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第 2 章 各訪問先の報告 

 

訪問先記録の役割分担: 

訪問先 担当者名 

 

2-1. グヌン・ハリムン・サラク国立公園(GHSNP) 

 

 

木村 江美  阪野 朋子 

 

2-2. 参加型地図作成ネットワーク(JKPP) 

 

 

本島 幹子 

2-3. インドネシア先住民ネットワーク(AMAN) 松本 一夫 

 

2-4. 非木材林産物インドネシア(NTFP) 

 

 

吉本 紀子 

 

2-5. トヨタ車体の森 

 

 

竹下 義洋 

 

2-6. ジャカルタ Green & Clean(JGC) 

 

竹内 友博  原 桜花 

 

 

2-7. ウジュン・クーロン国立公園(UKNP) 

 

清水 渓     唐木 志穂   

 

 

2-8. バリ島マングローブ情報センター(MIC) 

 

原 桜花 
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2-1. グヌン・ハリムン・サラク国立公園(GHSNP) 

担当: 木村 江美  阪野 朋子 

 

(1) 作成者：      木村江美、阪野朋子 

(2) 訪問場所：    グヌン・ハリムン・サラク国立公園(GHSNP) 

           バンテン州レバック県レバックサンカ集落・チクニン集落 

(3) 訪問日：      9 月 12 日（月）～13 日（火） 

(4) 訪問先の対応者： 国立公園職員    チェチェップ氏 

           レンジャー     システィナ氏 

           JEEF 現地スタッフ サハブ氏 

           村人       ウンタ氏、ウディン氏、サヤップ氏、村の女性他 

(5) 訪問先の概要： 

≪国立公園概要≫ 

ジャカルタから南方 50～100ｋｍに位置し、2 州 3 県にまたがる約 11 万 ha の広大な面積

を有する国立公園。約 1,000 種の植物と、ジャワヒョウ・ジャワクマタカ・テナガザルなど

稀少動物や 244 の鳥類の生息が確認されている。また 315 の集落が存在し約 10 万人が公園内

で生活を営んでいる。 

≪設立背景≫ 

 

 

 

 

≪日本による支援の経緯≫ 

今回視察した国立公園は、公園としての制定に伴い従来からその地域で暮らしていた地域

住民の生活と国立公園による環境保全・整備活動にあつれきや対立が生じるようになり、1995

年から 2009 年まで国立公園管理計画プロジェクトとして、公園管理手法、生物多様性保全の

技術支援や資金提供が、日本の ODA や JICA によって行われてきた。 

2009 年 JICA によるプロジェクトは終了したが、日本の NGO が継続的に関わる事は有益だ

という判断に基づき、JEEF により引き続き活動が実施されている。 

 

○視察・訪問概要 

2 集落で実施されているヤシ砂糖の生産やアグロフォレストリー等の取組みを視察すると

共に、レバックサンカ集落にて公園管理者および住民との意見交換を行った。 

なお、本報告にあたっては、各訪問先で視察内容を受け作成者の主観として[課題]を付記し

た。 

 

 

1924 年 当時統治していたオランダ政府によって保護林に指定される。 

1992 年 インドネシア政府によって約 4 万 ha がグヌン・ハリムン・サラク国立公園として制定。

2003 年 サラク山のエリアが加わり、約 3 倍の面積（11.3ha）のグヌン・ハリムン・サラク国立公

園（GHSNP）となった。
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≪国立公園管理計画プロジェクト 概要≫ 

○目的 

グヌン・ハリムン・サラク国立公園管理事務所が実施する「環境保全モデル村（MKK）事

業」の対象地である２集落において、生態系荒廃地の復元や地域住民福祉のための生計向上

支援活動などを通じ自然資源管理が適正に行われることを目的としている。 

 

○主な活動内容 

・自然資源利用状況調査、土地利用状況自然源分布の地図化 

地域住民・公園職員協働による集落内の地図作成。コアゾーン、森林ゾーン、復旧ゾーン、

特別ゾーンの明確化など公園管理計画に基づいた作図活動。 

※住民および公園管理者との協働で GPS による実測で 

 作成された地図（右図: GHSNP 発表資料より） 

コアゾーン（赤）：立入禁止の保護エリア 

森林ゾーン（黄）：2 次林などの森林エリア 

復旧ゾーン（青）：要・植林エリア 

特別ゾーン（灰）：森を守ることを前提に一定程度 

        耕作する権利を得られているエリア 

※黒い地域は、集落となっており国立公園外の扱い。 

 

・住民による自然資源管理計画作成 

土地利用形態・自然資源利用に関する計画の作成。公園と住民の MOU の形に発展。緑化

区域・耕作可能区域の細則および文書化。MOU は 5 年単位で評価を行い更新する約束とな

っている。 

 

・持続可能な自然源利用による生産活動 

特別ゾーン内でのアグロフォレストリーによるヤシ砂糖、カルダモン等の生産。ナマズ養

殖、バナナ等の農産物加工。協働組合設立による資金および持続可能性の確保。 

 

・住民と行政の連携強化 

○実施体制 

JEEF  ： 4 名 

GHSNP ： 5 名 

MKK メンバー：10 名 

2 集落合計で 50 名の住人が参加。（1 グループ 10 名の 5 グループで活動） 
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○補足：国立公園が実施しているプロジェクトについて 

国立公園では環境モデル村づくり（MKK）のほか、以下のプロジェクトを行っている。 

・地域の自然保護のための住民および協働組合参加トレーニング 

・住民の生産物販売支援（バックアップ） 

・子どもへの環境教育、エコツアーの普及 

 

○活動・視察内容 

≪チクニン集落の視察≫ 

1) サトウヤシの新商品開発の現場視察 

ヤシ砂糖販売および、ショウガを混ぜた砂糖の商品開発（ショウガ湯）を実施している。

なお、本集落において新商品開発を行っているのは訪問した 1 件のみで、その他の生産者

においては商品の販売動向を鑑み、今後実施するかどうかを検討する状況である。 

出荷量としては、通常のヤシ砂糖は、週 2 回トンベースで出荷している。ショウガ入り

の商品は、２週間に 1 回 100kg 程度の出荷に止まっている。価格は、しょうが入りで 1kg、

40,000Rp(日本円で約 400 円)。 

砂糖をお湯に溶かしたしょうが湯の効能としては、①風邪の予防、治癒、②産後の体調

管理、③便通の改善があると考えている。 

生産における課題としては 3 つあり、まず 1 つ目は煮詰める時間やショウガの量が異な

るため品質が一定でない事、2 つ目は、ショウガの売値上昇により入荷量が低下している

こと、（売値が高いため、生産者が市場向けに多く販売し個人向けの販売が低下している）、

そして 3 つ目は、商品販売ルートの検討・開拓が模索段階であることが挙げられていた。 

 

[課題]村人→リスクを負わない気質。 

 

2) とうがらし栽培の視察 ／ 生産者：アリー氏 

耕作できる農地が限られているため、収量の多いものか商品価値の高いものを作ろうとい

う提案が農民からあり、生産活動の初期費用を JEEF が提供する形でとうがらしの栽培を開始

した。現在、栽培を始めて 10 ヶ月が経過しておりこれまでに 25 回程度収穫しているが、と

うがらしの市場価格は現在下落傾向にある。また、とうがらしは 1 年草であり収量が落ちて

きているので植え替える必要があるが、同様の畑で同じ作物を栽培することによる輪作障害

の懸念もあるため、どのように耕作を続けていくかが課題となっている。 

 

[課題] 雨が降ったときに虫が発生する 

→ 地上から 30cm の高さで成長を抑えている  

天候と折り合いを付けながら生産性を高める工夫をしている 
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小屋での砂糖づくり作業風景 

≪レバックサンカ集落≫ 

1) アグロフォレストリーの現場視察 

レバックサンカ集落のサイプ氏、ウディン氏の案内により特別ゾーンで実施されているア

グロフォレストリーの畑の視察を行った。視察した畑は一見するとただの森林にしか見えず、

日本人がイメージする畑とは大きく異なる印象であった。この畑では、商品作物としてカル

ダモン・コーヒー豆・コショウなどがアグロフォレストリーで栽培されていた他、在来種の

植樹が推奨されている場所であるため、ラサマラ等も植えられていた。また、スネークフル

ーツ、ネジリフサマメ、クローブの木や、ババニャラン、ババデュタンなどの薬草が自生し

ており、住民は必要に応じてこれらの植物を活用していた。また、ヤシ砂糖をつくる小屋も

作られており、敷地内で砂糖までの加工が可能な状況であった。畑は、植物の知識がなけれ

ば鬱蒼とした森でしかないが、それぞれの植物の収穫時期や場所、効能を知って活用してい

る住民にとっては、食物、薬などを多くの恵みを生み出してくれる生活に密接した重要な生

活基盤となっていた。 

 

○商品作物について 

・ カルダモン･･･ショウガ科の多年草で古来より乾燥させた種子が香辛料など活用されてきた。 

         植付後 1 年で収穫可能となり、その後 5 年程度半年に 1 回の割合で収穫できる。 

         販売価格は、乾燥種子：1kg／35,000Rp(日本円で約 350 円) 

         業者が村まで買い付けにきて比較的高値で売れる作物であるが、住民は収穫した

種子が何に使われているのかは知らない状況である。 

・ コーヒー ･･･1 年に一度収穫が可能で 1 本の木から約 1ｋｇ獲れる。 

乾燥させた豆 1kg／15,000Rp(日本円で約 150 円) 

 

