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今回のERCA海外派遣研修へ参加を希望したきっかけは、発展途上国の環境保全と経済発展の現

状を自分の目で見て、持続可能な発展を実現するための方法について自分の考えをしっかり持ち、

帰国後の大学での研究に活かしたいと考えたからだ。 

発展途上国が持続可能な発展を達成するためには、政府だけではなく市民が環境保全活動に興味

を持ち、協力していくことが重要である。そのためには環境教育が必要不可欠であると考え、今回

は「環境保全活動の普及のための環境教育」に焦点を当てた「L.E.E.」に所属することにした。 

また、個人テーマとしては、パラオが持続可能な発展を目指すことができるような援助の一歩と

なることを目指して「日本の環境教育と再生可能エネルギーの導入」を掲げた。 

パラオでのアンケート調査では、経済発展よりも環境保全が大事だという意識がある市民が非常

に多く、政府の環境教育が市民にきちんと浸透していることがわかった。しかし、今後パラオがこ

れまで以上の経済発展を試みるのであれば、高度成長期の日本のように経済発展を優先しすぎて環

境保全を等閑視してしまう可能性が危惧される。この可能性をなくすためには、かつての日本が経

済発展を優先しすぎた失敗例を示し、さらに今後持続可能な発展を行っていくための方法を提示す

ることが必要であると考えた。 

その具体策として、高度成長期の日本が経済発展を優先しすぎた失敗例を示し、さらに今後持続

可能な発展を行うための方法を示すことを目的とした紙芝居を製作し、小学校で披露した。具体的

には、日本で実際に運用されている再生可能エネルギーの中でもパラオにおいて運用できる可能性

がある例（地熱発電、洋上風力発電、波力発電）や、持続可能な発展を目指すために生徒たちが自

分たちでできる可能性がある環境教育の例（農業の実践による食べ残しの減量、学校内のソーラー

パネル設置による節電意識の向上、プルタブやペットボトルキャップの回収、省エネ共和国の設立

による省エネ意識の向上）を列挙した。最後に生徒たちにこの紙芝居を元に、自分たちでできる取

り組みはないか考えてもらい、その意見をヒアリングした。 

生徒たちは今回の紙芝居を通して持続可能な発展に対する

取り組みへの積極性を強めてくれた。紙芝居の後のヒアリン

グでは「プルタブやペットボトルのキャップの回収であれば

自分たちでも行えそう」というような意見を多く聞いた。こ

のように今回の紙芝居を使った模擬 NPO活動は生徒たちにと

って非常に有意義な企画であったと筆者は捉えている。 
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1 はじめに（参加動機） 
 

1.1 ERCA海外派遣研修への参加動機 

今回の ERCA海外派遣研修へ参加を希望したきっかけは、発展途上国の環境保全と経済発展

の現状を自分の目で見て、環境保全と経済発展を両立させる、いわゆる「持続可能な発展」を

実現するための方法について、自分の考えをしっかり持ちたいと考えたからだ。 

これまで私が大学で環境経済学、環境教育、環境法、環境社会学などを学んでいく中で、特

に私が今後「持続可能な発展」を実現するために必要だと感じたことは、先進国から発展途上

国への経済政策に関するサポートだ。これにはもちろん雇用の創出も含まれてくるのだが、た

だ単に雇用を創出するだけでは経済発展しか達成することができず、豊かになっても環境保全

からは程遠くなる。そこで先進国は、発展途上国が物質的充足を行いながら環境保全に尽力す

ることができるよう、ODAのような金銭のサポートだけではない経済政策のサポートをしてい

くべきであると考えている。 

NGOは発展途上国の環境の保全活動を行っている。私はその活動に実際に関わりながら、環

境保全だけでなく経済発展も同時に行えるような方法を、現地の人々や普段なら聞くことので

きない現地の政府などの組織の意見を聞きながら考え、今後発展途上国が「持続可能な発展」

を達成することができるようなサポートをできる人材になりたいと考えている。そのための第

一歩として今回の ERCA海外派遣研修への参加を希望した。 

 

1.2 チーム L.E.E.への参加動機 

 開発途上国における環境保全活動の中で、私が関心のあったテーマは「環境保全活動の普及

のための環境教育」である。 

発展途上国が「持続可能な発展」を達成するためには、政府だけではなく国民が環境保全活

動に興味を持ち、協力していくことが重要である。実際、インドネシアでは子どもたちや教師

の環境への意識が低かったが、環境教育を子ども相手に行うと、子どもたちは学んだことをそ

れぞれ各家庭に持ち帰り、それが家庭内に広がり、さらには地域全体の活動へと広がっていっ

たという実績がある。そのような取組を進めることにより発展途上国の「持続可能な発展」を

進めていきたいと考えていたため、今回の ERCA海外派遣研修では「環境保全活動の普及のた

めの環境教育」に焦点を当てた「L.E.E.」に所属することにした。 

発展途上国で「環境保全活動の普及のための環境教育」を行うには、やはり環境保全活動に

関して知識のある先進国が支援を行っていく必要がある。私は今後発展途上国が「持続可能な

発展」を達成することができるようなサポートをできる人材になりたいと考えており、この

ERCA海外派遣研修での 16日間を通して、まずは今後発展途上国が「持続可能な発展」を達成

することができるような環境教育について自分の考えを確立したいと考えた。 

 

 

2 背景 
 

2.1 パラオ共和国の環境教育の実情 

パラオ共和国はバベルダオブ島マルキョク州に首都がある、人口 21,265人（2015年）の島国

である。人口の 7 割がパラオ人、残りの大半は出稼ぎにやってくるフィリピン人で占められる。
［1］主要な産業は観光業で、パラオ共和国での環境保全は観光業の発展に繋がると考えられる。
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そのために環境教育の充実は欠かせないものであり、パラオ共和国では特に「サンゴ礁の保

護」に焦点を当ててさまざまな環境教育を行ってきた。しかし、パラオ共和国で行われている

環境教育の内容は前述したサンゴ礁の保護や廃棄物処理に関するものばかりで、内容に偏りが

あり、広範囲な環境教育が行われているとは言えないのが現状なのではないかと予想した。そ

こで出国前にインターネットなどで調査を行ったところ、パラオ共和国で行われている環境教

育に関する内容の記述は非常に少なく、実情は不明であった。 

 

2.2 個人テーマの設定 

日本のような先進国は物質的充足をすでに行っているので、持続可能な発展こそが大事であ

り、経済発展よりも環境保全を優先するべきだという考えを持つのは当たり前のことである。

しかし、だからと言って、開発途上国に同じような考えを持つことを強要することはできない。

なぜなら、先進国も以前は経済優先の考え方をとってきたからだ。では、そのような状況を変

えるのに必要なことは何かというと、先進国が開発途上国に対して「持続可能な発展」を目指

すことができるような援助をしていくことだ。 

よって今回の ERCA海外派遣研修では、「持続可能な発展」を目指すことができるような援

助の一歩として、個人テーマには「日本の環境教育と再生可能エネルギーの導入」を掲げた。 

 

 

3 課題 
 

3.1 パラオ共和国の環境教育に関する仮説 

今回、我々L.E.E.は各自の事前調査を元に、「パラオ共和国では環境教育があまり浸透して

いない」という仮説を立てた。そこで、我々はプラスチックの分別に関わる理科知識の充実、

紙芝居による日本の環境教育と再生可能エネルギーの導入、○×ゲームによる環境教育の実施

の 3点に重点を置いて模擬 NPO活動を行うことにした。 

しかし実際の模擬 NPO活動は活動時間に非常に限りがあった。よって、その限られた時間で

より効率的な環境教育をおこなうために、我々は 10月 1日に首都マルキョクで行われた独立記

念日の催事でアンケート調査を行い、「パラオ共和国では環境教育があまり浸透していない」

という仮説が採択されるものなのかを調査した。 

  

3.2アンケート調査 

10月 1日に首都マルキョクで行われた独立記念日の催事で行ったアンケート調査は以下の手

順で行った。 

 

3.2.1 アンケート調査の方法  

  アンケートは図 1のように質問事項を書いたプラスチック 

ボードを使って行った。回答者には 4色のシールのうち、回 

答者が該当するカテゴリーに充てられたシールを渡し、回答 

者自身にプラスチックボードの Yes/No欄のどちらかにシール 

を貼ってもらう。 

  回答者のカテゴリーの内訳は以下の通りである。 

A：教育課程に在籍する男子 (若年層) 

B：教育課程に在籍する女子 (若年層) 

C：教育課程に在籍していない男性 (一般の国民) 

D：教育課程に在籍していない女性 (一般の国民) 

  実施したアンケートは Yes/No形式の全 8問で、そのうち今回の個人テーマである「日本の

環境教育と再生可能エネルギーの導入」に繋がると考えられる 2 問の質問内容を以下に示す。 

   Q1. Do you hope to economic development of Palau? 

