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Background
• Environmental Education (E.E.) in Palau

Palau Conservation Society

Palau International Coral Reef Center

Dolphins Pacific

Koror  State Recycle Center  

Elementary or high school

We can’t get the details.

Aim

in Palau

To research
・The contents of environmental education
・How large environmental education spreads

Abstraction of  tasks



Method
Site visit survey

Questionnaire survey

Palau Conservation Society (Sep 28)

Palau International Coral Reef Center (Sep 28)

Dolphins Pacific (Oct 2)

Koror  State Recycle Center (Sep 30, Oct 2)

Elementary or high school (Sep 28~30)

The Independence Day (Oct 1)

Result
Site visit survey

PCS PICRC



• Environmental Education (E.E.) in Palau

Almost target to student

Palau Conservation Society

Palau International Coral Reef Center

Dolphins Pacific

Koror  State Recycle Center  

Elementary or high school

Result

About protecting nature

About 3R

Method
May I ask you?

Group A

Boys in elementary/high school 

Group B

Group C

Group D

Girls in elementary/high school 

Women graduated high school 

Men graduated high school 

Do you   ~  ??

Have you   ~  ??

Questionnaire survey



Question

Q.1 Have you ever attended the event about 
protecting nature?

Q.2 Do you hope to economic development
of Palau?

Q.3 Which is more important? Environment or
Economic development.

To measure the spread of E.E. about protecting nature

Question

Q.4 Have you ever attended the event about
3R?

Q.5 Do you reuse anything at your home?

Q.6 Do you know that the plastic can be
changed to oil?

To measure the spread of E.E. about waste treatment



Question

Q. 7 Do you know that the plastic is made of 
oil?

Q. 6 Do you know that the plastic can be 
changed to oil?

Q. 8 Do you know any kinds of plastics which
can't be changed to oil?

To reveal the spread of basic science knowledge

Result
Questionnaire survey



Result
Q.1 Have you ever attended the event

about protecting nature? (n=72)
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Q.2 Do you hope to economic development
of Palau? (n=70)
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Q.3 Which is more important? Environment or
Economic development. (n=72)
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Result
Q.4 Have you ever attended the event

about 3R? (n=71)
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Q.5 Do you reuse anything at your home?
(n=72)

10
0
%

0
%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A+B C+D

Q.6 Do you know that the plastic can be
changed to oil? (n=71)
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Result
Q.7 Do you know that the plastic is

made of oil? (n=73)

58
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Q.6 Do you know that the plastic can be
changed to oil? (n=71)
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Q. 8 Do you know any kinds of plastics which
can't be changed to oil? (n=74)
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Conclusion

The spread of environmental education is so high.

But there are many people who don’t know logical part.

Therefore, It is appeared that 
necessity of science knowledge!!



L.E.E. 
group presentation

2015/10/10

Azueri, Kazuki, Taiki

Background

Sustainable 
Development

Environmental 
Awareness

Environmental 
Education



Hypothesis

Environmental education
Awareness of environment
Science knowledge are not enough

in Palau

Aim
To research
how deep the environmental education
has been affected

Method

May I ask you?

Group A
Boys in elementary/high school 

Group B

Group C

Group D

Girls in elementary/high school 

Women who isn’t student

Men who isn’t student

Do you   ~  ??

Have you   ~  ??

Questionnaire survey

The Independence Day (Oct 1)



Question

To measure the spread of E.E. about 

 waste treatment

To reveal the spread of  

 protecting nature

 basic science knowledge

Result
Questionnaire survey



Result
Q.1 Have you ever attended the event

about protecting nature? (n=72)

92
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Q.2 Do you hope to economic development
of Palau? (n=70)
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Q.3 Which is more important? Environment or
Economic development. (n=72)
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Awareness of protecting nature 
is high.

Result
Q.4 Have you ever attended the event

about 3R? (n=71)
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Q.5 Do you reuse anything at your home?
(n=72)
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Awareness of  waste treatment is high.

Student’s awareness is higher than others.



Result
Q.6 Do you know that the plastic is

made from oil? (n=73)
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Q.7 Do you know that the plastic can be
changed to oil? (n=71)
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Q. 8 Do you know  any kinds of plastics which
can't be changed to oil? (n=74)
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Knowledge level about plastic is 
not enough.

They don’t have much information  
about plastics.

Conclusion

The spread of E.E. is so high

There are many people who don’t know logical part

But

Necessity of more deeper E.E.



Action Plans

To make more deeper E.E. in Palau !!

