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２－１ インドネシアから見えた日本 
岡本奈保子 

はじめに 
私は大学の講義を受講する中で、農業に興味を持つようになった。実家は農家なので身

近な存在ではあったが、今までは身近にありすぎて、農業の必要性について気にも留めな

かった。 
また、日本の農業だけに深刻な問題があるのではなく、海外の農業にも問題があると知

り海外の農業にも興味を持った。 
焼畑は、熱帯雨林での森林伐採の原因一つとして取り上げられる問題だが、焼畑という

農法が悪いのではなく、間違った短期サイクルでの焼畑に自然の回復力が追いつかなかっ

た結果破壊が進むと考えられる。自然破壊は焼畑だけでなく無理な耕作でも起こる。この

ような問題に対して多くの人は悪いからやめたほうがいいと言うだけだが、では、現地の

農業従事者の生活はだれが保障するのか、という疑問を持っていた。 
日本にいては本当のことはわからない。現地ではどのような農業がされていて、現地の

人はどのような思いで農業を行っているのか実際に自分の目で見てみたいと思いこの研修

に参加した。 
 
インドネシアの農業 
研修では、ジャワ島各地を視察し、地域ごとにさまざまな農業がされている事を見るこ

とができた。また、問題もさまざまだった。 
その中でオイスカ OB 会研修センターとカランガニアル現地農民グループ「Chikara 

Tani Makumur」との交流で感じたことをまとめた。 
 
オイスカ OB会（チメンテン）研修センター 
チメンテン研修センターでは、自然農法で農作物が作られていた。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・ダイナミック農法の考えが汲

み取られている。 
バイオ・ダイナミックの農法は「一つの農場は完結した農場でなくてはならない」と定

義されている。外からもってくる必要はないので物質の移動が少なく、一つの農場ですべ

てを賄うので有機肥料が使われ地球環境によいといえる。インドネシアでこの農法が取り

上げられたのは、外から肥料や農薬を買うとお金がかかるからである。また、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

いるので、自然から作れる肥料や農薬は手に入れやすいという利点がある。 
インドネシアの農法は日本と考え方が違うと感じた。日本では、消費者のための農業だ

が、インドネシアの農業は農業従事者のための農業。どっちが良いとか悪いとかではなく、

だれのための農業方法かわかっていないといけないと学んだ。 
 「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吉永団長はおっし

ゃった。 
チメンテン研修センターの農法は化学肥料や農薬を使う慣行農法が採用されていた。 
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この農法の良い面は作物の収量の上昇と労働力・時間の減少だ。悪い面は農薬の危険性

があることで、これらは農薬を取り扱う農家の健康被害だけでなく、消費者の健康も脅か

している。ほかにも化学肥料による環境と健康への問題も浮上してきた。エネルギー移動、

生態系のバランス崩壊、BSE・鳥インフルエンザなどの問題が慣行農法に繋がっているの
では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。地球環境に配慮された農法だが、地球環境に配慮されている事が

大切なのではなく、その地域の農業従事者にとって、利益が大きい農法である事も開発途

上国で農業指導を行う上で大切だと学んだ。 
 
カランガニアル現地農民グループ(Chikara Tani Makumur) 
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人のグループだ。 
2002 年に政府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
めるプロジェクトをまかされ、オイスカのＯＢ達は Chikara Tani Makumuを結成した。 
 Chikara Tani Makumurでは、メンバーに農業普及員がおりその人達が集めてきた流通
の情報を活用し、需要と供給のバランスを考え植え付け時期を決定している。 
・ 農業をもっと普及したい、熱い思い 
メンバーとの交流のなかで農業をもっと盛んにすることで、インドネシアは豊かな国に

なると聞いた。また、自分たちの学んだ技術を他の農家にも教えてあげたいと思っている

と伺い、メンバーに農業普及員が多いことがうなずけた。 
オイスカで研修を受けられる人の条件は高校を卒業していることだ。これは、研修生が

出身地に戻ったとき、その地域のリーダーになるには、高校卒業くらいの知識が必要とい

う考えからきている。Chikara Tani Makumuのメンバーはオイスカの研修を受けること
の出来ない若い人にも指導していきたいと話してくれた。 
この取り組みは、オイスカがカバーできないインドネシアのニーズを、オイスカで研修

をしたＯＢがオイスカの信念を理解し行われた取り組みであり、オイスカという日本の手

から離れた取り組みだと感じた。ここまで、インドネシアの人が自主的に活動できている

のは、オイスカの活動の成果だと思う。 
 
研修に参加するまでは人間にとっての、自分の生活のための環境保護や保全という言葉

に実感が持てませんでした。今回の研修に参加して、環境問題の起こっているところには、

必ずその地域の人の生活があることに気付きました。 
最後になりましたが、今回の研修を行うにあたって関わってくださったすべての方に感

謝しています。 
いつでも、誰にとっての環境保護が必要か考えながら行動し、将来農業の分野で農業従

事者の環境デザインを行う活動にかかわっていきたいです。 
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２－２ インドネシアにおける自然との共生、その保全と再生 
                              後藤 正克 

 
私たちは山には太古からの鬱蒼とした神秘性を期待する。海は青々として美しく、たくさ

んの魚やその他の生物で溢れていて欲しいと願う。 
しかし人間の営みは自然を傷つけずにはいられない。環境は年々悪化していて、世界の人

口は年々増えている。人間が増えれば増えるほど自然に与える負荷は大きくなっている。 
 
自然と人間が共生して生きるためにはどうしたらいいのか、これは 3,000 年、4,000 年前
からの命題でもあったのだが、近年の急激な環境悪化に伴い、緊急な、そして深刻な命題

としてクローズアップされてきた。僅か 1ヶ月の研修ではあったが、その範囲でインドネ
シアの現況と NGOの活動を述べてみたい。  
 
 
１、水不足 
 
インドネシアの現在の環境問題には人口の急増、急激な都市への人口集中、経済発展のす 
すめ方、産業や社会のしくみ、個々のくらしのあり方などが根底にあると言えよう。 
インドネシアの場合、森林消滅、土壌劣化、水不足・汚染、海洋汚染、生物種の減少、ゴ 
ミ廃棄物、大気汚染などが深刻化している。 
 
環境悪化の最大の原因と思える人口の増加の推移を列記してみる。 
                世界     インドネシア    日本 

1930年（昭和 05年）      20億人     6,100万人    6,400万人 
  1980年（昭和 55年）    44億人   1億 4,700万人  1億 1,700万人  
  2005年（平成 17年）    66億人      2億 4,000万人  1億 2,800万人 
  人口増加率 (75年間)     [３倍]      [4倍]      [2倍] 
 
いまや、インドネシアの人口は 中国、インド、アメリカに次ぎ世界第 4位である。 
国土面積は 192万 k㎡と同じであるにもかかわらず、「人口が、わずか 75年の間に 4倍に 
膨れ上がってしまった」、如何に人口増加が著しいか一目瞭然である。 
 
しかもこの中の 6割の人がジャワ島に住んでいて、スマトラ島、ボルネオ島への移住政策 
もとられているが、その移住先での生産活動が、また自然に大きな負担をかけている。 
人口の増加に見合う食料の供給、雇用機会の拡大は並大抵のことではない。 
それでも我々人間は、この自然の生態系に頼りながら生きていかなければならない。 
 
ここでは「水の問題」をとりあげてみたい。 
地球上の水で淡水が占める割合は、わずか 2.5％にすぎない。 
一方、水の需要はますます多くなり増加量は世界の中でもアジアが最大となっている。 
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水格差のツケは同じ国の中では地域間でより深刻になるだろうし、地続きの近隣諸国間 
ではその地域全体の不安定要因になりかねない。 
 
インドネシアにおいては「水の大地・インドネシア」を国民は誇りにしてきた。 
しかしながら今回どこに行っても「水不足」という話を耳にした。 
田畑への灌漑用の水不足、日常の飲料用水・水浴・洗濯用の水不足、それに工業用水不足、 
人口集中に伴う都市施設や都市住民への供給水の不足。 
 