図 1 アンケート調査で使用した 

プラスチックボードのイメージ図 
 

ぴ 
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      Q2. Which is more important, environment or economic development? 

  この質問をするに至った経緯は、まず個人テーマを遂行するにあたって、まず「持続可能

な発展」についての開発途上国の人々の考えを知りたいと考えたからだ。特に開発途上国の

「持続可能な発展」への認識と意見を聞くことは、先進国が開発途上国に対して「持続可能

な発展」を目指すことができるような援助を行う上で必要不可欠であると思う。その上で、

課題を発見し、今回の個人テーマの遂行内容をより良くするための方法を考えた。 

 

3.2.2 アンケート結果 

  アンケート結果を以下に示す。各表は上から回答者のカテゴリー別の集計と男女別の集計

を示している。その下の各グラフは左から回答者全体の Yes/No（environment/economic 

development ）の回答比率を示した円グラフ、回答者のカテゴリー別の Yes/No

（environment/economic development）の回答比率を示した棒グラフとなっている。 

Q1. Do you hope to economic development of Palau? 

  A B C D Total   

Yes 16 26 13 13 68 
70 

No 1 0 1 0 2 

 
  A+B C+D Total 

Yes 42 26 68 

No 1 1 2 
 

Q2. Which is more important, Environment or Economic 

development? 

  A B C D Total   

environment 15 25 14 15 69 

72 economic 

development 
2 0 1 0 3 

       
  A+B C+D Total 

   
Yes 40 29 69 

   
No 2 1 3 

   
 

表 1 アンケート（Q1）結果 

表 2 アンケート（Q2）結果 
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  また、この 2 つのアンケート結果を踏まえて、男女によって回答に差が出るのか、あるい

は学生であるかそうでないかによって回答に差が出るのかを検証するため、仮説検定を行っ

た。 

  男女によって回答に差が出るのかについては「女性のほうが Yes/environmentと回答する確

率が高い」という帰無仮説を、学生であるかそうでないかによって回答に差が出るのかにつ

いては「学生のほうが Yes/environmentと回答する確率が高い」という帰無仮説を立てた。有

意水準 5％の棄却域（1.96）と有意水準 1％の棄却域（2.58）については、NORMINV関数を

用いて算出している。検定結果は以下に示す。 

 

Q. Do you hope to economic development of Palau? 

 

＜男女差、帰無仮説「女性のほうが Yes と答える確率が高い」＞ 
 

標本比率

PA 

標本比率

PB 
under P Z の分母 Z 

採択・棄却

（1％） 

採択・棄却

（5％） 

1 0.9354839 0.971429 0.040087 0.06451613 採択 採択 
 

 

<年代差、帰無仮説「学生のほうが Yes と答える確率が高い」＞ 

 

標本比率

PA 

標本比率

PB 
under P Z の分母 Z 

採択・棄却

（1％） 

採択・棄却

（5％） 

0.9767442 0.962963 0.971429 0.040908 0.01378122 採択 採択 

 

 

Q. Which is more important, environment or economic development? 
 

＜男女差、帰無仮説「女性のほうが Yes と答える確率が高い」＞ 

 

標本比率

PA 

標本比率

PB 
under P Z の分母 Z 

採択・棄却

（1％） 

採択・棄却

（5％） 

1 0.9375 0.958333 0.047393 0.0625 採択 採択 

 

<年代差、帰無仮説「学生のほうが Yes と答える確率が高い」＞ 

 

標本比率

PA 

標本比率

PB 
under P Z の分母 Z 

採択・棄却

（1％） 

採択・棄却

（5％） 

0.952381 0.9666667 0.958333 0.047768 -0.0142857 採択 採択 

 

       

注） 

・標本比率 PA…Aの母集団で Yes/environmentと答えた人数の割合。 

・標本比率 PB…Aの母集団で Yes/environmentと答えた人数の割合。 

・under P・・・全母集団で Yesと答えた人数の割合。 

Yesと答えた女性（学生）の数＋Yesと答えた男性（非学生）の数 

         女性（学生）の総数＋男性（非学生）の総数 

・Z・・・標準正規分布に従った統計量。 

Yesと答えた女性（学生）の割合－Yesと答えた男性（非学生）の割合  

       √｛under P (1-under P )(1/女性（学生）の総数＋1/男性（非学生）の総数)｝ 
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  帰無仮説が採択されるということは、帰無仮説のもとでは「起こりにくいことが起きた」 

とは考えられないということである。すなわち、同様の質問をパラオ共和国の全住民に行っ

たとしても、回答に男女差あるいは学生かそうでないかは影響しないということである。 

 

3.2.3 アンケート結果から見えた自身の実施事項 

  アンケートを行った結果、私は、日本の環境教育を知ってもらいたいと考えた。なぜなら

実際にパラオで環境養育に携わる人に日本の環境教育を知ってもらえば、その利点をパラオ

の環境教育に取り入れてもらうことができるかもしれないからだ。そして日本で実際に行わ

れている環境教育を行えば、子どもたちがそれを各家庭に持ち帰り、環境教育が地域に広が

っていく可能性もある。また、もう一つの実施事項として、日本の再生可能エネルギーの技

術を紹介してパラオの子どもたちに日本の再生可能エネルギーに興味を持ってもらい、今後

の発展途上国の環境保全に対する考えを持ってもらおうと考えた。 

 

 

4 解決策の仮説 
 今回のアンケート調査の結果でわかったことは以下の 2点である。 

（1）パラオ共和国に住む人々は、パラオ共和国の経済発展を望んでいる。 

（2）パラオ共和国に住む人々は、経済発展より環境保全を優先したいと考えている。 

 我々L.E.E.は前述したとおり、「パラオ共和国では環境教育があまり浸透していない」とい

う仮説を立てていたが、（2）の結果からその仮説は覆されることとなった。つまり、（2）の

ような結果になるということは、パラオ共和国が行ってきた環境教育が国民に浸透している証

拠であると言える。しかし、（1）の結果より、今後パラオ共和国がこれまで以上の経済発展を

試みるのであれば、高度成長期の日本のように経済発展を優先しすぎて環境保全を等閑視して

しまう可能性が危惧される。 

 すなわち今回の問題点は、パラオ共和国がこれまで以上の経済発展を試みるのであれば、高

度成長期の日本のように経済発展を優先しすぎて環境保全を等閑視してしまう可能性があると

いうことだ。この可能性をなくすためには、「高度成長期の日本が経済発展を優先しすぎた失

敗例を示し、さらに今後経済発展と環境保全を両立させていくための方法を提示すること」で

あると考えた。これが解決策の仮説である。 

 

 

5 検証方法・プロセス 
 この問題点を解決するために、「高度成長期の日本が経済発展を優先しすぎた失敗例を示し、

さらに今後経済発展と環境保全を両立させていく」ことを目的とした紙芝居を製作した。紙芝

居は全部で 17枚作成した。 

 展開としては、まず初めに 2011年 3月に発生し

た東日本大震災による東京電力福島第一原発の事故

をきっかけに、日本の中で反原発の意識が高まり、

これにより日本国内の再生可能エネルギーの需要が

高まっていることを語る。次に日本で実際に運用さ

れている再生可能エネルギーの中でもパラオ共和国

においても運用できる可能性がある例（温泉熱発電、

洋上風力発電、波力発電）を列挙する。そして、ア

ンケート結果から「パラオ共和国に住む人々は、経

済発展より環境保全を優先したいと考えている。」

ということがわかったものの、環境保全よりも経済

発展を優先しすぎてしてしまうと高度経済成長期の
図 2 製作した紙芝居 
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日本と同じ事態に陥るという危険性を述べたうえで、パラオ共和国に住む子どもたちが「持続

可能な発展」を目指すためにできることの例（農業を行うことによる食べ残しの減量、学校内

のソーラーパネル設置による節電意識の向上、プルタブやペットボトルキャップの回収、省エ

ネ共和国の設立による省エネ意識の向上）を列挙する。最後に子どもたちにこの紙芝居を元に、

自分たちにできる取り組みはないか考えてもらい、その意見をヒアリングした。 

 

 

6 結果 
子どもたちは今回の紙芝居を通して「持続可能な発展」に対する取り組みへの積極性を強め

てくれた。紙芝居の後のヒアリングでは「プルタブやペットボトルのキャップの回収であれば

自分たちでも行えそう」というような意見を多く聞いた。 

 さらに、紙芝居を行った小学校の先生のご厚意で、子どもたちからの紙芝居に対するフィー

ドバックを多くもらった。以下に実際のフィードバックの内容を記す。 

 ・I think that we should really start to take care of our environment of Palau. 

