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第 3 章 個人テーマの調査分析結果 

 

研修生の個人テーマタイトル一覧表: 

コース名 名前 個人テーマのタイトル 

長期コース 

 

3-1. 竹内 友博 

 

多様な主体との協働のあり方 

 

3-2. 松本 一夫 

 

海外で活動する場合の必要条件 

 

3-3. 唐木 志穂 

 

Natural Capital -自然資源を活かしたなりわい- 

 

3-4. 原 桜花 

 

住民主体の環境保全活動 

 

3-5. 清水 渓 

 

インドネシアの本質的問題点～ゴミ問題から～ 

 

3-6. 吉本 紀子 

 

インドネシアにおける、自然資源を活かしたビジネス 

短期コース 

 

3-7. 竹下 義洋 

 

ともに学び、ともに守り、ともに栄える 

「地域ぐるみの『環境国際交流』の実現可能性を探る！」 

 

3-8. 木村 江美 

 

現地 NGO のコーディネート力 

 

3-9. 本島 幹子 

 

行政と NGO の連携の現状 

 

3-10. 阪野 朋子 

 

インドネシアの課題 ～日本企業との関わり～ 
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3-1. 多様な主体との協働のあり方: 竹内 友博 

 

(１) なぜ、このテーマを設定したのか。 

 環境問題などの様々な社会問題は、政府だけの力だけでは不十分であり、政府・ＮＧＯ・

企業・市民など一人ひとりの働きかけ・協働が必要となる。よって、各々が社会問題解決に

向けて求められる役割が何であるか、またその役割を果たすためにどのようにしていけばよ

いのかを実際に研修を通して把握することで、協働のあり方について調査したい。 

 

(２) 現地で、具体的に調べる際の４つの視点 

1) 各主体の求められる役割について 

 また、今後求められるとされる役割は何か。 

 

2) どうやって協働できたのか。 

・インドネシアでの、合意形成における利害関係・価値観は何なのか。 

・その上で、異なる利害関係・価値観の中で、合意が成立するポイントは何か。 

 

3) デモクラシーのあり方について 

・意味ある参加が出来ているのか。 

 ↓ 

・表現の自由があるのか。 

・政策や合意形成の場への参加・考える機会があるのか。 

 ・関わる主体が参加・意思表示できているか。 

 

4) 市民教育について 

・必要な情報の内容・アクセスに偏りはないか。 

・市民らにメディア・リテラシーや、長期的な視点を踏まえた判断力があるのか。 

・普段、市民がディスカッション（≒学習）することはあるのか。 

↓ 

市民教育を受ける側・与える側で、どのような困難があり、どのように克服していけば良

いのか。 

 

(３) 各研修先での考察 

○グムン・ハリムン・サラク国立公園(GHSNP) 

・主体の役割 / 利害・価値観 

 

国立公園職員（行政）：公園管理（動植物保護の重視）と、住民の生活権のサポート 

                     / 自然保護を推進したい 
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NGO       ：行政と市民の仲介、公園化の推進や、生活権の擁護など 

           / 各 NGO の理念や、重視する分野・価値観による（一様でない） 

地域住民      ：公園の共同管理の担い手 / 生活権を守りたい 

 

〈アグロフォレストリーという協働にいたるプロセス〉 

 まず公園化は、国際世論の流れや WWF などによるプレッシャーから推進された。しかし、

住民が住んでいた土地を公園化されたために、自由な経済活動が出来なくなり、生活が危ぶ

まれるようになったことが背景にある。 

 行政は公園化におけるパブリックコメントを行ったが、「職員は、地球温暖化をよく知らな

いのに、温暖化防止の説明会を開いている」 という矢田氏の発言から、職員自身の環境意識

の不十分さや、読み書き能力のない住民など様々な要素から、形だけになりがちであったと

考えられる。 

 よって住民の立場（生活権の保障）を代弁し、且つ行政の立場（自然保護）のサポートと

いう両者を客観的に見て、平等に接することが可能な NGO が、両者の橋渡しを可能にした。 

 具体的に、今まで森林資源の伐採などでしか生活の糧を得る術しか分からなかった住民に、

NGO が砂糖作り、果樹・ハーブなどの換金作物の栽培を代替え案として紹介・導入のサポー

トをすることが挙げられる。また、住民が NGO を介して行政を知り、主張を聞き入れてくれ

たという意思決定の流れを把握できることで、住民と行政の距離が短くなる効果がある。ま

た住民・行政が知らないアイデア・情報を海外などから提供することができるのも NGO の強

みでもあるといえる。 

 結果的に、公園内を目的別に区画し、その中でアグロフォレストリーという協働によって

自然保護と生活権の保障という両者の利害・価値観を折衷することができた。 

 後に、この協働を成すためには、NGO が住民・行政に信頼されていることが非常に重要

になる。そのために、現地人とは特に現地語で会話・協働し、頻繁に議論を重ねることは大

切となる。実際には、まずは参加できる人々だけで議論し、将来的には規模を大きくさせた

いとしている。また、場に女性が殆どいなかったことから、「女性は話し合いに来ないのか」 

という質問に対し、男性住民から「女性も話し合いに来てもいいけど、家事をやってほしい」 

という回答があり、習慣的に女性が参加しづらい課題があると考えられ、今後効果的な参加

の仕組みをどのように作るかが課題となるだろう。 

 

○参加型地図作成ネットワーク(JKPP) 

・主体の役割 / 利害・価値観 

 

JKPP：地図作成のコーディネート / 住民の権利の正統性を得たい 

地域住民 ：地図作成の担い手     /  住民の権利を守りたい 

国連   ：各国に、森林の扱いに市民・先住民の許可を必要とさせる /  不明 
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行政   ：地図作成のサポート（地図の正統性の確保、土地計画への導入、資金支援） 

            /  国連など国際社会や市民運動からの要望など 

（特に）EU 加盟国の政府・財団：資金提供等による JKPP のサポート / 不明 

 

〈地図作成という協働にいたるプロセス〉 

 企業などによる開発から、住民が自らの土地を守るためのツールとして、自分たちの土地

であること証明することができる地図を作成し始めた。作成において、従来の地図には足り

ない要素（各民族との土地の境目、先祖の墓など）は、住民だけが把握しているために、住

民との協働が重要となる。そこで、JKPP が地図作成地域にファシリテーターを派遣し、作成

に必要な道具・知識等の提供から、実施から作成後の活用等のコーディネートを行う。その

際、住民との協働において、「住民側から、地図作りへの反対はないのか」 という質問に対

し、JKPP の「住民から頼みに来るまで手は出してないので、大丈夫」という回答から、住民

からの依頼という自主性に委ねる形で対応し、JKPP からの一方的な押しつけによって生じる

ミスマッチングを抑えている。行政は、地図作成に同行することで、地図作成の不正防止が

でき、地図への正統性を保証する役目を果たす。 

 ちなみに、地図作成の過程において、地域の事情に詳しい長老が協力することで、作成に

関わる地域の若者に、自分たちの土地の伝統・素晴らしさを発見できる教育の役目を果たし

ている。また、行政・JKPP・住民との関わりが増えることで、互いの距離を縮めることにも

寄与し、互いの立場を相互理解する対話の機会にもなり得るだろう。 

 

○インドネシア先住民ネットワーク(AMAN) 

・主体の役割 / 利害・価値観 

AMAN      ：伝統的知識の活用による環境保全活動、アドボカシー活動 、 

人材育成先住民ネットワークの拠点 / 先住民の地位向上 

各地域の先住民  ：ボランティア、学習 / 先住民の地位・権利を守りたい 

インドネシア政府 ：宗教・文化などの画一化の推進 /  国を統一したい 

 

〈AMAN の活動における協働のプロセスについて〉 

 まず AMAN を含めた市民参加が誕生し、活性化している要因として、AMAN の「スハルト

政権崩壊後に、民主化・分権化が始まり市民が政治に関わりやすくなった」という発言から、

民主化と地方分権化により表現の自由・政治活動が容易になり、市民と政治の距離が近くな

ったと考えられる。 

 そこで各部族のリーダーは「先住民の地位・権利を守る」という共通の目的から、「住民の

声を一つにして、国にアピールする」ための協働を行った。よって、数百万人にも及ぶ各部

族の住民はリーダーを介して AMAN と繋がることができている。住民は、AMAN のボランテ

ィア登録制度を活用して協働できる他に、若者にジャーナリズムを学習する機会を受け、各

地域へのメディア啓発を通じて、AMAN と住民の結束・能力を強化している。これらの取り
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組みは、政府に関しては、国策である国教・文化の画一化に抵抗し、先住民独自の宗教・文

化の保存を働きかけるものである。しかし、森林基本法の改正無しには解決しない課題も存

在し、如何に住民・NGO の提案した政策・アイデアを政府に取り付けるかが問題となってい

る。 

 後に、住民を活動に巻き込むスタンスとして、AMAN も JKPP と同様に、AMAM の「AMAN

に限らず、人々が自発的に何か動くことが重要」 の発言から、今まで AMAN に関わってきた

ことやメディア啓発に影響を受けて、AMAN だけに限らず人々が自発的に何か動くことが重

要だとして、住民が自発的に AMAN を求めてくるまで待つスタンスであると考えられる。 

 

○非木材林産物インドネシア（NTFP） 

・主体の役割 / 利害・価値観 

 

NTFP        ：生産者と消費者の橋渡し 

    / 住民の収入向上、権利・権限の確保と環境保全の両立 

地域住民       ：生産者 / 収入向上、権利・権限の確保 

EU 加盟国からの財団  ： 資金提供等による NTFP 設立のサポート  / 不明 

インドネシアハチミツネットワーク（JMHI） ：技術支援・情報共有・交流等 / 不明 

 

〈NTFP の活動における協働のプロセスについて〉 

NTFP は、農村の住民が作る製品を、都内に流通させるコーディネートを行っている。具体

的に、住民にとって商品になると思えなかった製品を、マーケティング等から消費者のニー

ズにあう製品にアレンジさせることや広報などで、流通させることを可能にしている。また、

読み書き等の教育の提供や環境に配慮した製品の生産を住民に認知させることや、NTFP の

「環境配慮や原住民への支援は、社会貢献として、（特に富裕層の）顧客には魅力」 いう回

答から、それら背景を商品の付加価値にすることができるようにしている。つまり持続可能

な形で、生産者と消費者のニーズを満たすコーディネートを担っているのである。そして、

JMHI の存在が、より一層 NTFP のような活動を支えるシステムを担っている。 

 

○トヨタ車体の森 

・主体の役割 / 利害・価値観 

 

JEEF             ：CSR 実施の現場マネジメント等   

/ 有意義な環境保全活動の導入・推進 

トヨタ車体グループ ：CSR の実施・委託 /  企業価値の向上 

林業公社職員    ：土地利用のマネジメント等 

/  中央政府からのマングローブの植林推進 
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地域住民      ：エビ養殖池の管理 / 生物資源の増加等による収入向上 

 

〈トヨタ車体の CSR における協働のプロセス〉 

 使われなくなったエビ養殖池の再利用という形で、マングローブ植林を CSR として行うト

ヨタ車体は、「100ha、100 万本の植林」を目標として実施している。JEEF は植林する場所の

選定等の現地活動で協働している。地域住民は、植林による生物資源の回復が、自分たちの

収入の向上に繋がるために好意的に受け止めている。 

 ちなみに土地利用のあり方についてエビ養殖池の開発等の様々な問題を抱えている。林業

公社が土地の扱いについて管轄をしているが、土地利用の申請数が非常に多く、利用におけ

る基準評価をする能力が不足している点が、1 つの原因として考えられる。林業公社のスタッ

フの増員等の能力向上のためには中央政府の力も必要であるとも考えられ、または NGO など

がサポートする仕組み作りが重要となるであろう。 

 CSR の現地活動については、林業公社が地域住民に植林の指導等を行っている。具体的に

は、エビ養殖池の管理に関わる住民を対象にしたミーティングを定期的に行っている。他に

もその都度ミーティングをするニーズがある際に行っている。外部の住民の参加は排他的で

なく、参加・情報のアクセスはオープンにしており、市民教育の基本的な仕組みは整ってい

るといえる。ただ、詳しいミーティングの参加・発言の仕組み・現状や、外部住民の関心等

については時間の制約などから把握できなかった。 

 

○バンタル・グハン 終処分場 

・主体の役割 / 利害・価値観 

 

ブカシ州政府     ： 処分場の委託 / 不明 

企業             ： 処分場運営  / ビジネス 

スカベンジャー    ： ゴミ拾い    / 生活の糧を得る 

UNEP        ： 肥料の普及  / 資源の循環的な利用の推進 

NGO         ： 肥料の普及  / 資源の循環的な利用の推進 

環境省（インドネシア）： 肥料の普及   / 資源の循環的な利用の推進 

日本政府       ：  発電所の建設   / 日本の ODA として 

 

<処分場における協働のプロセスについて> 

 この処分場はブカシ州政府の委託により、企業による民営化で運営されている。民営化に

よって、企業はビジネスとしてゴミを資源として発電・肥料作りを導入することで、電気の

売買や肥料の販売・利用等を行うインセンティブを発揮している。これらの事業には、資源

の循環的な利用の推進のために、UNEP、 NGO、環境省（インドネシア）が関わっており、

作られた肥料のテスト等の支援を行っている。発電所では、日本の ODA によって建設されて

おり、ゴミから生じるバイオガスの有効活用をしている。 
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 一方、処分場にはたくさんのスカベンジャーが存在し、企業の黙認の上で生活をしている。

彼らはショベルカーの周りで活動し危険で不衛生な環境の中で作業をしている。彼らは工場

で肥料作りに携わっており、企業側が雇用していると考えられる。しかし、本来学校で教育

を受けているはずの子どもが働いていた。企業又は第 3 者が、UNEP、 NGO、政府に対して、

スカベンジャーのゴミ問題解決にも寄与する生活の仕組みの支援を働きかけることも今後非

常に重要ではないかと思う。 

 