1. Science experiment
2. Picture cards
3. True or False game

Place : Koror elementary school
Target : 7th grade student
Date : Oct 5, 6 12:00~12:30

Action 1
Method : Science experiment
Content : Make the fiber from plastic bottle
Aim : To understand the past and future of Plastics



Action 2

Method : Picture cards
Content : E.E. & renewable energy in Japan
Aim : To make environmental awareness more deeper

Action 3
Method : True or False game
Content : Knowledge of global warming, review 
Aim : To make environmental awareness more deeper

Measuring the result



Snapshot

Achievement
We told Mamoru sang  and Tark sang how to do 
experiment. 

Mamoru sang said that he would take in our presentation 
to his class.                                                              Etc…

True or False game is an 
useful method to learn, but 
needs repeat.



Feedback
・Efficient contents

・want to do this experiment in next science fair

・It was rare that others except for teachers give lessons

・can regard after recycling the plastics.

・can understand why we need recycle

・Big impact!!

・very good time!!

Feedback

・Some kids couldn’t understand our English 

・Some kids couldn’t ask questions on the spot

・Sometimes we couldn’t speak clearly

・It was easy for children because they already learned

・It was a little dangerous to use fire for the experiment



Need to brush up our English and presentation skills

To do action plans in another school

In Future…

as
NPO

Thank you for your kindness!!
We will be back someday!!



⻑崎⼤学 東 ⾐⾥⾹
三浦 ⼤輝

岩⼿⼤学 髙橋 ⼀⽣

海外派遣研修報告会
(L.E.E. 班) 

2015/12/11 TFTビル東館9階

本研修の概要
対象国 : パラオ共和国

⽇程 : 2015/9/26~10/11 (短期:9⽇間, ⻑期:16⽇間)

内容 : ⽇程の⼤枠

⽬的 : 国際環境協⼒分野のリーダー育成



研修テーマの概要

背景

環境教育

環境への意識

環境保全と経済発展の両⽴



背景
パラオで⾏われている環境教育 (事前調査)

• パラオ⾃然保護協会
• パラオ国際サンゴ礁センター
• ドルフィンズパシフィック
• コロール州リサイクルセンター
• ⼩学校 / ⾼校

詳細は不明

⽬的
環境教育の種類・対象を把握

理科教育レベルの把握

課題の抽出
課題へのアクション

訪問調査の実施



⽅法 (訪問調査)
• パラオ⾃然保護協会 (9/28)
• パラオ国際サンゴ礁センター (9/28)
• ドルフィンズパシフィック (10/2)
• コロール州リサイクルセンター (9/30, 10/2)
• ⼩学校 / ⾼校 (9/28~30)

パラオ⾃然保護協会 パラオ国際サンゴ礁センター

内容は限定的
学⽣を対象とした環境教育
理科教育レベルは低い

環境保全に関する内容

廃棄物処理 (3R) に関する内容

結果 (訪問調査)
パラオで⾏われている環境教育

• パラオ⾃然保護協会
• パラオ国際サンゴ礁センター
• ドルフィンズパシフィック

• コロール州リサイクルセンター
• ⼩学校 / ⾼校



環境教育
環境への意識 が不⼗分である可能性
理科的な知識

環境教育の浸透度を測る

仮説

⽬的

アンケート調査の実施

グループA：男⼦学⽣
グループB：⼥⼦学⽣

グループC：学⽣でない男性

グループD：学⽣でない⼥性

⽅法 (アンケート調査)

May I ask you?

場所 : ⾸都マルキョク
⽇時 : 独⽴記念⽇ (10/1)



質問内容
環境教育の浸透度を測る設問

 廃棄物管理 : Q. 4, 5

理科知識の浸透度を測る設問

 環境保全 : Q. 1~3

 プラスチックに関する知識 : Q. 6~8

結果 (アンケート調査)



Q.1 Have you ever attended the event about protecting 

nature? 

「環境保全に関するイベントに参加したことがあるか」

A + B ( 学生) C + D ( 学生以外)

40

3

26

3

Yes

No

91.7%

8.3%

Yes

Non= 72

(a) 全体での集計結果 (b) カ テゴリ ー別の集計結果

A +  B

C +  D

93.0% 7.0%

89.7% 10.3%

Q.2 Do you hope to economic development of Palau?

「パラオの経済発展を望むか」

A + B ( 学生) C + D ( 学生以外)

42

1

26

1

Yes

No

A +  B

C +  D

97.1%

2.9%

97.7% 2.3%

3.7%96.3%

Yes

Non= 70

(a) 全体での集計結果 (b) カ テゴリ ー別の集計結果



Q.3 Which is more important? Environment or Economic 

development.

「環境と経済発展、どちらがより重要か」

A + B ( 学生) C + D ( 学生以外)

40

2

29

1

Yes

No

95.8%

4.2%

A +  B

C +  D

(a) 全体での集計結果 (b) カ テゴリ ー別の集計結果

Yes

Non= 73

95.2% 4.8%

96.7% 3.3%

住⺠の環境への意識は⾼い

 環境保全 : Q. 1~3

 環境保全に関する環境教育は充実している

 環境保全と経済発展の両⽴を望んでいる



Q.4 Have you ever attended the event about 3R?