2) ヤシ砂糖の製造現場視察 

集落において、砂糖の製造が行われている小屋を訪問し、

実際の製造現場を視察。 

サトウヤシは、植樹して約 15 年目から砂糖のできる樹液

が採取可能となり、その後 10～15 年程度採取し続けること

ができる。また、採取した樹液は劣化が早く 24 時間以内に

煮なければいけないなどの制約がある。訪問した小屋では、

約１ｍの竹筒で 1 日 2 回樹液を採取している。採取された

樹液は、直径約 60cm 程度の鍋で約 3～4 時間焦げないよう

に煮続け、ある程度煮詰まったところで木枠に流し込み成型

し砂糖となる。出来上がったものは、ヤシの葉で包み 2 つ

で 3,000Rp(日本円で約 30 円)で販売されている。 

なお、レバックサンカ集落でも、チクニン集落同様に、人
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小売りのバナナチップス 

笑顔で袋詰めの作業をする女性 

によって煮詰め度合いが異なるため品質に差がでることが課題となっている他、生産者の高

齢化および、樹液の採取・運搬など重労働な作業であるがゆえに後継者不足も懸念されてい

る状況であった。 

 

[課題] 衛生管理（良い点） 

 液を入れてからヤシの繊維をふた代わりにつめる。 

液を入れる竹はカビ防止のため薪を入れて中を燻蒸する。 

[課題] マーケティングに方針がない。 

どうしてよいのかわからない状況。 

[課題]労働者の高齢化 

若者は街でバイクタクシーの運転手をしているが、運転手

の職も余っている状況。 

 

3) バナナチップスの生産活動 

本プロジェクトは儲けのためではなく、自分達が作った

ものが売れるといった自信を持ってもらうためのマイルス

トーンとして行っている。また、バナナチップスというア

イデアは住民側からでてきたものであり活動開始してから

5 ヶ月が経過し、訪問時は 4 名の女性が取組んでいた。使

用するバナナは基本的にはどんな種類でも応用できるが、

バナナとしての販売価格が低いものを使用している。 

商品は、村の小売店に卸しており販売価格は１袋

500Rp(日本円で約 5 円)。生産量は、本業である農業の合間

で行っていることやバナナの値段に左右されるため、一定

ではない。また収入については売れた分だけ支払われる仕

組みとなっている。活動自体に住民が楽しみながら参加で

きていることは、非常に重要なことであるが、あくまでも

副業で今後の発展性がないのが課題となっている。 

 

Q. もっと広く販売しようとは考えないのか。 

A. 本業は農業であり、子供のこずかいが稼げているので広く拡大しようとは考えていない。 

このように数人で集まって楽しく作業できているので十分だと思っている。 

 

Q. 夫や村の評判はどうか。 

A. 夫には特になにも言われない。商品が売り切れて、早く作ってくれと言われることもあっ

て嬉しい。 

ヤシの葉で包み販売されている砂糖 
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隣の主婦からは、こういった活動に参加していることを羨ましく、一緒にやりたいといわ

れることもある。参加する人が増えることによって売上げが減ることも考えられるが、皆で

楽しくやれれば良いと思う。 

 

4) 集落の水源地視察 

集落の人々が生活水として利用している水源地（河川）の視察を行った。 

視察した河川には、数十本の管が引かれており、各家庭に繋がっている。過去には共有の

管を使用していたこともあったが様々な問題があり、現在のように個別で水を引くようにな

った。しかしながら、個人でパイプを家から取水ポイントまで整備しようとすると 2 万円の

投資が必要で、資金がない家庭については、公共のものを使用している。また、採取地より

上流では、家畜の放牧や洗濯は行わないなど一定のルールが決められ水源地の水質保全も行

われているが、河川の下流部においては、多くのゴミが散在するなど非常に衛生面が危惧さ

れる状況であった。 

 

[課題]家庭によってはトイレがなく、共用の貯水場まで汲みに行かねばならない。 

 

Q. 井戸は掘れないのか。 

A.  5～7ｍ程度掘っている人はいるが、長く持たずに水がなくなってしまう。 

また岩盤が固いため、それ以上深く掘ることは技術的にも難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○質疑応答（レバックサンカ、チクニン集落住民及び国立公園職員とのディスカッション） 

≪住民に対して≫ 

Q. 土地利用形態・自然資源利用に関する計画の MOU を結んだことによる心境の変化は。 

A.  MOU を結んだことによる変化はないが、このプロジェクトが始まってからの変化が大き

かった。 

このプロジェクトを実施するまでは、そもそも国立公園というものが何なのか理解できて

←川 

水道管↓ 

無数のごみで埋め尽くされた川の中流水道管と水を供給する川 



研修報告書 
第 2 章 各訪問先の報告 
                                                          

 

                                           

2-8

おらず、職員の方も、ただ怖いというイメージだけだった。また、これまで耕してきた土地

などがなくなる不安があったが、このプロジェクトを始めた事によって国立公園について理

解することができ、公園職員の方も、今では守ってくれる存在だと感じるようになった。 

※MOU･･･了解覚書。組織間の合意事項を記した文書 

 

Q. (プロジェクト開始前との比較も含めて) どのぐらいの頻度で意見交換を行っているのか。 

A. プロジェクト開始前は公園職員の方とは会ったことがなく、また会う必要もないと思って

いたが、今では 1 週間に 3 回程度意見交換や話合いを行っている。それによって、以前は

警察権を有する職員の人に捕まるのではないかといった恐怖心があったが、今では勝手な

耕作などによって、職員の方との約束を破るのが怖いという気持ちである。 

 

Q. 集落同士のネットワークはあるのか。 

A. 国立公園が実施するトレーニングに参加する際に、他の集落の村人と会う機会はあるが、

それ以外に自主的に集まり、ネットワークを構築する機会はない。 

 

Q. このプロジェクトに対して若者達の関心はあるのか。 

A. 若い人達の関心は低い。しかし、子供には都市に出て自分達のように遅れた生活は続けて

欲しくないと思っている。また、その一方でこの土地での生活を続けて欲しい気持ちもあ

るが食べていける土地や技術がないと、この地域では生活することができないと考えてい

る。 

 

Q. 数十年後、国立公園はどうあるべきだと思うか。 

A. 想像できない。きちんと食べて幸せに暮らしていければ良いと思う。 

 

Q. 村のグループ以外の意見をどう取り入れるか。 

A. いきなり村全体で話し合っても厳しい面があり、10 人/村×5 の体制のグループではじめた。

グループ以外の皆を巻き込みたいという希望はある。 

 

Q. こういう話し合いの場に女性が参加するのはどう思うか。 

A. こういう形で今までやってきたので男性だけになっている。奥さんは子供の面倒を見ても

らわないといけない。奥さんたちを呼ぶことは、受け入れられないわけではないが、普通

ではない。 

 

≪国立公園職員に対して≫ 

Q.  GPS の実測により作成された地図では、2 つの集落で耕作可能な面積（特別ゾーン）の

広さと違うが、その理由は。 

A. いずれの集落も GPS による実測を行って地図を作成した。 
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チクニン集落では比較的広い農地が確保されているが、レバックサンカ集落は貴重なジャ

ワヒョウの回廊となる地域を確保するために譲れない部分があり、当初住民側から申請され

た 167ha ではなく 98ha を協議の末、承認する形になったため面積が異なっている。 

JEEF 補足説明：住民側にも不満はあったが、森林の消失による土砂災害の発生などによって、

森林保全や植林の必要性の理解など住民側の意識も変化してきている。 

 

[課題]その日暮らしのライフスタイル 

→未来の保障が薄い。 

 

[課題]大学は街に行かないと通えないと思っている。また高い学費を払うものという認識 

→通信制の大学など、解決策になりえないか。 

 

[課題]プラスチックごみ 

→自然に還る代替品の必要性。 
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2-2. 参加型地図作成ネットワーク(JKPP) 

担当: 本島 幹子 

 

(1) 作成者:     本島 幹子 

(2) 訪問場所:    参加型地図作成(JKPP)ネットワーク 

(3) 訪問日:     2011 年 9 月 14 日(水) 

(4) 訪問先の対応者: シミッタ ウィドド氏（コーディネーター） 

(5) 訪問先の概要:  

先住民による森林管理方法の事例を記録に残すため、土地利用状況、自然資源分布を住民

参加型によるマッピング手法で行っている。住民が地図を作成したことで、住民の意見が農

地改革などに取り入れられるようになり、先住民の土地利用の権利を高めるようなものに使

われている。 

(6) 活動内容： 

1) 活動の目的 

行政が決める土地と住民が使っている土地に差異があり、実際に使っている土地を測定し

地図を作る必要があった。地方分権化や、地域住民の意識の向上などの背景もあり、住民た

ちの土地利用の権利を主張するためにも、地域住民とともに地図を作成することが必要にな

った。 

 

2) 活動の歴史 

1992 年～1996 年（創設期） 

先住民の権利の確立や住民参加への意識の向上、地方分権化など国の問題に対して、NGO

が関わって JKPP は設立された。 

 

1996 年～2000 年（成長期） 

オイルパームの拡散など土地所有の問題も起きるようになり、住民の権利を守るため、よ

り地図が作成されるようになってきた。政府が地図を公式に認めるようになってきた。 

NGO 内では、トレーニングをして数多くのファシリテーターの養成を行った。 

 

2000 年～2005 年（強化期） 

2004 年のスマトラ地震においてアチェの街がなくなってしまった経験から、住民のための

空間計画を考えるという新たな目標を設定し、地域における世代間の交流のもと未来の都市

計画を実施するようになった。 

 

2005 年～現在 

国連が先住民の権利を守るようきまりを作成した。そのことにより、地域の人がつくった

地図が有効に活用され先住民の権利を高めるようなものに使われるようになってきた。 
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さらに、2007 年には、インドネシアの国家土地利用法において開発は地域の住民の作成し

