は 9月 9日の活動後、18時 30分頃からBintari オフィスにて始まった。
この日はまず、環境教育を担当しているアンティさんから活動のおおまかな説明をしても

らった。アンティさんは英語で書かれた資料に沿って説明をしてくれた。用意してくれて

いた“Environmental Education Activity”と題された資料には何をすべきかということ
が、大きく３点に分けて書かれている。それは、 
・テーマを決める 
・教育の内容を考える、また授業で使う道具を用意する 
・リハーサルを行う 

という３点である。これら 3つのことをこの日を含め 2日間で行わねばならなかった。 
 またその下には押さえるべきポイントがいくつかかかれており、それについても説明し

てくれた。その中でもいくつかの重要なポイントを以下に表記する。 
  

・内容はシンプルかつ子供たちが楽しめるものにすること 
・授業の前に日本の文化を伝える活動を行うなどして、子供達が私たちのことをもっ 

と身近に感じやすくなるようにすること 
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  ・子供たちに活動の責任感や充実感を持ってもらうため、子供たちが発表できるよう

な機会を設けること 
  ・最後に結論（メッセージ）をちゃんと伝えること 
 

 
容は、これらの要素を盛り込みつつ 2時間という時間内にまとめていく必要もあった。 

 

食の時間を利用してテーマ設定のための話合いを行った。Bintari

話し合いは、ホテルで行われた。翌日の夜までに授業で使う道

・模造紙 ・のり ・セロテープ ・クレヨン、もしくは色鉛筆 ・ハサミ 

など、できる限

子供たちの発表 絵を使って説明を行う 

内

アンティさんはもう一枚資料を用意してくれていた。“Activity Sheet”と書かれたこの
資料は、教育内容を考え易いようにと用意してくれたものであった。私たちはこのシート

を使い準備を進めた。 
 時間がなかった為、夕

側からはテーマの例として“ゴミ問題”について教育をしてみてはどうか、という意見が

あった。Bintari は生ごみの堆肥化を広めることに力を入れていることからこのテーマを
例として挙げたのだと思う。しかし、私達が環境教育のテーマとして選んだのは「森の役

割」であった。昨日今日知ったばかりのごみの問題を扱うより、短い期間でもこの研修中

に最も多く学ぶ機会があった“森の役割やその大切さ”を伝えた方が良いのではないか、

という意見からだった。 
 内容を埋めていくための

具を準備し、リハーサルまで行う必要があったため、この日の内に環境教育の流れまでは

決めておかなければならない。また、必要な道具を確定し、翌朝の出発時までに Bintari  
スタッフのアディさんに伝える必要もあった。しかし、内容はなかなか決まらず、そうな

ると当然何の道具が必要かも決められない。話合いは難航したが、どうにか環境教育につ

いての流れを決めるところまでいき、必要な道具をリストアップすることができた。以下

に用意してもらった道具を表記する。 
 
 

 ・カレンダーサイズの紙を数枚（子供達が発表する際使えるように） 
＊道具は使わなくなったカレンダーや、すでに使用されているものを使う

り新品ではないものを用意してもらった。 
 

 82



Ⅱ．準備（2日目） 
 月 10日 17時から滞在していたホテルにて行われた。 

めに来てく

司会・進行が 2人、折り

階でリハーサルまで終えてお

か

流

．自己紹介を行う（名前だけの簡単なもの）  

方が大きな 紙を る 

見て回りながら教えて回る 
ムを行い遊びなが

４ う 
で一つの模造紙に描いてもらう 

にどれか一つの絵を取り上げ皆に

７．グルー ながら考えた森の役割を発表してもらう 

材について ③．動物について  

      説明を行う 

2回目の話合いは 9
 この日は最初から Bintari スタッフの方が、道具を渡すためと様子を見るた
れていた。前日の段階で「森の役割」というテーマに沿って、教育内容の外枠を決めてい