  「私たちはパラオの環境に本当に気を付け始めるべきだと思う。」 

 ・I was really surprised when they explain how a bottle cap can help many children all over the world. 

  「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。」 

 ・It was a really great day to help us learn that our environment is important to us, 

 so we have to use it carefully. 

「環境が私たちにとって重要だということを学ばせてくれた本当にいい日だった。 

私たちは気を付けて環境を利用していかなければならない。」 

 紙芝居をした後、子どもたちが楽しそうな様子だったという話を先生から伺い、さらに他の

研修生からも子どもたちの反応が良かったという感想をもらった。このように今回の紙芝居を

使った模擬 NPO活動は子どもたちにとって環境保全について改めて考え直すことができたとい

う点で、非常に意義のある企画であったと捉えている。 

 

7 今後の活動・提案 
今後の活動を進めるにあたって、これらをより充実させたものとするためにまずはアンケー

ト結果と紙芝居のフィードバックを踏まえた考察を行い、その後活動についての提案を行う。 

 

7.1 考察 

 最初に、アンケート結果について考察する。アンケート結果は既に 2.2で示している。こ

の結果からわかることは次の 2点である。 

（1）パラオ共和国に住む人々は、パラオ共和国の経済発展を望んでいる。 

（2）パラオ共和国に住む人々は、経済発展より環境保全を優先したいと考えている。 

  この結果からすると、パラオ共和国の人々はあまり裕福さを求めていないような印象を受

ける。しかしここで忘れてはならないのが、パラオ共和国は観光業を主要産業としているこ

とである。つまり、環境保全を行って綺麗な自然を守ることでその美しい自然に心惹かれた

観光客が世界中から集まり、それが観光業の発展に繋がっていくので、結果として環境保全

は経済発展に繋がるということだ。よって、パラオ共和国に住む人々はアンケート結果に示

されるように「経済発展より環境保全を優先したい」という考えを持つのではないかと考え

た。 

  次に、紙芝居のフィードバックについて考察する。今回の紙芝居は子どもたちにとって環

境保全について改めて考える良い機会であったと言える。特に、パラオ共和国がこれまで以

上の経済発展を試みるのであれば、高度成長期の日本のように経済発展を優先しすぎて環境

保全を等閑視してしまう可能性があるという問題に対して、多少ではあるが危機意識を持っ

てもらえたと考えている。これは実際に日本の失敗例を挙げたことで、もしパラオ共和国が
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同じような状況に陥ったらどうなるのかという想像がしやすくなったことが大きな要因だっ

たと考えられる。 

 

7.2 今後の活動 

  今後も同じように環境教育の活動を行っていくのであれば、以下の 3点を目的に活動を進

めていきたいと考える。 

（1）子どもたちの目に見えるような再生可能エネルギーの導入 

（学校の敷地内にソーラーパネルを設置して、それによる発電量を子どもたち自身が 

管理することで省エネの意識を高める、など） 

（2）日本の環境教育の導入の実施 

（3）環境教育の浸透度の定期的な確認 

 （1）に関して、環境教育を徹底するには生徒たちが自分たちで環境保全に対する目に見

えるアクションを実行することが大事だと考える。そこで、費用は掛かるが、パラオ共和国

の各学校にソーラーパネルを設置することを推進する。これにより、生徒たちは自分たちの

目で環境保全に対するアクションを確認することができ、達成感を得られる。また、ホーム

ビジットで訪問したマルキョク小学校は一見とても規模が小さかったので、小学校の屋根一

面にソーラーパネルを設置することができれば、一日に必要な電気量の大半を賄うことがで

きるかもしれない。 

次の（2）に関しては、特に今回の海外派遣研修で実施したかったものの、時間の制約上

実施できなかった事項である。例えば、北海道簾舞中学校では「二酸化炭素を減らして地球

環境を守ろう」という考えから、生徒会が主体となって「エコ大会」を開いている。具体的

には各クラスにリングプルの回収ボックスを設置して、生徒会執行部が回収し、年度末に集

計を行う。回収数の多いクラスには賞状を授与し、学校全体でのエコへの意識を高めている。
［2］また、長崎県稲佐小学校では「稲佐省エネ共和国」を設立している。これにより、子ど

もたちは現在地球上で起こっている環境問題を知り、それに対して、今の自分たちにできる

ことは何かを考え、電気の節約、水の節約、リサイクル・リユース、地域の自然を守る、給

食の食べ残し０などの省を作って具体的な数値目標を定めて活動に取り組んでいる。［3］今

回は「日本の環境教育の導入の実施」という目的の導入部分にあたる紙芝居による環境保全

の知識の共有しかできなかったが、もっと時間を作って生徒からのヒアリングを行い、また

生徒同士のディスカッションの時間を設けたい。そして実際に生徒たちに環境保全のために

自分たちでできそうなことを実行してもらい、その実行の手助けとなるようなサポートをし

たいと考えている。このように日本で行われている環境教育を、パラオ共和国の教育事情に

照らし合わせながら調整しつつ、環境教育の中に取り入れていきたい。 

  そして（2）を実行するには（3）も重要事項であると考える。日本から持ち込んだ環境教

育がパラオ共和国の教育事情に適しているのか、またどれくらい環境教育が浸透しているの

かを測ることは、今後の活動をより良いものとするためには必要不可欠である。前述した通

り、実際に紙芝居は生徒には好評であった。絵本は自分で手に取る、自分のペースで読む、 

個々に読み聞かせてもらうといった個別性が高い視聴覚教材で集団の読み聞かせには余り向

いていない可能性がある一方で、紙芝居は色、絵、言葉も多くの人が見ることを想定して作

られている点で集団への読み聞かせには有用性が高い。［4］よって今後の環境教育の普及に

紙芝居を用いることには意義がある。また、ネット環境に問題が残っているパラオ共和国に

とってはネットをあまり使用しない紙芝居という手法は有用性が高いと考えられる。 
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8 模擬企画書 

7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

紙芝居の内容の情報収集 教育機関 テーマの設定、それに準ずる日本の環境教育
の調査

日本の環境教育専
門家

情報収集費 テーマの設定、課題の
明確化

生徒の環境保全に対する知
識のレベル確認

教育機関 簡単なテストの実施（○×ゲームなどでもよ
い）、ヒアリングによる環境教育の現状の把
握

教育機関、学校教
員、生徒

資材費 テスト用紙等 結果分析、テーマの再
設定、課題と解決策の

見直し

紙芝居の内容の精査 教育機関、ソー
ラーパネル設置
会社

会議、ヒアリングにより改善点を探す ソーラーパネル設
置会社

紙芝居の内容を的確
化、内容の新規性の検

討

紙芝居の製作 教育機関 紙芝居の完成、披露 教育省、学校教員 紙芝居製作費 紙芝居 生徒へのアクションに
向けた働きかけ

生徒のアクション実施 教育機関、ソー
ラーパネル設置
会社

生徒からの意見のヒアリング、アクションの
実施のためのサポート（機材の使用方法やよ
り円滑なアクション実施のための知識の共有
など）

生徒、ソーラーパ
ネル設置会社

機材維持費、管理
費、サポートに要

する人件費

生徒同士の考えや意見
の共有、今後のアク

ションの明確化、アク
ションの継続

結果の分析 教育機関 紙芝居とアクションによる環境保全に対する
意識の向上はあったかを調査（最初に行った
簡単なテストの内容も含めて活動前後を比較
させる）

学校教員、生徒、
教育省

資材費 テスト用紙等 アクションやサポート
の問題点の抽出

ソーラーパネル設置 ソーラーパネル
設置会社

実際に小学校にソーラーパネルを設置する パラオ共和国政
府、教育機関

機材投入費、機材
投入にかかる人件

費

ソーラーパネル 生徒の自己管理による
環境保全に対する意識
の向上、利用方法や目

的の明確化

期間

2015 2016 投入する資機材受益者 実施後の取組み予定目標設定/項目 戦略 / 行動計画 2017
担当責任者と
必要な協力者

実施体制経費

 
 「7 今後の活動・提案」を元に模擬企画書を作成した。紙芝居による環境教育の有用性が分

かったことから、今後の活動にも紙芝居を取り入れたいと考える。そこで、紙芝居の内容の収

集に十分な時間をかけることはもちろん、今回の反省を活かして紙芝居の内容の精査にも十分

な時間を確保する。 

生徒の環境保全に対する知識レベルの確認については、紙芝居や生徒の紙芝居後のアクショ

ンを行う前後で簡単なテストを実施することで結果を比較し、それらを元に紙芝居やその後の

アクションの意義を明確化する。これをパラオ共和国の教育省等に提示し、紙芝居による環境

教育のさらなる普及あるいは日本の環境教育の導入を目指す。 

各小学校へのソーラーパネルの設置については金銭的な困難が考えられる。主に ODAなど

の経済援助政策を利用してほしいと考えているが、NPO活動という立場での政府政策の誘導は

難しい。よってあまり現実的な提案だとは言えないが、理想論として記しておく。 

 