「3Rに関するイベントに参加したことがあるか」

85.9%

14.1%

A +  B

C +  D

A +  B ( 学生 ) C +  D ( 学生以外 )

38

4

23

6

Yes

No

Yes

Non= 71

(a) 全体での集計結果 (b) カ テゴリ ー別の集計結果

90.5% 9.5%

79.3% 20.7%

Q.5 Do you Reuse anything at your home?

「家で何かリユースしているか」

A +  B

C +  D

A + B ( 学生) C + D ( 学生以外)

43

0

29

0

Yes

No

100.0%

(a) 全体での集計結果 (b) カ テゴリ ー別の集計結果

Yes

Non= 72

100.0%

100.0%



廃棄物に関する意識は⾼い

 廃棄物管理 : Q. 4, 5

 廃棄物管理に関する環境教育は充実している

 家庭でのReuseの取り組みは慣習化している

Q.6 Do you know that the plastic is made from oil?

「プラスチックの原料が⽯油であることを知っているか」

42.5%
57.5%

Yes

No

A +  B ( 学生 ) C +  D ( 学生以外 )

Yes

No

22

21

20

10

A +  B

C +  D

(a) 全体での集計結果 (b) カ テゴリ ー別の集計結果

51.2% 48.8%

66.7% 33.3%

n= 73



Q.7 Do you know that the plastic can be changed to oil?

「プラスチックを油化できることを知っているか」

47.9%
52.1%

Yes

No

(a) 全体での集計結果 (b) カ テゴリ ー別の集計結果

A +  B

C +  D

A +  B ( 学生 ) C +  D ( 学生以外 )

20

23

17

11

46.5% 53.5%

60.7% 39.3%

n= 71
Yes

No

Q. 8 Do you know  any kinds of plastics which can't be 

changed to oil?

「ある種類のプラスチックは油化できないことを知って
いるか」

87.8%

12.2%

Yes

No

(a) 全体での集計結果 (b) カ テゴリ ー別の集計結果

n= 74

A +  B

C +  D

A +  B ( 学生 ) C +  D ( 学生以外 )

6

37

3

28

Yes

No

14.0% 86.0%

9.7% 90.3%



プラスチックに関する認識は低い

 プラスチックに関する知識 : Q. 6~8

 基礎的な知識が不⾜している

 油化に関する情報発信が不⾜している

 リサイクルへの意識は低い

結論
環境への⾼い意識が醸成されている

知識的な部分 (論理性) が伴っていない

より深い環境教育の必要性

しかし



活動内容

より深い環境教育をパラオに！

1. 理科実験
2. ⽇本の事例を紹介 (紙芝居)

3. 環境教育の実施 (◯×ゲーム)

場所 : コロール⼩学校
対象 : 7, 8年⽣
⽇程 : 10/5,6 12:00~12:30

活動 1
⽅法 : 理科の演⽰実験
内容 : ペットボトルから⽷をつくる
⽬的 : プラスチックリサイクルの未来を伝える



活動 2
⽅法 : 紙芝居
内容 : ⽇本の環境教育事例、再⽣可能エネルギーの紹介
⽬的 : より深い環境への意識を育む

活動 3
⽅法 : ◯×ゲーム
内容 : 環境問題について、活動1, 2の復習
⽬的 : 主に地球温暖化に関する知識の補完

⾃⾝のスキルアップ



活動の様⼦

成果
 学校の先⽣に実験⽅法を伝えることができた

 実施した環境教育プログラムの内容を授業に取り⼊れ
てもらえそうだ

 ◯×ゲームは教育の⼿段
として有⽤だが、繰り返
す必要あり（⾏う側のス
キル向上のためにも）

 伝えたいことを伝え
られた (紙芝居)



フィードバック (理科実験)

 ペットボトルが繊維になることを知らなかった。

 プラスチックの⼩⽚が繊維になるのを⾒たときは亜然とした。

 よかったよ！興奮したぜ！魔法かよ！最⾼だったぜ！

 3Rの戦略を知れてよかった。

 ペットボトルの実験は⽕を使うので少し危険だと思った。

 このプレゼンテーションのことはきっと忘れないだろう。

フィードバック (紙芝居)

 ペットボトルと⽸を違うものに作り替えることができると学ん
だ。

 ペットボトルのキャップが世界中のたくさんの⼦どもたちを救う
という説明をされた時、本当に驚いた。

 ペットボトルキャップがワクチンになり、プルタブが⾞いすにな
るということを知った。

 環境を健康かつきれいに保つために、3Rを実⾏しなければならな
いと学んだ。

 私たちはパラオの環境に本当に気をつけ始めるべきだと思う。



フィードバック (◯×ゲーム)