○中央ジャカルタ市サレンバ・タラン地区 

・主体の役割 / 利害・価値観 

地域の青年グループ：音楽等の文化活動 /  地域の子どもへの貢献 

学校の運営団体  ：幼年児童の無償教育 / 地域の教育・福祉への貢献 

教授       ：アートによる啓発活動 / 地域のゴミ問題への貢献 

地区局長     ：青年グループらに活動拠点を与える / 地域の発展への貢献 

〈サレンバ・タラン地区における協働のプロセス〉 

 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。 

それ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

思いがあるようだ。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、互いの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。 

 

○ジャカルタ Green＆Clean（JGC、ゴミバンク） 

・主体の役割 / 利害・価値観 

 

ジャカルタ州政府環境保全局：Green＆Clean 事業の実施 / 不明 

ユニリーバインドネシア財団：Green ＆Clean 事業の実施主導  

/企業理念の実現、企業価値を上げる 

地域住民コミュニティ   ：ゴミバンクの運営、ゴミの処理 / お金を得られる 
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ファシリテーター     ：Green＆Clean 事業の普及・円滑等 / 環境保全への思い 

地元メディア       ：事業のフィードバック、宣伝  

/ 不明（推測として、ニュースのネタ、地域に社会貢献のため） 

 

〈ゴミバンク運営における協働のプロセス〉 

 住民の「ゴミ収集車が 2 週間に 1 度だけしか来ない」 という発言から、現在のゴミ処理の

自助努力の必要性があると考えられる。そして、行政・企業・NGO・住民らが集まり議論し

た中で、ジャカルタ Green＆Clean という事業が生まれた。事業戦略として、ゴミバンク、

ゴミファッション、コンペティション制度があり、これらに多様な主体が関わっている。 

 具体的に、地域住民がゴミバンクに関わるのは、ゴミが換金されるという経済的インセン

ティブが大きく影響している。ただ、運営にはボランティアで関わる住民も存在し、彼らの

活動動機は明確でないが、コンペティション制度による社会貢献への充実感・活動内容・換

金の仕組みなどに魅力を感じているからではないかと考えられる。この事業の円滑化のため

に、ファシリテーターが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。活動による報酬はないために、彼らは個々人の思

いから自発的に活動をしていると考えられる。特に、住民を事業に協働させるために成功事

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

すことを行っている。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

ックとしての重要な機能を果たしているとのことだった。 

 企業側としては、自ら事業の主導をして、地域と密着して活動している。ユニリーバは、

活動の動機に「地域の人々と共に育つこと」という企業の思いがある。実際に、社員教育か

ら始まる人材を育成した上で、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まで

実行でき、環境保全活動の成功事例を作ることができた。それはまた現地企業だからこそ、

地元の人々の接点もあるために比較的に容易に行えたのだろう。 

 つまり企業理念の方向性と、その実現への社員への十分な啓発・教育活動や、同じ現地人

同士の距離感が、企業を環境保全活動へ推進させるキーワードだと考えられる。 

 

○ウジュン・クーロン国立公園(UKNP) 

・主体の役割 / 利害・価値観 

 

国立公園職員（行政）：公園管理（動植物保護の重視）と、住民の生活権のサポート 

                     / 自然保護を推進したい 

林業省       ：公園職員への教育 / 不明 

NGO(WWF)         ：行政と市民の仲介 /  自然保護の推進 

地域住民      ：公園の共同管理の担い手 / 生活権を守りたい 

 

〈エコツアー、動植物の調査という協働にいたるプロセス〉 
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 ウジュン・クーロンの公園化に伴い、その地域の住民の強制立ち退きにより行政と住民と

の間で対立が生じた。そこで、公園化による自然保護と住民の生活権の確保を両立するため

に、エコツアー、動植物の調査等に住民が関わることで合意している。 

 住民の参画については、 初に WWF や公園職員が具体的な取り組み内容を住民らに提案

し、そのための説明会も行われた。しかし、住民の中には読み書きが十分できないために、

説明が理解できずにいた。そこで、実際に行うことでの変化を通して活動意義が実感するこ

とができた。よって、根本的な対策には住民の教育水準を上げることであるために、住民が

教育費を払える経済的な対策が重要であると考えられる。また環境保護且つ経済発展の両立

となるエコツアー、動植物の調査等に雇用を設ける仕組みが重要となるのであろう。 

 エコツアー等の実施については、研修を通してエコツアーの内容・方向性が掴めにくいも

のであった。その理由として 1 つ目に、十分な教育が林業省から公園職員に提供されていな

いからだと考えられる。特にウジュン・クーロンに特化した内容や、英語というツアーに必

要なスキルについてである。公園職員は「英語、エコツアーについて勉強不足」と発言し、

スキル不足を自覚している。また公園事務所の予算・スタッフ数も十分な対応をできる状態

ではないことも一因であると考えられる。2 つ目に、地域住民の潜在能力を活用できていない

ことである。「住民の暮らしの知恵は役に立つのではないのか」という質問に対して、 職員

から「小学校卒程度の住民の力はあてになるのか」 という回答から、地域に関する様々な生

活の知恵、伝統、文化等を公園職員が重要と認識できず、積極的に活用できていないことに

起因すると考えられる。そのために、外部者（外国人、NGO など）がエコツアーの成功例・

ノウハウ等を提供し、公園職員に学習機会を与えることは意味があるだろう。また、公園職

員と地域住民らが日頃から共にする機会を増やすことで、互いの価値観・考えを理解し合い、

協働へと繋げやすくなるのではと思う。 

 

○バリ島マングローブ情報センター(MIC) 

・主体の役割 / 利害・価値観 

 

JICA          ：MIC 設立・運営のサポート / 日本の ODA 

MIC スタッフ（国内） ：MIC 設立・運営     / マングローブの保全 

国内企業       ：マングローブでの商品開発  /  不明 

漁業組合       ：MIC 内のゴミ掃除        / 不明 

池のオーナー     ：シルボフィッシャリーの導入受け入れ / 収入向上など 

（各地の）地元政府  ：MIC の清掃活動、モニタリングデータの提供 /不明 

地域住民       ：MIC の事業参加・労働  / 収入を得られる 

研究機関（大学等）  ：モニタリングデータ等の提供 /  不明 

ASEAN       ：マングローブ管理の情報共有等 / 不明 
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<MIC における協働のプロセスについて> 

 まず、林業省管轄のバリの水域管理事務所が MIC として設立された。そこで、日本の ODA

として JICA が携わり MIC 設立・運営のサポートを実施した。 

 MIC はマングローブ保全の必要性の根拠づけとして、現在はマングローブの持続可能な利

用プロジェクトを大まかに 3 つに分けて実施している。1 つ目はマングローブを使った商品開

発である。地元企業と協働して様々な商品をつくるように MIC がコーディネートしている。

ただ、商品が定着するのは、ビジネス・NGO 関係の関わりにより発展的な取り組みが求めら

れる。2 つ目はシルボフィッシャリーの導入である。池のオーナーに新たな漁業形態として提

案を行い、導入を試みている。3 つ目はマングローブトレイルやカヌーなどのエコツアーの実

施である。 

MIC は他にもマングローブの植林・モニタリング・研修・説明会等を行う中で、多様な主

体との関わりがある。事前にフォーマル・インフォーマルの 2 種の招待をしているが、植林・

研修・説明会では、住民を雇用・日当金・謝礼等の経済的インセンティブによって参加に対

しての反対は生まれない。しかし、動機が環境保全のためでないことや、限られた住民の参

加に留まってしまう恐れがある。モニタリングについては、対象範囲が広すぎることもあり、

各地域の地元政府との連絡・研究機関らのデータ提供で協働している。 

MIC での環境教育の効果については職員から、日頃から地域の学生が遠足等で訪れている

ために、教育を受ける場として認知度は高く、普及もしている、とのことだった。また、主

に外国の学生がスタディーツアーとしてよく訪れるとのことから、国内外での環境教育の場

として機能しているようである。 

将来的には ASEAN というグローバル規模で、マングローブ保全の枠組み作りや、様々な地

域での活動組織との共同学習の機会の場作りを行おうとしており、ローカルからグローバル

までの連携を推進するようである。 

 

(４) 全体を通して 

 各訪問先の協働のあり方を調査・考察していくことを通して、下記の 4 つの視点について

それぞれの示唆するものを学ぶことができた。 

1) 各主体の求められる役割について 

一般的に、 

・地元政府…現場の政策実施、住民への指導・教育  

・中央政府…現場活動での地元政府へのサポート  

・NGO…第 3 者としてのコーディネート、橋渡し、アドボカシー等  

・企業…CSR、ビジネスで貢献  

・住民…現場の管理・保護、なりわいをエコへ  

・国連…各国に方向性を打ち出す・推進させる  

・日本政府…ODA での貢献  

・メディア…事業のフィードバック、啓発 
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2) どうやって協働できたのか、そのヒントとして、 

・住民は、生活権の確保、お金で動きやすい  

・企業→理念の方向性・社員教育・現地との距離感＋企業価値を上げられること  

・NGO は、住民の自発性を尊重している  

・互いに距離を縮め、信頼関係をつくること＋価値観・個性を理解する  

・共通の目的を、皆でシェアする  

・成功事例・お手本のモデルをアピールする  

・互いの足りない点を、補い合う仕組み作り  

・海外の財団が、NGO を支える  

 

3) デモクラシーのあり方について 

民主化と地方分権化 が、市民活動の活性化に寄与する。 

また、マスメディアでも市民活動を紹介するように、メディアも健全化していく。 

 

4) 市民教育について 

・まずは、市民の教育水準を上げることが重要。そのために教育を受けるための経済支援が

必要になる 

・オープンな話し合いではあるが、少数の人々だけの参加に留まっている。また、女性の参

加などの習慣上の問題が障害となる。 

・協働のプロセス自体が、対話（教育）の場になる 。 

 

(５) 調査における反省点 

 今回の研修における調査において、十分に行うことができなかった時があった。その原因

として主に 4 点が挙げられる。 

1) 現場にいない or 間接的に関わる主体（UNEP、EU の財団、WWF など）の利害・価値観の

聞き取りは直接、当事者から聞き取れることができず、訪問先にいた関係者や文献等でし

か情報は入手できなかった。  

2) 信頼関係が不十分な上では、本音を聞き出すことはできない。こちら側もデリケートな質

問を直接することは、相手側の機嫌・信頼を損なう恐れがあるために、表面的な質問など

にならざるを得ない時がしばしばあった。  

信頼関係が少ない場合は、信頼を得ている人を介して聞き取ることや、個別に聞き取るこ

と、協働で信頼を構築することがポイントだと考えられる。 

3) １対１の聞き取りは密な質問・会話を行う際に有効であるが、通訳者を介さないために、

相手側の言語で話さなければならない。特に現地語は相手側を安心させる他に、彼らの思

いが伝わりやすい。また現地住民は英語を話せないために、英語だけでは不十分だと痛感
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した。現地語の習得のための長期滞在が有効かもしれない。 

4) 制約の中での調査（時間、参加者など） だったので、質問できる回数・内容も限られてし

まうことがあった。従って事前調査をし、その上で必要 低限の質問を準備して質問の質

を高めることが重要となる。 

 

(６) 後に 

 本研修では 3 週間という限られた期間の中で、都会と農村（自然）、多様な主体とそれぞれ

が持つ思い（価値観・利害）や、途上国側から見た日本との関わり合い、日本人（外部者）

としての訪問、自分自身の軸・人間力など、様々な次元・場所で学ぶことが出来た。また、

インドネシアとその現地の人々との出会いは、私にとって無視できないものになり、彼らの

ためになることもしたいと思うに到った。 

 研修中、どうにかなりそうに思えないような複雑な問題・状況を思い知り、「多様な主体と

の協働」と「自分の夢・目標を達成すること」がいかに難しいかと痛感した。しかし同時に、

その重要性が実感できたことや、ヒントがあることに、希望もあるのだと分かった。 

学生の間に、多様な背景を持つスタッフ・研修生と共に過ごし、知識だけでなく、改めて

自分の未熟さを実感すると共に、まだやるべきことに挑戦すること、一歩一歩前進していか

ねばと更に強く思うことができる経験を与えてくださった方々には、感謝の言葉が尽きない。 

 これからの毎日・自分に期待して、志があるたくさんの方々と共に、毎日を邁進したい。  
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3-2. 海外で活動する場合の必要条件: 松本 一夫 

 

                                    注：下線箇所は重点項目 

 

(１) テーマの設定 

 

1)  海外で活動する場合の必要条件把握 

   ・日本とインドネシアの提携関係（条約、取り決め） 

   ・許認可の有無、内容 

   ・資金提供要否 

   ・活動場所の選定条件 

   ・協力者、協力団体の内容 

   ・住民の理解協力を得るための条件 

   ・住民、市民が自律的な活動を行うための条件および自立発展性のための条件 

 

2)  活動の継続性を確保するための条件把握 

   ・継続可能な活動内容 

   ・継続可能な協力者の確保 

   ・継続可能な資金確保の方法 

 

3)  当法人の活動情報を積極的に提供し新たな視点での提案で相互の意見交換を深める 

 

(２) 設定理由 

  近い将来、環境保全活動の全国展開（将来は地球規模大に照準）を想定し、今回の研修

で問題点や活用すべき点を訪問先の具体的な事例から抽出する。その内容から今後の活動

モデルを構築、施行する。 

 

(３) 調査項目 

・国、地方行政の環境方針、考え方および一般公衆への環境教育、啓発活動内容 

・活動者と支援者の関係および相互のジレンマ（コーディネートのあり方、住民生活と環境

活動のかかわり、損得関係） 

・活動資金の集め方、出所、使用目的・内容 

・活動場所の選定理由 

・効果的な活動方法のあり方（計画ありで実行されていない活動内容を含む） 
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(４) 調査方法 

質問項目表、調査項目表による事実の確認 

  

(５)  テーマのとりまとめ 

                                   

海外で活動する場合の必要条件把握 

 