 

9 このコースについての評価 
9.1 個人に関して 

今回の海外派遣研修では「日本の環境教育と再生可能エネルギーの導入」を個人テーマに掲

げた。しかし時間の制約上、完全に個人テーマを遂行することはできなかった。そのような状

況ではあったが、個人テーマの導入部分は行うことができ、今後同様の NPO活動を行うと仮定

した際に具体的にどのような手段を取ればよいのかという筋道を立てることができるようにな

った。 

個人として反省すべき点がいくつかある。まずはこの海外派遣研修に参加する前の事前準備

ができていなかったことである。特に紙芝居についてはあまり準備時間を確保できず、紙芝居

の内容が新鮮なものかどうかという精査までできなかった。これは後程、他の研修生からも意

見を貰った。また、前半のプログラムであった各所の訪問に関しても、各所について事前調査

を怠ったため、自分の考えを持つことが難しく、積極的に質問や意見を言うことができなかっ

た。 

そしてグループ活動においても、あまり自分の力を出し切れていなかった気がする。個人的

な問題ではあるが、私は自分の意見を否定されることが苦手で、自分の意見を言うことはあま

り良くないことだという考えがあり、グループ活動のディスカッションにおいても自分の意見

をあまり言わなかった。その結果メンバーに私は自分の意見を持たずに積極性に欠けていると

誤解されてしまった。決して自分の意見がなく、消極的でやる気がないというわけではなかっ

たが、大事な場面でもあまり意見を言わず、言ったとしてもあまり内容を整理できずにちぐは

ぐで論理性に欠ける主張ばかりをしてしまった。このことに関しては他のメンバーに大きな迷

惑をかけてしまい、申し訳なく感じている。しかし、そのような状態であっても、私に模擬
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NPO活動に必要な絵の製作などの何らかの役割を与え、やりがいを感じさせようとしてくれた

メンバーには本当に感謝している。 

それから、前述した通り、あまり内容を整理できずにちぐはぐで論理性に欠ける主張ばかり

をしてしまう私を優しく見守り、その主張を尊重し、サポートしてくれた研修生たちにも感謝

している。 

個人的には、今まで大学で学んできた知識を NPO活動で活かせたことにとても意義を感じた。

また、普段の大学の講義では机上でしか物事を考えないが、その考えを実際に現地で実践でき

たことに大きな達成感と喜びを感じた。そして、今後大学で研究を進めていくにあたって、環

境問題についてどのような内容でどういったことを日本で研究できるのかという道筋が見えた

ことにも、この海外派遣研修に参加した意義を感じた。 

環境問題は今後尽きることはないが、それに取り組もうとする人間がいない限りどんどん進

行し続ける。だからこそ、私たちのように何とかして環境問題の進行を食い止めようと尽力す

る人間が必要なのだとこの海外派遣研修に参加して再確認できた。そして、何が大事で何を守

るかという基準が国ごとで違う限り、先進国と発展途上国の環境問題に対する意識の差はなく

ならず、結果としていつまでたっても世界中で環境問題に取り組める日は来ないのだろうと感

じた。パラオ共和国のように「環境保全が大事だ」と考えられるような国が増加することを願

うばかりである。 

 

9.2 コースについて 

 このコースの 1番大きな問題点はやはり長期研修生と短期研修生がいることだ。この海外派

遣研修は「パラオ共和国にて現地及び国際 NGO/NPOの活動に参加し開発途上国の環境問題に

ついての理解を深め、現場で活動する上で必要となる知識やノウハウ、技術を習得することに

より、国際協力について専門的な人材を育成すること」［5］を目的として掲げているにも関わら

ず、短期研修生は NPO活動を行わずして帰国してしまう。つまり短期研修生の考えていた

NPO活動の具体案の実施は長期研修生に託されることとなり、長期研修生への負担は一気に増

える。これにより、長期研修生が考えていた NPO活動の具体案の準備時間は削減されてしまい、

納得のいく NPO活動が行えない結果となりうる。実際に私たちの班にも短期研修生がいたので、

結局彼の NPO活動の具体案は私たち長期研修生に託された。しかし、彼の考えを完全に理解し

再現することは不可能であったため、私たちが代わりに行った NPO活動は彼にとって満足のい

くものではなかったのかもしれない。このような事態を防ぐために、NPO活動を研修の前半に

入れ込むか、全体の人数を減らすことを考慮に入れて長期研修生のみの構成にするという手法

を取るべきだと感じた。 

 次に、スケジュールに厳しさを感じた。訪問先が多いことは幅広い情報収集を行うにあたっ

てありがたいことではあるが、スケジュールが詰まりすぎて質問する時間も十分に取れなかっ

た場所が多かった。そのために質問したくてもできずに我慢した人もいるのではないだろうか。

今回の海外派遣研修では途中でこの事態に気づき、前日から質問を各自で考えて翌日の出発前

に吟味し選定するという手法を取ったが、これはとても効率が良く、ぜひ来年度も取り入れて

ほしい手法だと感じた。 

 また、NPO活動の場が少ないことも問題に感じた。実際に日本国内や海外で NPO活動を行

うとしたら、活動場所は今回のように 1か所には限られないであろう。よって、いくつか NPO

活動の場の選択肢を与えられるようにすると良い。そうすれば同じテーマであっても場所に応

じた活動を行うことになるので、さらに知識やノウハウが増えると思う。 

 最後に、チームごとのグループワークを行う際の筋道の立て方を統一した方が良い。例えば、

仮説を立てるのであれば仮説が肯定された時の対処と否定された時の対処を考えるように指示

するなどしないと、チームによって活動の出来に大きく差が出てしまう。これでは研修を行う

意味があまりないと感じる。また、主催者側が研修生にそれぞれの活動でどのようなことを成

し遂げてほしいのかという具体的な指示も必要である。そしてそれについて研修生全員が同程

度の認識を持てるような工夫をしなければならないと感じた。 



長崎大学環境科学部環境科学科 

東衣里香（Azueri） 
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10 おわりに 
今回の ERCA海外派遣研修がこんなにも困難なものだとは正直想像していなかった。普段の

大学生活では絶対に経験することのない、全国各地からの様々なバックグラウンドの持ち主た

ちとの出会いは、私の人生において衝撃的かつ大事にしたい出会いとなった。年齢やバックグ

ラウンドの違いから、同じ「環境保全」という点について考えてみても本当に多くの意見が生

まれ、様々な視点からの意見を知ることができ、とても勉強になった。お互いの意見の衝突か

ら喧嘩や言い争いも多かったが、今となっては笑い話で、それらは良好な関係を築くステップ

アップへと繋がったのではないだろうか。 

また、NPO活動というものは簡単にできるものではないと改めて感じた。活動を行っていく

には資金が必要であるが、その資金を援助してもらうには企業にスポンサーについてもらわな

ければならない、さらにはその企業に納得してもらえるような論理的な活動をしていかなけれ

ばならないという点にやはり難しさを感じた。今回はまさに ICETT や ERCAの方々がスポンサ

ーの企業のような役割を果たしており、彼女らの論破には非常に苦労した。 

 私はこの ERCA海外派遣研修を終えて、個人テーマを完全に遂行することができなかったこ

とが大きな心残りである。よって、大学の卒業論文では「発展途上国における環境教育の充

実」をテーマとして、日本にいながらもパラオ共和国の環境教育の更なる普及に向けた手段の

政策提言を行い、16日間貴重な経験をさせてくださったパラオ共和国にささやかではあるが恩

返しをしたいと考えている。また、今回訪れたパラオ共和国は「環境保全」という点において

は発展途上国と言われながらも非常に恵まれた国であると感じた。世界にはパラオ共和国より

ももっと経済的に厳しさを増している国もあり、とても環境保全にまで手が回せないという国

も少なくないだろう。今後はぜひ機会を設けて、そのような国も訪問し、今回の ERCA海外派

遣研修と同様に自分の目でその実情や問題点を探していきたいと考えている。 

今回の経験は自分自身を知識的にも精神的にも成長させてくれた二度とない素晴らしい機会

であった。このような機会を与えてくださったパラオ共和国の皆様、ERCAの永野さん、上村

さん、ICETTの内田さん、喜瀬さんをはじめ、関係者各位の皆様に感謝の意を表したい。本当

にありがとうございました。 

この ERCA 海外派遣研修が今後も国際協力における専門的なリーダー的人材の育成の一助と

なることを願い、本稿を締めくくる。 
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「漂流ゴミによる海洋環境汚染の実態把握と対策」 