た地図にもとづくという一文が入れられた。法的にも、住民による地図は認められることと

なった。 

 

3) JKPP が作成する地図の特徴 

 JKPP は地域のニーズ調査から活動を始めるのではなく、地域からの要請があり、地図の作

成を始める。地域のニーズによって地図の内容が変わってくる。地図の作成の過程では、コ

ミュニティの長老と若者が共に作業をするような場をつくり、様々な知恵を共有できるよう

な配慮をしている。地図作成を通して、コミュニティ内の連携を強めることにも繋がってい

る。地図の特徴としては、住民全員のサインがあることである。行政の作成した地図と違い、

その地域に住む人々が認めた地図として、住民の権利を主張するのに役立てることができる。 

 

(7) 質疑応答： 

Q. 地図を作らないと、地域の地図はないのか。（吉本） 

A. 国としての行政上の境界線を定めた地図はある。しかし、地域にある資源がどういう付加

価値があるのか、住民がどのように実際土地を利用しているのかが分かるような地図を作

成することが重要であると考え、住民とともに地図の作成を行っている。 

 

Q. 地図の見直しをしているか。（木村） 

A. 5 年後に再度見直しをすることもある。見直しをするかどうかは、ニーズにもよる。 

 

Q. ファシリテーターが地域に入る際に気を付けていることは何か（竹内） 

A. 地図を増やすことが目的ではなく、地域住民からの要望があってから地域に入っていくと

いう前提条件がある。JKPP はあくまでも技術者として地域に入るようにしている。 

 

Q. 行政や企業と関わって作成した地図の数はいくつあるのか（阪野） 

A. 660 サイト。 

 

Q. 一緒に活動した NGO の数はいくつか。（阪野） 

A. 96 団体がメンバーに入っている。 

 

Q. 資金源はどのようになっているのか。（唐木） 

A. 各国から支援を受けている。英国大使館や、EU,フォード財団から資金を受けている。イ

ンドネシアにおける地方政府からは、村落開発基金を受けている。 

 

Q. 地図の正当性をどう証明するのか。 
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A. 村役場や国立公園の職員などの行政機関から承認してもらい正当性を証明している。 

また、この地図を取り巻く周りのコミュニティの境界を認めるような、サインがあると、

より正当性を主張することができる。 

 

Q. 組織をどのようにマネジメントしているのか。（松本） 

A. 3 年に 1 回総会があり、ファシリテーターの評価をしている。総会では地図を作成する候

補地について話し合いをする。現在、3 年で 50 万ヘクタールのマッピングをすることを目

標としている。また、理事が集まる年次集会を行っている。 

 

Q. 地図をどう行政機関は活用しているのか？（竹下） 

A. 村落計画の中に取り入れられ、住民の意見が村落計画に取り入れられたケースがある。 

 

Q. 行政とどう調整を行っているのか（竹下さん） 

A. 必要なレベルの行政区に持っていき、交渉をしている。例えば、村、町レベルでニーズを

調査し、JKPP へ地図作成の依頼がくる。地図を作成し、関係する行政機関へ提案をする

という流れになっている。 

 

Q. 今後の展望は。 

A. 地域に根付く伝統知識を、行政機関の開発担当者に理解され、環境保全型の開発がすすめ

られていくことを望んでいる。 
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2-3. インドネシア先住民ネットワーク(AMAN)  

担当: 松本 一夫 

 

(1) 作成者:         松本 一夫 

(2) 訪問場所:    インドネシア先住民ネットワーク（AMAN） 

(3) 訪問日:     平成 23 年 9 月 15（木） 

(4) 訪問先の対応者: Secretary General  Abdon Nababan 氏 

                    Director of Advocacy  Mina Susana Setra 氏 

(5) 訪問先の概要: 

 ＜AMAN の活動内容 ＞ 

1)  JEEF 矢田氏による事前説明 

 

① Adat 

 インドネシア人はオランダ領として統治されている間は、多くの先住民の立場が軽視され

たことや占領国の権謀術策等に対抗するため、AMAN をはじめ一部の人達はインドネシアの

言葉を使わずに Archipelago を好んで使う傾向がある。このことで自分たちのアイデンティテ

ィーを守ってきたと思われる。（Archipelago＝インドネシア語では Nusantara で AMAN の N

はこの Nusantara からとっている） 

 先住民は Adat(慣習法＝先祖伝来の決まりや掟などのこと、日本の漁業権や草刈り場等に類

似)でつながっており、これらのコミュニティの決まりは、文書化されているとは限らない。

同様に伝統的に受け継がれてきた特定目的を持った組織や土地利用形態、住民独自の森林区

分なども Adat と考えられ、これらを発展に整備（文書化、新たな村落条例として現状にマッ

チするよう再構築）していくことが ANAN の重要な仕事である。 

 

② REED 

 途上国における森林減少・劣化による温室効果ガス排出の削減について、各国のドナーは

CO2 排出の削減量をクレジット化して売買するためのシステムを、自国に有利な方法でのス

タンダート化の検討を進めている。これらの検討に当たっては、特に森林を劣化させない制

度の構築だけでなく、保全活動も評価されるべきで、従来の森林減少・劣化の抑制に加え、

森林保全・持続的森林経営・炭素蓄積増加活動も対象としての検討が求められている。特に

先祖代々受け継がれてきた保全方法や弱小 NGO 活動も評価される内容が盛り込まれるべき

との提言もある。 

なお、森林減少の防止による CO2 排出削減量の定量的評価方法は、それぞれの組織（及び

各国）が検討をすすめており、現在定められたものはない。 
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2) AMAN 事務局長 Abdon Nabanan のプレゼンテーション 

① 映像紹介(My Forest’s Tears) 

・森林破壊によって多くの動植物が失われていく現状を映像で紹介。 

 数千年にわたって、豊かな森にはオラウータンが遊び、様々な動物達の生活が営まれてきた。

深い森にはランの花が咲きみだれ、そこに住む人は、たくさんの魚や動物を取ることができ

た。新鮮な空気や水が流れ豊かな自然を有していたが、森は伐採され、オラウータンはいな

くなってしまった。多くの森から木材が切り出され、豊かな森が消えていく。怒った大地は

洪水を起こし、いろいろな災害によって大きな犠牲が生じることとなった。 

 

② 補足説明 

 カリマンタン島には大きな森があったが、その森が失われた。素晴らしい自然林はオイル

プランテーション、ティンバーに変わり、我々はその森を Monoculture と呼んでいる。 

AMAN のメンバーの一部は政府の要人となって自然保護活動推進の重要な担い手として活

躍している。 

 

３) AMAN の組織の説明 

・47 種の eco-system 

・総人口 219million(2005)→239million(2010) 

・Mega-culture diversity more than 1,000 ethnic and sub-ethnic groups 

・生物多様性は陸（世界 3 位）と海を合わせて世界一 

（説明） 

・メジャーな民族だけで約半部の百万人の人口がある。それ以外は小規模な知られていない

民族がいて、多様な文化が存在したが、だんだん無くなっていくことが大きな課題である。 

・インドネシア人の利点はマルチリンガルの人が多いこと（ジャワ、スンダ、パプア、マラ

ヤ、マドゥーラ、バタック、英語 etc.）。 

・Adat：Adat そのものは「慣習法」という意味。Adat に生きる人達は「慣習法社会」インド

ネシア語では「Masyarakat Adat」と呼ぶ。 

・スンダの住民自身が、新しい文化に影響されて元の生活様式を失いつつあり、Adat と呼ぶ

ことができなくなっている。 

・Adat に暮らす人々は先祖の血を受け継いでいると考えるコミュニティの数 

（There are 1163 indigenous communities organized through 17 regional chapters and 33 

local chapter of AMAN） 

・1970 年以降、森林に依存して生活してきた人も開発にのみ込まれてきた。Adat のテリトリ

ー内においても同様に多くの人が開発にのみ込まれてきた。 

・各国に占領（オランダに 350 年、短期間の日本）されていた時代には森は大きな変化がな

かったにもかかわらず、スハルト大統領統治時代の政府が認めた開発行為により、乱開発が

進み 40 年で森が無くなると予想されてきた。 
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・スハルト大統領独裁政権は、警察や軍を利用して開発に対する各地の不満分子を抑えてきた

が、今はいろいろな意見が政府にあがってくる時代となり、住民が声を上げることができる

民主化の始まりによって、国だけの政治から地方の政治に目が向けられるようになった。た

だそうは言っても、中央政府の官僚的なやり方はすぐには変えられない状況がある。地方レ

ベルでは地方分権化が進んでいるが、上部組織は利権上、昔のまま政策を実施しようとする

ため、地方とのぶつかり合いが大きくなっている。 

以上が時代背景である。 

 

・インドネシアはいろんな民族から成り立っているが、スハルト大統領独裁時代は、アイデ

ンティティーを認めない時代が続き、宗教も 5 つしか認められず、各住民は 5 つのカテゴリ

ーにはめられた強制の時代であった。その上、彼らの土地は企業にわたり、彼らの宗教も認

められず、彼らの生活の権利も不利をこうむり続けた。 

たとえば、村の仕組み、行政システムも一つの枠の政治形態に押し込まれてきた。継承す

べき文化も続けようとすると、国に認められないこととなった。 

・強制は大統領、州知事、県知事、村長の４階層で行われ、陸軍はそれ以上の重階層になっ

ているため、村民への抑圧はその細かい階層ごとに管理、強制され続けてきた。 

・森林伐採や砂糖ヤシのプランテーション開発時は、先に軍が現地に入り、強制的に住民の

意見が抑圧された。事業権を持っている企業がこの形態で利益を上げ、利益が無くなると

企業は住民に還元することなく去って行った。 

・このように地域の声が意図的に消されてきたが、93 年に各地のリーダーが集まり、自分た

ちの声明を出すことになった。スハルト大統領独裁中には、これらの動きは政府のよって

抑圧されてきたが、98 年にこの政権が倒れると、活動が公に出来るようになった。 

 