１）日本とインドネシアの提携関係（条約、取り決め）、許認可の有無、内容 

  入手した情報からは、個々の現地環境活動に対して、日本政府とインドネシア政府の認

可や許可の必要性はないと考える。それぞれの担当する国の出先機関、関係自治組織、地

元住民との間で活動内容や条件（期間、必要経費等）を調整、合議することで活動は可能

と思われる。ただし、日本からの活動事業がインドネシアの環境影響評価制度に定められ

た対象となる事業または活動に対しては、インドネシアで定められている環境影響評価の

対象となり環境影響評価書の作成が必要となる。具体的にわが団体の海の植林事業をイン

ドネシアで行う場合を当該法規制に当てはめた場合、対象および規模から外れており環境

影響評価の必要性はないことがわかった。 

 （情報入手箇所） 

・トヨタ車体の森（林業公社と JEEF と契約 5 ケ年、インドネシア政府から林業公社が一括

して管理を任されているため林業公社と直接契約） 

・グヌン・ハリムン・サクラ公園 

・バンタル・グバンゴミ 終処分場（2023 年までジャカルタ州政府と民間企業間で契約） 

 

２）国、地方行政の環境方針、考え方および一般公衆への環境教育、啓発活動内容 

インドネシアでは、経済発展に伴って深刻化する様々な環境公害問題の発生を受けて、

環境法体系や規制基準等がかたちの上では整備されている。環境施策全体の基本法である

環境管理法から水質汚濁、大気汚染、廃棄物、環境アセスメントなどに関わる各種の法令、

騒音、振動、悪臭に関する基準まで、先進諸国レベルの環境法体系が整えられている。し

かしそのほとんどは、欧米先進国の法律や基準等をそのまま取り入れたもので、法令等を

担保するための大前提である環境監視モニタリング体制も整備されていない状況から、法

律はあっても環境規制の実行段階ではそれらがうまく機能していないのが現状と思われる。

また環境省の政策の実行部隊である環境管理庁では、環境改善プログラムやプロジェクト

があるが財政、人材、技術等の不足から、実効をあげるまでには至っていないとの情報を

得ている。 

市民に対しての環境教育や啓蒙活動は行われているようであるが、訪問したサレンバ・

タラン地区での地域住民による小規模な地域清掃活動などに限られており、川や海への生

活ゴミの投棄や下水道の整備が進んでいない実態から、行政を含む一般市民の環境意識は

低いと言わざるをえない。 
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バンタル・グバンゴミ 終処分場においても、政府自身のゴミ処理やゴミ分別の必要性

についての意識が低いため、具体的な対策に対するアクションに乏しいとの話が出た。た

だし、インドネシアの各所で取り組んでいる環境保全活動においては、活動そのものが環

境教育としてその役割を果たしている。トヨタ車体の森では、 

・ポスター作成などを通じて住民への環境保全啓発 

・新聞、雑誌等への寄稿での広く市民社会に啓発を促す 

・植林場所が将来環境保全の学習スポットとなり、エコ・ツアーや社会見学の誘致、 

ビジターセンターの開設等につながることを狙っている。 

（この項目については、バリ・マングローブ情報センターで実践され、青少年や 

市民への教育効果を上げている） 

 

３）活動場所の選定条件、資金提供要否、資金の確保 

  活動場所は当然のことながら、活動および支援目的に合致する場所の選定が 優先であ

るが、現地の条件（住民承諾・理解・参加、関係省庁の理解、協力団体および協力いただ

ける自治組織、スタッフ等の有無）も重要な判断要素となる。地域住民および地域の組織

の理解と協力なしには活動の進捗は難しい。また、活動をスムーズに行うためのノウハウ

は、現地の住民に慕われる優秀なスタッフをキーマンとして雇用できるかどうかにもかか

っている。これは、調査で訪問した団体すべてで共通している事項である。 

 

  活動に直接的な費用のほか現地で支払う必要があるお金は、ケースバイケースであるが、

発展途上国の実情および共産主義国の管理形態を鑑みると、何らかの支払が必要と考えら

れる。昨年訪問したベトナム国カンサー地区のマングローブ植林活動においても、ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱ活動要員を営林局のボートで現地まで輸送する費用等を含め、営林局へ協力金名目でいく

ばくかの費用を支払ったと聞いている。直接的に自治区、村長に支払うのではなく、村民

を活動の要員やアルバイト要員として雇い入れることや、村営や町営の施設や宿泊施設を

活用使用することでの支払形態も過疎地域の活性化につながり、有効な資金の使い方と考

えられる。要は現地の実態あった色々な協力形態があり、それぞれに合致する方法での支

払いが可能な活動資金および協力金を準備しておく必要はあると考える。 

＜調査データ：活動資金＞ 

・AMAN: H23 年度 300 万ドル(3 ケ年合計)の支援を日本(Japan Social Development  

Fund)から受けている。1 つのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで資金を確保、各地域の活動に 

Director が配分する方式、各地域で資金を取れるところは自主財源として活用。   

 ・JKPP:   ヨーロッパや日本からの資金（EU、英国大使館、ﾌｫｰﾄﾞ基金，トヨタ、JICA 等）

援助を受けて実施。 

 ・JGC:    ユニリーバ社（財団）、廃品回収物の販売やエコバック制作販売収入等。 

  ・ウジュン・クーロン国立公園: インドネシア政府、サンゴの保全活動は外国人の参加者
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の資金、手長猿の保全活動は調査団体からの資金で活動を実施。 

 

４）協力者、協力団体の内容および住民の理解協力を得るための条件 

（コーディネートのあり方、住民生活と環境活動のかかわり、損得勘定） 

 調査で得られた協力者、協力団体のデータは次の通り。 

 

●トヨタ車体の森 

・既存の村落森林管理グループ（約 50 人）を活用 

 ・共催機関：インドネシア政府林業公社、西ジャワ州森林局、ブカシ県政府、 

Harapan Jaya 村、近隣小中高等学校 

 

●ジャカルタ Green and Clean(JGC)活動 

・ユニリーバ社（財団）、ラジオ局、緊急援助グループ 

 

＜適切な協力者、協力団体の選定＞ 

 適切な協力者、協力団体を選ぶことは、活動の第一歩で重要な点である。まず活動に賛

同してくれる地元有力者を探し出し強力な協力者になってもらう。次に柔軟な発想ができ

熱意のある行動的なファシリテーターの選定、育成をすること。この両者を確保するため

には、知り合いを通じて関係者にアプローチする方法と、政府や政府の関係機関を通じて

紹介してもらう方法等がある。 

 また、活動組織の拡大や継続した活動を行うには、コミュニケーションを大切にするこ

とが必要と言われており、Facebook、 Web site、 コミュニティラジオ、携帯電話等を有

効に活用することが必要である。 

JGC の活動はラジオ局や新聞社の協力に支えられて継続している。メディアを適切に選

ぶことは環境活動の継続性確保と広報にとって重要なことである。 

 

＜活動開始時の政府や関係組織へのアプローチおよび合意形成方法＞ 

・スタートは社内アセスメントから、ブレーンストーミングでテーマを選定 

・どのような政府および自治組織の機関が必要かを選別 

・呼ぶ相手（メディア）の分析 

・賛同してくれる地域および有力者を探す 

・事前協議の段階で関係の薄い政府組織は自動的に離散 

・どこかでの成功事例があって初めて他の地区で当該活動が展開できる。 

 

＜ファシリテーターの育成・活用＞ 

・ファシリテーターは正直で熱意のある人を選考 

・ファシリテーターは自分の地域の近くだけで長く活動することできない。 
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 したがっていくつかの地域を回って活動する必要があり、そのマネジメントができる人を

育成する。 

 

＜組織の結束力を高める＞には、若者を教育して活動に責任を持たせること、また地域の人々

が記事を書いたり、小さな活動を始めたりすることで自然に結束力は高まる（AMAN）。 

 

＜関心のない人を活動に巻き込む方法および人が足りない時の人集めの方法＞ 

 AMAN にサポートしてほしい人はいつでも手助けする、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でるまで待つ、そういった人がいることも自然な 

ことだ。 

AMAN の活動は事務所が主体ではなく、各地で活躍している人が主体である。一度でも 

AMAN の活動に参加した人はメンバーであり、いつでも活動に参加することができる。 

 

活動の継続性を確保するための条件把握 

 

１）経済的インセンティブの付与 

地域住民生活と環境活動のかかわりについては、地域住民や活動参加者の経済的支援（損

得感情）を組み込んだ活動内容の設定が必要である。 

 住民は経済的なインセンティブがないと活動に参加しないと言われており、地域住民に

活動参加を促すためには、活動によって住民や参加者が得られる経済的なインセンティブを

明確にすることが大切である。 

この好例として、ウジュン・クーロン国立公園では、協同組合を組織し地元住民がエコツ

アーのローカルガイドや希少動物の生態調査係の役割を担うことで収入を得たり、トヨタ車

体の森ではマングローブの植樹を地元の村落森林管理グループに委託することで地元へ還元

するなどの方法を取っている。またマングローブの植林による自然のエビ、カニや小魚の漁

獲量も増えることで地元の漁師の収入アップにも寄与すると考えられる。 

 同様にバリ・マングローブ情報センターでは、バードウオッチング・カヌー等のエコツ 

アーで得られる収入は地元に還元するほか、駐車場の係員や森林保全の係員、苗木の育成 

係員等の雇用を行うことで地元住民の収入アップにつながっている。 

 

２）活動を通じ支援者、住民が共に育つ 

地域住民の理解協力を得るためには、熱意のある行動的なファシリテーターによる地域

住民への積極的な働きかけと、活動を通じて支援者と地域住民が共に育つことを主眼に置

くことで、お互いの意識の共有と立場を超えた横並びの意識が生まれることが住民との協

力および継続性ある活動を支えるコツと考えられる。 
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３）継続性のある効果的な活動方法のあり方 

JGC の活動：ユニリーバ社（財団）の事例から学ぶ 

  （キャチフレーズ：地域の人々と一緒に育っていきます！） 

 

＜活動の継続性と発展＞ 

このテーマに関してはユニリーバ社（財団）のジャカルタ Green and Clean の活動 

から多くのことを学ぶことができた。活動をスムーズに発展させるためには次の点に注 

意を注ぐ必要性を教えられた。 

① 柔軟な発想ができ熱意のある行動的なファシリテーターを選定し育成する。 

② 活動を通じて地域住民とともに育つことを主眼に置く。また、活動を通じ住民の考え方

を少しずつ変えていくことで目的達成に近づける。 

③ 活動に賛同してくれる地元有力者を探し出し、強力な協力者になってもらう。 

④ 地域住民に経済的なメリットがある手法を採用し、インセンティブを与える。 

⑤ 必要に応じて活動にコンペティションを取り入れて、各地のチームのモティベーション

を上げる。 

⑥ ブレーンストーミング等を通じて参加者全員が議論をすることで合意形成を図るととも

に活動意欲を醸成する。 

⑦ マスメディアの協力依頼と活用 

 

＜活動の活性化策＞ 

 活動の活性化には以下の点を考慮することで効果が得られる。 

・地域住民が活動のエイジェントになれるよう方向付けを行っている。 

・地域の人々の考え方を変えていくことに重点を置いている。（人を育てることを 優先） 

 （2001～2005 は社員教育に重きを置いた） 

 ただし、物を提供することはない。 

・活動を活性化するために、コンペティションを取り入れて、各地のチームのモティベーシ

ョンを上げた。 

・Think big, Start small 

 

総括 

  私の今回の現地研修テーマ設定は、「近い将来、我が組織が環境保全活動の全国展開（将

来は地球規模大に照準）をするにあたっての問題点や活用すべき点を訪問先の具体的な事

例から抽出する。その内容から今後の活動モデルを構築する。」としていた。 

  今回の研修で感銘を受けた点または活用したいと考えた点は次の通り。 

１）自然環境保全に取り組む場所は必然的に過疎の農山村、漁村が多く、地域の経済的な支

援につながる活動プログラムや地域の人々が活動にたやすく参加できる活動メニューを

用意すること。 
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２）活動を通じて支援者や地域住民が共に考え共に成長できること。 

３）活動にあたっては支援する人も支援される人も、お金のある人もない人も同じ立場で議

論に参加でき、参加者の思いが自由に述べることができ、その中から活動についての合

意形成が図れること。時間はかかるが営利活動ではないため、その違いを十分に認識す

る。 

４）地域での活動には地域の特殊な要因や制約、住民感情がある。活動を推進するに当たっ

ては、地域の生業を現地で生活体験するなどして十分に理解する。その上で活動に理解

のある地域の有力者を探し出して強力な協力者になってもらう。 

５）柔軟な発想ができ熱意のある行動的なファシリテーターを選定し育成すること。 

  および現地の住民に慕われる優秀な現地スタッフを探すこと。 

６）メディアの協力を 大限に活用し、継続性のある活動につなげること。 

７） 後に研修生の唐木氏が述べている通り、環境活動の原点は「活動する地域の暮らしを

知り、彼らの生きてきた歴史や文化を知り、知恵と工夫に満ちた彼らの生業を知り、何

を信じて生きているのか、何が彼らにとって幸せで豊かなのか、活動は現地の人から学

び、教わって暮らして、体験して、その積み重ねの中で住民とともに活動すること」こ

の言葉に尽きる思いがする。 

 

P.S 

今回、将来のわが団体の海の環境保全活動の全国展開、地球規模大での展開に有用な情報

とヒントを得ることができた。団体内でこれらを共有化するとともに具体的な活動モデル

の検討を進める。 
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3-3. Natural Capital -自然資源を活かしたなりわい-: 唐木 志穂 

 