所属： 高知大学農学部農学科国際支援学コース 沿岸環境学研究科 

名前： 久保 穂波 

 

〈テーマ設定の理由〉 

日本をはじめ世界で問題になっている漂流プラスチックゴミと、目に見えないほどの

小さなプラスチックゴミ(マイクロプラスチック)の海洋汚染が最近明らかになり始め

た。これは世界遺産の美しい海を持つパラオにも存在する問題である。海での観光が

主要の産業であり、住民の食も支えている為この問題は重大であると考えこのテーマ

を設定した。 

 

〈現地へ行ってどうだったか〉 

結果として、レンジャー部隊とのゴミ拾い活動において分かった事は他国からの漂流

ゴミ、及び観光客が海に落とした物がゴミになっていること。そして、この活動は一

つのゴミ袋に集めて一杯になったら次、拾い終わったら次の海岸へ、という一時的な

清掃活動である事である。また、海にゴミや物を落とす観光客は多いがそれに対して

厳密には罰則は無いという。また聞き取り調査から、海岸のゴミは毎日流れ着きその

殆どがプラスチックゴミであることが分かった。 

 

〈活動計画〉 

パラオにおいて、レンジャー部隊やマリンショップのツアーの一環として行われてい

るゴミ拾いの活動を、ゴミのモニタリング調査にもなるように組織化し、住民自らが

現状を把握してゴミや海洋汚染についての意識改革が起きることを目指す。そのため

に、従来は分別せずに拾っていたものを、得られたゴミの種類、大きさ、分布密度や

推定起源などを記録し、この情報をコーラルリーフセンターにデータベースを作って

インターネットで発信し、世界中の人がデータを見られるようにする。また、調査に

はパラオハイスクールやパラオコミュニティカレッジの生徒に参加してもらい環境教

育及び将来のパラオの海洋環境分野を担う人材の育成を行う。 
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報告書のタイトル 

「漂流ゴミによる海洋環境汚染の実態をパラオから世界へ！」 

 

 

1.はじめに 

私は将来環境保護に関わる専門家として国際協力に携わる事を目指している。今国際協力を行

う上で必要なものは相手の求める事と私達がしなければならないと思う事の合致点を見つける

こと。そして現地の住民、専門家、NPO活動に携わる意欲ある人間の協力だと私は考える。問

題の発見理解、持続性のある対策支援、そして現地住民や訪れる人々の意識も変えることので

きるエキスパートに私はなりたいと考えている。この研修を通して、NPO活動の現状や現場で

求められる能力及び、対策の方法を学ぶ。また研修内で行われる聞き取りや計画策定、発表で

培われる力はインプットの質の向上、そしてアウトプットを行う際に必ず活きると考え参加し

た。 

 

2.背景 

日本をはじめ世界で問題になっている漂流プラスチックゴミと、目に見えないほどの小さなプ

ラスチックゴミ(マイクロプラスチック)の海洋汚染が最近明らかになりはじめている。以前か

ら漂流ゴミは問題となっており、ビニール袋とクラゲを間違えて誤飲し消化不良で亡くなった

ウミガメや、ゴミを大量に誤飲したイルカの内臓の写真を見たことがある人は多く入るだろう。

このような目で問題を認識できるものと比べるとマイクロプラスチックによる問題は浸透しに

くく研究もあまり進んでいないのが現状である。しかし、これはロックアイランド群と南ラグ

ーンなどの世界遺産の美しい海を持つパラオにも存在する問題である。海での観光が主要の産

業であることや、魚など海の生物がマイクロプラスチックを飲み込み体内に蓄積していたり、

ミジンコの中から生分解性プラスチックの破片が見つかったという例も報告されている。パラ

オでは海は住民の食を支えている為この問題は健康問題につながるであろう重大なものである。 

 

 

3.課題 

年々パラオの観光客は年々増加し、2014年には 14万人が訪れ、2017年には約 17万人が訪れる

ことが予想されている。それによりプラスチックボトルの消費量も増えている。2011年から稼

働しているコロール州リサイクルセンターにより飲料用容器（プラスチックボトル、缶、瓶）

の 92％は回収されているが、漂流ゴミが毎日砂浜に打ち上げられているというのも事実である。

海洋ゴミを減らすには元のプラスチックボトル消費量を減らすこと、また環境について住民及

び観光客が学ぶ事が課題である。 

 



 

4.解決策の仮説 

海でのゴミ拾いの活動を住民や、観光客を含めて行なう。そして分別を行いリサイクルを行な

うことで環境やゴミについて学ぶ。また、海での観光の際にゴミが出ない対策をとる。 

 

5.検証方法 

現地でリサイクルセンターや観光業者への聞き取り調査、および海岸でのレンジャー部隊との

ゴミ拾い活動に参加した。 

 

6結果 

結果として、レンジャー部隊とのゴミ拾い活動において分かった事は他国からの漂流ゴミ、及

び観光客が海に落とした物がゴミになっていることである。そして、この活動は一つのゴミ袋

に集めて一杯になったら次、拾い終わったら次の海岸へ、という一時的な清掃活動である事で

ある。また、海にゴミや物を落とす観光客は多いがそれに対して厳密には罰則は無いという。 

 

また聞き取り調査から、海岸のゴミは毎日流れ着きその殆どがプラスチックゴミであることが

分かった。しかし漂流ゴミには他国のものなど課税がされていないものもある為、リサイクル

の際にお金がかかることになりデポジットシステムに損失を与える。国内では観光客へ配るプ

ラスチックボトルを一日一本と制限している観光業者も存在するが浸透していないのが現状で

ある。やはり、ゴミを国内外ともに減少するために対策することが重要である。 

 

 
7.今後の活動・提案 

今後の活動としてマイクロプラスチックによる海洋汚染の現状を地域住民と共に把握し、パラ

オから世界へ発信しようと考えている。具体的にはレンジャー部隊やマリンショップのツアー

の一環として行われているゴミ拾いの活動を、ゴミのモニタリング調査にもなるように組織化

し、住民自らが現状を把握してゴミや海洋汚染についての意識改革が起きることを目指す。そ

のために、従来は分別せずに拾っていたものを、得られたゴミの種類、大きさ、分布密度や推

定起源などを記録し、この情報をコーラルリーフセンターにデータベースを作ってインターネ

ットで発信し、世界中の人がデータを見られるようにする。 

 

また、調査にはパラオハイスクールやパラオコミュニティカレッジの生徒に参加してもらい環

境教育及び将来のパラオの海洋環境分野を担う人材の育成を行う。これに関しては学校、観光

客、地域住民を対象に海をフィールドに活動を行う。ゴミ拾いをベースとし、何が落ちている

のか、何故落ちているのか、どこからか、どうして落ちているのかを改めて考えることでゴミ

という存在を改めて感じること。そしてこれから環境の為に自らの行動を考えるきっかけとし

たい。 

これらの活動と成果は「沿岸のプラスチックゴミの実態と市民によるモニタリングの試み」の

一部としてまとめ、パラオを離れる前にも、活動報告会を実施したいと考えている。 

 

 

 

8.模擬企画書（Excel Sheet） 

 