 ○×ゲームは⾯⽩いものだった。私はこのゲームでより環境に関
して学べた。

 このゲームは⾯⽩かった。なぜ温暖化が私たちの環境に影響を与
えるのか、またその過程を学ぶことができた。

 ○×ゲームは楽しく好き。もう⼀度やれたらいいな。

 ⾯⽩く私たちは知識が広がった。しかし、質問の多くは学校です
でに学んだことであったため簡単だったことは⾔わざるを得な
い。

私たちにとって環境が⼤事なもので、⼤切に使
わなければならないと教えてくれた、良い⽇で

した。

フィードバック(全体)

環境を守るために頑張って勉強するので、良く
なったパラオの環境を⾒に来てね。



 他の学校でも同様のアクションを実施

 ⼦どもだけでなく⼤⼈に向けた内容の設計

 内容の精査

 他のNPOとの協⼒体制の構築

 継続した活動による⾃⾝のスキルアップ

今後の活動

ありがとうございました。



Realizing of sustainable society.

TEAM:MOTTAINAI
~members~

Motomu Asahara
Tetsuya Nakahira

Honami Kubo

Purpose

● Consume of plastic bottles 20 % OFF.

● Polishing up our skill.



Back ground

● Many plastic bottles are used here.

● Recycle center manages in Koror.

ＰＨＳ

Recycle center 

Recycle system

Used bottles

Count Pack Export

Chemical
Reaction

Electricity
Caps

Bottles

Recycle center

PeopleBottles

￠5



Problems

● A number of tourists increasing rapidly.

● Dependence on plastic bottles.

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000
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Methods

● Popularizing of recycle bottle.

Spreading Eco-Tawashi

support



Demonstration (9/29)

● We demonstrated the survey in PHS.

● There are 20 students in the class.

Almost all students are amazed and agree.

Main survey (10/1)

Showing recycle bottle

Making Eco-Tawashi

Surveying



Results

(10%)

(32%)

(３０%)

(２８%)

６６%)

(２４%)

(８０)

５%)

Conclusion

● According to the survey,

● the purpose “20% OFF” is available.

● Next purpose is full-dress survey in PHS.



Stop throwing,
The earth will go on.



Realizing of sustainable society.

TEAM:MOTTAINAI
~members~

Motomu Asahara
Tetsuya Nakahira

Honami Kubo

Background
● Many plastic bottles are used here in Palau.

● Collected bottles are processed at the Recycle 
Center in Koror.

Palau High School Recycle Center 



Recycle system

● A number of tourists increasing rapidly.

● Also increasing on plastic bottles.
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出典 ＪＡＰＩＡ 一般社団法人太平洋協会



Purpose

● Consume of plastic bottles 20 % OFF.

● Polish up our communication skills

Methods

● Changing to the reuse bottle.

Ｐａｌａｕ bottle



Main survey (on Oct.1)

Showing recycle bottle

Eco-Tawashi

Surveying

Investigate

(10％)

(32％)

(３０％)

(２８％)

（６６％)

(２４％)

(８０％)

（５％)

４bottles／day



Activity 

Showing how to make Eco-Tawashi in Koror  Elementary  School on Oct. 5.

Presenting our environmental  education program in Japanese class  at 
Palau High School on Oct.6.

A Caterpillar and the Magic Apple 

There was an apple in a certain place.
A small caterpillar lived there.
“Let’s eat!” 
What happened?
He ate and ate the apple, but it was 
restored quickly.



Also today, the caterpillar eats the apple 
as usual, until he will become full.
“This apple is a magic apple. It will be 
restored, no matter how much I eat it.” 
Really…?
The apple will be restored every day only 
little by little. 

A Caterpillar and the Magic Apple 

The earth is sick now

A Caterpillar and the Magic Apple 

The end



How did you think to see this story?

Name なまえ

Write  your ideas. 【アイディアを書いてください】

We should practice how to use these 
waste and produce a new and a 
sustainable fuel for cars, boats and other 
use of transportations

Idea  by  シェクター



Ideas of others

● Stop using unnecessary power. 

● Use solar power and water power and 
wind power. 

● Find more eco friendly ways of travel

● Stop deforestation

Conclusion

● Palau has a wonderful recycling system, 
especially  in the state of Koror.

● We think it is possible to reduce plastic 
bottles by 20 % .

● Palau and Japan ｗｉｌｌ cooperate and 
preserve the environment of the earth 
together. 