(1) 本テーマを設定した理由、背景 

○“支援”とは…。 

大学時代、開発途上国を支援する日本の姿を学んだ。JICA の活動、または日本におけ

る ODA の使い道、NGO の活動など、概論的なことではあったが、その大枠を学んだ。

一言に「支援」と言っても、内容も、方法も、資金も、団体によって大きく異なって

いる。この時、私は「支援する」という一言にどんな意味が含まれるのか、また「支

援」というそもそもの意図に対しても疑問を持った。もちろん定義などなく、相手に

よっても、こちらの状況によっても異なる。けれど、外の人が手を出して、口を出し

て、その現状に変化をもたらすということは確かである。外部からの人間により、地

域の変化を促す。この行為は簡単に良し悪しの判断ができない。それは、人々の暮ら

しがそこにあるためだ。私はそこで暮らす人々に「支援＝手を出す」という行為の重

みが、未だ理解しきれていないのだろう。 

○ 本当の豊かさとは何か。 

「学校がないことは果たして貧しいことか。」「本当にコンクリート道路できることが

必要か。」 

これらの問いは、私がミクロネシア連邦ヤップ島を訪れた際、日本の青年海外協力隊

の隊員に出逢って感じたことである。 

 ヤップの人々は、私たち日本人よりも遥かに優れた身体能力で、道具を自分達で作

り出し、木々に軽々と登り、魚をさばき、暮らしていた。 

 この人々に、この暮らしに、何を「開発しよう」というのだろう、と日本国の思惑

や国際的な圧力、グローバリゼーションの波を強く感じた。 

たった 3 週間、数年、短期間滞在者に、その村やその地域、その国の未来を動かす

ことは、到底できない。何が豊かなのか、どのような暮らしをするかは、そこで生き

る人々が選ぶことであるのだ。当たり前のことをこの時改めて認識した。外の人には

実は何も決めることがないのではないだろうか。現地の人々から学び、教わり、暮ら

して、体験して、その積み重ねの中で、お互いに何ができるのか探り合って行くので

はないか。正解はないのだからこそ、その土地で、彼らに教わることがたくさんある

のだと、思った。 

○暮らし、文化、歴史、信仰 

まず、暮らしを知る必要がある。彼らの生きてきた記録や、文化。大事にしてきた

場所、神聖な土地。森や海、木々。どこの文化にも先住民がいて、知恵と工夫に満ち

ている。いつ種をまいて、いつ収穫するのか、何を食べ、何を飲み、何の言葉を話し、

何を信じて生きているのか。この根っこがなければ共に活動するという意味でフェア

に言葉をかわせないのかもしれない。私は、この人々のありのままの暮らしやなりわ

いを、そのままに知りたい、そう感じた。 
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 このテーマはざっくりとして、内容が曖昧である。だが、あえて曖昧なテーマをあ

げたい。自分がついつい日本人的な善悪で判断しないよう、ありのままをうけいれら

れるよう、暮らしや文化など、自分がどんな気づきを得る事ができるかに注意して、

この「暮らし」という大枠をテーマとしたい。 

 

(2) 現地で調べたいこと 

○どのようにして生計を立てているのか、またはいたのか。＝なりわいはなんだろう。 

○暮らしの変化とは。 

○食べ物 

○都市と田舎のギャップ 

○観光地と農村のギャップ 

○ものを考えるときの時間軸のスパン 

○かかわる人の多様性 

○一般論ではなく、多くの個々人の話 

 

(3) 調査手法 

インタビュー：事実質問する。「なぜとかどうですか」といったあいまいなことは聞か

ない。 

言葉より体験：自分で体験してみる。言葉に任せない。体験できることはできるだけ

してみる。 

観 察：たくさん観察して、見て学ぶ。わからないことは聞いて、やってみる。 

下 調 べ：日本のこと、日本とインドネシアとのかかわり、知っておく。 

 

(4) 調査結果 

1) はじめに 

3 週間の研修の中で、インドネシアに暮らす人々と触れ合う機会が多くあった。自分の

価値観の色眼鏡をはずし、受け入れることが必要であった。自分にそれができていたか、

というとそう言い切れない部分がある。たった 3 週間しかいない私にとって、現地の人々

と対話し、提案する、ということは並大抵のことではなかった。自分にはまだまだそう

いった意味でスキルも、ノウハウも持ちあわせていない。ただ、学ばせていただくとい

う気持ちでいるしかない、と身をもって体感した。このこと自体が大きな学びだったよ

うに思う。 

そんな中でも、私が注意した点は、質問などをする際の相手の答えに対して、できる

だけジャッジしない、ということである。自分が日本で生きて来た暮らしの価値観を押

しつけ、私のような部外者によって何かが崩れてしまっては大変だ。そしてその何かは、

やはりそこに暮らす人々にしかわからないのであろう。 
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正直に言って、ここでいう「調査結果」と呼べるほどに、彼らにせまることはできな

かった、というのが自分自身の答えである。よく言って“垣間みた”程度である、とい

うことを前提にして結果を述べたい。 

ただ、自分が日本における活動の中で知り得たことが大いに役立ったということが言

える。日本の現状と照らし合わせ、比較しながら考えて行きたい。 

 

2) 調査結果 

※以下のレポートは研修の中で、多くの人から聞いて、自分がまとめた意見であり、特

定の人物から一定数のインタビューやヒアリングを行ったものではない。 

■地方と都市部の働き方違い 

インドネシア都市部：現金収入型。雇用される人も多いが、多業。銀行と運転手、など

多用な職種と自営業が多くあった。富裕層との格差を感じた。 

日本都市部：完全現金収入型、企業などに雇用され、現金の収入を得る。食料、エネル

ギーは地方または他国に依存。第三次産業に従事する人が多く、人口過密、核家族化が

進む。 

インドネシア地方部：多業、自給自足型、少しの現金収入が必要。 

自給できる米や野菜、海岸部であれば、魚をとり暮らしている。これに加えて現金収

入が必要、という状態である。子どもの姿が多く見られた。だが、人口は都市部に流出

しているように感じる。 

日本地方部：自給自足型が少しずつ崩壊し、現在は収入がなければ難しい。特に若い世

代。半農多業の暮らしが難しい。エネルギー、食など都市経由で海外に依存しているた

め、現金収入がなければやっていけないという現状である。地方での暮らしが成り立た

ない、という現状である。限界集落が増え、農村部に子どもの姿は見られない。 

＊ 初に訪れたグヌン・ハリムン・サラク国立公園での集落で、今稼ぎ頭のお父さんた

ちが、「娘や息子には、都市に出て農業などではない職についてほしい」という言葉が印

象的であった。また私のホームステイ先の娘さん（大学生）も、「都市で暮らしてみたい」

と将来について教えてくれた。この時、日本の地方のおじいちゃんたちと同じ声を聞い

た気がした。そう言って、農村から都市に流出した若者は、そのまま移り住み、日本の

農村に若者はいなくなり、今や子どもの姿が減ってしまった。今の日本と重なった。 

■多業 

全体として、多業である。一つの業種にこだわらず、いくつもの職を掛け持っている

印象である。例えば、畑と自動車修理、畑と万屋など。 

＊今、日本の農業は現金収入を得る事が難しく、農業だけで生計を立てることが困難と

叫ばれている。こんな中で、「半農半 X」や、「3 万円ビジネスを 10 個掛け持つ多業」や、

農的暮らしなどのライフスタイルが見直されている。日本では、見直されるライフスタ

イルだが、インドネシアでは当たり前のようにそういった人々がいた。 
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■現金収入 

地方の暮らしに関してであるが、日本の里山の暮らしとほぼ同じである。畑、米、燃

料、水を周りの自然から頂き、現金収入にかわるものを売る。 

＊日本でも、炭や薪、木工品や、つるやツタなどの篭、和紙など現金収入を得るための

生産物を作り、農村の人々は現金収入を得ていた。 

■宗教との関わり 

伝統的なまつりや宗教を調べることができなかった。これは大変残念なことである。

ただ、AMAN を訪れた際に Adat という考え方が印象的だった。この文字化していない知

恵や伝統こそ、暮らしの根っこにあるのでは、と感じた。これは日本の里山でも同じこ

とが言える。ただ、日本ではその多くが姿を消した。 

 

3) 自然資源を加工して得る現金収入：事例 

◯砂糖ヤシ 

    

 

砂糖ヤシの樹液から、サトウを生産、またはショウガと混ぜて煮立てたショウガ湯のよ

うなものも生産していた。 

◯カルダモン、コーヒー、こしょう、などの生産物 

◯加工品【バナナチップスなど】 

 

◯魚の養殖 

◯フォレストハニー 

◯伝統的な技法を用いて作ったバッグやアクセサリーなど 

◯伝統的な柄の布、織物 

◯木彫りの置物など 
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4) まとめ 

・まず、このインタビュー、ヒアリングは不十分なものであるため、この像がインドネ

シア全体かと言われると違うだろう。短い期間に自分が見聞きした中で、何を視点に

考えていたか、というところを記したい。 

・着目点：家の素材（屋根が何でできているか、素材はどこから調達できるのか） 

エネルギー（薪なのか、調達するのか、保存場所はどこか、ガスなのか、電

気はどこから来るのか、その前はどうしていたのか） 

食べ物（何を食べるのか、どこから調達するのか、誰が調理するのか、調味

料は何か） 

水（どこから引いているのか、誰が管理しているのか、など） 

家族（子どもが何人兄弟なのか、誰と暮らしているのか、など） 

農（何を作っているのか、自家用か、販売用か） 

・グヌン・ハリムン・サラク国立公園の集落 

（畑では、木々や実をはじめいろいろな物がみられた／田んぼは棚田が広がっていた（日

本は区画整理や人口流出などによってだいぶ減った）リンナイのガスコンロを大抵の

家が使用していた／調味料も味の素、スープの素など簡単に作れる粉が普及していた

／鶏の解体を子どもが当たり前に手伝っていた（日本では皆無）／ある家庭の養殖池

とトイレが直結型だった（日本でも肥だめがあったが今はなくなった）／ごみが川に

あふれていた／子どもがまだまだたくさんいた（日本の農山村では皆無）／都市化の

流れを感じた／水は山側からホースで引いていた） 

・ウジュン・クーロン国立公園の集落 

（ガスコンロもあり、かまどのような火もあった／薪は家の外に積んでいた（日本と同

じ）／お母さん達が内職していた／発酵食品があまりなかった／子どもがまだまだた

くさんいたなど／井戸水をくみあげていた） 

・都市部の暮らし 

（朝市は活気があった／階層によって買物の行き先が違うと教わった／人口過密／川に

ごみがたくさんあった／子どもがたくさんいた／地域の若者が自主的に活動していた

／地域自治に明確なルールがあるようだった（掲示板やトイレの値段表など）／住民

自治で地域の治安が維持されていると感じた） 

日本の農村で、聞き書きや地元学などを通して学んだ事が、インドネシアでは現在

進行形だった。日本では「昔はこうだった」と聞いたことが、インドネシアではその

ままそこにあったのだ。日本の農村ではどのように人口流出を防ぐのか、山村で若者

が暮らして行けるか、どのように農的暮らしを実現させるか、ということで、さまざ

まな地域が活動している。これらの地域が持つ課題と、インドネシアが今後進む道が

少しでもかぶるのであればそこには何かヒントが隠れているように思う。 

地域に子どもがいて、コミュニティで子育てをして、集落の周りで採れたものを食べ、
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暮らす。この風景は、特別なことではなく、ごく自然に人が営んで来たということ、またそ

の暮らしの持つ多様性やそこから生まれる地域の絆やつながりなど、日本の農村では消えつ

つある姿をもう一度見て、その重要性を再認識した。地域の自立や、持続性とはこれら日々

の「暮らし」に隠れていることであるということが明確になった。 
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3-4. 住民主体の環境保全活動: 原 桜花 

                        

はじめに  

インドネシアでの 22 日間。各研修先での活動を知り、人々の生活を垣間見て、研修メンバ

ーと話し合った。その中で強く感じたことは、「私達は外部の人間である」ということだった。

外部の人間である私達が、「この地域にはこれが足りない」、「この地域が抱える問題はこれだ」

などと、私達の目線で感じるのは簡単である。しかし、住民が本当にそれを問題視している

か、変化を望んでいるのか、その答えは住民の中にしかない。その地にずっと住んできて、

また住み続けていく住民が主体となって地域を変えてゆくことが も理想的である。しかし、

知識や技術を伝授したり、住民の主体性を引き出してゆく「外部者」の存在も必要となる。

よかれと思ってしたことがひとりよがりな支援にならないために、外部の人間がもたらす影

響や価値観の違いを考慮したうえでの活動が必要である。私はそこに国際協力の難しさを感

じた。今回の研修をそのような点から見直してみる。 

 

(１) 参加型地図作成 ～住民主体での地図作成がもたらすもの～ 

参加型地図作成ネットワーク（JKPP）は、1996 年に 33 の NGO と市民団体の代表が集い

設立された。先住民の権利、地方分権化、森林伐採などの問題から、住民参加型地図作成が

スタートし、その後色々な NGO がその手法を使うようになった。地図には、土地利用状況や、

自然資源分布、水源涵養林などの情報がミクロなスケールで記され、行政の作ったそれとは

全く違うものになる。住民が自分達の地域の地図を作りたいと思ったら、各地のセンターに

要望を出し、JKPP からファシリテーターが派遣される仕組みだ。作成された地図の使用権は

地域に属し、他のものはアクセスできない。今までは上の言いなりであった住民が地図をも

とに自分達の権利を主張できるようになり、プランテーション開発を進める企業や、政府と

土地利用についての交渉ができるというわけだ。 

また、インドネシアでは国立公園と住民との対立の問題が絶えないが、その解決策として

地図作成が用いられることもある。私達が実際に訪れたグヌン・ハリムン・サラク国立公園

では、2009 年に住民達が土地利用状況や自然資源の管理状況を示す地図を作成し、その地図

をもとに、国立公園の管理のあり方について、国立公園事務所と協議を始めた。そして翌年

には土地利用のあり方、国立公園管理のあり方について、住民と国立公園事務所の間で合意

が交わされた。 

JKPP では、住民が主体となった地図作成が住民の生活を守ること、そして地域の自然環境

を守ることにつながるケースを学んだ。まず住民のニーズがあり、そこに派遣される人材や

技術があり、そして 終的に住民が自らで権利を主張できるようになる、という流れに、外

部の人間の理想的な関わり方の一例を見た。 
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(２) AMAN にて ～農村がインドネシアを支えていく～ 