・AMAN の総会は 1992 年、ジャカルタホテルインドネシアで開催された（ホテルは日本の戦

後賠償によって建設されたもの）。第一回開催の 1999 年から 4 年ごとに開催され、そこで

決められた方針や方策を定め、プライオリティーを考慮して計画が実施に移されていく。 

・AMAN は 1163 のグループ（組織）、約 1500 万人とつながった大きな組織になっている。

AMAN は 1500 万人の人々を守り、彼らの生活を守り、育てることに関するサービスを提供

する組織となっている。組織概要は下記のとおり。 

事務局長（1 人）の下に事務局（43 人）、大学教授＋有識者＋専門の director グループがあ

り、その下部に各 director がつながる組織形態をとっている。AMAN の人員の 3～4 割がパ

ーマネントスタッフで、他はプロジェクトクトスタッフである。 

（担当職の説明） 

・情報提供およびジャーナリスト活動担当 

・Web 担当、メーリングリストの作成等担当 

・政策提言担当（外務大臣と同様の仕事） 
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・法務担当（新規設置） 

・地方政治家となるための支援担当 

・経済担当 

・組織統括・調整担当 

・コミュニティサポート担当（要望に対する対策、地図作成参加活動、自然災害ボランティ

ア活動等 

・資金の確保 

Japan Social Development Fund の支援金 3 億円が 2011 年予算として決定済み、12 月か

ら活動に入る。 

資金は日本からも出ており、日本にあるもので役に立つものがあればお互いの情報交換

を希望している。 

 

・インドネシア政府の AMAN の活動に対する評価、対応 

活動開始から 12 年が経過し、政府はコミュニティを誘って活動をしたいという方向に変

わってきた。地域の人々の意見を取り上げていかないとインドネシアの将来は無いと考え

るようになった。このように社会が少しづつ変化してきていることが大切であると考えて

いる。しかし、そう言うものの、森林基本法等の見直しが伴わないと対応が困難なことが

多くあり、利権等がからむものは変わらないものもある。これを見直すことが AMAN の現

在の大きなターゲットであり、メンバーを政府要人にさせたり、公聴会に関係者を送って、

情報を集め、新しい法律を作る支援を実施している。 

 

・当面の目標について 

当面の目標は CO2 取引スタンダードを作ることである。このことを成し遂げるためには、

地域の人々の結束を高めることが重要で、経済的問題の解決支援もそれに劣らず重要であ

る。CO2 スタンダードを作ることは地域住民の収入確保の一助になることが非常に大きい

と考える。 

 

映像２ 

Indigenous Peoples; Guardians of Indonesian Forest 

 

(6) 質疑応答： 

Q. AMAN の組織に属する要員数は。 

A. 有給職員 23 人（本部事務所）、全国大で約 500 人がフルタイムで従事。 

 

Q. インドネシアは全員 ID カードが必要ときいているが ID 登録してない貧困層はいるか。 

A. ID カードをもらえない人がいて、ID カードがないと教育、就業等を受けられない。 

  4 年前に地方ごとの ID カードを作成する法律を提案したが、つぶされた。 
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A. 活動に関心のない人を活動に巻き込む方法は。 

Q. 我々にサポートしてほしい人は、いつでも手助けする。また、求められればいつでもサ

ービスを提供するが、関心のない人には関心が出るまで待つ、そういった人がいること

は至極自然なことだ。 

 

Q. 市民を活動に参加させる方法、また、活動に人が足りない時の人集めの方法は（スタッ

フ＋ボンランティア以外）。 

A. AMAN の活動は事務所にいる要員だけではなく、各地で活動している人、過去に活動に

参加した人を集めればよい。地域のメンバーを含めそういった活動実績のある人々が

AMAN そのものである。 

 

Q. 仲間（組織）の結束を高める方法は。 

A. 若者を教育する部分と、地域の人たちが記事を書いたり、地元で活動を始めたり、地域の

人が動くことが自然に AMAN の結束に繋がっている。 

 

Q6. 組織を拡大、継続維持していくには何が必要か。 

A6. 第一にコミュニケーションが大事である。コミュニケーションツールとして、face book, 

website,コミュニティラジオ、携帯電話等の活用がある。 

 

Q. 森林基本法改定の内容は。 

A. インドネシア森林基本法は人のアクセスを絶つことが基本の考え方になっており、これを

住民にインセンティブを与えることに見直すこと。資源を持続的に活用することで自然

を守れる。人と自然の共生で自然が守れると考えている。 

 

Q. 資金の流れは。 

A. 一つのプロジェクト毎に資金を確保、資金を再配分するのが director の仕事。各地域担当

が資金を取ってくることは問題ないが、取れない地域は全体からの配分でまかなう。 

 

Q. 各プロジェクト活動の自己財源があるのか。また、新しい活動は。 

A. 各地域のプロジェクトの資金は、日本からの援助を含め、各種団体からの資金が地域活動

資金に回される。活動のアイデアはたくさんあるが実現できていないのが現状。活動は

本部の支援がなくても、地域の人が独自に自立できるようなレベルにすることが大きな

目標である。 

＜昼食 12:30～13:25＞ 
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＜Movie 3 Sui Utik （Utik River）＞ 

・内容 

 森の大規模伐採によって森林が消滅し、水資源がなくなるとともに雨が降ると大洪水が発

生するようになった。多くの村は昔から伝わる自然を守る習慣に感謝すること忘れ、森の消

滅に加わった。しかし、その中の 30 の村落は経済的利益のために自然を破壊し、開発を進め

る企業と戦っている。村の豊かな自然は村人の財産であり、AMAN は村民の立場に立って企

業との戦いを支援している。この Sui Utik 流域の活動は、インドネシアの自然を守る代表的な

事例になるだろう。 

 

＜日本チームのプレゼンテーション 13:55～＞ 

・歌「ふるさと」の合唱 

・日本の「里山」についてプレゼンテーションを実施 

 

＜AMAN 代表のプレゼンに対するコメント＞ 

・日本は都市化の進展で里山がさびれたが、インドネシアは開発によって里山が破壊された。

現在、インドネシアの一次産業も生産が落ちている。同時に日本の一次産業も生産が落ち

たがインドネシアは二次，三次産業も活動が低下したことが興味深い。重要なことは、日

本は二次、三次産業の興隆によって里山が衰退したが、そこにいた人々は二次、三次産業

に吸収されたことだ。インドネシアでは二次、三次産業の低下で一次産業の人々を吸収す

ることが出来なかった。しかし、その反面として一次産業を守り育てることでそれらの人々

を吸収する必要がある。現状の日本をみると、第三次産業は頭打ちになっている。国際競

争が厳しくなってきたことから、日本でも一次産業の復活が必要ではないのか。 

・日本では大地震があって、人々の助け合いの重要性が見直された。里山の協同の意義を若

い人にも知られたことから、今後の発展の可能性が大きいと思う。 

・インドネシアではモチベータ―を活動拠点に配備（送る）することで活動の活性化を図っ

ているが、日本でも同じ効果が得られると思うので実践したらどうか。 

・唐木志穂氏が行っている自らの手により休耕田でコメ作りをする活動は、価値を再生する

ことであり素晴らしいと思う。 

・インドネシアでは、若い人がジャカルタに流入している。近隣の地域の産業があふれた人々

を吸収する必要があり、都市のサステナビリティーを確保することも、このことと無関係

ではない。AMAN の目的に沿っていえば、直接都市で活動を始めることは難しいが、若い

人が農村に残りたいと思えるような地域を作りたい。 
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AMAN での様子 

 

＜振り返り 16:30～ ホテル食堂＞ 

・AMAN を訪問し得た内容は相当濃いものであった。事務局長の質問に対する回答も一本筋

が通っている、また、現地の多数の住民と活動家が言葉を交わし、同じように生活し、同

レベルで討論できるスキームがすごい。 

・AMAN の組織運営は資金確保を含めしっかりしており参考になる。 

・やるべきことをやれば活動費はついてくると AMAN の例から理解できた。 

・活動を地域で行い、成果を上げるには、現地に入るコーディネーターの性格、能力による

ところが大きく、特に地域住民の懐に入れるキャラクターが必要であることが良く理解で

きた。 

・NGO（ファシリテーター）が政治家と地域住民の間に入って、活動進捗の調整や問題解決

を図ることの重要性を認識した。 

・AMAN の説明内容は対立する政府側のコメント（説明）がないため、そのまま信じるのは

問題があり、両者の話を聞いて適切な判断をすべきと考える。 

・説明映像の英語解説が容易な言葉を選んで作られており、明瞭かつ理解しやすい内容であ

った。これからの資料作成の参考にしたい。  
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NTFP インドネシアの製品 

センスの良いリテールショップ。 

説明しているのは店長の Maria Cristina 氏 

2-4. 非木材林産物インドネシア(NTFP) 

担当: 吉本 紀子 

 

(1) 作成者:     吉本紀子 

(2) 訪問場所:    非木材林産物インドネシア（NTFP） 

(3) 訪問日:     2011 年 9 月 16 日(金) 

(4) 訪問先の対応者: Maria Cristina S. Guerrero 氏 (Executive Director) 

Rio Bertoni 氏 (Marketing staff) 