We  love  Palau 
Thank you for your attention



循環型社会の形成をめざして

TEAM:MOTTAINAI
~members~

朝原 元夢・久保穂波・中平 徹也

背 景
● パラオではたくさんのペットボトルが消費されている

● リサイクル用に９２％が回収されている

● 増え続けるごみに対しての長期的な計画がない

Palau High School Recycle Center 



Recycle system

受け入れ施設 自動
カウンターが整備

プレス機に投入

プレスされた容器 ストックヤード
海外に搬出されます

リサイクルセンター 飲料容器の受け入れから搬出



● 増え続ける観光客

● ペットボトルも増加が予想される.

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

0
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20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

観光客の推移

2014年度
140,000人

2017年度予想
170,000人

目的

● ペットボトルの20 % 削減



パラオハイスクールでの模擬授業

活動の前に模擬的に普及啓発活動を行いました。

エコタワシの普及とリユースボトルの紹介です。
ほとんどの生徒が興味を示してくれました

解決策

● リユースボトルの推進

Ｐａｌａｕ bottle



活動その１

リユースボトルの紹介

エコタワシ
（アクリルたわし）

アンケート

Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ ｄａｙ （独立記念日）

アンケート調査

アンケート結果

(10％)

(32％)

(３０％)

(２８％)

（６６％)

(２４％)

(８０％)

（５％)

４bottles／day



活動その２

小学校の放課後を利用して、エコタワシの作り方とリユースボトルを紹介

パラオハイスクールで環境学習の講義、生徒から地球を救うアイディアがたくさん

アオムシくんと魔法のリンゴ

A Caterpillar 
and the 
Magic Apple 



アオムシくんと魔法のリンゴ

あるところに、リンゴが一つありました。
そこに住んでいたのは、１匹の小さなアオムシくん。
「いただきまーす！」
あれれ？アオムシくんが、かじっても、かじっても
リンゴはすぐにもとどおり。

WWF ”One Planet Lifestyle‐アオムシくんと魔法のリンゴ”

「へっちゃら へっちゃら。」アオムシくんはリンゴを食べてどんど
ん大きくなっていきました。
「ぼくは大きいかからね、たくさん食べないと
お腹いっぱいにならないんだ。」
アオムシくんは､もっともっとリンゴを食べるようになりました。

A Caterpillar and the Magic Apple 



あるひのこと、気がつけば
リンゴはあちこち穴だらけになってしまいました。
「おかしいな？昨日かじったところが元にもどってないぞ。」
そう思いながらもアオムシくんは食べつづけています。
「きっと明日にはもとどうりさ。」

A Caterpillar and the Magic Apple 

アオムシくんと魔法のリンゴ

さらに大きくなったアオムシくん
今日もお中いっぱいリンゴを食べます。
「このリンゴは魔法のリンゴ。
どれだけ食べてももとどうさ。」

ほんとにそうかな？
だってそのリンゴ毎日少しずつし
か、もとにもどらないんだよ・・・



アオムシくんと魔法のリンゴ

今、この地球では
魔法のリンゴと同じことが
おこりはじめています。

What is made to grind the earth well?

How did you think to see this story?

Name

Write  your ideas. 【アイディアを書いてください】



● リサイクルの勉強をしよう.

● 地球のエネルギーを大切にしよう. 

● 廃棄物からのエネルギーを開発しよう

● 風力・水力・太陽エネルギーなどの持続可能な
燃料を使用しよう

● エコツアーを推進しよう

● 森林破壊を止めよう

● エネルギーの使用量を減らそう

生徒からの提案

パラオでの活動結果

● パラオではペットボトルなどの容器の回収と

リサイクルシステムはうまくいってます

● アンケート結果や活動から、リユースボトルの推進
を図ることで、ペットボトルの２０％削減は可能であ
ると考えます

● 環境教育により、リサイクルからリデュース・

リフューズへのステップアップが必要です



将来の実行計画

リサイクル リユース リデュース
リフューズ

（現状） （短期目標） （至上目標）

・ペットボトルの
リサイクル（国外）

・キャップの油化、発電

・リユースボトルの普及
・洗浄、再利用の徹底
（アクリルたわしの普及）

・水道の飲料水化
・水インフラの高度化

多 少エネルギー消費量

将来の実行計画

ペットボトル
非依存社会実現へ

２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

リユースボトル
の導入

現地完結型運用の推進

経済収支黒字化観光地での販売
学校での導入

観光客に向けた本格的な販売活動
安全、安価な給水設備の充実
一部利益のインフラ事業への寄付

デザイン、輸入（生産）、販売プロセスの現地による運用
市民参画の推進（デザイン体験、コンテスト募集など）



We  love  Palau 
Thank you for your attention



Sustainable tourism in Palau
Team Vamos!