AMAN の英語名称は、Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago であり、直訳すると

「諸島における先住民同盟」になるが、ここでは先住民ネットワークと訳す。AMAN は、国

内の 1000 以上の先住民コミュニティからなり、先住民の自治権、経済的な自立、文化の尊

厳の保護を柱に掲げる。AMAN の事務所でお話を伺った Abdon Nababan 氏のお言葉で、印

象に残ったことがいくつかある。私達が日本の里山についてのプレゼンテーションをした際

に、日本の産業構造の変化を表したグラフを見て彼は言った。「インドネシアの第一次産業

も昔より落ちたが、日本は第三次産業が労働人口を吸収している。インドネシアは第三次産

業も落ち、第三次産業に逃げられないからこそ、里山を保全して、そこで食べていくことが

重要だ。第一次産業を再び盛り上げることが必要だ。」と。私はインドネシアの産業の変化

について知らなかったため、少し調べてみたところ、彼の発言の背景がわかった。 

独立以前の植民地は第一次産業の産物を先進国に輸出し、工業製品は先進国からの供給に

依存していた。従って脱農業による工業立国は、新興独立国である開発途上国共通の政策で

あり、インドネシアも独立以後、工業化政策をあげてきた。特にスハルト大統領の開発政策

によるインドネシアの工業化は目覚しい成果をあげた。その結果として、インドネシアの GDP

における第一次産業の比率は低下し、代わって第二次産業が増大し、1991 年に農業と工業の

比率は逆転した。しかし総人口の 3/4 の 1 億 5 千万人が農村に居住しており、就業人口にお

ける農業従事者の比率は半数を超える。特にジャワ島の農村は大量の零細農民と農業労働者

を抱えている。このように、経済的に占めるウエイトは低下しても、政治的・社会的に見て

農業部門の重要性は大きい。 

「地域の人々の声を聞かないとインドネシアの未来は無い。地域の人々の結束が強くない

と森林保全にしろ何にしろ、新たなことを始められない」と Abdon 氏は言った。AMAN は地

域の人々の結束力を高めるために、若者にジャーナリズムの教育や、住民が会報を書くサポ

ートなどもしている。私は AMAN の組織体制がとてもしっかりしていることや、団体の規模

の大きさに驚き、Abdon 氏の考えやお人柄にも感銘を受け、インドネシアにこのような NGO

が存在することに希望を持った。 

 

 

 

                             AMAN 事務所にて 

                             真ん中の列左から３番目が

Abdon 氏 
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(３) 研修全体を通して 

JEEF が活動を行うグヌン・ハリムン・サラク国立公園 

で印象的だったことがある。バナナチップスを作る女性 

達のグループにお話を伺ったときのことだ。 

バナナをそのままで売るよりチップスにして少しでも高 

く売れるようにと始まった活動であり、女性達が農作業 

以外に自分達でお金を稼げるという自信にもつながって 

いる。集落内で作り、集落内で売っているので、今は 

子供にお小遣いをあげられる程度の収入だそうだ。 

参加者から、「もっと沢山生産して、より収入を得たい 

ですか」などの質問があったが、彼女らは「これぐらい 

で十分」といった回答で、のんびりとした、しかし誇 

らしげな笑顔が心に残っている。私達はつい、「もっと    

作業効率を高め、市場を拡大すれば収入向上につながる」   作業をする女性たち 

などと考えがちだが、住民には住民のものさしがある。 

そう感じた瞬間だった。 

 

ウジュン・クーロン国立公園では、エコツアーのあり方について公園スタッフと話し合う

機会があった。エコツアーの目的のひとつとして、住民が保全の重要性に気づくことがあり、

住民を巻き込んだ活動をしていく必要性がある、とのことだった。しかし、エコツアーのガ

イドなどは国立公園の職員のみが担っており、そこに昔から住んできた住民だからこそ分か

ることがあり、住民の知識や意見を取り入れてガイドをすれば良いのではないか、という意

見が研修生から挙がった。だが、職員の答えとしては、住民の教育レベルが低く、教育され

た人材でないと説明する役目は果たせない、と考えているようだった。国立公園の職員は、

ウジュン・クーロン国立公園に適したトレーニングを十分に受けているわけではない。特定

の知りたい情報はあるが、それを教えてくれるトレーニングが無い、と不満をこぼす職員も

いた。 

しかし、実際に住民の教育レベルが低いことは事実であるが、私はそれは問題にならない

と感じた。住民が英語を話せないのであれば、通訳をすれば良い。住民のみが知る植物の使

い道や、動物の生態などが必ずあるはずであり、そういった生きた情報は、エコツアーをよ

り意義深いものにするだろう。住民を巻き込んだ活動をするためには、教育レベルに関わら

ず、住民が持つ知識や可能性を大事にすることが不可欠である、と感じた。 

 

また、日本とインドネシアという距離の離れた二国間をつなぎ、農村で住民と直接話し、

活動を進めている JEEF インドネシア事務所駐在員の矢田氏と 22 日間をともにし、彼の果た

す役割の大きさを感じた。日本の感覚や価値観では理解できないことや、現地に行ってみな

いとわからない状況がある。それらを駐在員である彼が日本に伝えることで、遠い日本から
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の支援でも、インドネシアの住民のためになる活動が可能になるのだと思う。また、住民に

敬意を示すという外部者として も重要な心構えを、彼の態度から学んだ。 

 

(４) まとめ 

研修を通して、自分達が外部の人間であるという強い自覚を覚えた私であるが、その経験

は日本にいてはできなかったことであり、私が将来海外で活動をする際に必ずぶち当たる壁

であったと思う。色々な現場に訪問させてもらい、外部の人間が見知らぬ地で活動をするう

えで、住民に敬意を示すことや、住民の可能性を信じ、それを引き出すことの重要性を学ん

だ。私は「支援」という言葉は使いたくない。「途上国」、「先進国」と二分するのではなく、

国と国とのつながり・協力体制のなかで、優れた技術や知識などを交換してお互いに環境保

全を進めていけば良いと思う。また、私が将来 NGO 活動に携るとしたら、「途上国の人々に

何かをしてあげる」ではなく、住民主体の活動をサポートするような形で、彼らとともに活

動していきたい。今回の研修で学んだ心構えは、私の今後の活動の土台となるであろう。19

歳という年齢でこの研修に参加し、貴重な経験をさせていただいたことを本当にありがたく

思う。 

参考ウェブサイト：インドネシア専科 http://www.jttk.zaq.ne.jp/bachw308/index.html 
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バンタル・グバン 終処分場にて 

3-5. インドネシアの本質的問題点～ゴミ問題から～: 清水 渓 

 

はじめに 

 インドネシアに赴き、さまざまな場所でさま

ざまなものを見聞きした。国立公園で手付かず

の自然に触れ、ジャカルタの大都会の勢いを感

じ、いろいろなことに衝撃を受けた。その中で

も印象に残っているのは、ゴミである。道に、

水路に、河川に、インドネシアでは至る所にゴ

ミが散乱している。それらのゴミがネズミを大

量発生させ、皮膚病、チフス、コレラ、赤痢な

どの細菌性の疾病の蔓延の原因となっている。

捨てられたゴミは川を流れ、やがて大海原に放

り出される。2011 年 10 月 26 日に世界自然保

護基金（WWF）の発表で世界唯一のジャワサイの生息地になったウジュン・クーロン国立公

園の海岸にも、大量のゴミが流れ着いていた。 

ここでは、インドネシアのゴミ問題の現状に触れ、ゴミ問題を解決するのに必要なことを

考察する。 

 

(１) インドネシアのゴミ問題 

 1) ゴミの量 

インドネシアのゴミの量は人口増加、経済活動の活性化、家庭ごみの増大によって、激増

している。それらのゴミの多くが正しく処分されずに路上や水路、河川などに捨てられてい

て社会問題となっている。それらのゴミがネズミの大量発生を招き、悪臭を放ちながら伝染

病などを蔓延させ、河川の水質を汚染している。 

 インドネシアにおけるゴミの発生量は一日 4 億 4 千万リットルで、年間 1540 億リットル、

約 8030 万トンにも達すると言われている。また人口増加率が 0.9％であるので、2020 年まで

にはインドネシアの人口は 2 億 6200 万人になる。さらにゴミの増加が進むということである。 

 

 2) ゴミの処分方法 

次にゴミの処分方法であるが、インドネシアでは 55％のゴミが回収され、ゴミの処分場に

運搬されている。インドネシアには 63 か所のゴミの 終処分場があるが、そのうちの 62 か

所がオープン・ダンピング方式（野積み）である。オープン・ダンピング方式では、近隣の

住民（低所得層であることが多い）は健康・環境両面の影響に曝され、中でも、捨てられた

ごみの中から有価物を取り出すことで生計を立てているスカベンジャー達がさらされている

リスクはさらに大きい。2005 年には、西ジャワ州バンドンの埋め立て処分場で、ゴミの山が

崩れ、100 名以上の死者がでた事故も発生した。またダイオキシンなどのいわゆる環境ホル



                                          平成 23 年度 地球環境基金  
                                                                       海外派遣研修 インドネシア 
                                                                                                  

                                           
 

3-31 

モンとよばれる化学物質に対する不安も高まる。 

 また残りの 45％は未回収で、街の水路や河川に捨てられている。行政はゴミの置き場を指

定し、そこに集めてゴミを回収するシステムを行っている。だが、置き場が少ないこと、ま

た住民がゴミ置き場までゴミを運搬する習慣がないことから、半分近くの 45％が未回収にな

っている。 

 

3) 影響 

  ゴミ問題は衛生面と環境面に悪影響をもたらす。衛生面では、ゴミがネズミの大量発生

を招き、悪臭を放ちながら伝染病などを蔓延させる。インドネシアには、皮膚病やチフス、

赤痢などの細菌性の疾病が多くあり、それらの大きな原因となっている。また環境面では、

ゴミが漂流して野生の動植物を殺傷するほか、オープン・ダンピング方式の処分場から排出

されるメタンは地球温暖化にも大きな影響を与えている。 

 

(２) ゴミ問題の考察 

 インドネシアのゴミ問題の本質はどこにあるのか。私がインドネシアを訪れ、感じた問題

点は二つ、「処分場のゴミが正しく処理されていない点」と、「そもそもゴミの回収が徹底さ

れていない点」である。 

  

1) ゴミの処分場の問題 

 2011 年 9 月 19 日にバンタル・グバン 終処分場の職員の方の講義の受講と施設見学をし

た。講義の内容は今後のビジョンについてのものが多く、現状を十分に踏まえたものではな

いように思えた。集められたゴミを職員が手作業で分別し、焼却出来るゴミは超高温による

燃焼によって有害物質の発生を抑えつつ、余剰の熱エネルギーを発電に生かす。出来ないゴ

ミは集積し、そこにカバーをかけ、発生するガスを利用してエネルギーを確保する。これが

実現可能なのであれば、素晴らしい。だが、現状の問題点を解決しないことには、実現は難

しい。ゴミ山でのピッキングをなりわいにするスカベンジャーはどうするのか。明らかにゴ

ミの処分が運搬される量に追い付いていないが、現在増え続けている大量に集積されたゴミ

はどうするのか。土地利用の問題はどうなるのか。様々な疑問が残った。 

 

2) 未回収のゴミの問題 

 行政はゴミ置き場を設置しているが、その数が十分であるかどうかは議論の余地がある。

そもそも、住民たちにゴミを置き場に運ぶ習慣が根付いていないからである。次頁の写真は

2011 年 9 月 20 日中央ジャカルタ市サレンバ・タラン地区にて撮影したものである。ゴミの

置き場に回収箱があるが、そのすぐ横に黒いビニールのゴミが落ちている。この日サレンバ・

タラン地区の小学校に通う児童とゴミの清掃を行ったのだが、その中でもゴミをゴミ置き場

に持って行く習慣が根付いていないことを感じた。ゴミ拾いをせっせと行っている 中にも、
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飴の包み紙などを路上に捨てるのである。住民たちにゴミをゴミ置き場に運ぶ習慣を身に付

けないことには、インドネシアのゴミ問題は解決していかないだろう。 

 

(３) 本当の問題点～インドネシアのさまざまな問題に通底する～ 

 インドネシアではさまざまな問題に直面するインドネシアの NGO や政府の職員を見た。彼

らはどれも難解な問題にぶつかり、苦しんでいるようであった。自らの状況を「ジレンマ」

と表現した国立公園職員もいた。 

 ウジュン・クーロン国立公園のスタッフは、海外からの観光客が満足するだけの自然の説

明が出来ないことを問題としていた。予算の問題もあるが、英語の出来るスタッフを雇用す

ること、今雇用しているスタッフが英語のトレーニングをすることや英語表記の解説を付け

ることも解決策の一つであろう。様々な要因があり、スタッフは十分に動くことができない

のかもしれないが、自身に与えられた仕事に一味からませて積極的に対策を講じる姿勢を示

していくことも必要ではないかと感じた。 

ゴミ問題に関してもインドネシア政府は国家中期開発計画の中でさまざまな目標を定めて

いることから、ゴミ問題に問題意識を感じているはずである。一般廃棄物に関しては、ごみ

と下水に関するプログラムとして、3 つのプログラムが紹介されている。「共同体を主体にし

たプログラム」、「組織強化を通してのプログラム」、「ごみ管理と下水管理のシナジー効果を

向上させるプログラム」である。共同体を主体にしたプログラムでは、「3R(ごみの減量化、

再利用、リサイクル)を推進し、大都市にリサイクルセンターを設置すること」、「ごみと下水

の費用を社会に内部化させること」、「大都市・中都市でコンポストを普及させ有機農業を発

展させるモデル事業を行うこと」などが盛り込まれている。これらを目標で終わらせるので

はなく、実行に移すことができるように積極的な対策を講じていくことで、インドネシアの

環境問題も緩和していくものと考えられる。 

 

 

 

 

ゴミを回収する箱のすぐ横にビニー

ルのゴミが捨てられている。住民がゴ

ミをゴミ置き場にきちんと捨てる習

慣を身につけることが必要 (中央ジャ

カルタ市サレンバ・タラン地区にて)。 
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3-6. インドネシアにおける、自然資源を活かしたビジネス～: 吉本 紀子 

 

(１) 背景・動機 

2011 年 3 月にインドネシアのロンボク島を訪れたときに、豊かな自然があるのに、それが

地域の人々の仕事や収入に必ずしも結びついていないと感じた。自然の資源を活用して、雇

用や地域の活性化に結び付けているケースを知り、それを他の地域にも応用できないかを知

りたいと思い、このテーマを設定した。また、自然資源の活用は日本や他国でも重要なテー

マであり、この先、社会でますます必要となってくる考え方だと感じている。 

 