(5) 訪問先の概要: 

NTFP を利用して、収入向上活動を推進する現地 NGO。地域住民に対し生産加工トレーニ

ング等を実施。店舗経営を含む生産者と市場との橋渡しを行っている。6 カ国（カンボジア、

インド、インドネシア、フィリピン、マレーシア、ベトナム）でネットワークを形成。 

(6) 活動内容: 

人々が木を切らずに他の資源を利用して収入を得

て、自然と共生することをサポートしている。NTFP

には果物、ナッツ、きのこ、蜂蜜、香料、化粧品、

染料、ゴム、ラタン、竹などがある。インドネシア

の NTFP で重要なものは、ハンディクラフト、ラタ

ン、蜂蜜、香木、アロマやスパイスに使われる木、

樹液、オパールの木などである。 

 

・ハンディクラフトについて 

5 つの NGO がネットワーク（Craft Kalimantan 

network）を作り、3 つの地域で 6 種類のバッグを作

って、ブランド（Borneochic）化して販売。元々ラ

タンを編んでかごを作り、農業や猟に使用していた

ものを、高所得者層向けのデザイン、品質を追及し、

ブランド化した。ブランド化にあたっては、シンガ

ポールのコミュニケーションカンパニーと協力し、

ターゲットの設定、ロゴやブランドネームの作成を

行った。また、バッグを製作する女性たちは小学校

しか出ておらず読み書きができない人も多いため、

ゲームやビジュアルを使ってトレーニングなどをし

ている。 

バッグはフェアやパーティなどで販売し、バイヤ

ーや店からのフィードバックを受けて改良を重ね
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てきた。例えば、「通勤に使えるように、飽きの来ないシンプルなデザインにする」、「知

名度のあるデザイナーにデザインを依頼する」などの工夫をしている。知名度が上がってき

た現在はジャカルタ市内の 3 ヶ所のアウトレットショップと 1 ヶ所のリテールショップで販

売し、2011 年にはロンドンのハロッズにも卸している。リテールショップも清潔で高級感

のある雰囲気・立地で、ブランドイメージを確立する努力をしている。 

 

・天然蜂蜜について 

2005 年、西カリマンタンでミーティングを行ったことからネットワークができ、7 地域、

8 団体が全国蜂蜜ネットワークに加盟。加盟には条件があり、①地域住民が天然蜂蜜の採取

をグループで行っており、 低でも 20 人がいること。②彼らをサポートしている NGO があ

ることを満たしていなければならない。 

例えば、西カリマンタンでは 160 人が 8～10 のグループを作って蜂蜜を採っている。蜂蜜

は、木に登って煙で蜂を追い払い、蜂の巣をとるやり方で採取している。継続して採れるよ

うに、巣の 1/3～1/4 は残しておくと、3～4 週間後にはまた巣は元の大きさに戻り、5～6 ヵ

月後には蜂蜜が採れるようになる。以前は巣を絞って蜂蜜を採っていたが、ゴミなどが入っ

て賞味期限が 1 週間程度と短くなり商品化できないので、現在はシリンダーにかける方法を

採用しており、それによって蜂蜜の賞味期限が 2 年に延びた。 

 

(7) 質疑内容: 

Q. バッグはインドネシアの人にとって高いのではないか。 

A. 高所得者や外国人をターゲットにしている。確かに安くはないが、シャネルやグッチのバ

ッグはもっと高いが人々はそれに価値を感じればお金を払ってくれる。高品質とバッグ

ができるまでのストーリーをきちんと打ち出し、納得して買ってもらっている。 

 

Q. バッグの作り手はそれだけを仕事としているのか。 

A. 元々農業をしたり、魚を取ったりしながら、雨で仕事ができないときなどに籠を編んだり

していたので、今も農業と両立してやっている。 

 

Q. 都会でバッグが売れてお金が入ることで、「自分も都会に行きたい」など、生活の変化

が起こったりしないのか。 

A.「こんなものがお金になるとは思わなかった」と作り手の女性たちは言っている。はじめは

バッグを作成して収入になるということを理解するのに時間がかかるが、自分たちが作

ったものが売れたり、デザインで賞を取ったりすると自信につながり、さらによいもの

を作ろうという意欲が沸く。今のところ、都会に行きたいというような人はいない。 

 

Q. バッグ作りにおける現在の課題は何か。 
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A. NTFP 自体が新しいものなので、市場に理解されるのに時間がかかる。また、編み手が大

勢いるわけではないので、生産を増やすために教育もしなければならないし、天然の素

材を使うためになくなったり、染め色が変わるようなことも起こりやすい。製品の質を

一定に保つことが課題。 

 

Q. 蜂蜜の事業の一番の課題は。 

A. 安定供給がまだできていないこと。マーケットはあるが、いつどのくらい蜂蜜が提供でき

るのかを約束できない状態。 

 

Q. 今後やりたいことは。 

A. 蜂蜜の成分分析をしてラベルに表示したい。環境への影響や、この事業によってひとりあ

たりどのくらい収入が増えたのかもきちんと調査できていないので、調査して数値化し

たい。 

 

Q. 蜂蜜を使った商品作りは考えているか。 

A. 蜜蝋を使った石鹸やクリーム、軟膏などは考えているが、まだ商品化にはいたっていない。 
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2-5. トヨタ車体の森 

担当: 竹下 義洋 

 

(1) 作成者：          竹下 義洋 

(2) 訪問場所：        トヨタ車体の森 

(3) 訪問日：          2011 年 9 月 17 日（土） 

(4) 訪問先の対応者： JEEF 現地担当者 マルショノ氏 

現地協力団体（森林管理グループ）リーダー タウビック氏 

森林公社担当者 ジョスティン氏 

(5) 訪問先の概要：  

・2010 年 8 月 トヨタ車体より JEEF へ、マングローブ植林活動への協力要請有り 

・2011 年 3 月 現地森林公社、トヨタ車体、JEEF 三者覚書に調印 

・2011 年 4 月 マングローブ植林プロジェクトスタート 

(6) 活動内容： 

・100ha の用地に、海の森といわれる 100 万本のマングローブを植樹 

・計画期間：2011 年 4 月～2016 年 3 月までの 5 年間 

・目的：環境教育を通じた地域住民の参加による植林及び維持管理 

・期待する効果 

1) 政府の環境保全政策への貢献 

2) 二酸化炭素の吸収効果 

3) 地域住民の生活向上（自然回復による漁獲回復） 

4) 防災の森づくり（高潮、津波被害の防止） 

5) 環境教育の推進（地域住民教育、国民啓発、学習スポットづくり等） 

(7) 質疑応答： 

Q. 地域住民の反応は。 

A. 歓迎し、生態回復を喜んでいる。 

 

Q. 養殖地としての復活の可能性は。 

A. 以前の養殖地化で住民は使い捨てられた。同じ轍は踏まないし、現状では心配ない。 

 

Q. 現在の事業権は。 

A. 現在も養殖地の出資者が保有しているが、 終権限は土地所有者の国にある。 

 

Q. 国の方針は。 

A. 公社に任されている。 
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Q. 国は産業と環境のどちらを優先する方針か。 

A. やはり産業かもしれない。 

 

Q. 森林管理グループの活動方針は。 

A. 国の政策に従い、公社に協力していく。 

 

Q. グループ内でのミーティングは。 

A. 2 週間に 1 回程度。公社とも必要に応じ実施している。 

 

Q. 以前の環境への回復時期は。 

A. 果てしない時間がかかるが、5～10 年後には一定の成果が出ると思う。 

 

Q. プロジェクト終了後の計画は。 

A. 公社とともに、植樹を進めていく。 

 

Q. 土地利用権の概要は。 

A. 事業権は機能転換の権利であり、環境保全の義務もあるが、現実には破壊されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トヨタ車体の森での活動の様子 
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2-6. ジャカルタ Green & Clean 

担当: 原 桜花   竹内 友博 

              

(1) 作成者：     原桜花 

(2) 訪問日：     9 月 19 日(月) 

(3) 訪問場所：    バンタル・グバンごみ 終処分場 

(4) 訪問先の対応者：Ir.Douglas J. Manurung 氏 ( Managing Director) 、処分場職員の方々 

(5) 訪問先の概要： 

バンタル・グバンごみ 終処分場はジャカルタ市の南東へ約 40 キロ離れた西ジャワ州ブカ

シ県に位置する。ジャカルタ州内 5 市のごみを一手に引き受ける処分場である。5 つのゾーン

から成り、総面積は 120.8ha である。1989 年に創業、2008 年まで州政府が管理していたが、

同年 5 月より 2023 年まで民間業者に委託されている。敷地内にごみから堆肥を作る工場やバ

イオガス発電所も有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生ゴミから堆肥を生産する工場             バイオガス発電所 

 

(6) 活動内容: 

1) 現在の運営体制 

ジャカルタ市はごみの焼却を行う中間処理施設が無く、バンタル・グバン 終処分場に運

ばれる全てのごみは埋め立てと堆肥化によって処分される。トラックから出されたごみをシ

ョベルカーで 20～25ｍの山にしていき、覆土・ガス抜き・汚水回収を経て埋め立てられる。

現在は一日 6000 トンのごみを受け入れているが、州政府と結んだ契約は徐々に受け入れるご

みの量が減っていくというもので、 終的に一日 2000 トンのごみを受け入れる予定である。

受け入れるごみの減少に伴い、運営会社はコスト削減などの事業計画をしていく予定だが、

このままいくとジャカルタのごみは減らないであろう、とマネージングディレクターの

Manurung 氏は本音を語った。 

また、ジャカルタは行政単位でごみの分別がなされておらず、たとえ地域単位で分別をし

ても、トラックで全てひとまとめに 終処分場に運ばれるため、意味がないそうだ。 
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将来的には、ベルトコンベアの上でごみを手作業で分別し、鉄・木片・プラスチックなど