7 10 3 7 8 10 1 4 7 10

プラスチックによる海洋汚染の実態を世界遺産の海をもつパラオから発信する。既存のゴミ拾いのアクションをモニタリング調査化し、地域住民や学生、また観光客と共に行うことで現状把握を自らの手で行う事。また海洋環境汚染についての意識改革を起こす。理系分野の学習が進んでいない為学生ともアクションを行いながら、環境を学習し未来のパラオの海洋環境を担う人材の育成を狙う。　1 ・・・・パラオの海洋汚染

や漂流ゴミへの実態把握

パラオ共和国、
沿岸環境研究
者

1. ……実態把握のための取り組み

  1-1. ……ごみ拾いのモニタリング調査化

  1-2. ……コーラルリーフセンターでのデータベース

作成及び発信

  1-3.･･････住民、学生との意見交換会、調査報告会

コーラルリーフセン
ター研究員・パラオレ
ンジャー部隊

機材費 マイクロプラスチック調
査のための機材

コーラルリーフセン
ターと提携をとり持続
的にゴミ拾い調査で得
られたデータを発信
する。

　2 ・・・・学校への環境教育

授業の導入

パラオ共和国 2. ……環境教育授業の導入

  1-1. ……ゴミ拾いのモニタリング調査を共に行うなど

実践型の環境教育行う

  1-2. …

  1-3.･･････

パラオハイスクール、
コミュニティカレッジ教
員、生徒・コーラル
リーフセンター職員

学校での調査報告会
及び意見交換会を実
施

実施後の取組み
予定

目標設定/項目 : 戦略 / 行動計画

2017…….

担当責任者と
必要な協力者

実施体制経費

2015 2016……

投入する資機材立案背景: 受益者

 
 



 

 

9.このコースについての評価 

長期研修生として参加したこの 16日間はとても学びが多く、施設でお話を伺うことや住民への

アンケート調査、学校での授業など普段大学ではできない貴重な経験をさせて頂くことが出来

ました。特にこの研修で重要とされていた学校での活動は、普段教育に携わることが全くない

私にとってはとても難しく、子供にどう伝えればよいか悩むこともありました。しかし、終了

後のフィードバックシートや班での話し合い、そしてメンバーの支えがあり無事に活動を行う

ことが出来ました。普段の学生生活のように偏った分野でなく、工学、環境学、生物学そして

リサーチャーや講師として活躍されている社会人の皆さんの考えをたくさんお聞きし、とても

幅広い視点でパラオの環境と向き合うことが出来てとても良い経験となりました。この研修を

通して培うことのできたプレゼンテーションスキルや教育の手法はこれからの活動で必ず生か

すことが出来ると感じます。ERCA、ICETTの皆様、今研修で関わった皆様、本当にありがと

うございました。 
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環境 NGO Palau Climate Protection Network 設立企画案 

パラオ気候保全ネットワーク～気候変動影響とサンゴ礁保全 

なぜこのテーマを選んだか？ 

 パラオのサンゴ礁をはじめとする自然環境は比類ないものだということが事前調査でわかった。サンゴ礁は地球上でも非常に重要

な海洋の CO2吸収源であるため、これを保全していくことはパラオの人々のみならず、全人類、動植物すべてのものが受益者とな

る。また、日本と深く関わるパラオ国際サンゴ礁センターはミクロネシアにおけるサンゴ礁保全の重要な拠点である。 

サンゴ礁保全を将来にわたり確実なものにしていくにはどうしたらよいのだろうかと考えたとき、海水の酸性化、海水温の上昇等、

気候変動がサンゴ礁に及ぼす悪影響について、現地の人々はどれだけ認識しているのだろう、という疑問が湧いてきた。そこで、パ

ラオにおける今後のよりきめ細かい環境教育の裏付けとなるべく、「気候変動影響とサンゴ礁保全」に関するアンケート調査（回

答者数 728 名）を行いナレッジギャップを探ると同時に、質問を投げかけて回答していただくことによる啓発効果を狙った活動を

現地で行った。このアンケート調査で立証したい主な仮説は、「人々が気候変動のサンゴ礁に及ぼす影響を知れば知るほど、サン

ゴ礁保全に積極的になる」と言うことである。 

 

現地へ行ってどうだったか？ 

 現地でアンケート調査に参加いただいた方々は、パラオ高校（全学年）、コロール小学校（7 年生、8 年生）、パラオ・コミュ

ニティ・カレッジ（2 クラス）、パラオ自然保護協会、独立記念日の首都における街頭インタビュー回答者（サンプル数順）であ

る。独立記念日の街頭インタビューで回答いただいた 37 名全員が「環境を保全したい」人が 100%の結果からみても、人々の

環境保全意識は非常に高いことが確認できた。パラオ高校生へのインタビューで印象的だったことは、「パラオでは、サンゴ礁の重

要性について、親が子どもに教えることが伝統文化なのだ」ということだったが、「やった！」という感触であった。実は研修出発前に

そのことを想定して、アンケート調査票の中に記述式で「サンゴ礁について親や祖父母が教えてくれたことは何ですか？」という設問

を入れておいたのである。調査票は事前に 1000 部印刷してパラオに持ち込んだ。10 ㎏以上あり私のスーツケースをかなり圧迫

していたが、その高校生の言葉に感動し、重かった苦労も吹き飛んだ。 

 現在、データ入力が終わり分析の最中であるが、調査票一枚一枚を見ると、子どもたちの素直さが伝わり一人ひとりの心に触れ

ている気がしてとても有意義な時間を過ごしている。中には、サンゴ礁を守っている国民から、守ってもらえないことへの抗議と受け

止められる記載もみられた。また、美しいパラオの海も国境を越境する「浮遊する海洋ゴミ」で汚されているという回答も多かった。 

 

今後現地で実施する NPO活動企画案 

 上記仮説を検証し、どのような環境教育プログラムがパラオの学校や地域にとって必要なのか NPO 活動案を立案中である。①

パラオの現地環境 NPO である NPO パラオ自然保護協会を協力先に、同協会の行う学校および地域における環境教育プログ

ラムに対し、「気候変動影響とサンゴ礁保全」に関する人々の知識と保全意識に関しきめ細かな提言を行うことを目的に活動を

提案したい。この直接の受益者はパラオの人々であるが、サンゴ礁が保全されることにより CO2 吸収源が維持確保されることから、

全人類・動植物が利益を得る。また、②今回の研修で出会った方の勤務するパラオ観光局をもう一つの協力先とし、観光客が

宿泊するホテルの各部屋に、本テーマについてのリーフレットを置くことにより啓発効果を狙った活動を提案したい。この受益者は、

直接的にはパラオのサンゴ礁でダイビングをする年間 14万人にものぼる外国人観光客で、パラオの美しい海での思い出とともにサ

ンゴ礁の気候調節機能についての学習を自国に持ち帰り、その後の生活に役立ててもらいたいという考えに基づいている。単に美

しいだけではなく、サンゴ礁の私たちにとっての重要性を知ることにより、現地の人々の怒りをかなり買っているサンゴを踏んで壊すと

いう間違いが減るのではないかと考えた。この間接的な受益者は、パラオのサンゴ、人々、そして全人類・動植物である。 
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１．はじめに（参加動機） 

 

特に興味のある分野：観光に配慮した持続可能な観光開発 

活動：サンゴ礁保全 

この研修から学びたい内容：パラオにおける気候変動影響とサンゴ礁保全についての人々の意識 

 

海外研修渡航前の事前調査の段階で、パラオでは非常に大きな面積の海洋保護区を設けているこ

とから、サンゴ礁保全にかなり積極的な国だということがわかった。また、パラオでもサンゴ礁の

白化現象が深刻であることもわかった。また、JICA の援助で設立されたパラオ国際サンゴ礁センタ

ーでは、大気中の二酸化炭素が増加することで海水の酸性化が進行しサンゴが被害を受けることに

ついて、同センターの二年次報告書の冒頭のページの中で触れている。これを読んで、パラオは気

候変動影響とサンゴ礁保全について先進的なのでは、と思った。私は海洋学を大学で学んだため親

しみのある分野ではあるが、果たしてそういった研究に縁遠い一般のパラオの国民の間で、どの程

度、海洋の酸性化や海水温度の上昇がサンゴ礁に悪影響を与えているかについて周知されているの

か非常に興味を抱いた。国際協力なしには解決できない気候変動影響とサンゴ礁保全の側面につい

て、地元教育機関における環境教育の機会でどのように取り組まれているかも知りたいと思った。

これらを調査するためにアンケート調査を行い、人々の知識ギャップを明らかにし、今後のパラオ

における環境教育にきめ細かな提言ができれば、と考えたのが今回の研修への参加動機である。二

酸化炭素を排出しない生活、たとえば再生可能エネルギーを利用することなどが、いかにサンゴ礁

の保全につながり、健全なサンゴ礁が将来にわたり存続すれば、サンゴが海の中で二酸化炭素をた

くさん吸収してくれて気候の安定化にもつながることを、パラオに住む子どもたちや大人たちは知

っているのであろうか。 

石原伸晃環境大臣（当時）も 2014 年、日本政府によるパラオなど島嶼国への「島まるごと支援」

の中で、サンゴ礁保全を同支援の取り組みの中の一つとして述べている。気候変動対策は待った無

しの人類共通の課題であるため、この取り組みが実行性あるものならば非常に有意義だと言える。

そのような社会状況の中、パラオ海外派遣研修に参加し、「気候変動影響とサンゴ礁保全」というテ

ーマについてパラオを事例として「どうしたらもっと改善が進むか？」を考察し、今後自分が取り

組む気候変動対策に関わる環境 NGO 活動を見つめ直せたらと考えた。 

 