Osaka Nao, Hashimoto Kenta, 

Kuroko Fumie, Sato Maya
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What is sustainable tourism?

"Responsible travel to natural areas that 
conserves the environment, sustains the well‐
being of the local people, and involves 
interpretation and education“

(The international ecotourism society)

Background and present situation

Our plan for NPO/NGO project was(before we come to Palau)

‐ To have a international exchange program between Palau and leading 
country in eco‐tourism area.

Hypothesis : 

Palauan may not be aware of their outstanding worth of nature.

BECAUSE there might not be enough occasions to compare with 
another countries about ocean.



EXAMPLE: Hearing from the Koror State Ranger

People come to 
Palau to see 
beautiful 
nature and 
culture

Food, water, 
toilets, Hotels, 
transportations

Marine 
resource ↓, 

life style change

Cannot be 
interested place 

for tourist 
anymore

Unsustainable!

What we heard

Reason1: Community collage and Universities

‐ enough occasion to have scholarship

‐ The occasion is not only for very smart students



Reason2: 100% want to protect the nature
Survey at the independence day
38 people answered(no bias in gender/generation)

Reason3: Know the worth of Nature, and 
developing the idea of sustainable tourism in 
Palau.



Our Vison

• To accelerate the sustainable tourism in Palau

Our Goal

• To make opportunity for people in Palau think about what is 
sustainable tourism for Palau

Our plans

1, International relation education program between Palau and  leading 
country in eco‐tourism area.

2,Making a forest study project for a terrestrial tourism.

3,Set up social business class for Palauan.  



1, International relation education program

[The present situation of Palau]

→Many students want to work for tourism in Palau.(through survey)

There are many chance to learn in abroad in University.

However,

→Basic salary is lower compare with US and other countries.

Thus, they do not come back and work to Palau for this reason.   

[Ideal]

They back to Palau for working in tourism areas with the latest knowledge 
or perspectives.  

2,Making a forest study project for a 
terrestrial tourism.
[The present situation of Palau]

The tour activity in Palau is less diversified 

Only a few people try to make tour activity in forest area.

(They focus on marine tourism) 

In addition, the research in forest area have not done well in Palau.

[Ideal]

Activity in forest area is developed and that makes less impact of marine  
ecosystem.

Also, research in forest area is developed.



3,Set up business starter class for Palauan.  

[The present situation of Palau]

Benefits from ocean may not be shared equally because Palauan may 
not be able to access the job in tourism areas.

[Ideal]

Participation of Palauan to the tourism area is accelerated.

Next to do

We will brush up this ideas through….

To visit tourism class in Koror High School to discuss about our project 
between other leading country NPO/NGO stuff.

To have interview with some owner’s (ex. dolphin Pacific) to research 
how to establish new company in Palau.

To talk to Palau Visitor Authority to research the owner’s which country 
from and how many percent Palauan are there.

In addition, we would like to ask about how are they share benefit in 
there own business. 



Thank you for listening



Sustainable tourism in
Palau

Team Vamos!

Osaka Nao, Hashimoto Kenta, 

Kuroko Fumie, Sato Maya

Background and present situation

Our plan for NPO/NGO project was(before we came to Palau)

‐ To have an international exchange program between Palau and 
leading countries in eco‐tourism field

Hypothesis : 

Palauan may not be aware of their outstanding worth of nature.

BECAUSE there might not be enough occasions to compare with 
another countries about ocean.



EXAMPLE: Hearing from the Koror State Ranger

People come to 
Palau to see 
beautiful 
nature and 
culture

Food, water, 
toilets, Hotels, 
transportations

Marine 
resources ↓, 
life style change

Cannot be 
interesting place 

for tourists 
anymore

Unsustainable!

Reason: 100% want to protect the nature

Survey at the independence day
38 people answered(no bias in gender/generation)



Independence day

With Ministers of State and Public Infrastructure, 
Industries and Commerce

Our hypothesis

• Leading tourism(recycle????) system exists in Palau.

• Need more environment protection information for tourists.



What we realized!!

• Need improvement of tourists’ moral.

• Possible for Palau to keep on its natural resources and culture.  

Because(Background)

• Trying to keep resources.

[Especially]

• Koror State Recycle Center 



Koror State Recycle Center 

Mr. Fuji  (Consultant) explains
about sustainable eco system.

This machine can change 
pet‐bottle cap to oil.

Home compost 

Some local houses using compost 
since this February. In the compost



What we could do?1 

• We made a handbill.

• Try to suggest correct information on environment, especially coral!!

• Improve of foreign tourists’ moral!!

Our handbill



Maps where we visited

Center of Koror town

Malakal island



Result 

• 9 diver’s shops in Malakal island

• 12 stores in Koror island

[ideas]

• Some tourists do not know coral information.