それはスポンジのように水を蓄えることができたジャングルを切り開き、合法・違法も含 
め過剰に木材資源を調達し、パーム油のアブラヤシプランテーションの為に火入れ開墾し、 
ジャングルが回復できないサイクルで焼畑をしてカヤ類のみ茂る不毛の荒地にしてしまい、 
その上人口の増加に伴って、人里に近いジャングルは農地にも開墾され、「水源涵養林」と 
しての機能を失わしてしまった結果である。 
 

ジャングルなどの植物社会では、高木、亜高木、

低木、下草、落葉、土中の微生物など、多様さ

の中でお互いせめぎあいしながら、その能力に

応じて全体のバランスをとってきた。 
それを「潜在自然植生」と言うそうだが、今回

見た幾つかの植林中の山では、およそその山の

潜在自然植生とはいえない形での保全・再生が

始まっていた。 
まだ植林活動が始まって１～2 年のところが多

かったが、どこも地域住民が将来的にもその山を保全管理することによって、管理する

地域住民に恩恵があるように・・との配慮が伺えた。 

熱帯雨林 グヌン・ハリムン・サラック国立公園

 
「植林という習慣」がなかったこの熱帯雨林地帯に、この植林という習慣を根付かせるこ 
とから、これらの事業は始まっているようにおもわれた。 
 
一方、日本においては戦後の林業行政の大きな失敗が、今に多くのツケを残している。 
古来豊かな広葉樹、針葉樹の混合林をしらみつぶしに皆伐し、莫大な補助金を出して杉、 
ヒノキの単体林にしてしまった。 
いまや採算のとれないこれらの山は放置され、水源涵養林としての機能を失い、土壌は劣 
化し、豪雨時などには、各所で斜面の崩壊もおこしている。 
先進国といわれる日本においてさえ、何十年と時のかかる、水源涵養林の再生や保全には 
たいした予算もつかず、自治体も資金不足で思うように動けず、わずかな民間の企業や地 
域の NPOなどが細々と活動しているにすぎない。 
 
インドネシアの現状を見ながら 常に日本の現状、足元を見ている気分にさせられた。 
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２、沈みゆく村 － 中部ジャワ州 ドゥマック県 
 
45 年前までは海沿いの稲作農村、以降少しずつ水田に海水が這入りだし、35 年前か水田
は養魚場にかわっていった。  
現在は海の下になってしまった水田も相当な面積になっている。 
今では大半の住居が床上浸水で住民が住めなくなり、移転を余儀なくされている。 
 
この原因は 
・ マングローブの原生林の伐採により、マングローブを支えていた根元の泥が海流によ

って流出し、天然の防波堤機能が失われてしまったこと。 
・ 軟弱沖積土壌最大の特徴である圧密沈下によるもの。 
・ スマラン市の都市化拡大による地下水汲上げが及ぼす地盤沈下によるもの。 
・ 港湾設備や港湾浚渫によって潮の流れや強さが変わり、その波で海岸が侵食されたこ

と。 
・ 地球規模の温暖化現象により海水面が上昇したこと。 
 
これらの要因が重なり合って、じわじわとこの現象は進行したものとおもわれる。 

 
この現実を目の当たりにして絶句した。 し

ばらくは言葉も出てこなかった。 
現在、中央政府、県政府、住民グループ、現

地の NGO、日本の NGO、日本の企業など、 
官民が一体となり村の存続に努力している。 
自分の村が消えるという極限の世界にありな

がら、住民たちの志の高さと自信を持った姿 
や明るさに感動すら覚えた。 

沈みゆく村 ・ ドゥマック県 ここのマングローブの植林も 3年 4年と経過
し、大きな波や強い風が随分防げるようになってきている。それにまだ型は小さいながら

もたくさんの魚や貝類、甲殻類も還ってきだしている。 
 
 
以前のような水田の復元は望むべくもないが、農民として生計を立てていた村人が、漁民 
として生活の糧を得られるようにと願わずにはおれなかった。 
決して明るい見通しのものではないにしろ、これも自然との共生・再生の一例であろう。 
      
 
 
 
［参考文献］地球と森林：全国林業改良普及協会、 鎮守の森：宮脇昭 
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２－３ インドネシアの海岸環境保全活動 
鈴木 みちる 

 
はじめに 
 インドネシアの海岸環境保全活動を知りたいということが、私が本研修に応募した理由

の一つであった。ボディーボードが趣味で海に毎週行っているため、海岸環境の問題は私

にとって一番身近な環境問題である。本研修で体験した海岸清掃とマングローブ植林を通

して、インドネシアの海岸環境保全活動を考察した。 
 
海岸清掃とマングローブ植林 
 今まで海岸清掃は何度も行ってきたが、マングローブ植林は私にとって初めての経験だ

った。海岸清掃とマングローブ植林を体験して、同じ海岸環境保全活動でも両者の間には

大きな違いがあった。 
 
 タパック村にある小さな島で海岸清掃を行った際、拾い切れないほどのゴミの量に研修

生たちは悲観した。拾っても拾っても海から流れてくるゴミを見て、ゴミを捨てた人間に

対して怒る者もいた。海岸清掃活動後の研修生からの感想も、ネガティブなものが多かっ

た。一時的にゴミがなくなったとしても、しばらくすれば再びゴミの山となる。圧倒的な

ゴミを目の前に、人は悲観的にならざるを得ない。 
 
 一方、マングローブ植林はとにかく楽しかった。研修生からの感想のまず一言目は、「楽

しかった」である。植林しているときは、みんないい笑顔をしていた。泥だらけになって、

子供のようにはしゃいで、自然を楽しんでいた。木を植えた後の達成感や自然に対して良

いことをしたという満足感も、気持ちの良いものだった。マングローブ植林をすることの

有効性は「海岸侵食を防ぐ」、「生態系を守る」、「二酸化炭素を吸収する」、「費用がかから

ない」など様々挙げられるが、「人の心を癒し、人を自然に帰す」ということも大切な役割

の一つであると思った。自分の植えた木は、赤ちゃんのようにかわいい。「無事に根付くだ

ろうか？」、「波に流されてしまわないだろうか？」、「5 年後に木の成長を見るのが楽し
み」など、様々な感想が出た。自分の植えた木のことを考えると、自然に環境や地球の未

来について考えることに繋がっていく。木を植えることで、ポジティブに環境問題に取り

組むことができるのである。海岸侵食防止のためにテトラポットを海岸に置いたとしても、

「テトラポットが波に流されないだろうか？」、「5 年後のテトラポットの様子を見るのが
楽しみ」などとは考えないであろう。 
 
 海岸清掃は重要な海岸環境保全活動の一つである。ただ、海岸清掃だけではネガティブ

で心も疲れてしまう。参加者が楽しんで、ポジティブに環境問題に取り組めるマングロー

ブ植林を一緒に行うことで、インドネシアの海岸環境保全活動はいいバランスがとれてい

ると思った。 
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木を植えて海を豊かにする 
 マングローブ植林を通して実感したことは、海は木と繋がっているということである。

「マングローブは海に浮かぶ森のようだ」と言った研修生がいた。マングローブの木の根

元にはたくさんのカニがいて、まさに生物の住む森であった。マングローブの森があるこ

とで、海に生物が戻ってきたのである。 
 
 海岸環境問題を考える場合、一般的には海のことだけを考える。木や山は、海とは切り

離されているのである。私も今まで海岸環境保全活動をしてきたが、木や山のことを考え

たことはなかった。しかし、自然界では木や山と海を切り離すことはできない。木や山か

ら出た水、養分、土が、川を下って海へ流れている。山から運ばれてくる土が堆積して、

海岸侵食を防ぐ。山から運ばれてくる養分で海のプランクトンが成長する。こんなことは

常識だと思われるかも知れないが、このことを知っていたとしても実際に海岸環境保全活

動へ結び付けている人はまだ少ない。だが、インドネシアではマングローブの木を植えれ

ば生物が海に戻ってくるということを知っていて、マングローブ植林を行っていたのであ

る。 
 
さいごに 
 本研修に参加するまでは、インドネシアの海岸環境保全活動は日本より遅れているであ

ろうと思っていた。確かに、水質調査など技術的には日本より遅れている。しかし、海岸

侵食を防ぐためにテトラポットを置くのではなく、生態系の保護をも視野に入れたマング

ローブ植林を行うなど日本が学ぶべきものがあった。本研修で学んだことを、今後の海岸

環境保全活動に生かしていきたい。 
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２－４ インドネシア現地の人々にとっての環境・環境保護とは 
長尾 裕士 