２．背景 

 

沖縄県において、「地球温暖化防止とサンゴ礁保全に関する国際会議」が 2013 年 6 月 29-30 日に

開催された。会議では、島嶼国においては気候変動の影響がすでに顕在化していること、漁業・観光

資源である海洋・サンゴ礁等への影響が顕在化しつつあること、将来的には海面上昇や海洋酸性化

などさらに深刻な影響が予測されているとの報告があった（同議長サマリー、2013）。パラオからは、

サダンパラオ共和国財務大臣が参加し発表を行った。 



 

5 

 

 サンゴ礁は過去 6500万年間、地球システムの変動に伴い、自然の営みとして発達や衰退を繰り返

してきた。人間の出現によっても、ミクロネシアやパラオでは、先祖代々サンゴ礁の生態系サービ

スに依存した独特の暮らし方が言い伝えられ、秩序を保ちながら共存して暮らしてきたことが知ら

れている（海の研究（Oceanography in Japan）、2012）。  

 例えば、沖縄・奄美・小笠原のサンゴ礁域の経済的価値は、その生態系サービスの一部を見積もっ

ただけでも、 

 

① 観光・レクリエーション 2399 億円 

② 漁業           107 億円 

③ 海岸防護機能    75.2～839 億円 

 

の合計 3345 億円にものぼる（サンゴ礁生態系保全行動計画 豊かな地域社会を実現する健全な自然

環境の継承を目指して（案）、環境省、2012）。 

パラオにおいても沖縄同様、観光は一番重要な産業であるため、ダイビングやシュノーケリング

などの拠点となるサンゴ礁が重要な観光資源であることは明白だ。サンゴ礁でのレクリエーション

活動のために支出されている金額は、世界全体では一回の訪問当たり 184 米ドルと見積もられてお

り（Brander et al. 2007）、東南アジアでは 1ha当たり年間 231～2700米ドル（Burke et al. 2002）、

カリブでは 1654米ドルと見積もられている（Chong et al. 2003）。 

 これに、気候に関するいわゆる「調節サービス」分の恩恵を加味すると、サンゴ礁は計り知れない

経済的価値を内在していることがわかる。パラオにおいても、サンゴ礁は、大気中から地球温暖化

の原因とされている二酸化炭素を除去し固定するという、気候変動を緩和する大切な役割を担って

おり、国際的に貢献している。 

しかしながら残念なことに、「生態系と生物多様性の経済学（TEEB、2009）」が報告するように、海

水温の上昇や海水の酸性化が、サンゴの喪失を加速化させており、サンゴ礁は近年時間的にも空間

的にも強い環境ストレスにさらされている。エルニーニョ・南方振動などの気候変動が、海水表面

温度の上昇をもたらし、サンゴ礁の白化現象を世界規模で引き起こしているのだ。褐虫藻がサンゴ

体内から抜け出す白化現象が起こると、サンゴは土台からボロボロになる。 

 例えば、パラオと同じ南太平洋域に位置するオーストラリアのグレート・バリア・リーフでは、こ

の白化現象の発現域が以下のように今後にわたり拡大していくことが予測されている。 
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図１．「グレート・バリア・リーフ：気候変動等の淘汰圧に対する順応的管理」 

（海洋公園管理ゼネラル・マネージャー、アンドリュー・スキート、2013年 6月） 

 

この傾向から、パラオでも、気候ストレスによって将来サンゴ礁の白化現象が拡大悪化する可能性

は大きいといえるかもしれない。カリブ海では、サンゴ礁がこの 30 年の間に 80%も減少した。その

影響は、総観光収入の 20％近くを占めるダイビング観光からの収入の減少にあらわれており、年間

3 億ドルもの損失になると予測されている。 

 PCS は、パラオのサンゴ礁に深刻な白化現象が起きた 1998 年の前後 1997 年と 2000 年に、パラオ

を訪れるダイバーやシュノーケリングに来る旅行者たち 200 人にアンケートを行った。“The Value 

of Diving and the Impacts of Coral Bleaching in Palau”の中で同協会は、白化したサンゴ礁で

不満足な経験をしたと回答したダイバーは、全体の 57％であったと報告している。サンゴに依存す

る観光活動は確かにパラオの観光産業の基幹を担っているものだが、協会は結論の中で、観光業界

が海洋に依存しないゴルフやギャンブルなどの他の活動オプションに徐々にシフトする可能性を示

唆している。これは、パラオの人々の純粋な気質を考えた際、観光政策として決して良いものかど

うかは疑問であるが、サンゴ礁保全に将来的な投資をしていくためには、観光以外の他の正当性に

よる投資価値を見出さなくてはならないとしている。 

 ゆえに、パラオのサンゴ礁が人間にもたらしている観光以外の恩恵として、気候の調節サービス

による経済的価値や、魚類の住処として漁業に貢献している事実、そして島嶼国という狭い国土を

浸食から守る海岸防護機能についても、投資理由として加味していく必要があると考える。プライ

スレスな生態系がもたらす恩恵をお金に換算するのは困難を伴う作業である上、倫理的に疑問を持

つ人もいるかと思われるが、多くの人にわかりやすい表現であるため、前述した日本のサンゴ礁の

経済的価値の例のように、パラオについても利用しない手はないと思う。長い年月をかけてサンゴ

は二酸化炭素をその骨格に固定するため、地球上において熱帯雨林と伴に重要な CO2 吸収源である

ことが知られている。その CO2 吸収源を破壊してしまった場合、短時間で回復するのは容易ではな

い。それを経済的損失として換算した例が、パラオについてあるのか私は知りたい。 

最後に、パラオについては、海水表面温度の上昇と海洋の酸性化以外にも、公の場でサンゴ礁の

白化の原因が暗に指摘されていることにもここで言及しておかなくてはならない。冒頭で述べた
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2013 年の国際会議の席上でパラオのエルブエル・サダン財務大臣は、1998 年から 2006 年の間、約

84km（約 52マイル）に渡るコンパクト・ロードの建設でバベルダオブ・ラグーンに大量の堆積物が

降り注いだことを指摘している。この道路は、アメリカ合衆国との間で結ばれた自由連合盟約

（Compact of Free Association）に基づく経済援助で建設された。私は同会議に参加していないの

で、明白な関係性を同大臣が述べたか定かではないが、大臣は緊急注意喚起として 1998 年に発生し

たサンゴの白化現象により、パラオのサンゴ礁のうち約 90％が影響を受け、50％以上が死滅した原

因としてコンパクト・ロードの建設を挙げ、スライドで述べている。 

パラオでは、サンゴ礁の保護区ネットワークを含む PAN 法を 2003年に国が策定し、パラオ政府は

これにより持続可能な国土開発に取り組むはずであったが、上記の惨事が引き起こされてしまった。

さらに、2006 年にはパラオにおいてミクロネシア・チャレンジ行動計画策定会議が開催され、パラ

オ政府も一層の海洋生態系の保護と適切な資源管理を制度化し、地域別財政機構と資金調達戦略を

策定すべく行動計画を誓約した。2006 年 3 月には、ブラジルのクリティーバで開催された国連 CBD

第 8回締約国会議（COP8）において、トミー・レメンゲサウ・パラオ共和国大統領は、海外に資源と

援助を大きく依存するパラオの性質上、「環境は経済なり」という姿勢を発表し、ミクロネシア・チ

ャレンジを提起した。2008 年には PAN 基金が設けられ、パラオ政府は資金確保に外部融資を求めた。

さらに翌年の 2009 年 11月には、パラオを出国する全ての人に、15 米ドルの環境税である「グリー

ン税」を課税する旨を法制化した。その後グリーン税は増税され、私たち研修生がパラオから出国

した 2015 年 10 月 10 日現在は 30 米ドルが徴収されるようになった。これらは PAN の保護活動費に

あてられている。また、2013 年現在のパラオ国内 PAN 地区の構成比率は、陸エリアが 8％、海洋エ

リアが 73%に拡大したという。 

さて、パラオにおけるサンゴ礁保全のリーダーといったら PICRC であるが、同センターがどのく

らいサンゴ礁保全に関する学校支援を行っているかについては、以下の表を参照いただきたい。こ

れによると、PICRC は 4 種類の学校支援プログラムを 2003 年度から 2006 年度にかけて行っており、

2006 年度までに小学校 18 校全て、中学校 5校全てをカバーするに至っている。 

 