た。その為まず教育内容を細かいところまで決めていく作業から始めた。それが終わると、

環境教育に入る前に、子供たちと仲良くなるために行う活動を何にするかということを話

し合った。日本の文化を感じてもらえるように、という点も考え“折り紙”を行うことに

した。折り紙では、後で遊べるようにと風船を折ることした。 
 活動全体の流れが決まったため、担当を割り振ることにした。

紙の担当が 2人、環境教育の内容ごとに分けられた担当が 5人。これらの担当を決め終わ
ったところで、時間はすでに 19 時であった。その為、夕食を含んだ休憩をとることにし
た。休憩の間に各担当者は自分の活動の確認を行い、休憩明けに当日の流れに沿いながら

全員で細かいところの確認と修正を行った。確認が終わると皆一斉に授業で使う道具の作

成にとりかかった。 
本来ならばこの段

ミーティング（Officeにて） 

なければならなかったが、この日は道具を作ると

ころまでしかできなかったので、リハーサルは環境

教育当日の朝早く集まって行い、その後にもう一度

Bintari スタッフの方々の前で行うことにした。 
以下は話しあって決めた、環境教育当日の一日の

れである。 
 
１

２．日本の文化として折り紙を教える 
  －担当者の２人が前に出てきて、片 使い皆から見えるように折

   もう一人は折り方の説明を行う 
   他のメンバーは子供たちの様子を

３．次の環境教育でいくつかのグループに分ける必要がある為、ゲー

ら自然にグループ分けができるようにする 
．グループの代表者に道具をとりに来てもら

５．“山の森”と聞いてイメージする絵をグループ

６．“森の役割には何があるか”を書き出してもらう 
   ―（子供たちが考えやすいように、5と 6 の間

見せながら一例をあげる） 
プごとに描いた絵を皆に見せ

８．森の役割についての説明を行う 
   ― ①．果樹について ②．木

④．CO2と森の関係について ⑤．水の保全について 
 それぞれについて各担当者が、作成した絵を使いながら

      他メンバーは絵を貼るなどのサポートを行う 
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 ９．森の大切さを子供たちと一緒に再確認する 
 １０．木を大切にしたり、植林を促すなど今後の活動の方向性を示す 

 
Ⅲ．本番（環境教育当日） 
 での 2時間の

に、スマランか

の担任をしている先生は、環境

 

ラスの てい

いるような形で、両側に黒板があった。教室の中

自己

てきた折り紙を配

行い、見事にグループを分けることができた。授

と同様、絵も上

 ・池 ・太陽 ・田畑 ・火山 ・へび ・カメ 

浮かべることを書き出してもらった。 

みか ・土砂崩れを防ぐ ・燃料が取れる ・水源地となっている  

とを挙げてくれた。 

＊説明は日本語で行い、それを毎回翻訳してもらう 

子供達の絵を例に取り上げる 

9月 11日 10時から 12時ま
予定で環境教育を行った。 
 訪問先は先にも述べたよう

ら車で１時間ほどのところにあるニジョー第

三小学校。教育は 5年生の 1クラスに対して
行われた。 
 このクラス

教育をもっと進めていくべきだと考えていて、

環境教育のスキルを向上させるための研修に

も参加している方らしかった。その為、このク

るかもしれない、ということだった。 
 学校の教室は 2クラス分がつながって

子供たちは環境教育を少し受け

へ入り、私達の研修の目的を簡単に説明し、校長先生からのお言葉をいただいた。 
 それが終わるとすぐに環境教育の授業へと入っていった。決めていた流れの通りに

紹介から行う。横一列に並び、言い慣れたインドネシア語を使った。 
 その後早速折り紙の授業に入った。子供たちひとりひとりに、持参し

る。折り方の説明や、できたかどうかの確認などは、できる限り自分たちで行うようにし

た。他のメンバーや、Bintari スタッフの方々が子供たちの中を歩き回り、遅れている子
や、折り方が分からない子のサポートにあたった。子供たちはとても器用で、皆きれいな