(２) 現地で調べたこと 

今回の研修の訪問先では、2 種類の自然資源活用型のビジ

ネスについて知ることができた。 

ひとつが NTFP、もうひとつがエコツーリズムで、その中で

も、日本とは違ったやり方で成功しているモデルといえる

NTFP を特に興味深く感じたため、ここで取り上げることと

する。 

NTFP とは、木材以外の自然資源のことで、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。 

 

NTFP インドネシアは、ラタンを使ったバッ

グ、タコの木のアクセサリー、天然蜂蜜等の生

産と販売を行うことで、環境保全と住民の収入

向上の両立を目指している。 

 

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）

化して販売していた。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。バッグのデザインもイン

ドネシア人なら誰でも知っているデザイナーを起用した。 
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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ような人も

多いため、ゲームやビジュアルを使ってトレーニングをしている。クオリティコントロール

が重要なため、天然の染料を使用しても、異なるコミュニティで作るときに色が変わらない

よう、染料を交換したりして、スタンダードを保つ努力をしている。 

 

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

良を重ねてきた。また、twitter や facebook などを使って宣伝、メディアへの露出も増やす努

力を続け、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。 

 

(３) 考察 

日本では、「フェアトレード」という言葉がだいぶ浸透してきたが、元々不当に安く買い叩

いていたものを適正な価格で買い、適正な賃金を労働者に支払うという意味で使われている

ようである。しかし、NTFP インドネシアでは、「フェアトレード」という言葉は使用してい

ない。あくまでもブランドとしてデザインや品質の高さを追及し、それに加えて先住民の生

活を支援しているというストーリーも含めて、ファンになった顧客に買ってもらうことを目

指しているようだ。「フェアトレード」という言葉に対するイメージが日本とインドネシアで

は異なるのかもしれないので、そのあたりを聞くことができなかったのは残念であった。 

 

NTFP インドネシアの事例から、特に 2 つのこ

とが重要であると感じた。それは、マーケティ

ン グ と ネ ッ ト ワ ー ク で あ る 。 ブ ラ ン ド

Borneochic は、ターゲットを高所得者層に絞り、

そこに焦点を合わせた徹底的なマーケティング

とブランディングで商品のファンを獲得した。

もうひとつはネットワーク化で、元々は 5 つの

NGO がばらばらに活動していたのが、ネットワ

ークを作って活動することで販路の拡大や品質

の安定化、トレーニングの標準化などが可能に

なった。 
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マーケティングに関してさらに考察

するならば、途上国は先進国に比べ、

経済的格差が激しいことが、高所得者

層をターゲットにした理由ではないか。

例えば日本ではマジョリティの人々

（仮に中流と定義する）が食べ物や衣

類などに払える金額にあまり差がなく、

また物を買うときの理由に個人の趣味

や志向が強く反映される。なので、フ

ェアトレード商品を販売するならば、

マジョリティをターゲットにするのが一番有効だと思われる。しかし、途上国ではマジョリ

ティの人々の生活水準が決して高くなく、ひとつの商品を購入するのに払えるお金が大きく

ない。また、そうした環境下では商品購入の決め手が価格に陥りがちなので、価格競争の中

で NTFP が戦っていくのは有効ではないと考えられる。 

 

上記のような理由から、NTFP インドネシアのモデルが必ずしもどこでも有効なわけではな

いと推測される。こうしたビジネスモデルを導入するには、ターゲットの傾向や母数を慎重

に分析する必要がある。 

 

もうひとつ参考になったのは、NTFP インドネシアの目指すものである。Borneochic のプ

ロジェクトは 2007 年から本格的に始まり、順調に拡大してきた。デザインコンテストの受賞

も果たし、リテールショップも開店した。しかし、その目標はバッグの大量生産や収益の増

大ではなく、あくまでも生産者の生活が向上することである。元々ラタンの籠は雨で農業や

猟ができないときに作っていたものだった。現在も彼らの生活は農業を中心としており、あ

くまでもバッグ作りはその合間にやるもので、本業、つまり彼らの生活を変えることなく、

収入を得る手段が増えているということになる。 

 

しかし、今後バッグが有名になり、さらに多くの生産が求められることで、農業ではなく

バッグの生産を中心とした暮らしになったり、貨幣経済に傾倒したりする可能性は大いにあ

る。それによって本来の生活を変えてしまったり、自然を破壊したりするような結果になる

というリスクは大いに考えられる。それを回避するために、NGO の存在は重要である。生産

や収益の増加と住民の生活の質の向上の両方を俯瞰して見て、対応していくことが必要であ

るだろう。「バランスが大切」という Maria Cristina 氏の言葉はシンプルでありながらこの仕

事の本質であると思った。同時に、住民が一番よく知っているであろう『自然の価値』を忘

れないように常に再認識してもらい、買い手の富裕層にも、バッグを好きになってもらうだ

けでなく、その先の人々の暮らしやさらにその先の地球全体の環境や自分が環境に与えてい



研修報告書  
第 3 章 個人テーマの調査分析結果 
                                                        

 

                                           

3-36

るインパクトまで思いを広げてもらうことが大切である。 

 

(４) 今後の活動にどう活かせるか 

NTFP インドネシアのビジネスモデル自体が非常に参考になり、今後自然資源を活用したビ

ジネスを行うときに立ち返る基準のひとつになると思う。NTFP インドネシアだけでなく、別

の自然資源を活用したビジネスモデルも研究したい。 

 

自分の今後の活動にどう活かせるかを考えたとき、大きく分けて 2 つの方向性が考えられた。 

 

1)  NTFP インドネシアの商品を日本とインドネシアで販売できないか。 

日本で→NTFP インドネシアの商品は日本の消費者にも満足してもらえる水準であり、日本

人にはまだなじみの薄いインドネシアという国の自然環境や人々の暮らしを知ってもらうき

っかけにもなる。しかし、大量生産が難しい商品なので、安定して卸売りするのは現時点で

は難しく、インターネットでの受注販売か、インドネシアフェスティバルなどでの限定販売、

インドネシアレストランなどに一部商品を置いてもらうなどの方法が考えられる。これらの

販路を使って販売したときに利益が見込めるか、またそれが NTFP インドネシアにとってメ

リットがあるかを現在検討している。（まずは販路が作れるかを日本の専門家にヒアリング中

である） 

 

インドネシアで→すでにジャカルタで販売されているが、他に販路を拡大するとすれば、

外国人観光客が多い場所が候補として考えられる。自分が手伝えるのであれば、バリ島かロ

ンボク島だが、バリ島は店も土産物の種類も非常に多く、新たに参入しても埋もれてしまう

可能性が高い。一方、ロンボク島では、観光客向けに販売している物はほとんどがバリ島か

ら来ているため、バリ島に比べると価格が高く、しかも種類が少ない。ロンボク島を訪れる

観光客はバリ島に行ったことがある人がほとんどであるため、「土産なら安くて種類の多いバ

リ島で買おう」となりがちなので、他の商品との差別化が図れる NTFP の商品を売る条件と

してはよいと考えられる。ただし、ロンボク島を訪れる観光客はサーフィンやトレッキング

を楽しんだり、のんびりするために来る人々が多く、実用的な物を好む傾向にあると考えら

れるので、1 月にロンボク島を訪れるときに観光客の層や売れている物についてリサーチをし

たい。 

 

ロンボク島への販路の拡大について Maria Cristina 氏と研修時に話をしたときには、「関心

があるので改めて連絡をもらいたい」ということであった。こちらで何が可能か、NTFP イン

ドネシアと現地の人々にどんなメリットがあるかを検討して連絡をしたい。 

 

2) ロンボク島の NTFP を応援する 

ロンボク島には「Lombok Pottery Centre／LPC」という NGO があり、先住民であるササ
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ック人が使っていた伝統的な手捻りの土器を復活させた（NGO といっているが、ニュージー

ランド政府とインドネシア政府が共同で立ち上げている）。経済的に困窮している女性たちが

焼き物の作り手で、焼き物作りで自立を目指し、また、売り上げは子どもたちの奨学金も当

てられている。この焼き物はすでに日本でも販売されている。 

 

今のところ、ロンボク島の自然資源を活かして新たな商品を開発することは考えていない

が、NTFP インドネシアの商品をロンボク島で販売するのであれば、LPC の焼き物も一緒に

販売するなどで双方に広報効果を上げる可能性はある。しかし、これも LPC の状況を知らな

ければわからないし、他に NTFP 事業が存在することも大いに考えられるので、課題のひと

つとして 2012 年 1 月にリサーチする予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

椰子砂糖もロンボク島の NTFP 商品として 

考えられるかもしれない 
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3-7. ともに学び、ともに守り、ともに栄える 

「地域ぐるみの『環境国際交流』の実現可能性を探る！」: 竹下 義洋 

 

(１) テーマ設定の理由 

1) 環境行動には、自然保護、環境保全、資源循環型社会づくり、地域温暖化対策など「幅

広い活動」と、「民・産・官・学各界の総参加と実践」が不可欠。 

 2) 日本では、21 世紀の到来を境に、「制度（システム）化による環境行動の普及」と、そ

の実践による各界での「環境意識の向上」が進展した。 

 3) インドネシアと日本では、自然環境や歴史、民族性が大きく異なるなかで、「インドネシ

ア独自の環境行動」が実践されている。 

 4) この状況を踏まえ、「ともに学び、ともに守り、ともに栄える」をテーマとして、

次の実践企画案を想定する。 

  

  （実践企画案） 

       民・産・官・学をパッケージにした地域ぐるみの環境国際交流の実践 

               ～環境版交流姉妹都市～ 

      ○民では：子ども、学生、主婦、高齢者等の各階層ごとの交流・実践 

      ○産では：農林水産業、製造業、サービス業等の各分野ごとの交流・実践 

      ○官では：自然保護、廃棄物処理、資源循環、衛生等の各分野の交流・実践 

  ※従来型の「交流」のみでなく、「継続的な連携」による「実践」と「効果」の実現を目

指す。 

   

(２) 想定する効果 

 1) 民・産・官・学それぞれに交流の目的・手法・効果等は異なるが、まずは、各界で、イ

ンドネシアでの取り組みを国内でどう活かすかを交流と体験の中で、学び、考える必要

がある。 

 2) また、日本国内での取り組みを、インドネシアで、どう活かすかを、インドネシア各界

とともに考えることにつなげる必要がある。 

 3) このような相互の取り組みから、単に交流に終わらせるのではなく、例えば、民での交

流継続、産業界での技術支援や製品の共同開発、官界でのシステム（制度）化支援など

具体的な成果と継続的交流・連携に発展させることを目標とする。 

 4) そのうえで、民・産・官・学の交流成果を、どう連携させていくのか検討し、成果の拡

大と継続につなげたい。 

 

(３) 現地調査事項 

 上記の実践企画案の実践可能性と効果を確認するため、主にインドネシア側の次の事項を

調査する。 
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 1) ニーズの有無 

 2) 交流可能地域の有無と範囲 

 3) 企画実施の条件 

 4) 企画促進のキーマンの確保 

 5) 大の効果を出すためのポイント 

 6) その他 

  併せて、国内対象地域（佐賀県、佐賀市、伊万里市、武雄市、唐津市、玄海町など）の

各界（NPO、NGO、行政等）の意向や背景、実施条件等の事前把握を行う。 

 

(４) 調査手法 

 インドネシア現地の民・産・官・学各界への取材や提案活動を通じて、実践企画案の問題

点や効果、実現可能性等を探る。 

 併せて、当実践企画案促進のための現地キーマンの確保、交流に努める。 

 

(５) 調査結果のまとめ 

 1) ニーズの有無 

  ・インドネシア国内においては、暮らしや産業の基盤となる諸制度が未整備、あるい

は整備途上の状態であり、その検討状況も今回の調査では詳細にできなかった。 

    ・反面、インドネシアと日本には、その歴史や国民性等に大きな違いがあり、その違

いやインドネシアにおける課題の現状、既存の諸制度等を理解せぬままに、日本か

らの国際貢献として手を出すことの危うさを強く感じた。 

  

 2) 交流可能地域の有無と範囲 

  ・今回の現地研修においては、残念ながら交流可能地域の把握を行うことはできなかっ

た。 

  ・当企画の目的から鑑みれば、諸制度の企画・運営と施策の実施が可能な一定の自治組

織を選択することが必要と考えられる。 

  

 3) 企画実施の条件 

  ・日本からの支援の基本的考え方として、 

   ①現地自治組織内での主体的検討、実施のための側面支援 

   ②現地自治組織での取り組みの学習と日本における応用 

   という視点が重要であり、決して、お仕着せ、かつ、一方的支援となってはならない。 

  ・さらに、短期的、かつ、表面的な交流ではなく、長期に腰を据えた交流が不可欠と考

えられる。 
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 4) 企画促進のキーマンの確保 

  ・今回の現地研修においては、残念ながらインドネシア側のキーマンの調査、確保には

至らなかったが、それとの橋渡しが可能な国内 NPO 活動家の必要性を見出すことがで

きた。 

  

 5) 大の効果を出すためのポイント 

  ・上記 3)で述べた条件を遵守することが重要であり、そのためには、当初は 3 カ年計画

での実施が必要と考えられる。 

   ＊初年度：企画実施可能性調査の実施（交流可能地域の選定、キーマンの確保、具体

的企画案の検討、実施可能性・効果予測など） 

   ＊二年度：徹底した事前調査と研究、現地での課題把握と十分な意見・情報交換、事

後での継続した意見・情報交換 

   ＊三年目：相互訪問による十分な意見・情報交換と実施支援、効果測定と今後の交流

方策の検討、決定 

 

 6) その他 

  ・交流手法のあり方について 

   現地での課題把握や意見・情報交換は、期間の制約の中で行わざるを得ない。 

   従って、現地訪問の効果を 大にするため、事前、事後の両国内での徹底した調査研

究が重要であり、これを も重視すべきと考える。 

  ・国内での交流可能地域の選定について 

   佐賀県内において、先進的施策の取り組みがみられる「佐賀市」、あるいは、玄海原子

力発電所を抱え民主体による環境施策の推進が課題となる「唐津市」及び「玄海町」

を中心に、当 NPO 等との連携による事業実施を進めていくことを検討する。 
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3-8. 現地 NGO のコーディネート力: 木村 江美 

 