 
ある地域の環境保全を行おうとする時、その主役

になるべきなのは、やはりそこに住んでいる人や、

日常的にその場所にかかわっている人だろうと思う。

今回の研修について言うならば、その主役になるの

はインドネシア現地に住む人々ということになるだ

ろう。では、現地の人々が主役となり、率先して環

境保護を進めていくにはどうすればいいのだろう

か？ 
私は、その答えを探すために、そもそも現地の

人々にとって環境・環境保護とは何を意味するのか、

また環境保護を行っている人々はどのような動機で行っているのか、という課題を胸に本

研修の活動に参加してきた。 

国立公園内の村で 

果たして現地の人々は「環境」に対し、どのような視点をもっているのだろうか。 
 
・政府・行政の視点 
 政府や行政に直結するような場所を訪問することは少なかったが、その中でも得た情報

をもとに、視点を考察した。 
 おそらく、政府の環境に対する視点は「地球環境」的な意味合いを強くもつような気が

する。国立公園の整備を進めたり、生態系保存の為の研究施設を建てたり、インドネシア

内にある企業に対して CSR を義務付ける法律を制定したり、といった例からもそれはう
かがえる。 

 これらの事業は確かに地球環境の為になるし、

“国”としてでなくては行いがたい事業である。

しかしながら、どちらかというと「世界に対し

てのアピール」という意味合いの方が私には色

濃く映った。世界中で環境への意識が高まる中

で、国としてこれからも発展し続けていくため

には「環境」というキーワードを避けて通るこ

とはできないからだ。事業自体は悪くないよう

に思うが、中身が伴っていないのではないかと

いう気もする。 
実際にはいくら CSR を義務付けたからとい

って、それを監視し取り締まる力がないのだ。政策や法令を定めるまではいいが、その後

に実状と照らし合わせながら、中身を埋めていく作業をしていかなければならない。 

Tea工場で働く人たち 

そんな政府と国民の橋渡しをしようとしているのが行政である。地方開発局のようなと

ころは、政府と比べ住民に近いこともあり、ローカルの現状を分かってはいる。しかし、

行動の方向性をしっかりと定めきれずにいるのだ。木や砂や土といった天然資源を守るの
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も壊すのも住民の意識次第だ、しかしながら住民も生活の為にやっていることはわかって

いる、だとすればそうしなくてもいように仕事を与えるしかない、仕事を増やすためにも

教育とインフラ整備に力を入れよう、という流れになってしまうのである。 
それも大事なのだが、資金も充分にない状態では教育・インフラ整備・環境保護を個別

にやっていたのではもはや間に合わないのではないか、という気もする。明確なビジョン

を持ち、もっと実際の住民の生活により近い場所で、様々な課題を相互に進めていけるよ

うな対策が必要ではないだろうか。 

農園で働く地元の女性 独立記念パレード 
 
・人々の視点 
 この研修中に様々なところを訪問してきた。そして植林や環境教育など、いろいろな

環境保護の形を見てきた。その中で総じて感じたのは、「環境を守る、守っていく＝自

分たちの生活を守っていく」ということだった。彼らがなぜ環境を守るのか、それは自

らの生活が脅かされているからである。そんな彼らが持つ視点は、どちらかというとロ

ーカルな部分が強く「地域環境」「生活環境」の改善を目指しているのだと感じた。し

かしながら、決してグローバルな視点を持っていないというわけではない。 
グヌン・ハリムン・サラック国立公園内部

落でも、各植林現場でも、他の訪問先でも、

それは感じられた。森を守ることが、木を植

えることが、ごみを減らすことが、子供たち

に環境について教えることが、自分たちの生

活を守ると同時にそういったグローバルな問

題の解決にもつながっていくのではないか、

そう思っているような気がした。 
その想いはオイスカカランガニアル研修

センター所長のムリヨノ氏の、「グローバルな問題についても言えるが、実際に問題となっ

ている活動が行われているのはローカル。それならば、身近なことを環境に良い物にすれ

ば、そんな活動が多くなれば、グローバルな問題も解決してゆけるのではないだろうか。」

という言葉に表れていると思う。 

日の出を待つ人 

彼らが環境保護活動を行う第一の目的は、確かに「自分の生活をより良くするためという
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ことだろう。しかしその活動が、同時に環境に良いものにつながるというのであれば、こ

れ以上のものはないのではないだろうか。言うまでもなく、自らの生活がかかっているだ

けに活動に対する想いも強くなり、彼らはしっかりした道を歩こうとする。それこそまさ

に“成長と環境保護”を同時に実現するものであろう。 
 

・まとめ 
今回、インドネシアの“国”としての視点と“民”としての視点を少し覗かせてもらう

ことができた。しかし、実際にそこにあるのはこの２つの視点だけではない。他国や企業、

コミュニティや NGO、そこを訪れる人、などなど様々なものの視点がある。また、イン
ドネシア国内だけでも、数多くの島があったり、都市部と地域部があったりと人々の視点

は様々である。都市・地域ということに関して言えば、都市の人々は先ほど挙げたように、

自然環境というものを自分の生活の一部として感じることはあまりないだろう。その実、

最も環境を破壊しているのはそういう都市部であったりする。その関係はさながら、先進

国と開発途上国のようである。 
そうした問題をなくすにはやはり都市部（先進国）の人々にも現状を伝え、興味を持っ

てもらうことが第一歩になるだろう。そして少しでも“眼”をむけてもらうことが大切だ

と思う。 
 人によって、組織によって、「自然環境をどうとらえるか」というのは当然違ってくる。

だが、そこにある様々な視点を結び、共に見える部分・分かりあえる部分をふやしながら

たくさんのものをつなげていく、それこそが環境を守っていく道に必要なことではないだ

ろうか。 
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２－５ 開発途上国における活動 
東 広之 

 
インドネシア海外派遣研修の目的に、「今後ますます開発途上地域において環境問題が

深刻化するという課題があり、国際的な環境協力が必要である」というくだりがある。僕

自身の関心の一つに国際環境問題へ取り組むことがあるので、途上国における環境問題へ

取り組む際に必要となると思われる興味深い話を聞け、多くの体験ができたこの研修は非

常に有意義であった。その体験の一部をこのレポートで紹介したいと思う。すでに現場で

活躍されている方には自明なことだと思うが、途上国で活動する上で必要だと感じたこと、

注意しなければならないこと、やらなければならないと思ったことなどをまとめる。 

＜活動する上で大切なこと＞ 

開発途上国での活動は非常に難しいと思う。現地と日本では違うことが非常にたくさん

ある。そのような状況の中で活動するときに役立つこと、注意することなど頭においてお

きたいなと感じたことがいくつかある。 

1. 生活に密着した部分に働きかける 

インドネシアの人々の環境意識は低い。日本では気候変動問題の‘おかげ’で多くの人

が環境問題に関心を持ちつつある。オイスカの現地スタッフに聞いてみたところ、「インド

ネシアでは温暖化などはテレビでやることはあるけれど、国民はあまり関心を持っていな

い」そうだ。ただ、研修で現地を廻っていくと、環境への総合的な意識は低いかもしれな

いけれど、日本で環境問題として扱われるものがインドネシアでは個別の問題として関心

事となっていると感じた。そういう個別の関心事から広く環境意識へと結び付けられたら

いいと思う。 
人々が特に関心を持っていると感じたものに、水源地の保護、排水・ごみ処理等が挙げ

られる。これらすべてが人々の生活に直結している。水がなければ、農業は出来ないし、

水が汚かったりごみが散乱していたりすると生活衛生環境が悪くなる。具体的にはグヌ

ン・ハリムン･サラック国立公園スカガリ地区のダマルの森やオイスカのトヨタ車体の森は

水源地であるために守られている。両プログラム共に生産林から保護林へと森のステータ

スが現地行政によって変えられた。行政も水源地の保護には強い関心を持っているのだ。

また、APEX で聞いたところ、インドネシア全体でも排水による河川の汚染は問題だとい
うことはわかっているという。このベーシックな、生活に密着する部分から人々の個別の