• We should show more protection activites.



What we could do? 2

• We just presented our environment program for Palau High School 
students.

Activity pictures

Sustainable tourism Climate change and 
coral reef protection 



Suggestion 

• To print the Protected Areas Network policy more visible for tourists 
to see on the entry card. 

• We would like to improve such awesome things for many persons by 
our NPO activity.

Outlook of Vamos! Team in Future

“Discover Palauan”
⇒ Forge Partnership with Palauan NGO/NPOs as Recipients

“Disperse the Marine Tourists”
⇒ Encourage Non‐Marine Activities

“Share of Palauan Tour Operators” UP↑
⇒ Community Workshops for Business Starters



Discover Palauan! 
(International Project to Find, Feel and Exchange Views 
on “the Traditions Inherited Among Palauan” )
[What]

Home Visit/Stay

EAT! OR CHEW!

STAY WITH PALAUAN DOG!
GET TOGETHER AT BAI!

Cultural

[Possible Counterparts]

In Palau   Palauan Families

Overseas Rotary Clubs 
Servas Members

Around the World

[How]

Considering to Get Support    

Japanese Grass‐Roots Fund 

Making A Headline!

October 01, 2015



Pumpkin! Trick or Treat!

Glass Wares from the Recycled

Preparing Sea cucumberLooking Hard to Find 
in JAPAN!

Enjoy Traditional ｖｓModern
Palauan‐style!

Traditional

Find New in Town!

Non‐Marine & For the Profit↑/visitor・day

Dispersed to 

Alternatives to 
Enjoy
• Historical / Cultural: 

• Terrestrial/Aerial:

• Ceremonial:

• Body Care:

[How] By collaborating with
Palau Visitor Authority
in their Promotion
to make the options look attractive 
enough to visitors in/out of Palau

[Goal] Disperse 30% of marine 
activities to the 
alternatives/visitor・day



Dispersed to Non‐Marine 1

Terrestrial/Aerial

To Attract Tourists with
Beauty of Flowers, 
Insects & Songs of 
Endemic Birds

From the book: “Birds & Bats of 
Palau” by H.Douglas Pratt and 
Mandy T.Etpison

Climbing Up the Stone Path….top of the hill….Home of the Cｌan Chief
In front of the Cｌan Castle & Grave Yards 

Bird Sanctuary w/i‐BirdsEnjoy Similarities & Differences

Dispersed to Non‐Marine 2
Historical Agricultural



For The Special and Long‐Stay Travelers 

Ceremonial
Ex. Underwater Wedding
Photo: Tova Harel Bornovski

Fun & Free! By the Courtesy of Owner 
Jumping into the River, Swing,
Kayaking in the Blackish Water

Equipped with BBQ gears  

Let’s Community Workshops for Business Starters!

[What] Workshops to Acquire Vocational Skills/Knowledge on
• Preparation to launch the business entities (Legal work )
• Communications to the visitors
• Where to get help

[Possible Counterparts]  
・Palau High School 
・Ministry of Education of Palau
・Extension Programs
at Palau Community College

[How]   Considering a support from
staff of

Chamber of Commerce Republic of Palau 



To Only Leave Our Footprints in Palau

For Better Sustainable Tourism
Be Keen & Relax

Thank you for Listening!Signs on Traditional
Palauan Lives

Enjoying Under the Water Fall!

We LOVE Palau      
Bringing Palauan LOVE back Home!

Me Sulaang! Alii Gato!



持続可能な観光開発
Team Vamos

2015年12月11日

尾坂奈生/佐藤真耶/橋本健太/黒子富美恵
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2013年出典：国連 National Accounts DB

パラオ共和国における“観光“の位置づけ

パラオにおける持続可能な観光開発を

考えること

↓

パラオの未来を考えること
3

観光業が主力
産業である

出国前の仮説

課題

パラオの自然が特別だと感じていないため、

守れていないという現状があるのではないか

解決策

国際交流事業を行うことで、パラオの自然の

美しさを認識出来る環境を整える

4



5

仮説の検証

現地フィールド調査の結果

日本人の活動を知る

 在パラオ日本大使館
 JICAパラオ支所

 日本地雷処理を支援
する会

 コロール州リサイクル
センター

 パラオ国際サンゴ礁セ
ンター など

現地の状況を知る

 政府省庁大臣
 パラオ自然保護協会

 保護地域ネットワークオ
フィス

 コロール州 レンジャーオ
フィス

 独立記念日の催事参加
 小・中・高校

 高校の先生・生徒との定期
的なミーティング など

現地訪問先

6



現地フィールド調査の結果

環境保全策は先進的

環境保全意識が非常に高い

7

事実1：先進的な保護地域制度
保護地域ネットワーク（PAN)基金

8

環境税収入を原資に運営。
（出国税50ドルのうち30ドルが環境税）
①資金を必要とする保護地域がPANに申し込み
②PANの専門家委員会が審査を行い、
審査を通過した保護地域に資金が支払われる