はじめに 

エコや環境問題という言葉が浸透していく中、地域を始めとし地球規模で問題は複雑化、

深刻化しており、多くの行政、NPO・NGO、企業など様々な団体が、改善・解決に向け日夜

活動を展開している。しかしながら、このような支援活動の輪が拡大していく一方、本当に

その支援や活動のあり方が、問題の当事者である地域住民の生活、自然環境の改善に繋がっ

ているのかという点おいて、疑問の声がしばしば上がっていることも事実である。 

環境 NPO に携わるようになり約 3 年が経ち、色々な活動を見聞きする中で、支援する側の

押付けでなく課題、問題の改善につながる活動はどうすれば実施できるのか、また実施され

ているのか、そのヒントを少しでも得たいとい思いこの研修に参加した。そして、事前研修

でインドネシアをはじめ様々な地域で活動されてきた行政、NGO の方の話の中で、改めて環

境自然破壊・問題の原因として、地域住民のライフスタイルが大きく関わっており、プロジ

ェクトの実施主体＝住民となり活動を実施できることが、活動の在り方、継続性からも も

重要なことではないかと考えた。 

よって、ある意味では外部者となる NPO・NGO の役割は、現地ニーズをいかに引き出し、

環境を破壊せず生活を維持できる代替案を提示しながら行政・住民を取りまとめていくこと、

つまりコーディネートすることがではないかと思い、このテーマを設定し、実際に現地で活

動する NGO の調査を行うこととした。 

 

(１) 調査項目および手法 

現地での主な調査項目を以下のように設定し、ヒアリング及び現地 NGO による講義を元に

調査を行った。 

 

１) NGO のプロジェクト形成過程及び実施・継続方法について （国際・現地の NGO を比較） 

① 信頼関係構築の方法   

② パートナーの選定基準 

③ 課題・提案の伝え方（切り口・アプローチも含） 

④ 資金 

⑤ 継続的な支援・協力体制の確立のために、 も心がけていることは何か。 

２) 住民・行政の参加理由・動機及び実施による効果・変化について 

 

(２) 調査結果 

実際に現地での調査にあたっては当初想定した質問について、時間的制約やヒアリング対

象者不在（住民・行政）等に実施できないものもあったため、各調査項目において主として

有益な回答を得られたものを中心に報告する。 
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1)【NGO のプロジェクト形成過程及び実施・継続方法について】は、活動のあり方や、実

施に至った背景・経緯も異なっていることから国際 NGO と現地 NGO に分けることとし、国

際 NGO としては、ボゴールに現地事務所を置き、グヌン・ハリムン・サラク国立公園管理計

画プロジェクト及び企業の CSR の一環としてのマングローブ林再生活動を実施されている

JEEF を対象とし、現地 NGO については、訪問した各団体 JKPP、NTFP で有益な回答を得

られた団体について記載する。 

また、2)【住民・行政の参加理由・動機及び実施による効果・変化について】は、訪問先で

直接ヒアリング可能であったグヌン・ハリムン・サラク国立公園管理プロジェクトと、西ジ

ャワ州ブカシ県におけるマングローブ林再生活動の 2 か所についてまとめた。 

 

1) NGO のプロジェクト形成過程及び実施・継続方法について 

項目 国際 NGO 現地 NGO 

①信頼関係の構築方

法 

訪問回数を重ねることで信頼関係

を構築。また、日本人ということで

受入れられた側面もあると思うが、

現在でも月のうち約 15 日は、職員

の誰かが集落を訪問することとし、

綿密にコミュニケーションを図っ

て関係強化に努めている。 

明 確 な 回 答 は 得 ら れ な か っ た が

AMAN においては、マネジメント、

広報などの部門に加えコミュニティ

サポート部門が組織されており、ニ

ーズに対して即座に支援・協力でき

る体制が構築されていた。この様な

フレキシブルな支援体制が住民との

信頼関係構築に繋がっていると推測

される。 

②パートナーの選定

基準 

現在活動を展開している 2 集落（レ

バックサンカ、チクニン）は JICA

の支援が入った時より環境モデル

村（MKK）の対象となっていた場

所であり、特にジャワヒョウの回廊

に位置し、自然保護と住民の生活の

両立の必要性が高い地域であった

ため国立公園側が選定。 

※マングローブ林再生活動におい

ては、主として管理を行う住民村落

開発グループ（LDMH）が植樹活動

に対して前向きな状況であり、資源

となる魚を増やすために森を守っ

てくれるとの確信があり地域およ

びパートナーを選定。 

NTFP のオーガニック蜂蜜生産を担

うパートナーとしては、 

1．地域住民が蜂蜜採取を行っている

こと 

2．サポートしている NGO がいるこ

と 

3．個人ではなく 20 名以上のグルー

プであること 

と 3 つの基準が設けられていた。こ

れは一定の生産等を行うために定め

られたものであろうが、その他 NGO

（JKPP、AMAN）については、住民

のニーズがあれば対応する体制であ

り、特に基準などは設けられていな

い様であった。尚、2 団体とも現在、
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多くの加盟申請や地図作成の要望が

寄せられており対応待ちとなってい

る組織が数多くある。 

③課題・提案の伝え

方 

週 3 回の集会などでの意見交換お

よび、スタッフの個別訪問により、

ニーズ調査やヒアリングを実施。ま

た、課題への理解については今回の

ディスカッションにおいて、森林の

破壊や劣化による土砂災害や水不

足の発生により、住民側にも自然と

で植樹や森林保全に対して意欲的

な意識が芽生えている状況が伺え

た。 

訪問先の活動の特性も関連している

と思われるが、住民側を説得しなけ

ればいけないという状況ではなく、

むしろ対・行政や企業に向けて、そ

の事業・活動によって住民の生活や

その周辺環境・自然が破壊・侵害さ

れていることを伝えることに注力し

ていた。また、そのための DVD など

映像広報ツールなどを製作し、資金

獲得に有効活用している状況であっ

た。 

④主な資金源 助成金（JICA 草の根協働事業 草の

根パートナー型）の他、寄附金等。

・JKPP 

EU、英国大使館、オランダ、フォー

ド財団、反アブラヤシプランテーシ

ョン企業、政府の村落開発資金等を

活動の資金源とし、資金以外にも

GPS など物品支援も受けている。 

・AMAN 

先住民の人々が作ったプロダクツ販

売収益の他、4 年に一度全国 MTG を

行い、実施する活動の優先順位を決

めプロポーザルを書き、国際的なド

ナーから資金を獲得。近々世界銀行

から REDD 関連の事業で多額の支援

を受ける予定。 

⑤継続的な支援・協

力体制の確立のため

に、 も心がけてい

ることは何か。 

村や行政に対して何かインプット

するというより、住民や国立公園職

員をつなぐ活動・役割に徹するこ

と。 

・AMAN 

Facebook、WEB、メルマガなど SNS

を活用した積極的なコミュニケーシ

ョンおよび、サポートを必要として

いるときに一番に支援すること。 
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2) 住民・行政の参加理由・動機及び実施による効果・変化について 

○グヌン・ハリムン・サラク国立公園管理計画プロジェクト 

本地域での活動は、2009 年より継続的に行われている活動であるため、実際に取組んだこ

とによる変化・効果についての報告を主とする。 

レバックサンカ集落で、住民、行政とのディスカッションで様々な意見交換が行われる中、

MOU の締結による心境の変化について質問が住民にされた際に、「MOU の締結による変化は

なく、むしろこのプロジェクトが始まった時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いなかったし、公園職員の

方も、ただ怖いというイメージだけであった。また、これまで耕してきた土地などを奪われ

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できたと共

に、地図作成等を通じて居住や耕作地の権利を得られたことにより、今では公園職員の方は

自分達を守ってくれるような存在だと感じるようになった」との回答があった。 

これは、行政側の通達が、当事者となる住民へいかに届きにくいかを示すと同時に、行政・

住民間の溝を埋めるつなぎ役として第 3 者（NGO 等）が関わる重要性を表すものでないかと

考える。さらに、住民側からは行政に対する心境の変化に加え、集落で起きている水不足の

影響などにより環境保全の必要性を感じており、現在、本プロジェクトに携わっている 50 名

に加え、より多くの者が参加できるように考えて欲しいと活動の拡大に対する意欲的な要望

も挙がっていた。 

また、国立公園職員によるプレゼンでも、「国立公園管理には住民、NGO、政府などの協力

が不可欠である」といった発言あり、住民と行政のセンシティブな関係性において、第 3 者

（NGO 等）が関わる意義や必要性を示す効果や変化があったことが分かった。 

 

○西ジャワ州ブカシ県におけるマングローブ林再生活動 

本プロジェクト対象地は、保全林と一部では生産活動を行う事を前提としている生産林が

存在している自然保護区であり、本来であれば、適正な管理によって保全林と生産林のバラ

ンスが取れた保護区として機能すべきであるが、様々な要因によって、荒地や養殖不能とな

った池が広がる状況となっていた。 

このような状況下、ディスカッションで対象地域を管轄する林業公社の担当者は、管理不

行き届きを認識している発言とともに、マングローブ林の再生については、中央政府からの

回復要請や防災機能の観点から公社としてもその重要性を感じていると話し、また JEEF が関

わることによって、エコツアーなど様々な新しい取り組みを生み出せるのではないかと NGO

が参画したことへの新たな展開を期待についても述べていた。 

また、植樹活動を主として担う住民村落開発グループ（LMDH）のリーダーは、森林が回復

し漁業資源による収入を得るには 10～15 年かかることを理解しながらも農業やエビの養殖

のほか漁業でも生計を立てられるようになる可能性を鑑み、植樹管理を自主的に行うなど意

欲的に活動へ参加している様子であった。当地での活動は、開始後まだ 6 か月であり、効果

や変化についてはこれからであるが、住民・行政それぞれが、マングローブ林の再生に対し
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て十分な参加動機、理由を有するとともに、再生後の展開について NGO の特性を活かしたも

のを期待していた。 

 

(３) まとめ 

インドネシアにおける NGO 活動の展開は、約 17,000 もの島々から成る国土の地理的な状

況、多種多様な民族や言語、政治・経済的な変動やグローバリゼーションと深く関連した背

景など、国内のみの活動に限っても日本以上に考慮しなければならないことが非常に多い状

況であり、活動推進する NGO のコーディネート力として想定していたよりも多くのことが求

められていた。 

しかしながら、各活動で地域住民を始めとしたステークホルダーとの関係づくりにおいて

原点となっていたのは、一人ひとりとの人間関係づくりであり、その関係構築のために、NGO

の人々は面談といった直接的な方法から IT 技術を活用した間接的な方法まで多用しながら、

綿密なコミュニケーションをとることに注力していた。 

これは基本的なことではあるが、押し付けでない活動を行うためには も重要であり、デ

ィスカッションを例としてもどのような質問を投げかけ、何を聞きだしていくのか、１つ１

つを丁寧に考えていくことが住民や行政の継続的な活動への参加や協力につながり、地域や

社会に変化をもたらすのではないかと感じた。また、このように積極的なコミュニケーショ

ンから引き出されてきたニーズは、国内外のドナーに対して、その活動の必要性や意義を伝

えるのに有効であり、NGO の継続的な資金の獲得に寄与し、さらにコーディネート力を高め

ることにもつながっているようであった。 

今回訪問した NGO の活動背景として、政治およびグローバル化による社会的変化が関与し

ているケースが多かったが、それぞれの得意分野を活かしながら NGO 同士が協働し、活動を

適化しながらアプローチしていくことで改善策を推進しており、このような連携体制は日

本国内の活動においても見習うべき点が多々あると感じた。 

プロジェクトをコーディネートする力やノウハウは、実務を担う個人のスキルに依存して

いる部分が多いのが実情であろうが、環境という側面だけにとらわれず政治、文化、宗教な

ど様々なことを考慮しながら、まずは一人ひとりと人間としての信頼関係を構築していくこ

と、また多くの事例・活動を見聞きしながら意欲的に学び、柔軟な姿勢を持ち続けていくこ

との重要性を、実体験を通じ認識できたことは大きな学びとなった。 
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3-9. 行政と NGO の連携の現状: 本島 幹子 

 

はじめに 

ジャカルタに降り立つと、街は近代的なビルやデパートが立ち並び、携帯電話を片手にせ

わしく歩く人々の姿がある。街は車やバイクがひしめきあっていた。数時間車を走らせ、グ

ヌン・ハリムン・サラク国立公園の中に入ると、自然の中で、モスクから聞こえるアザーン

の声で目覚め、田を耕し生活をしている人々の暮らしがある。 

地域によって多種多様な生活スタイルがあり、数百の異なる言語・人種が混在しているイ

ンドネシアは、まさに多様性の国であると感じた。インドネシアという国を一言では表わす

ことはできないが、文化や人が混在する多様性こそが、インドネシアという国の魅力である

と思う。しかし、多様性がゆえに、さまざまな意見が混在するなかで、住民の意見をまとめ

るのに困難が生じているのも事実である。 

インドネシアにおいては、NGO が環境保全活動において重要な役割を担っているという。

NGOはどのような役割を担っているのか、政府とNGOがどのような役割分担をすることで、

効果的な活動をすることができるのか、インドネシアにおいて訪問先の事例を通して考察す

る。 

 

(１) インドネシアにおける政府と住民との関係の問題点 

インドネシアにおける政府と住民との間で抱える問題点として以下の 3 つがあげられると考

える。 

 

1) 情報公開の問題点 

例えば、プロジェクトを実行するための決定段階において、様々なステークホルダーを集

めて話し合いをするパブリックコメントという形式を取る。そこでの決定をウェブに掲載し、

住民に周知しているが、住民がウェブにアクセスしにくいという問題がある。すべての住民

が政府の決定について、情報を得て、意見を言うことができない。 

 

2) 住民との合意形成過程における問題点 

 地域住民を集めて市民説明会をしているが、説明内容が、住民にとって初めて聞くような

言葉だと分かりにくく、内容を理解しないままに終了してしまう場合がある。形式上、合意

形成のための説明会を開催したというだけで、住民が理解せずにプロジェクトが進行してし

まう。 

 