問題意識を総合的な環境意識へと変えていくことができると思う。 

2. 住民参加 

a) 住民参加の難しさ 
開発途上国で活動をする際には現地の住民の参加をするべきだ、とよく聞く。住民に管

理を任せることが出来る、日当などで住民の生活向上に役立つ等の理由で住民参加したほ
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うがよいと出発前は考えていた。しかし、実際の理由は住民参加を促し、参加者に徹底し

てプログラムの重要性やよさを理解してもらわなければ、プログラム自体が失敗に終わる

ことが多いというものだった。現地の人の参加はプログラム成功のために不可欠な要素な

のだ。外から妨害者が現れる場合もあるし、住民が妨害者になることもある。住民の参加

によって両方とも解決される。 
「最初の頃やっていた植林活動はほとんど失敗だった」とオイスカインドネシアの吉永団

長はいう。80 年代から農業のリズムが壊れてきたことに気づいたオイスカは、山の機能不
全を憂慮し植林活動をはじめた。しかし、最初の頃の植林プログラムは全く成功しなかっ

た。その理由は住民が木を管理していなかったこと、プログラムを知らない人が木を伐っ

たこと。それだけでなく、せっかく植えた木を住民が伐ったり、前日に植えた苗を次の日

には売ったりしたところもあるそうだ。住民にとって植林は興味のないことだった。 
一つひどい話をうかがった。荒地があれば、どこかの NGOが木を植えにくる。植えると
きに一緒に植えれば、日当が稼げる。しかし、植えた木が育ち森ができてしまえば、もう

二度と植林事業はやってこない。すると、当然日当は稼げなくなる。また、植えた苗を売

ればお金になるし、伐れば薪になる。日当を稼ぎ、さらにプログラムの苗や育った木を伐

って利用するという一石二鳥で、植林プログラムを利用する人もいたそうだ。辛い話だが、

木を売る住民も自分の生活がかかっているから必死である。 
 
b) 住民参加の活用 
このような事情でオイスカが考え出したのが「子供の森」計画（CFP）であった。明日

のご飯がかかっていても、子どもが木を植え、

面倒をみていれば伐らないだろうという発想

だ。実際にこの目論見は成功し、現在 200校を
超える小学校が参加している。この例では子ど

もをある意味で利用して植林プログラムを成功

させている。学校や子どもという現地の人たち

が木の必要性を感じて管理することで伐られる

ことや枯れることを免れている。 
これらの体験がある中、ヤマハの森やトヨタ

車体の森では住民に森の管理を任せている。木

を管理してもらうために如何にして住民の積極

的参加を促すか。植樹する樹種を選ぶ段階から住民と話をして

を得られるように、果樹等の商業樹種と環境保全用樹種を混ぜ

で、果樹が成長したら住民も利益を得られる。住民グループが

が木を伐ることを防ぐことができる。住民たちも木をうまく育

得られることを理解しているためきちんと管理する。プログラ

とプログラムに参加して利益を得られる住民の win-winな関係
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、伐らなくても住民の収益

て植えることとした。これ

管理するために他の人たち

てれば、自分たちも利益を

ムを成功させたいオイスカ

が活動を進められている。 

CFP活動 



3. 人々の信頼を勝ち得ること 

a) 信頼を得る 
突然来た見知らぬ人間をすぐに信用してくださいというのは無理な話。プログラムを一

緒にやる上で信頼が得られなければ、本来の目的

を達成することは出来ない。地域の人に受け入れ

てもらえなければ、活動はやりにくい。逆に信頼

を得て、地域に根ざすことができれば、活動はも

ちろんやりやすいし、他のことでも協力を仰ぐこ

とが出来る。 
オイスカカランガニアル研修センターも設立

当初は政府から怪しい目で見られていたという。

研修生を集めて農業実習していることが、青年が

しているか

してインド

は大統領表

目的である

信頼を得

オイスカセ

ら、オイス

「使える」農

先の技術で

 
b) 地域の
また目的

の前に広が

急支援に向

こういう

地域に根ざ

とを定めて

それだけで

る限りの協

なくては人

いだろう。

4. 地域

地域の資

た、利用し

CFP 活動の

 

農業指導の様子 たくさん集まって何か企てている反政府活動を

もしれないと思われていたそうだ。オイスカはいまでは農業を学べるところと

ネシア中で評判で、オイスカカランガニアル研修センターの所長のムリヨノ氏

彰を受けるほどだ。こうして知名度や信頼を得られれば得られるほど、本来の

農業技術普及をしやすくなる。 
るために、活動内容を充実させて結果を出す必要があるのは間違いないだろう。

ンターで獲れる農作物は他農家の作物に比べて、品質もよく人気がある。だか

カの農業技術はすごいということを知ってもらえる。また、研修を終えた人が

業技術を自分の村で実践している。日本の技術そのものではなく、現地＋一歩

、実際に活用できるものを修了生が各地で実践し、広めるのだ。 

ために 
外の活動も重要だ。交流などで人間関係を深めていくのはもちろんのこと、目

る問題に対応することも大切だと感じた。例えば、地震で被害が出ていたら緊

かい、教育環境が整っていないと感じたら校舎の建て直しのプログラムを組む。 
活動の積み重ねによって本当の意味で地域のことを考えられるようになって、

すことが出来ると思う。日本の NGOは基本的にある専門分野に特化し、やるこ
いる。本来はそれがスペシャリストとしての NGOの強みであるが、途上国では
はダメだと思う。さまざまな問題が山積みの途上国では専門外の分野でも出来

力をすることが必要だ。総合的にその地域のことを思って本気で活動していか

々の心は離れていってしまう。生半可な気持ちで開発途上国での活動は出来な

 

資源の利用 

源（幅広い意味での資源）、ローカルリソースは最大限に活用すべきである。ま

なければ、活動目的を達成できないことも多々ある。すでに例としてあげた、

子どもや学校の参加もその地域の資源（人々）の利用であるし、人々や行政の
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関心事、住民参加ももちろん資源の活用である。人手不足の状態で住民に管理を任せるこ

とができるのはとても助かるし、実施者と参加者でプログラムのやる気に差がある場合、

人々の関心事に引き合わせるのは非常に効果的である。 
技術の普及や意識啓発においては地域共同体という資源の活用が有効的である。Yayasan 

Bintari では高倉方式というコンポストを普及させようと考え、ジョンブラン地区の婦人
グループが地域共同体（ローカルコミュニティ）に働きかけたらとても普及したという。

RTという地域単位のさらに下、10世帯ぐらいの組織単位を利用して、今では地域の 3か
ら４世帯に一つの割合で家にコンポストがある。 
スカガリ地区のダマルの森は、生産林から保護林へと森の位置づけを変えられた。生産

林を管理する森林公社よりも保護林を管理する国立公園の方が、保全に対する意識も強く、

再植林能力に長けている。この位置づけの変化でダマルの森の住民は心強く、管理をしや

すくなったと言っていた。森林の位置づけを行政が変えたことによって、住民は好影響を

受けている。行政がもつ権限の力というものも利用できるなら効果的だ。 
また、インドネシアにはゴトンロヨンという地域協力の風習がある。これも一つの資源

と見なすことができる。オイスカでは小学校の建て直しなどで、ゴトンロヨンで地域の人々

に手伝ってもらう。この場合だと、地域社会に小学校を共有しているという意識を持たせ

ることができるという副次的な効果も期待できる。 

5. ニーズの理解 

Yayasan Bintariのコンポスト普及事業がうまくいったもう一つの要因は、現地のニーズ
に合っていたことである。生ゴミが川に捨てられて、生活環境が悪化していて何か対策を

したいと思う人がいたこと、普及させようとした

コンポストが高倉方式という技術を使っている

ため悪臭がでないことが普及を助けた。以前から

あるコンポストは、悪臭が出るので近所の人から

苦情が寄せられることもあったという。放置され

る生ゴミを減らすという目的を達成できる代物

であっても、現地のニーズを満たせなければ、広

まらないのだ。 
また、究極目的そのものを見つけにくいことも

必要がある

校庭が海の

浸食から村

に守ること

ら、コミカ

という。そ

て必要なこ

 