ミクロネシアの中でも、先進的な仕組み
（2008年設立、2012年より本格的な活動開始）

【PAN基金】‥保護地域管理のための基金



事実2：独立記念日の際のアンケート結果

9

独立記念日の催事に来ていた住民に
ランダムにヒアリング（回答住民数33名）

 環境を守りたいですか？ →100％ Yes
 観光業に従事したいですか？ →94% Yes
 持続可能な観光にしたいですか？→100％ Yes

事実3：環境保全の意識は親から子へ文化
として代々受け継がれている

10

BUL（＝モラトリアム）
「種・地域を対象として設ける猶予期間」
 Aエリアのナポレオンフィッシュが減ってきたから、5年

は禁漁
 Aエリア自体5年間禁漁

小学校の先生
「BULは、全員が守って初めて成り立つもの。
小さい時から、必ず守るように躾けられて育っている」

天然資源・環境・観光省大臣
「先進的な保護地域制度のベースとなっているもの」



事実4：自然は“資源”という感覚

11

スクールカウンセラーや、一般市民への

突撃インタビューなど、自然保護関係者ではない人
の口から出てくるセリフ

Environment is our 
Economy
（環境は私たちの経済です）

「自然保護と経済的発展のバランスについて
どう思われますか？」

自然と人間社会の距離が非常に近い

我々ができる事は？①

Ｍａｋｅ ｉｔ ｐｏｓｓｉｂｌｅ ｗｉｔｈ ｐａｓｓｉｏｎ！

•パラオ人の環境意識の高さ◎

•情報を伝えることが、不足して
いるのでは？

調査を

通じて

“外国人”旅
行者に伝え
ることが
第一！

ビラの作成
と配布だ！

12



環境啓発ビラの配布

コロール島
パラオの
中心の島

13

配布結果は・・・

12店舗のレストランや、お土産店に配布！

９ダイビングショップ訪問＆協力実施！

外国人観光客が
最も集まる場所に配布と周知！

14



我々ができる事は？②

◆」

Ｍａｋｅ ｉｔ ｐｏｓｓｉｂｌｅ ｗｉｔｈ ｐａｓｓｉｏｎ！

•観光客と対峙するのは、パラオ人

•パラオの基幹産業は観光

•みんな観光の仕事がしたい・・・

調査を

通じて

次世代の
子ども達
への

教育が
大切！

活動と想いを伝え
よう！

15

「活動風景」
～パラオ高校、観光授業に参加～

サンゴ礁保全
の大切さ▼

▲アンケート
活動について

Ｍａｋｅ ｉｔ ｐｏｓｓｉｂｌｅ ｗｉｔｈ ｐａｓｓｉｏｎ！
16



チームVAMOS!今後の展望

17

• 「ディスカバー・パラウアン」

海外のエコツーリズム先進地域からの人々とパラ
オ人との国際交流策

・「海以外の観光活動の奨励」

海洋観光客を分散させ海への負担を軽減させるた
めの日本での広報支援

・「パラオ人ツアーオペレーターのシェア拡大
策」 地域の起業家支援セミナーの開催

ディスカバー・パラウアン! 
何を？パラオ人の普通の生活の中に

伝統的な素晴らしさを
発見・感じ・意見交換する

ホームステイ

食べるか噛むか！

パラオ犬に会える！
バイに集合!

文化を発見しよう！
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観光客を海から分散策１

陸

美しい花、

昆虫、固有種
の鳥類のさえ
ずりが観光客
を魅了する

From the book: “Birds & Bats of 
Palau” by H.Douglas Pratt and 
Mandy T.Etpison

古に積み上げられた石の小道を登ると…丘の頂

上に部族長の家が。部族の城跡とお墓がたたず
む。

空：i-Birdsで
バードウォッチ
ング

共通性と差異を楽しもう！

19

観光客を海から分散策２

歴史的遺産 隠れた農村的一面

20



観光業で独立開業を目指すパラワンを徹底支援
LET’S 地域の起業家支援セミナーの開催!

[何を] ―事業アイディア、事業モデル、事業コンセプト、

事業計画づくり、会社設立、資金調達ノウハウの伝授

―コミュニケーションスキル、事務スキルの習得

―ヘルプデスク：どこに相談すればいいか

[想定提携先]  
・パラオ高校
・パラオ教育省

・パラオ・コミュニ
ティ・カレッジ等

[どのように] 
パラオ商工会議所のスタッフ
の支援を受けることを想定 21

ご清聴ありがとうございました
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