3) 地域の実情を把握できていない 

例えば、環境保全を考慮した土地の利用に関して、地図をもとに土地利用の政策を考えよ

うとすると、行政上の区分をした地図はあるが、そこにある資源をどう活用して住民が生活

しているかというような、実際の生活に基づいた視点での地図を用意することができていな



                                          平成 23 年度 地球環境基金  
                                                                       海外派遣研修 インドネシア 
                                                                                                  

                                           
 

3-47 

い。住民たちは、土地利用の権利のため、地域の実情に合わせた地図を作成し、政府と話し

合いをする必要がある。 

 

インドネシアの環境保全政策において、資金の援助や開発の仕組みが、豊かな国や、援助

を受ける側の指導者層に都合のいいだけのものでなく、住民が話し合いの場にも参加して「自

分たちの地域が、どのような将来をめざしていくのか」を発言できるようになることが必要

である。上記のようなインドネシアの政府と住民の関係における現状の問題点を解決し、住

民参加型の環境保全政策を実行するために、NGO 活動は活発になっているのではないかと考

える。 

 

(２) インドネシアにおける NGO の役割 

  1) 人を「つなぐ」役割～グヌン・ハリムン・サラク国立公園 

グヌン・ハリムン・サラク国立公園において、政府が国立公園として指定した背景には、

鉱山開発や不正な農地の拡大によって自然が破壊されていることがあげられる。また、自然

環境の悪化により、動植物の生息地が脅かされており、ジャワクマタカやジャワヒョウとい

った絶滅が危惧される動物を保護する必要があった。 

 一方、住民は、木を伐採し続けたことで土砂崩れや水不足を起こすなどの経験を通して、

自然保護の重要性を感じるようになっていた。 

このような背景から、住民と政府は、自然と住民の生活の共存ということを共通認識とし

て持っていたが、政府と住民の考えの違いを話し合うような場がなかったために、共通認識

である自然との共存という目標をともに達成しようという活動にまでは行きつくことができ

ずにいた。そこで、NGO(JEEF)を通して、インドネシア政府と住民が歩み寄りのプロセスを

コーディネートした。また、住民が積極的にコミュニティの将来を話し合う場を持つなど、

地域の人材を引き出す活動もしている。 

 

① 住民の権利の確立（国立公園内の地図作成プロジェクト） 

まず、国立公園内における地図の作成を、国立公園スタッフ、NGO、住民の協働で行った。

必ず自然を守らなければいけないコアゾーンと、耕作をしてもよいとされるスペシャルゾー

ン、住民の住居区、再植林地域のリハビリテーションゾーン、二次林がある森林ゾーンなど

に区分された。住民にとって、地図が作成されたことによってどこを耕作してよいのかはっ

きり認識することができた。 

 

② 住民参加の機会をつくる（政府と住民とのミーティングの開催） 

 JEEF における関係構築のプロジェクトが始まる前は、住民、行政、NGO がともに意見交

換をする機会はなく、国立公園のスタッフと話をすることに住民は自分たちの土地が奪われ

てしまうのではないかという恐怖を感じていた。NGO のスタッフがミーティングを開催する
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ようになり、国立公園のスタッフとも意見を交換することができるようになったことで、住

民たちは、自分たちの権利が国立公園のスタッフに認められ、保護されていると感じるよう

になった。現在は、政府の支援により、住民参加の意見交換や農業の技術研修や、農業コン

テストなどが開催され、農業の技術・生産活動に対する支援を受けている。 

  

③地域の女性参画を促す（女性グループの収入向上に関するプロジェクト） 

 国立公園内に住む、女性グループが、自分たちの収入を向上することを目的にバナナチッ

プスを作るプロジェクトが行われるようになった。NGO スタッフがアドバイザーとして入っ

たことで、地産地消の製品が出来上がった。女性同士のつながりができ、自分たちのアイデ

ィアが製品となり、地域で必要とされているという自信を持つことができるようになった。 

 

まとめ  

NGO が政府と住民の間に入り、両者をつなぐ役割をすることで、定期的な話し合いの場を

もつことができるようになったといえる。そこには、NGO スタッフと、地域住民の信頼関係

が作られているという前提が必要になる。また、女性の社会的な自信をつけさせるプロジェ

クトを展開するというのは、NGO が入ったことで新しい価値観やプロジェクトが生み出され

ている。今後のグヌン・ハリムン・サラク国立公園におけるプロジェクトの課題として、NGO

がプロジェクトから撤退したあとも、政府と住民が話し合いの場を持ち協力して、環境保全

活動ができるかどうかがあげられると思う。 

また、現在他の村とのネットワークの弱さがあると感じる。ひとつの地域の関係構築の成

功例をさまざまなコミュニティが学びあうような住民たちの自主的な活動を促すことも必要

であると思う。 

 

2）技術集団として地域を把握する役割（JKPP） 

行政が決める行政上の土地と住民が使用している土地に差異があり、政府は地域の土地利用

の事情を把握することができていなかった。地方分権化や、地域住民の意識の向上などの背

景もあり、住民たちは自分たちの土地利用の権利を主張できるようになってきた。住民によ

る森林管理方法の事例を記録に残し、土地利用状況、自然資源分布を住民参加型によるマッ

ピング手法で地図の作成を行っている。地図の特徴として、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ている。 

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

を強めるなど柔軟性のある活動は、政府にはできない NGO の活動の特徴であるように感じた。 

 

①コミュニティでの調整作業 

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。地域へは地図作成の技術集団として入っていく。地域のニーズによって地図の
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内容が変わってくる。津波の被害にあったアチェのケースでは、災害復興の際に、今後この

地域をどのようにしていきたいかを住民と話し合い、空間計画を住民と共に考えて地図を作

成していった。 

 

②地図の正当性の確保 

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。周りのコミュニティを取り込んでプロジェクトを進行す

る中で、他の集落との連携を構築する。 

 

③政府への働きかけ 

地図作成後は、必要なレベルの行政区に持っていき、関係する行政機関へ提案をする。 

住民が地図を作成したことで、住民の意見が政府の村落計画や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。 

JKPP でトレーニングを積んだファシリテーターが政府の重要な地位につくようになった

ケースもある。今後の展望として、地域に根付く伝統的知識を政府の開発担当者に理解して

もらい、環境保全型の開発が進むよう働きかけをおこなっていく。 

  

まとめ 

 地図作成時の際に地域に入るファシリテーターという役割を、NGO でトレーニングを積ん

だ経験のある人が政府の要人になるなど、政府と NGO がともに学ぶことのできる関係が構築

されている。 

また、津波の被害にあったアチェの街の復興計画においては、長老に昔の姿を聞き、若者

にこれからどういう街をつくりたいのか、世代間を超え、街づくりについて考える機会を NGO

が作っている。地域に入り込み、ファシリテーターとして、住民同士をつなぎ、意見を引き

出すことができるのは、NGO が政府よりも、より住民に近い立場で信頼関係を構築している

からであると思う。 

 

(３) 終わりに 

1) 政府が取り組むべきこと 

政府は、資金の援助や NGO の活動をあてにするのではなく、国内のだれもが政治に参加で

きるように取り組まなければいけない。そのためには、次のことが大切であると思う。 

・地域住民が政府の情報を手に入れられるようにすること 

・住民の参加をもっと進められるような政策を策定すること 

・住民がわかりやすく十分な説明をするという責任を確実に果たすこと 

・地域同士の結びつきを強めたり、組織の力を高めたりすること 
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 このような視点は、インドネシアだけに言えることではなく、日本においても、政府が住

民に対して取り組まなければいけないことと共通しているといえる。 

 

2) 日本の地方自治体で取り入れたいこと 

 訪問したグヌン・ハリムン・サラク国立公園では、NGO のスタッフが地域の人と共に食事

し、現地の言葉を話し、コミュニティの中で地域住民の声を忍耐強く地道に聞き取っていく

姿が印象的であった。住民の意見を聞き共に活動ができる身近な頼りになる存在としてイン

ドネシアで NGO が活躍をしている。 

 日本においては、地方自治体こそ、市民が一番身近に接するところである。それは市民と

協力しあえる場でもあるといえる。市の抱える問題について、地域に入り込み住民の意見を

聞き身近で頼りになる存在にならないといけない。 

 

3) 今後の課題 

 JKPP において、NGO でファシリテーターとして NGO で研修を積んだ人が、政府で働く

など、研修機関として NGO で勉強をできる点は、地域を知る上でもよい勉強になると感じた。 

 インドネシアにおいては、街の中にゴミがポイ捨てされているところが多く見受けられた。

環境教育について力を入れるべきであると感じた。日本の地方自治体は、国際交流というと

今まで、ホームステイや、姉妹都市交流が多かったが、環境保全をテーマにゴミの分別など

でほかの国と交流をし、環境保全活動を高めることができればよいと思う。 
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3-10. インドネシアの課題 ～日本企業との関わり～: 阪野 朋子 

 

国土の半分の森林（うち原生林 5 割、二次林 4 割、植林 1 割）で世界の約 20％に相当する

約 325,000 種の野生動植物が生息するといわれるインドネシア。 

インドネシアに押し寄せるグローバル化のうねりは多様な動植物の棲家でもある森にも押し

寄せている。また、多くの日本企業がグローバルに事業を展開する方向性を打ち出している

今、企業自ら事業展開地域を含めたバリューチェーンで、どのように社会的責任を果たすこ

とができるかを考える必要性が生じている。 

そこで、今回の渡航を通して、「私たち日本人がインドネシアの森から享受しているものは

何か」、「そこから現地で生じている課題とは何か」を調査する。 

課題の調査により、日本企業が社会的責任を実行するための足がかりにしてほしいと考え

る。 

 

(１) 調査手法 

私たち日本人がインドネシアの森から享受しているものの中から、「食品」「日用品」「電気

機器」「医薬品」に関係する課題をマッピングする。事前に 4 つの分野からインドネシアの課

題と関係する要素のリストを作成し、分野ごとに現地の課題をチェックする（次頁表）。 

また、課題は企業が CSR の分野で今 も注目し、ベンチマークにしようとしている

ISO26000（2010 年 11 月に発行、2011 年度内の JIS 化作業も開始された）より、7 つの課題

に沿って整理する。 
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インドネシアの課題と関係する要素の一覧表 

食品 

パーム油 

 ・ハンバーガー店の調理油 ・チョコレート 

 ・スナック菓子 ・マーガリン 

マングローブ 

 ・えび 

日用品 

パーム油 

 ・化粧品 

 ・洗剤 

 ・カップラーメンの容器 

マングローブ 

 ・BQQ 用の炭 

ユーカリ（植林） 

 ・紙 、・デッキタイル（他、建材） 

電気機器 

レアアース（希土類） 

 ・携帯電話、 ・パソコン 

 ・電気自動車、 ・エアコン 

医薬品 

パーム油 

 ・医薬品コーティング剤 

ジャワサイの角 

 ・漢方薬 

薬草（希少植物） 

 

(２) 調査結果 

ISO26000 の 7 つの課題（下図）のうち、研修内容に沿って、「6.5 環境」課題にフォーカス

し、結果を整理する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「やさしい社会的責任 ISO26000 と中小企業の事例 」より 
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「食品」 

食品 

環境課題 

パーム油プランテーション 

‐チョコレート、スナック菓子

etc 

マングローブ 

‐えび養殖 

水源 

‐水 

汚染の予防 

・農薬による水汚染、土壌汚染 

・川に放置された食品パッケージ

による水汚染、土壌汚染 

・食品物流（バイク）による有害

化学物質の大気への排出 

抗生物質による海水

汚染の懸念 

排水の管理 

持続可能な資源の使用 
原生林のプランテーション化 土地利用権条項の管

理不足 

使用量の不明瞭さ 

気候変動緩和及び適応 
原生林伐採による CO2 の排出 マングローブ林伐採

による CO2 の排出 

 

環境保護及び自然生息地の回復   水源の生態系の管理 

 

「日用品」 

日用品 

環境課題 

パーム油プランテーション 

‐化粧品、洗剤 etc 

マングローブ 

‐BQQ 用の炭 

ユーカリ（植林） 

‐紙、建材 

汚染の予防 

・農薬による水汚染、土壌汚染

・川に放置された日用品パッケ

ージによる水汚染、土壌汚染 

・食品物流（バイク）による有

害化学物質の大気への排出 

  

持続可能な資源の使用 原生林のプランテーション化 伐採制限 再生不可能な資源の利用 

気候変動緩和及び適応 
原生林伐採による CO2 の排出 マングローブ林伐採

による CO2 の排出 

 

環境保護及び自然生息地の回復    

 

「電気機器」 

電気機器 

環境課題 

原生林 

‐レアアース（携帯電話、パソコン、電気自動車、エアコン etc） 

汚染の予防 製錬による水汚染、土壌汚染 

持続可能な資源の使用 原生林の開発 

気候変動緩和及び適応  

環境保護及び自然生息地の回復  
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「医薬品」 

医薬品 

環境課題 

パーム油プランテーション 

‐医薬品加工剤 

原生林 

‐漢方薬、薬草 

汚染の予防   

持続可能な資源の使用 再生不可能な資源の収奪  

気候変動緩和及び適応 原生林伐採による CO2 の排出  

環境保護及び自然生息地の回復   

 

(３) 考察 

課題の階層をどこまで掘り下げたらよいのか、課題のヒエラルキーの不統一性の問題が生

じた。 

また、ISO26000 では消費者課題のひとつに「教育及び意識向上」を挙げている。「食品」、

「日用品」、「電気機器」、「医薬品」は市場の中でも占有率が高い分野である。企業は、消費

者意識へ多大な影響を及ぼすため、消費者に提供する自社製品がバリューチェーンの中でど

のような環境課題に加担しているか把握する必要がある。 

今後、持続可能な社会を描くためにも地球規模で影響力の大きい課題と現代の私たち（日

本人）の暮らしに欠かせないものを精査する。ジレンマが生じている点こそ、企業が取り組

むべき課題であると考えるからである。企業が持続可能な形で事業を続けるには、持続可能

な形での社会があってこそ成り立つ。国内需要だけでは利益が見込めず、多くの日本企業が

グローバル展開を推進しようと考える今こそ、NGO が持続可能な社会へ向けたつなぎ役割と

して企業の社会的責任に関し、ともに模索をしていく必要があると感じた。 

 