高倉方式のコンポスト ある。地域にとって本当に必要なことを見極める

。オイスカは、ドゥマック県の海に迫られている村でプログラムを行っている。

中に沈んでしまった学校では、校庭を作り直し、校舎を高く作り変えているし、

を守るためにマングローブの植林をしている。オイスカの考えは、村を総合的

だ。学校の建直しをしても海水で村全体が沈んでしまったら意味がない。だか

ミノルタと支援を決定するときに学校建設と植林を一緒にやることを提案した

の地域の状況を正確に把握すること、総合的な視点から本当にその地域にとっ

とを見極めることが必要である。 
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＜開発途上国における日本の役割＞ 

開発途上国における活動には、日本での活動と違い、現地の人との関係を考慮しなけれ

ばならない。実際にその場に生きている人を差し置いて、勝手に活動することなど出来や

しない。開発途上国における日本の人たちの役割はどのようなものとなるのだろうか。 

6. 現場のことは現地の人に 

土地には住む人がいて、文化がある。国によって、地域によって、土地によって違う。

土地のやり方があるから、外から来た人間のいうことをすぐに聞いてくれるわけもない。 
インドネシアに行く前から思っていたことの一つに、日本のできる開発途上国の環境問

題へのアプローチは何だろうという疑問がある。日本人、日本の NGO、日本の機関は何を
やるべきなのか。言い換えると、現地の人に任せた方がよいのは何なのだろうか。 
現場を見てみて感じたことは、出来ることならプログラムのすべてを現地の人に任せて

しまい、足りない部分のみを補う程度が理想だということだ。というのは、日本の人たち

が現地の人よりも秀でている可能性があるのは、

プログラムに関する技術や知識のみだからだ。言

語や文化的なものは現地の人がよく分かっている

し、地域に密着して活動できるという点からも現

地の人がプログラムを実施した方がよい。つまり、

日本の人たちができることとしては技術・知識の

伝達と技術の開発であろう。 
実際、ヤマハの森では、植林グループの人たち

はインドネシア語が十分に使えない人が多かった

ラムを

となっ

ムを十

7. 

a) 人
現場

る必要

成する

オイ

常の研

研修を

ッフと

つま

で活躍

 

オイスカスタッフと住民 ためにスンダ語を話せる現地のスタッフがプログ

行っている。また、トヨタ車体の森では、研修を終えたその土地出身の人が交渉役

てプログラムを始めた。もし日本の人が交渉役となっていた場合、住民にプログラ

分理解してもらえたか、最低限の信頼を得られたかは定かではない。 

人材育成・技術・整備 

材育成 
のことを現地の人がやるために、日本の人たちは現場で活動できる現地の人を育て

がある。それは技術的なものはもちろん、その活動・団体の理念を理解する人を育

ということだ。 
スカには既に現地のスタッフがいる。オイスカの日本のセンターでの研修には、通

修もあるが、指導者を育成するための研修もあり、農業指導のための研修や森林の

受け、オイスカの理念や技術を習得したインドネシアの人たちがオイスカ現地スタ

してインドネシアで研修生のための研修を実施している。 
り人材育成には 2 段階以上あるということだ。自分たちの理念を共有し実際に現場
する人を育成する段階、次にその人が現場で現地の人を育成する段階。現地スタッ
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フを育てる段階と現地スタッフが研修を行う段階である。あるいは、植林プログラムの担

当者を育てる段階とそのスタッフが住民に管理する方法を教える段階だ。 
 
b) 技術・整備 
人材育成のほかに日本の人ができることとして、現場にあった技術を開発すること、技

術を伝えること、施設や作業環境を整備することなどがあげられる。 
日本のそのままの技術ではなく、現場にあった「適正技術」を開発し、教え広めること

が大切だ。「適正技術」とは APEXの考え方で「それぞれの地域の社会・経済・文化的条件
に適合的で、住民が参加しやすく、人々のニーズを効果的に充たしながら、環境に負担を

かけないような」（APEXの HPより）技術のことだ。APEXの排水処理技術の場合、その
土地の材料で、現地民が購入可能な価格に抑えて、現地の人と一緒に技術開発を行ってい

る。また、オイスカの農業研修では、日本の農業そのものではなく、「現地の技術＋1 歩」
の農業技術で、研修を終えた人たちが自分の家へ帰って必ず使えるものを教えている。 

JICA の行ったプロジェクト、LIPI とグヌン･ハリムン･サラック国立公園では作業環境
の整備に重点が置かれていた。LIPIで聞いた話では、「JICAが建物を建設する以前は標本
の管理で研究どころではなかったが、建物を建ててくれたおかげで研究ができる」という

ことだ。 

8. 持続可能な発展へ 

a) モデルとしての日本 
現在の先進国のような暮らしを全世界の人々が行うことは出来ない。それなのに、多く

の発展途上国は先進国を目指すために開発を求める。今の先進国は本当に望まれるような

ものではないのにと思ってしまう。 
目指すものがあると開発もやりやすいと思う。持続可能な発展を目指すためには、具体

的な持続可能な社会があるとよい。日本の役割として、その具体例の一つになることがで

きる。そうすれば、開発途上国は今の発展の方向とは違う発展の方向へと発展することが

出来るだろう。 
 
b) 開発に携わるとき 
具体的に発展途上国での開発援助に携わるときに、どのような発展をすることがその地

域に理想的なのかを考える必要があると思う。今まさに生活を豊かにしようとしている人

たちには、発展の方向性といわれてもわけが分からないと思う。だから、支援をするほう

が、どのような開発をするのか、その方向性を考えておくことが重要だ。 
また、どこかにモデルとなりそうな社会があったとしても、それが開発する地域にあっ

ているとは限らない。その地域の気候条件、地理や文化、人の性質があるのだから、その

地域に特有の持続可能な社会があると思う。モデルを参考にしつつも、現地に本当に適し

た発展の方向を模索することが重要である。 
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２－６ マングローブと浸食 
                              廣田 茜 

 
インドネシアは島国である。その島の数は 17000を超えるという。それだけあって海に
面する地域も多くなる。海に面する場所が多ければ、海の影響を大きくうける。浸食もそ

のひとつである。近年、マングローブの浸食防止機能が注目されている。インドネシアで

も、地震による津波の被害でマングローブ林があったために被害が比較的少なかったとい

う地域がある。その機能だけではなく、生物の生息地、水の浄化、教育の場などさまざま

な役割があるが、今回の研修をもとにマングローブの浸食防止機能について述べたい。 
1）海岸浸食とマングローブ 
 一般に海面上昇の原因は北極や南極の氷が解けることによって起こるといわれている。

海面の上昇は海岸浸食を引き起こす。  
海面が上昇するとマングローブの立地は陸側に移動する。ここで重要なのが海面の上昇

スピードである。海面上昇が比較的ゆっくり進めば、マングローブは泥炭などを堆積し、

自身で地盤を維持できる。しかし海面上昇が速く進行すると溺れてしまう。つまり海面上

昇速度がマングローブの堆積速度を上回るとマングローブは生き残れないのである。 
 このマングローブ自ら地盤を高めていく機能で浸食を防ぐことができるといえる。しか

し温暖化などで海面上昇速度が速くなるとマングローブによって浸食を防ぐことができる

とはいえない。さらに地盤沈下の影響もある。地下水の汲み上げ過剰などにより地盤が下

がっていく恐れもある。 
海岸浸食の原因としてはエビ養殖場の開発、地下水の汲み上げ過剰による地盤沈下など

があげられる。 
 これらを踏まえ、海岸浸食を食い止めるためにマングローブ植林だけではなく他の環境

も整備していく必要がある。本研修ではどこの訪問先に行っても水の大切さを学んだ。ト

イレ一つでも気になった。水は地球上にたくさんあるが、飲み水としてはとても限られて

いる。人々はペットボトル飲料水を購入している。そのペットボトル飲料水製造工場が山

に建設されている。山が削られ山の保水機能が失われる、ますます水が不足していく。こ

の悪循環をどうにか改善しなければならない。私の提案だがオイスカ OB会研修センター
で見せていただいた BMWという技術がある。これはバクテリアとミネラルを用いて、自
然の力で有機物を浄化していく作用を人工的に再現した術である。ここで浄化された水は