を除去したのちに廃棄物を焼却する施設を作る計画が立てられている。Manurung 氏は、今後、

バンダルグバン処分場をごみ処理のパイオニアとなる施設にしたいと語っていた。また、ご

みを見ながらアスレチックなどの活動ができるテーマパークのような施設や緑化公園を創り

たい、とのことであった。 

 

2) スカベンジャーの役割 

処分場の職員の口からスカベンジャーについての言及は一切無かったが、スカベンジャー

が大勢いることは周知の事実である。彼らは重機が行きかうゴミ山の中からプラスチックな

どの有価物を収集する。ビニール袋 1ｋｇが 5000Rp（約 50 円）ほどで売れるという。彼ら

が集めたプラスチック、鉄、ガラスなどは仲買業者が処分場まで直接買い取りに来る。よっ

て事実上、スカベンジャーがリサイクルに貢献している、ということになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴミ山の上には沢山のスカベンジャー 

 

ビニール袋を集める女性 

 

3) 所感・考察 

予想はしていたものの、動いているショベルカーのすぐ側でごみを拾う無数の人々や、ゴ

ミに囲まれた中で居住する人々を実際に目にするのはかなりショッキングであった。蒸し暑

い天候の中でごみの臭いは、我慢できない程ではないにしろ、無視できるレベルではなかっ

た。また、後から知ったことだが 2006 年にはごみの山が崩れ 3 人が死亡、多数が行方不明に

なる事故が起きている。外国から訪れた私達が一見したところでスカベンジャーという生業

についての良し悪しを語ることなどできないが、果たしてここで生まれ育った子供達の将来

に選択肢はあるのだろうかと思った。また、処分場の新たな構想として、ベルトコンベア上

でごみの分別をし、焼却するシステムにする計画があるが、それが導入されたときスカベン

ジャーは今までどおりごみを集めることができるのだろうか。もしできなくなったとき彼ら
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はどうするのだろうか。また、たとえば将来的にインドネシアが日本のようなゴミ処理のシ

ステムになったとき、スカベンジャーはどうやって食べていくのだろうか。疑問は尽きない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設内緑化のために栽培される植物             施設内のため池 

（魚が住めるように適切に処理されている) 

 

(1) 作成者：     竹内友博 

(2) 訪問日：         9 月 20(火)、21 日(水) 

(3) 訪問場所：       中央ジャカルタ市サレンバ・タラン地区、ジャカルタ Green＆Clean、 

(4) 訪問先の対応者：地域住民コミュニティの方々、ジャカルタ州政府環境保全局、 

ユニリーバインドネシア財団、地域住民コミュニティの方々 

(5) 訪問先の概要及び活動内容： 

1) 中央ジャカルタ市サレンバ・タラン地区 

 9 月 20 日は、中央ジャカルタ市サレンバ・タラン地区を訪問した。本地区では、地域住民

が各々の個性・能力を活用して、様々なサービスを提供している。今回の訪問では、基本的

に無償で教育を提供する学校や、青年のグループによる文化活動を実施する活動場所を訪れ

た。 

 この地区の特徴としては、地区の構造は、細い路地が迷路のよう地区全体に行き渡ってお

り、互いの家が路地を挟んでひしめいている。地区内には、共同のスペースがあり、トイレ・

インターネット・スタジオなどがある。 

 雰囲気は、人々は気さくで、明るく・温かい印象がある。まるでジャカルタの下町に喩え

ることができる。しかし、環境問題としてゴミの不法投棄が日常化しており、近くの川の底

は、ゴミで埋め尽くされ、川岸にゴミが打ち上げられるほどである。よって衛生状態は良く

はなく、チフス等に何度もかかる人もいるようである。また地区の構造上、各家庭の住所を

把握することは困難であるようだ。 
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① 市民らの地区への貢献 

サレンバ地区では、様々な住民が地区への社会貢献を果たしている。１つ目の取り組みが、

教育サービスである。校長は弁護士を本職としながら、学校の運営をしている。具体的に運

営については、デポジット制度を除き、学費は無償であることだ。よって対象は、経済的に

厳しい家庭の子供であり、小学生になる 6 歳まで受け入れている。また、福祉向上のために、

様々なスポーツができる場を提供している。 

2 つ目の取り組みは、青年のグループによる文化活動である。彼らは楽器や工作等の得意と

するスキルを生かして、子供たちを喜ばせ、楽しませる取り組みを行っている。彼らの活動

拠点となる小屋は、その地区の局長が彼らの取り組みに共感して提供したものだ。この拠点

で、様々な住民が集まり、話し合う場となっている。 

他の住民の取り組みとしては、その地域に住む大学教授が、専門としてのアートを活用し

て船をデザインし、地区のゴミ問題を訴える取り組みをしていた。 

これらの取り組みを行う背景には、地区の市民として、様々なスキルを持つ人々が、「地区

を改善したい」という共通の思いから生じるようだ。その共通の目的を持つことで、協働で

き、自分だけの個性を生かすことや、足りないところを補い合うことで、社会貢献を行うこ

とができている。 

 

② 橋の下のスカベンジャーたち 

 地区の橋の下を住居とするスカベンジャーと出会う機会があった。彼らは自力で電気を通

し、家具家財等を備え、部屋で仕切り、生活環境を整えている。彼らは収入を得るために、

周辺のゴミを集め、分別し、洗浄することで業者に換金する方法の他、自らの体を盾に、道

路の中央に立ち交通指導をして乗車している人からお金を得ている。これらの仕事を子供た

ちもが平気な様子で行っている。 

彼らの中で、 も長く橋の下で住んでいる女性と話をすることができた。彼女の周りには

多くの子供、大人がいて明るい雰囲気だった。しかし彼女は、すぐ傍が大都会であるにも関

わらず、今までの 60～70 年間ゴミの中しか歩いたことがないと言っていた。 

彼女らは住所も持たず、国民としての基本的な権利・サービスを受ける保証もなく、大き

なリスクを背負って生きている。彼女らの立場を擁護する主体が重要になるだろう。 

 

③ 子供とのゴミ拾い 

 地区の子供たちの 3 人組みと研修生 1 人がグループとなって、1 時間程度の地区のゴミ拾い

を行った。子供たちは楽しみながらも、活発に動き積極的にゴミを拾っているように思えた。

ゴミ拾いをしている 中、その子供の親も付いていき、一緒にゴミ拾いを手伝ってくれた。

また、私たちの活動を見た地域住民は好意的な反応をしてくれたことや、ゴミを拾ってくれ

ることもあった。 

 ゴミ拾いを通して、幾つか思ったことがある。1 つは、地域住民のゴミ意識の在り方である。

子供たちは活発にゴミ拾いを行ってくれたが、落ち葉など何でも拾ってしまうことと、自分
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たちが使い終わったものをすぐにポイ捨てしたことから、前者から子供たちにゴミ分別の意

識・分別の仕方の理解がないこと、後者からゴミ意識の欠如が窺える。また、川へのゴミの

不法投棄は、住民がゴミ捨て場までゴミを捨てることへの面倒さが原因の１つに挙げられた。

そして仮に、ある地区の住民がゴミ分別をして、ゴミ捨て場までゴミを運んだとしても、ジ

ャカルタ都市全体ではゴミ分別がない状態のままであり、効果が現れなくなってしまう。た

だ、路地を散策してみると、思ったほどゴミが散乱していない所がしばしば見受けられた。

普段、その地区、家に愛着を持っている人々が自然と地区を綺麗にしようという思いから掃

除をしていたからなのかもしれない。 

 従って、今後の地区のゴミ問題への対処として、都市全体を対象に、包括的にゴミ分別・

ゴミ運搬の普及が必要となると思われる。また、彼らが自発的に清掃活動を行う動機として、

「環境保全、ゴミ削減」という方向性以外にも、「自分たちの住む町を綺麗にしよう」など、

自分と町とゴミの関わりが分かりやすく、且つ地域への愛着を生むことがヒントになりうる

だろう。 

彼らがどんな認識でゴミを見て扱い、そして清掃することへの思いや、自分の住む地区を

愛でることがどんな思いを生じさせているのかについて、彼らとの対話を通して発見できる

のでは、と思う。 

 

2) ジャカルタ Green＆Clean 

 9 月 21 日は、GREEN&CLEAN 現場（ドゥレン・サウィット地区）を訪問した。「地域の人々

と共に育つこと」をスローガンにするユニリーバは、3 つの指針である環境プログラム、公衆

衛生、パートナーシップと、3 つのテーマであるゴミ、緑化、市民参加に基づき、行政、企業、

NGO、住民らが集まり議論した中で、ユニリーバの CSR 事業としてジャカルタ Green＆Clean 

という事業が生まれた。この事業には上記の主体に加え、地元メディアも含めた多様な主体

が事業に関わっている。700 の集落、300 の地区で事業が行われ、7 万人のボランティアが存

在する。今回は、東ジャカルタ市マラカサリ地区を対象に訪れた。事業目標は、ゴミ削減、

ファシリテーター育成、緑地環境、綺麗で自立した地区の創出である。 

 この市内でのゴミ処理の内訳は、保全局側の説明では市内で１日約 6800m3 のゴミが排出さ

れ、その 70%がゴミ収集車での収集で、30%がポイ捨て・各家庭での処分等としていた。こ

の 30%のゴミが河川・大気汚染の原因となり問題視されている。ゴミ処理における行政シス

テムは地域住民との協働なしには機能せず、いかに住民のゴミへの意識を向上するかが重要

となっている。また、ゴミ収集車が 2 週間に 1 回しか来ないという地域の状況から、ゴミ処

理の自助努力が必要となり、その対応策にジャカルタ Green＆Clean が生まれた要因のひとつ

でもある。 

  