風船を折り、楽しそうに遊んでいた。 
 折り紙を終えグループ分けのゲームを

業のための道具を渡す。ここから環境教育のスタートである。 
 子供たちへ説明した後、“山の森”の絵を描いてもらった。皆折り紙の時

手に描いた。子供たちは絵の中に 
 ・山 ・川 ・木 ・魚 ・家 

  ・ヤシの木 ・マツの木 ・バナナの木 ・ココナッツ ・花 ・カカシ  
  ・蝶々 ・鳥 ・雲 ・池 ・川のふち石 ・（穴だらけの）道 
 などなど、たくさんのものを描いていた。 
  次に子供たちに“森の役割”と聞いて思い

 子供たちは 
  ・動物の住

  ・木材としての利用 ・天然資源 ・地球の肺 ・果物が取れる  
  ・エコツーリズムや勉強の場となる 
 など、予想していた以上にたくさんのこ

  子供たちの発表の後、私達の説明を行った。 
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  一通り役割についての説明を終えたところで、絵の中の木を全て取り外した。木がな

 終え、子供たちと記念

 
．課題 

境教育を通して感じた課題は 

なってしまったこと 

 
を出せるような機会を作れなかった 

めて 2 時間の予定の授業であったが、活動を終えたときには 12 時 30 分を
回

なのかが分からなかっ

た

に関して

は

を含めても、原因となっているのは、経験や知識が足りないと

い

感想・考察＞ 
 験を通して、教育の重要性を肌で感じることができた。教えたことを

の活動を手伝う程度のものだろうと考えていた。しか

し

くなったことで、動物や家、川や果物も

なくなってしまうと説明し、何もない山

の絵を見せながら、「どうすれば以前の

すばらしい山に戻ると思うか？」と聞く

と、子供たちの中から「木を植えて大事

に育てる」という声が出てきた。その声

に従い絵を再び付けていき、以前の状態

に戻った山を見せながら、皆で森の大切

さを確認した。 
 こうして授業を

子供たちと記念撮影 
写真を撮り私たちは学校を後にした。 

２

 今回の環

  ・時間がかかりすぎてしまったこと 
  ・後半の時間は子供たちが聞く一方に

  ・子供たちの知識に対する内容の甘さ 
  ・子供たちへのコミュニケーション不足

  ・子供たち自身が考え、意見やアイディア

などである。 
10 時から始
っていた。通訳をはさんだことや、折り紙・絵を描く時間などを延長させたことも延長

の原因となったが、初めからの時間配分の甘さも原因だと思う。 
また、内容の甘さに関しては、子供たちの知識がどの程度のもの

こともあるので、仕方ないかなとも思う。しかしながら、環境教育をこのような形で誰

かに行いにいく場合は、少しでも相手の情報を得ることは大切だと実感した。 
コミュニケーションについて一番響いたのは、やはり語学力不足だろう。これ

勉強あるのみである。 
他の課題やこれらのこと

うことに尽きるだろう。 
 
＜

環境教育という経

全て子供たちがしてくれるわけではないが、環境に良いこと、悪いこと、そしてそれはな

ぜなのか、を伝えること。その上でどうするのか、どうすべきなのかを自分自身で考える

ことが大切だと思うからである。 
正直に言ってはじめは、Bintari
、テーマから活動内容まで自分たちで考え、しかもそれを 2日間という短い準備期間の

中で行うことになるとは、驚きであった。もちろんこの活動に対する課題は山積みである。
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それでも、まずかったなと思うようなところは一つもなかった。 
 私たちは限られた時間・知識・経験のなかで最高のものを出せたのだと思う。 

きた私

ようと考えるなら、そこに住む

 

“環境を大切にしよう”という共通の認識を持ち、一ヶ月の間同じ時間を過ごして

たちでも、それぞれの持つイメージを一つの形にするのは非常に難しかった。全員が全て

の部分で満足したとは思わない。だが、「皆が納得したものを出せた」と言える。ひとりひ

とりが持つイメージをぶつけ、壊し、少しづつ積み上げながらひとつのものを作り上げて

いく、この経験ができて本当に良かったと思っている。 
 世界にはたくさんの人がいる。地球を、環境を大切にし

人のことも考える必要があると私は思う。私達がしたように、それぞれが大切にしている

ものを掛け合わせながら“環境を大切にする”というひとつの方向を作り出すことが大切

なのではないだろうか。この経験はその足がかりになってゆく気がしてならない。 
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