飲料水とまではいかないが河川に流しても影響のないくらい浄化される。この BMWの装
置どのように活かすかは断定できないが、何か水資源についての改善策になるのではない

かと思った。 
2）マングローブと人・人と人 
 マングローブと切っても離せないのが人間である。昔からマングローブの近くに人間

は住んでいた。そして今も多くの人間がそこで暮らしている。 
養殖池への転換、浸食・伐採などで減少したマングローブ。大切なものというのはなく

なって始めて気がつくことが多い。しかしなくなってからでは遅い。今その大切なものを

そこに住む住民が取り戻そうとしている。 
本研修では 2つのマングローブ植林サイトを見学した。共通していることは人とのかか
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ドゥマック植林グループの方 

わりだった。ドゥマック県では地元の漁師さんがグループを作ってオイスカと一緒に植林

している。マングローブ林がなくなり魚

の減少や、陸地への浸水が起こってきた。

今マングローブの植林をしている漁師さ

ん、一方で伐採していく人。この伐採し

ていく人々に、植林について、マングロ

ーブの大切さについてどう理解してもら

うか。説明を何度も何度も繰り返してい

かなければならない。また浸食が激しい

地域にある村は引越しを余儀なくされた。

以前は田んぼだった場所だが今は海とな

っている。今なおモスクやお墓があるためや何か理由があり別の場所に避難していない

人々もいる。もし大きな波がやってきたり、風で海が荒れたりしたら避難がとても困難に

なる。別の場所に避難することと今の場所に住むことはどちらがいいともいえないし、ど

っちにした方がよいともいえない。だが、安心した生活を送るには予測できない自然の振

る舞いに対しなんらかの対策が必要になる。 
もう一方の植林サイトはタパック村である。ここで植林しているグループは青年グルー

プだった。このグループでは以前はもつことができなかった行政とのかかわりを現在はも

つことができている。その結果生活環境が改善されてきている。また Yayasan Bintariと
かかわることでエコツアーなども加わ

り大きな活動ができている。他地域の

マングローブ植林グループとの情報の

交換もされている。しかし、決まった

植林の技術指導機関とのかかわりがな

かったので今後このような機関とのか

かわりが重要になってくるだろう。 

タパック青年植林グループの方 

ドゥマック県とタパック村の植林全

体を少し見比べてみる。ドゥマック県

は村がなくなる危機が迫っている。し

かし、植林する人々には笑顔があふれ、

年間計画や約束事などがある。この約束事はお金などよりも拘束力の強い村の決め事であ

る。そして植林した木の生存率も高い。一方タパック村の植林生存率は 30%ととても低い。
この原因として考えられる技術・知識以外の問題がある。一つは植林場所が遠いというこ

と。もう一つは危機感が少ないこと。植林場所が遠いと管理がしづらい。そして管理する

には人員も必要となる。そして危機感。やはりドゥマック県ではいつ家が流されるか分か

らない。一刻も早く浸食を防がなければならない。その危機に遭遇しながらも、植林に誇

りをもち、「養殖業ではなく漁師として森をまもっていく。」と強く話してくださった。

植林を始め、魚やエビ、カニも戻ってきて植林に対する気持ちが固くなっているのだと感

じた。タパック村では金銭的な支援もなく難しいが生物が戻ってきていることも確信して

おり今後もっと工夫していければよいと思う。青年グループのような若い世代からこの確
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信が持てればその子供もまたその子供もマングローブの森を大切にしていけると思う。 
3）マングローブの森へ・植林活動とマングローブのあり方・私たちにできること 
植林活動が今度どのようなものになっていけばよいだろうか。そしてマングローブと人

の関係はどうなっていくのだろうか。私たちに出来ることは何なのかそれを考えて生きた

い。 
・他国からのボランティアの問題 
マングローブ植林だけではなくどんなことでも当てはまると思うが、他国（主に先進国）

から人が来てボランティア活動をする。その結果発生するいくつかの問題がある。特に研

修で感じたことを一つあげる。 
 マングローブ植林で私たちが植林した後、服を洗ったり泥を落としたりするためにたく

さん水を借りた。初めは何も考えず使っていたがこの水は植林した村の大切な水だった。

汚れた服も洗剤で洗ったりする。植林をするために他国から短期で人が来る。その人たち

が植林活動する地域の環境を汚してしまっている。私もたくさん水を使ってしまったこと

を深く反省した。もっと大げさに言うとその地に行くための飛行機の燃料、移動の車の排

気ガス、日本から持ってきたもののゴミなどたくさん環境を汚してしまう。このリスクを

考えなければならない。 
・植林と管理 
私は「マングローブを植林したい」と小さい頃から思っていた。そしてそれが叶った。

と同時に「植林だけでなくその後の管理もしたい」「マングローブの成長をずっと見守って

生きたい」と思った。しかし、現地の人はそれを望んでいるのだろうか。他から見知らぬ

人が来て植林して帰ってまた次の見知らぬ人が来る。植林すれば管理していく土地が増え

る。そうすると管理していく人員がもっと必要になる。「植林」という言葉は世間に出回り

興味を持っている人は多いと思う。しかし植林後の管理について知らない人はもっとたく

さんいると思う。植林後の管理について考えていかなければならない。 
・マングローブと人 

一緒に植林した子供 

研修の中で印象に残っている言葉。「森

は海の恋人」「森林は人間を必要とする。人

間は森林を必要とする」この 2つの言葉が
私は好きだ。マングローブと人の関係はマ

ングローブの森の近くに住んでいる人だけ

でなく山に住む人、都会に住む人みんなが

関係している。どこに住んでいても循環し

ている世界で、あらゆる地域のあらゆる生

活に目を向けてほしい。2 つ目の言葉。こ
の文章は「森林」となっているがこれを「マングローブ」としてもよいと思う。マングロ

ーブは人間を必要としているかはまだ分からない。しかし人間はマングローブを必要とし

ている。マングローブに必要とされる人間生活を送っていければいいなと感じる。共に一

緒に歩んでいけるそんな環境をめざしたい。 
・私たちができること 
 人間として、日本人として、一個人としてできることは何だろうか。 
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忘れられない。私たちが体験したこと、見たこと、聞いたこと、そして感じたこと。マ

ングローブを間近で見るのも触るのも初めてで、あの時の気持ちは忘れられない。いつも

心の中でよみがえらせている。 
大切にする。出会い。人。そして資源。 
初めて植林グループの人々はみな私たちを暖かく迎えてくれた。一日中、質疑応答や植

林を一緒にしてくださった。その人々の思いを大切にしたい。お世話になった現地の人を

大切にしたい。上記でも記したが使わせていただく資源を一つも無駄にしてはいけない。 
考える。そしてアクションへつなげる。 
考えるだけでは何も変らない。行動を起こすこと。それが直接植林につながらなくても

いい。小さなことからでいい。自分に出来ることを。私は学生なので学生のうちにしっか

り勉強する。そして最先端を歩む大学の先生方の講義から何かヒントをつかみとる。 
人に伝える。多くの応募者の方々

の中から私が参加できることになっ

た。そして研修でいろんなことを学

んだ。そのことを友達、家族、先生、

たくさんの人に伝えたい。マングロ

ーブについて「聞いたことはあるけ

れどよく知らない」という人が思っ

たより多かったことに日本に帰って

きて気がついた。研修の様子や感じ

たこと、現地の状況や人々のことを

知ってもらうことで少しでも関心を

持ち、マングローブ植林についてだ

けでなく、あらゆることを考えてもらいたい。 
支えあっている（ように見える）リゾフォラ 

地球に住む虫も植物も動物も、生物みんなが幸せで生きていきやすい地球にしたい。 
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２－７ インドネシアにおける環境教育 
山崎 洋子 