① ３つの戦略 

 ジャカルタ Green＆Clean では、主に 3 つの戦略をとっており、1 つ目は「ゴミバンク」
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である。ゴミバンクを運営することで、資源ごみの回収、換金システムを導入している。ま

た有機ゴミを、コンポストを活用して肥料作りに活用している。2 つ目は「ゴミファッション」

である。ゴミとなったものを、素材として活用し、販売している。3 つ目は「コンペティショ

ン制度」である。これらの活動に表彰制度などを活用して競争させることで、住民のモチベ

ーションの向上を促す。 

 具体的に「ゴミバンク」については、東ジャカルタ市に認証されたゴミバンクが 5 つ、そ

れ以外にも認証外のものはたくさん存在している。ゴミバンクの仕組みは、 初に各家庭で

ゴミを分別する。次にゴミバンクへ分別したゴミを持参し、ゴミを計量し、各個人のゴミの

貯蓄量が記録された通帳が発行される。そして、地域内のゴミバンクに集まったゴミを業者

に渡し、換金してもらい、通帳を使いゴミ貯蓄者に貯蓄量に応じた分のお金が配分される仕

組みだ。 

 ゴミバンクを始める際には、ファシリテーターなどが住民説明会を行うことの他に、日々

地域のコミュニティ活動に参加して広報・理解を促している。また、バンク自体は倉庫や公

民館などでつくれるので、比較的どこにでも作ることができる。ゴミバンクの運営における

人材は、地域住民がボランティアとして参加し、ゴミの計量・記録、運営の監視等を行って

いる。 

 「ゴミファッション」については、地域住民が作り手となって、ジュースパックや洗剤・

ボディソープのプラスチック容器などを活用して作っている。かばん、ブレスレット、小物

入れなど多様な商品があり、実際に手作りで簡単なブレスレットを作ることができる。また、

資源の再利用だけでなく、この商品を持ち歩くことで、ゴミがお金・資源になるのだとアピ

ールするツールの役割も果たしている。 

 「コンペティション制度」については、「インドネシア国内環境コンペティション」と、 

「ゴミバンクのコンペティション」の 2 つがある。前者は、評価項目として「緑・整頓・健

康・調和・大気・水質」があるが全国一律の基準でなく、地域ごとの性質・事情に合わせて

分けている。後者もゴミバンクに特化した評価項目を設け、評価することで、競争を通じて、

今後住民（特に子ども）を対象にゴミバンク事業に巻き込んでいこうとする考えがある。こ

れらの活動・評価には、特に地元メディアが意見を集め、フィードバックとして重要な機能

を果たしている。 

 

② ファシリテーターの重要性 

 これらの事業を円滑に進めるには、ファシリテーターが重要となる。ファシリテーターは、

住民説明会やゴミバンクの運営、ゴミファッションなど住民の参加に関わるサポートを非営

利で行っている。 

 まずファシリテーターの選出方法については、対象地域で人望のある人物、有識者などを

住民にアンケートで調べ、その人物らにファシリテーターのトレーニングを招待する形だ。

住民を事業に参加させるには、その地域の人々に信頼されている人や、地域の事情に詳しい

人が重要となるからであろう。 
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 ファシリテートにとって重要なものとして、１つ目に「マクロとミクロの両方のアプロー

チのバランス」である。マクロの視点での取り組みとして、多くの集落を対象に、人々のマ

インドを変えることは必要だが、成果を出すのに相当の時間がかかる。一方、ミクロの視点

では１つの集落に集中して取り組めば、成果は見えやすいが全体の規模（マクロ）に関われ

ない、というジレンマがある。従って、両方の取り組みを折衷することが重要となる。2 つ目

は、パイオニア精神である。インドネシア人の性質として、その取り組みの成功の保証の曖

昧さから、「新しいものを取り入れることへの抵抗感が強い」というのがある。よって、成功

事例を提示することや、ファシリテーター自身が事業を行い、お手本のモデルとして周囲に

示すことが重要となる。3 つ目に、ゴミ問題で地域住民を動かすには、経済的インセンティブ

が重要となる。常にゴミをポイ捨てする住民に、ゴミをお金として認識させるのは、ゴミへ

の見方を変えて行動の動機をつくるのに効率的であるからだ。 

 

③ ユニリーバの活動の動機 

 ユニリーバ自らが主導し事業展開を行っている。 

 その活動の動機として、１つ目は「地域の人々と共に育つこと」という企業の思いから生

まれている。つまり商品を買う消費者を大切にすることはもちろん、社員、地域住民を大切

にしなければならないという思いからだろう。実際に、社員教育から始まり、スラバヤ地区

のユニリーバの工場周辺の住民との協働で、環境保全活動が成功している。その成功事例が

住民のジャカルタ Green＆Clean 事業への抵抗感を和らげ、事業拡大の促進につながる効果を

発揮している。2 つ目は、地域貢献や環境活動保全を行うことによる、ユニリーバのイメージ

アップである。これにより、商品の売り上げの向上に貢献することができるからだ。3 つ目は、

これらの事業を住民、行政、メディアなど多様な主体と取り組むことで、彼らに環境保全活

動の教育を提供できることだ。そして、それらの取り組みを通してユニリーバ自体や商品の

認知度を上げることができるのである。つまり、多様な主体との協働を通して、企業理念を

果たすことや、企業価値を上げる戦略をとることが、ユニリーバの活動の重要な動機となる

のであろう。 
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2-7. ウジュン・クーロン国立公園(UKNP) 

担当: 清水 渓   唐木 志穂 

 

(1) 作成者:                 清水 渓 

(2) 訪問場所:               ウジュン・クーロン国立公園管理事務所、プチャン島 

(3) 訪問日:                 9 月 22 日(木)、9 月 23 日(金) 

(4) 訪問先の対応者:         ウジュン・クーロン国立公園の公園スタッフ 

(5) 訪問先概要及び活動内容: ウジュン・クーロン国立公園の管理事務所 

1) ウジュン・クーロン国立公園の管理事務所 

9 月 22 日はジャカルタから車でウジュン・クーロン国立公園へ移動し、公園管理事務所

のスタッフから公園の概要について説明を受けた。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

講義のスライドの一部 

 

上記スライドの写真からウジュン・クーロン国立公園の重要なポイントとして、 

①世界的に貴重なジャワサイが生息している。 

②国立公園では珍しく海域を含んでいる。 

の二点が挙げられる。 

また、国立公園のセクション分けや細かい来場者数などのデータも紹介された。 

 

   

 

 

 

 

 

 

国立公園の詳細データ紹介 

事務所内にはビジターセンターも設置されていた。 
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ビジターセンター内 

 

2) ウジュン・クーロン国立公園、プチャン島 

9 月 23 日は公園職員の方の案内で、プチャン島でのトレッキングを行った。乾期であった

せいか昆虫などの生物はあまり見ることができなかったが、ほぼ手付かずの自然が広がって

おり、非常に美しい風景であった。 

 

(1) 作成者:     唐木志穂 

(2) 訪問場所:    ウジュン・クーロン国立公園のハンデルム島(チゲンテル川)、 

タマン・ジャヤ村 

(3) 訪問日:         9 月 24 日(土)、9 月 25 日(日) 

(4) 訪問先の対応者: ウジュン・クーロン国立公園スタッフ、村長、行政職員、国立公園スタ

ッフ、地域住民(ガイド、サイ/サル調査員、お土産販売、サンゴのプラ

ントチーム、女性グループなどのグルーブ) 

(5) 訪問先の概要、活動内容及び質疑応答:  

1) ウジュン・クーロン国立公園のハンデルム島(チゲンテル川)でのエコツアー(カヌー) 

9 月 24 日は、3 つのグループに分かれ、乗船、グループごとに川を遡上し、マングロー

ブを始め人間の手の入らない自然を観察するエコツアーに参加した。 

途中、陸地に降り、森の中のサイの足跡を見学、2～3 か月前についたと思われる約 30

センチの足跡を見た。 

公園側からは、サイの足跡の大きさ、生態、特徴に加えて、ラタンの木、マングロー

ブ、ニッパヤシ、鳥等の様々な動植物について解説が行われた。 
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ディスカッションの様子 

 

カヌーツアーの様子 

 

2) ウジュン・クーロン国立公園のタマン・ジャヤ村で住民とのディスカッション 

9 月 24 日の夜は、国立公園のタマン・ジャヤ村で、公園関係者、住民を交えてディスカ

ッションを行った。 

参加者：約 25 名(内訳：研修生 6 名、JEEF 関係者 4 名、本部公園スタッフ 2 名、女性グ

ループ 5 名、その他) 

20:00-自己紹介 

20:20-グループ概要説明 

サンゴ礁プラントグループ 

サンゴ礁の補植を行っている。 

WWF より国立公園に提案、国立公園から住民へ。 

5 年間で 5000 コロニの回復。 

ローカルガイドグループ 

タマンジャヤ村、隣村と合わせて 22 名の住民で構成。

エコツアースポット-国内旅行者のガイド(基本的に

は水田、漁業で生計を立てている)。 

野生生物保全グループ 

タマン・ジャヤ村、隣村と合わせて 10 名で構成。3 か月に一度テナガザル等野生生物のモ

ニタリング、生態調査などを、大学研究者の補助として行う。 

協同組合 

各グループの統括的な働きを持つ。1999 年に設立された。現在は 75 人のメンバーで構成

されている。 

21:40-質疑応答 

21:50-終了 

質疑応答  

Q. 国立公園の目的や意図は。 
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A. 国立公園側の意図としては、住民と協働で国立公園の活動を行っていきたい。ただ、水田

や漁業など本業があるので、国立公園の仕事は専業にならないように進める。 

国立公園側としては、国立公園の動植物などの違法な破壊を食い止め、住民と良い関係を

作りたかった。 

 