 
今回の研修に参加するにあたっての私の関心事の一つとして、インドネシアにおける

環境教育があった。今や世界中で地球温暖化など深刻な環境問題が起こっており、ドイツ

など先進国では早くから環境教育が行われていた。日本においても近年ますます環境教育

への動きが高まり、自然体験学習など様々な形で広がっている。そこで、インドネシアで

はどの程度環境教育が進んでいるのかとその問題点、そしてインドネシアで環境教育を行

う意義などについて今回の研修をもとに考えてみたい。 
 
１．背景 
まずインドネシアにおける環境教育の背景として、教育や環境がどの様な状況である

かについて述べておく。 
インドネシアの教育 
インドネシアの教育環境であるが、生徒の数に対して教師の数が不足しているという大き

な問題がある。そのため、学校によってはボランティアベースで授業が行われたりする事

も珍しくない。そして、 教育の不足から人的資源が十分に開発されていないことが考えら
れる。スカブミ県を例に挙げると初等教育期間平均が 5.59年（2005年）であり、中学進
学率は 65％である。また、校舎の老朽化や教科書の不足など、教育施設が乏しいことも問
題としてあげられる。  
インドネシアの環境 
近年、伐採などの森林破壊により急激に森林が減少している。それにより、毎年ジャカル

タでは雨期に洪水が起こるなどの問題が生じている。また、本研修で訪問したドゥマック

県のように温暖化・土壌浸食・地盤沈下などにより村の水没など深刻な問題が生じている

地域もある。 
 
２．様々な機関の取り組み 
これらの状況を踏まえ、インドネシアの環境改善のために行政・民間レベルで様々な

環境教育の取り組みが行われている。以下に、そのうちのいくつかの取り組みを紹介した

い。 
 
ＮGOでの環境教育 
―オイスカの活動 
オイスカでは活動プログラムの柱の１つに環境教育を掲げており、主に CFP（「子供の森」
計画）を中心として子供たちに植林活動やネイチャーゲームの体験の機会を与えている。

研修センターでは何人かのスタッフが CFP 調整員として活動しており、小学校での植林
指導やネイチャーゲームを行ったりしている。CFP参加校訪問の際にスタッフによるネイ
チャーゲームを見学したが、うまく子供をのせてゲームを通して楽しく自然やごみ問題に

ついて教えており、スタッフの質が高く、意識も高いと感じた。また、エコキャンプとい

う宿泊型自然体験学習も不定期で行っている。 
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また、オイスカは日本企業の CSR の一環としての植林活動も行っており（トヨタ車体の
森・ヤマハの森など）、現地住民による今後の継続した活動を目指して住民に対しても環境

教育を行っている。 
 
―現地 NGO・Yayasan Bintariの活動 
日本の NGO の資金協力をうけて、スマラン市の教師に対して環境教育を行っている。ド
イツの国際協力機関の協力で教師の能力向上を目指したフォーラムを開催したり、教科書

作成なども行っている。  
 
JICAの環境教育 
―グヌン・ハリムン・サラック国立公園管理プロジェクト 
このプロジェクトの１つとして環境教育があげられている。内容について日本人の JICA
専門家の方にお話を伺ったところ、具体的には公園スタッフが小学校で環境教育をしたり、

教師に対して指導したりしているそうである。また、モデル地区内では植林指導などを住

民に対して行ったりもしている。問題としては、現地スタッフはマニュアルを作って目に

見える楽しいものを重視したり、お金をかけてやろうとしがちであることがある。また、

ごみに関する教育については住民だけでなく現地スタッフも意識が低い場合があるので難

しいとのことであった。 
  
３．環境教育の意義 
（１）ごみ問題について 
インドネシアにおいて、ごみ問題は深刻である。人口増加や、近年の生活様式の変化

により、ごみの量が増え、出るごみの種類も、かつては生ごみ中心であったがプラスチッ

クゴミが多くなったために処理が困難になっている。見学に行ったスマラン市のごみ最終

処理場でも多くのプラスチックゴミが堆積していた。またインドネシアではごみをごみ箱

に捨てるという習慣が無く、ゴミ箱自体もあまり見当たらないため、道にはごみが散乱し

ている。このような状況に対しては、ごみはゴミ箱に捨てるのだという意識の普及をする

ことが必要である。そして住民に、一人一人の生活様式が環境に大きく関わってくるとい

う事を理解させ、ライフスタイルの改善を促す教育が今後のインドネシアの環境にとって

大きな意味を持つと私は考える。 
 
（２）開発や環境プログラムへの住民参加 
現地でプロジェクトを行う場合、住民の環境に対する意識の低さによって理解・信頼

を得られず行き詰ることがあるとオイスカの吉永団長から伺った。プロジェクトを円滑に

進めるためにも環境教育を行うことで住民の意識を高め、環境破壊はすなわち自分たちの

生活を脅かすものになるということを住民に理解させる必要があると思う。 
 
４．この研修での体験を通して 
このツアーを通して、自分自身が環境に対して関心を深め、自然に対する想いが強く

なった。様々な環境問題に関する視察・勉強や、農作業などの自然と触れ合う体験を通し
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て、自分でも気付かないうちに自然の厳しさ、尊さが胸に刻み付けられていた。まさに、

この研修は私にとっての環境教育であったといえると思う。この自分自身の体験から、環

境教育、その中でも特に自然体験型の環境教育の効果とその必要性を確信することができ

た。 
   また、研修の最後には現地の小学生に対して環境教育を行うという貴重な機会を得た。 
森林の大切さを伝える目的で行ったが、以前から環境教育を受けている子供たちであった

ため、既に森についてかなりの知識を持っていて驚かされた。また、やはり子供たちは豊

かな独創性と素直な心を持っており、大きな可能性を秘めているのを感じた。住民（大人

たち）に対する環境教育も重要であるが、インドネシアの将来を担う子供たちが環境につ

いて理解し、自然の大切さを知ることは今後の環境にとってとても重要なことであると感

じた。 
  

 
CFP参加校にゴミ箱を寄贈 

森林についての環境教育  
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２－８ インドネシアにおける開発と環境保全 
―スカブミ県地方中期開発計画 2006 - 2010を中心に― 

西澤 和彦 
 
１．はじめに 
 

1998年 5月 21日のスハルト政権の崩壊以降、インドネシアは「開発（pembangunan）」
の時代から「改革（reformasi）」の時代に移ったといわれる。政権の正当性の根拠がスハ
ルト時代の「開発」から「改革」へと変わり、それにともなって中央集権型の独裁体制か

ら地方分権型の民主的な体制に移行するための試行錯誤が続いている1。そのような中、地

方分権化によってインドネシアの開発政策とそれと表裏一体の環境政策も大きく変容を遂

げようとしていると指摘されている2。スハルト時代には中央主導の計画に基づいて開発が

優先され、多くの地域で環境が破壊されたが、近年は開発計画に地方のイニシアティブを

取り入れた新たな枠組みが導入されて、地域の環境への配慮も行われつつある。そこで本

稿では、今回の研修でスカブミ県地方開発局を訪問した際に説明を受けた「スカブミ県地

方中期開発計画 2006 – 2010」を取り上げ、地方分権化が進むインドネシアにおける開発
と環境保全を両立させるための政策の現状と課題を探りたい。 
 
２．インドネシアにおける地方分権化と開発計画 
 
 スハルト政権崩壊後の大きな改革の一つとして、地方分権が行われた。1999年に成立し
た地方行政法により、州や県、市などの地方政府の権限が増大し、地方首長は地方議会に

よって決められるようになった。さらに、2004年に改正された地方行政法（「地方行政に
関する 2004 年法律 32 号」）により、地方首長の直接選挙制が導入されると同時に、それ
までの地方行政法にはなかった地方開発計画についての大枠が定められた。また、国家開

発計画システム法（「国家開発計画システムに関する 2004年法律 25 号」）において、地
方開発計画について詳細に規定された。これにより、以前は中央政府の国家開発企画庁

（BAPPENAS: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional）のみが開発計画を策定し
ていたのに対して、地方政府の地方開発局（BAPPEDA : Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah）が各地方の開発計画を策定することになった。3

2004年地方行政法および 2004年国家開発計画システム法の規定では、地方開発計画は
期間ごとに下記の 3つの計画が策定されることになっている。 
 
（１）地方長期開発計画（RPJP Daerah: Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah、期間 20 年） 
（２）地方中期開発計画（RPJM Daerah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
                                                  
1 佐藤〔2002〕 
2 池田ほか〔2006〕p.179 
3 JICAインドネシア地方行政人材育成プロジェクト（フェーズII）〔2005〕p.13 
 飯島〔2005〕pp.173-175. 
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Daerah、期間 5 年） 
（３）地方政府行動計画（RKPD: Rencana Kerja Pemerintah Daerah、期間 1 年）4

 
このうち、中期開発計画は、長期開発計画に基づいて、財政政策の方向性、地域開発戦

略、地方政府の各部局のプログラム、複数の部局にまたがるプログラム等を記載する。最

初に州政府、県・市政府の各地方開発局が原案を作成し、その原案にもとに、地方政府の

各部局が 5年間の中期計画（Renstra-SKPD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah）をまとめる。つづいて、地方開発局が各部局の中期計
画を参考にしながら、中期開発計画の第 2ドラフトを作り、そのドラフトが中期開発計画
協議会（Musrenbang Jangka Menengah）で協議される。中期開発協議会は、地方首長
の選出から 2ヵ月以内に開催されなければならない。中期開発計画協議会での協議結果を
受けて、地方開発局が地方中期開発計画の最終案を作成し、地方首長令として地方首長選

出から 3ヵ月以内に発令される必要がある。5

 このように、地方開発計画の策定作業は地方開発局が中心となって行われるが、計画の

内容は、地方首長が選挙の際に有権者に提示した公約に基づいたものである。2004年地方
行政法の規定により、地方首長の選挙において立候補者は展望（ビジョン）、使命（ミッシ

ョン）、および計画を示すこととなっており、選挙で当選した候補者が有権者に示した内容

が開発計画に反映されることになる6。 
 以上のように、現在のインドネシアでは開発計画においても地方分権化が進行中であり、

また計画が地方首長選挙を通じて有権者の判断を受けるという形で民主化も行われつつあ

る。 
 
３．スカブミ県の地方開発計画と環境保全政策 
 
 それでは、実際の地方開発計画とそこでの環境保全政策はどのようなものであろうか。

今回の研修でスカブミ県地方開発局を訪問した際に入手した資料「スカブミ県地方中期開

発計画 2006 - 2010 プログラム実行シナリオ（Skenario Pelaksanaan Program RPJM 
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010）」を通じて見てみる。 
 第 1部のスカブミ県地方開発局訪問報告でも書いたとおり、スカブミ県のスカミン・ブ
ジャヤ現知事は、同県が西ジャワ州の中で後進地域とされている現状を踏まえ、社会の生

産力や繁栄を重視した展望を掲げており、同県の貧困の解消を目指して、地方中期開発計

画において以下の 11の政策を打ち出している。 
 

                                                  
4 国家レベルにおいても、期間ごとに（１）国家長期開発計画（RPJP、20 年計画）、（２）国
家中期開発計画（RPJM、5 年計画）、（３）政府行動計画（RKP、Rencana Kerja Pemerintah）
の 3つの国家開発計画が策定される。地方政府は、それらの内容に沿って、それぞれの地方開
発計画を立てることになる。 
5 JICAインドネシア地方行政人材育成プロジェクト（フェーズII）〔2005〕p.13 
6 スカブミ県地方開発局でのヒアリング、および「地方行政に関するインドネシア共和国 2004
年法律第 32号」 
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（１）地域ベースの貧困対応政策 
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Wilayah 

（２）良質な教育へのアクセス向上政策 
Kebijakan Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas 

（３）宗教生活の質の向上政策 
Kebijakan Peningkatan kualitas kehidupan beragama 

（４）社会サービスと住民の健康水準向上政策 
Kebijakan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan Sosial 

（５）地方行政の成果の質の向上政策 
Kebijakan Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Daerah 

（６）開発における住民の参加と主体性の向上政策 
Kebijakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan 

（７）地域の優位セクターの発展に貢献する投資環境の創造政策 
Kebijakan Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan sektor 
unggulan daerah 

（８）住民グループと協同組合の拡大および構築政策 
Kebijakan Penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha 
masyarakat dan koperasi 

（９）アグリ産業のセンターの発展政策 
Kebijakan Pengembangan sentra-sentra agroindustri 

（１０）インフラストラクチャー向上政策 
Kebijakan Peningkatan Infrastruktur 

（１１）地域の発展政策 
Kebijakan Pemekaran Wilayah 

 
これらの政策のうち、環境保全に関連するとスカブミ県地方開発局で見ているものは、

（６）開発における住民の参加と主体性の向上政策と（１０）インフラストラクチャー向

上政策である。これらの 2つの政策の中に含まれている環境保全関連のプログラムとして
は、下記のものが挙げられている。 
 
スカブミ県地方中期開発計画 2006 – 2010における環境保全関連プログラム 
（６）開発における住民の参加と主体性の向上政策 
（a）天然資源保護、修復、保全プログラム 
    Program Perlindungan, Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam 
（b）天然資源と環境の管理能力向上プログラム 

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 

（c）環境の汚染とダメージのコントロールプログラム 
Program Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup 

（d）郡の開発参加向上プログラム 
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Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan 
（e）村民保護プログラム 

Program Ketahanan Masyarakat Desa 
（f）空間構築プログラム 

Program Penataan Ruang 
（g）村落インフラストラクチャー管理プログラム 

Program Pengelolaan Infrastruktur Perdesaan 
 
（１０）インフラストラクチャー向上政策 
（a）廃棄物と排水の管理システムの発展プログラム 
    Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase 
 （b）河川・湖沼保全と灌漑ネットワーク管理の発展プログラム 

Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Konservasi sungai 
dan Danau/Situ 

 
私たちが受けた説明では、スカブミ県地方開発局は開発への住民の参加とそれを通じた

住民意識の向上によって、森林の違法伐採防止を中心とした環境保全が図られると考えて

いるようである。このように開発への住民参加の促進が環境保全につながるという考え方

は、スハルト時代の開発が中央からのトップダウンで、地域の住民を無視または軽視した

ことが環境破壊につながったことへの反省の上に立っていると思われる。 
 
３．おわりに―開発と環境保全の両立に向けて 
 
さて、こうした開発への住民参加は環境の保全を実現するものなのであろうか。スハル

ト政権崩壊後の地方分権化と民主化の流れの中で、環境問題が省みられることなく、天然

資源や産業振興をめぐって地方と中央、地方の内部での利権争いが起きており、地方分権

化や村の意思決定への住民の参加が環境保全につながっているわけではないことが指摘さ

れている7。また、森林の保護をめぐっては、インドネシア政府は、環境保護よりも資源保

護という観点に立って、森林伐採に様々な規制を加えており、それが近年ますます強化さ

れている、との指摘もある8。 
 上で述べたとおり、現在のスカブミ県知事は貧困の解消に向けて生産力や繁栄を重視し

ている。その知事の下で策定された中期開発計画における 11 の政策の大項目の中に環境
保全を題目として掲げたものは含まれていないほか、環境保全に関わるとされる住民参加

向上政策のプログラムの筆頭には天然資源保護のプログラムが記されている。こうした点

を見ると、この開発計画によって十分に環境保全が図られるのか疑問を持たざるをえない。 
 時代が「開発」から「改革」へと変わっても、依然としてインドネシアの最大の政治課

                                                  
7 小島〔2006〕 
8 池田ほか〔2006〕pp.30-31. 
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題は「開発」であるといわれている9。私たちがスカブミ県地方開発局で聞いたように、平

均就学期間が 5.59年、平均寿命が 64歳、平均月収は 52万ルピア（約 7千円）といった
現実を突きつけられてしまうと、環境より開発を優先する政策となってしまうのも理解で

きなくはない。しかし、インドネシアは 30 年以上に及ぶ開発の歴史の中で、すでに深刻
な環境問題を経験しており、これ以上問題を深刻にできる状況にはないし、環境問題の深

刻化が貧困をさらに拡大するという可能性もありうる。 
 開発と環境保全のバランスをどのように取るのかという問いは、容易に答えが出るもの

ではないが、貧困の解消に向けた開発が課題である一方で、深刻な環境問題を抱えるイン

ドネシアであるからこそ、日本を含む国際社会の支援を受けながら、開発と環境保全の両

立をより積極的に目指す政策を取って、世界をリードすることが求められる。 
 

                                                  
9 池田ほか〔2006〕p.186 
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