Q. 今後の展望などに関しては。 

A. 住民には自立して活動してほしい。 

「地方政府、県政府とバランスや調整が必要ではないか」等が挙げられたが、時間の都合

上、翌日詳しく公園側とディスカッションの場が持たれることとなり終了した。 

 

3) ウジュン・クーロン国立公園のタマン・ジャヤ村で住民とのディスカッション 

9 月 25 日の午前は、昨晩に引き続き、国立公園のスタッフと地元住民を交えて議論を行っ

た。 

参加者：20 名 

ファシリテーター：JEEF 矢田氏 

事前に矢田氏へ提出した質問シートにより議論開始。 

セクション長より、国立公園のビジョン、目的などが  

説明。 

ビジターサービス担当のアリス氏より、エコツアーに  

ついて説明。 

・環境保全 

・地域住民の参画 

を目的として活動を行っている。 

エコツアーだけにフォーカスしているわけではない。 

サイの調査など含め住民の参画もまた重視している。 

≪エコツアーのプレゼンについて≫ 

ポイントとしては 

・トレッキング、カヌー、キャンプなど 

・スキューバ、スイミング、フィッシングなど 

プチャン島 

450ha、水、白い砂浜、海峡、トレッキングルート、ビジターセンターなど 

ハンダルム島 

異なる植生、マングローブ、カヌー(手つかずの自然) 

聖地として 

エネルギースポット的な場所 

情報はウェブサイトに掲載、または直接電話、ビジターセンターなどで得る。 

エコツアー等の概要説明 
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集合写真 

サイ-自然資源の有効利用- 

モニタリング、保全活動(地域住民がかかわっている)、エコツアーの対象でもある。 

これまでにサイのエコツアーを 3 回実施 (一回につき 50 万円)。 

マングローブトレイルを製作したい。(ハンダルム島で 2012 年に実施したい) 

10:25-質疑応答 

12:00-終了 

質疑応答  

Q. どういった経緯で始まったのか。外部からの圧力か、それとも本省からか。 

A. インドネシアがオランダ統治時代には自然保護地域

だった。独立以後生態系バランス全体を考えて 1980 年

に国立公園に制定、92 年には世界遺産になった。 

ミッションとしては保全活動、地域住民の福祉向上が

あげられる。ポテンシャルとしては、野牛、カメ、また

人的資源として公園レンジャーなどもいる。 

課題としては、村が公園との境界に接しているため、

違法伐採などが起こることである。そのため、現金収入

となるようにも配慮している。 

 

Q.トレーニングはどういったものがあるか。 

A. 林業省が行うナショナルパッケージに参加する。ただ、これはウジュン・クーロン国立公

園のスタッフトレーニングには適していない。 

 

Q. 評価はどのように行っているか。 

A. アンケートを行っているが、現場レベルでは特に分析を行っていない。公園管理本部にそ

のまま渡している。 

 

4) ウジュン・クーロン国立公園、サンゴ礁の補植を行うグループの活動視察と補植体験 

9 月 25 日の午後からは、サンゴ礁の補植グループの現場視察を行った。研修生も実際にサ

ンゴの補植体験を行った。 

海からサンゴ礁を取ってくる。カッターナイフで切っていく。 
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切り取って、下記写真のような石にガーゼのひもでくくりつける。 

    

 

くくりつけたサンゴは海に補植する。海に持っていき、大きな岩にセットしていく。数年

かけてサンゴが増えていく。5 年前から行い、5000 個ほどこの方法でサンゴを海に補植した。

本作業のやり方は WWF の提案のもと行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修生によるサンゴの補植体験 

 

5) ウジュン・クーロン国立公園、タマン・ジャヤ村の住民活動視察 

9 月 25 日の夕方は、住民グループの活動(サイの置物、ウンピン内職)を視察した。本活動

は、国立公園と地元住民が協力して行われている。 
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サイの置物の木彫りを製作し、お土産として販売している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記写真は、女性による内職活動で「ウンピン」と呼ばれるおせんべいのようなもの。砂

を熱した中でぎんなんに似た実を炒る。皮がむきやすくなる。その実を一粒ずつハンマーの

ようなものでつぶしていく。実を持ってくる人がいて、できたものを販売する。販売できる

時期が限定されており、実がなる季節に収入源として行っている。 
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2-8. バリ島マングローブ情報センター(MIC) 

担当: 原 桜花 

                     

(1) 作成者：    原桜花 

(2) 訪問日：    9 月 29 日(木) 

(3) 訪問場所：   Mangrove Management Center (MMC) 

(4) 訪問先の対応者：I Komang Tri Wijaya Kusuma 氏（Forest Ecosystem Management Officer） 

今榮博司氏（JICA 国際協力専門員） 

(5) 訪問先の概要： 

1) 訪問先概要 

マングローブ情報センターは、マングローブの 

持続可能な管理を行うインドネシア林業省所有 

の施設である。インドネシアは世界のマングロ 

ーブ面積の 4 分の１を占めるが、違法伐採や土 

地転用による減少が問題となり、2001 年に JI 

CA の支援により MMC は設立された。国内に 

2 箇所あり、バリ島に位置する MMC1 は、ジャ 

ワ、バリ、コモド、スラウェシ、モルカ諸島、 

パプアをカバーする。北スマトラのメダンに位置         マングローブトレイル 

する MMC2 は、スマトラとボルネオをカバーする。 

私達が訪れた MMC1 では現在 38 人の職員がおり、そのうち２人が JICA プロジェクト専任で

ある。MMC の主な機能は以下のとおりである。 

 

・ マングローブ再生・保護と持続可能な利用のための計画のアレンジメント 

・ マングローブ林資源についての分析と情報管理 

・ マングローブ林管理のモニタリングと評価 

・ 組織の発展（モデルの確立、人材開発、ネットワークと情報の普及） 

・ 業務管理 

 

センターでは毎年 10 万本の苗木を用意し、植林している（記念植樹など以外に、基本的に

は地方政府や ODA からの資金で植林のための労働者を雇用）。マングローブの木そのものを

切らずに実からシロップやハンドソープなどの製品をつくる、Non wood forest products（非

木材林産物）の促進もしている。また、養殖池の持ち主に向けた啓発活動においては、林業

と養殖を組み合わせたシルボフィッシャリーの促進を行っている。マングローブを利用した

エコツーリズムには、カヌー、マングローブトレイル、バードウォッチングなどが挙げられ
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る。 

 

2) MMC の沿革 

1992 年－1999 年「持続可能なマングローブ管理開発実証プロジェクト」 

バリ島・ロンボク島において 253ha のマングローブを植林。 

 

2001 年－2006 年「マングローブ情報センタープロジェクト」 

MMC が組織・制度面で強化されることが目標。 

・ 地元住民・地方行政担当者へのトレーニング 

・ 環境教育、啓発活動 

・ エコツーリズム 

 

2007 年－2010 年「マングローブ保全現場プロセス支援プロジェクト」 

・ マングローブ管理活動の強化 

・ モニタリング、MMC スタッフの能力強化 

 

2011 年－2014 年「マングローブ生態系保全と持続可能な利用の地域における展開」 

・ ASEAN におけるマングローブ管理の共有学習 

 

3) 現在の事業内容 

現在実施されている、「マングローブ生態系保全と持続可能な利用の地域における展開事

業」については JICA 専門員の今榮氏からお話を伺った。当プロジェクトはマングローブ生態

系保全と持続的利用の優良事例・教訓を ASEAN 地域内関係組織・コミュニティ間で共有する

ための協力態勢が、インドネシア林業省を中心として整備されることを目的としている。プ

ロジェクトの流れとしては、2011 年度内に MMC とモデルサイトの現状と ASEAN 各国での

取り組み・現状を把握し、共有学習の方式を構築する。できるだけ早い時期に、各国の共有

学習ワークショップ・シンポジウム開催へこぎつける、というものである。共有学習による

保全の普及は、 低限の資金で実施が可能である。また、マングローブの特徴として炭素固

定による CO2 削減に貢献する効果があげられるが、そういった面でもマングローブ保全を進

めることはこれからの ASEAN 各国にとって重要である、と今榮氏は語った。 

 

4) MMC 職員から伺った現在の問題点 

・ カバーエリアが広範囲すぎる 

・ MMC のスタッフの数が限られている 

・ データベースの不足（MMC が独自で情報収集するのではなく、他からの情報を頼りにし

なくてはならない） 

・ マングローブトレイルにおけるごみの堆積 
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→ゴミ問題に対する取り組みとして、地方政府と連携し、ごみ管理やコンポスト作りに関

する研修や、住民を対象としたスタディーツアーを行っている。 

 

5) マングローブトレイル 

事務所でのプレゼン・質疑応答のあと、施設内の全長 2ｋｍほどのマングローブトレイルを

案内してもらった。ここにあるマングローブ林はほとんどが 1994 年以降に植林されたものだ

が、多少は原生林もある。遠足に来ていたと思われる小学生の一行や、観光客で賑わいを見

せていた。トレイル上のタワーから 360 度見渡す限りのマングローブ林は立派であり、今後

も環境教育的役割を存分に発揮していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マングローブの実から作られたシロップ         マングローブ林 

  