学校支援プログラムの活動 カバーされた学校数 活動に参加した生徒総数 

小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計 

学校アウトリーチ＆訪問 6 5 11 351 443 794 

アート＆潮汐カレンダー 16 5 21 1508 124 1632 

学校支援水族館ツアー 18 5 23 1600 1032 2632 

放課後プログラム 7 2 9 175 34 209 

表１．学校支援プログラムの実績（パラオ国国際サンゴ礁センター強化プロジェクト終了時評価調

査報告書、独立行政法人国際協力機構、2006） 

 

 この他 PICRC は、教育省と協働して、中学校の海洋科学カリキュラムの開発を行っている。パラ

オ・コミュニティ・カレッジとも協働し、同校の海洋学プログラムの実施を行っている。ただ、人々

の間にどの程度、気候変動がサンゴ礁に及ぼす影響についての知識が浸透しているかについては未

知である。 
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３．課題 

 

YouTubeにパラオの若者が「気候変動って何？」という質問に答える次の動画があるが、答えら

れた若者は半数もいない。“What Is Climate Change? : Teens in Palau Share Their Views on 

Climate Change”（http://www.youtube.com/watch?v=BZqHttOK0KQPCSonline1 視聴回数 348 回 

あなたへのおすすめ 2013/07/18 に公開）。この状況が本当に大多数の事実なのか確認する必要

性を強く感じた。事前の文献調査によって、サンゴ礁保全制度はかなり整っていることがわかった

が、気候変動影響とサンゴ礁保全の関係について知っているパラオ人は案外少ないのかもしれない

と考えた。特に、①サンゴ礁が有している「気候調節機能」や「生態系サービス」について、パラ

オ人がどれだけ知っているかが課題なのではという推論をした。また、②パラオの人々がサンゴ礁

に対する気候変動影響について知れば知るほど、サンゴ礁を保全したいと考えるのでは、と考え

た。まずは、現地でアンケート調査を行う前に、パラオの学校の先生や生徒たちと会う機会がある

ので、その際にざっくばらんに聞き取り調査をしてみることにした。 

 

４．解決策の仮説 

 

仮説：「パラオではサンゴ礁の気候調節機能や生態系サービスについて知っている人が少ない。」 

  ⇒サンゴの気候調節機能や生態系サービスを充分に理解する人たちがパラオに増えれば、パラ

オ社会がなお一層サンゴ礁保全に取り組むだろう。 

 

５．検証方法・プロセス（アンケートなど聞き取り） 

 

検証方法：気候変動影響とサンゴ礁保全の関係、サンゴ礁保全学習テーマを中心にアンケート調査

を学生、NGO/NPO職員、住民を対象に実施し仮説を検証する。 

 

プロセス：調査対象者の意識やニーズの把握を行う。可能であれば現地の人からのヒアリングを事

前に行い調査票を適宜柔軟に修正する。 

    

調査対象者：学生（小学生約 218人、高校生約 600 人、大学生約 19人） 

      NGO/NPO職員（PICRC および PCS） 

      住民（独立記念日の催し物会場にて街頭インタビュー） 

 

６．調査方法・手法 



 

9 

 

 

事前調査： 

１）文献調査をする。 

２）関係者へヒアリングを行う。特に、アンケート調査票の質問項目が適切かアドバイスをもらう。 

 

本調査： 

・調査対象者の選定は多段抽出法と単純無作為抽出法を組み合わせたもの。 

・アンケート調査票の配布と回収は、集合調査法と街頭調査になる。 

・質問項目の作成は、２件法、評定法、自由記述法をとる。 

・学生を調査の対象にすることで母集団をなるべく大きくする工夫をする。人口約 2万人の国で 800

人前後の人々にアンケート調査票に回答してもらえれば、結果の信ぴょう性は高い。 

 

進め方： 

１）渡航前に英文アンケート調査票を作成・印刷、地元教師にアンケート実施への協力をお願いす

る。 

２） 

９月２８日(月) ～  地元学校の教師・生徒と会う際にアンケート用紙を教師に手渡し協力をお願い

する。パラオ高校校長先生から、アンケート調査の趣旨説明文章がアンケート

調査実施につき必要との連絡を、同校カウンセラーの Sue先生を通し受け、早

速作成・ホテルで印刷したものを翌朝同校を訪問した際に校長先生に渡し、口

頭で説明しアンケート調査実施の許諾を受けた。 

９月２９日(火)～１０月５日（月） 各々の学校の生徒たちにアンケートを配布・クラスで回答して

もらい用紙を回収してもらう。 

１０月１日(木)  独立記念日の首都マルキョクにおける催事にて街頭インタビュー。 

１０月３日（土）～１０月７日（水）記入済みのアンケートを教師から回収する。 

 

７．調査結果の処理・分析 

 

１）データの整理をする（ID番号、コーディング、データ入力、データクリーニング）。 

２）データの分析をする。 

 ①グラフで特徴を調べる(年代別、性別など)。 

 ②質問票の項目間の関係を調べ以下の仮説などに答える。 

a. 気候変動がサンゴ礁に及ぼす影響について知っている人ほどサンゴ礁を保全したいと

思っている。 

b. サンゴ礁が果たしている役割について知っている人ほどサンゴ礁を保全したいと思っ

ている。 

c. サンゴ礁保全について学習した人ほどサンゴ礁を保全したいと思っている。 
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d. PICRC の存在は気候変動がサンゴ礁に及ぼす影響についての人々の知識の普及に役立っ

ている。 

e. PICRC の存在はサンゴ礁が果たしている様々な働きを理解するのに役立っている。 

f. サンゴ礁に関する学習が人々の環境保全意識の向上につながっている。 

g. サンゴ礁が二酸化炭素吸収源だということを「知っている・知らない」と、「サンゴを守

りたい」という意識との間に何か関連があるか。 

h. サンゴ礁保全の授業を受けた人と受けていない人でサンゴ礁保全の意思に差があるか、

また、サンゴ礁保全関連の仕事への就労意識に差があるか。 

i. 気候変動問題について次の３つのグループ（よく知っている、どちらともいえない、よ

く知らない）に分けたとき、サンゴ礁を守りたい、という意識に差があるか。 

 

３）分析結果とそれに対する解釈や説明、残された問題や将来への課題について考察する。 

 

８．結果 

 8-1. サンプルについて 

2015 年 9 月～10 月、気候変動影響とサンゴ礁保全に関して作成した 31 項目の質問（本報告書末

尾に APPENDIXとして掲載）について、関係者の方々の協力の下、パラオの 728 名の方にアンケート

調査を実施した。回答者の男女比はバランスのとれたものだった。回答者の年代別構成は以下の通

りであるが、コロール小学校 7 年生および 8 年生およびパラオ高校全学年における実施が影響し、

10～20 代の回答者が占める割合が回答者全体の 94％以上となった。小学 7年生は日本の中学 1年生

にあたるため、10歳以下と回答した人たちは誤回答と推測される。20代と回答した人たちは、独立

記念日の街頭インタビューの際に回答してくださった人たちも含まれるが、パラオ高校の人たちも

多く含まれる。表 2と表 3 とでは、総計が異なるが、これは無回答の方が 11 名いたことによる。表

４についても同じことが言える。また、表 4 の通り、アンケート回答者の 94％が学生だ。職業につ

いてその他を選択した人の中には、NGO職員の方も含まれる。 

 

 

表 2. アンケート回答者の性別人数と総計 

 

年代 10歳以下 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 総計 

人数 11 611 64 4 9 10 4 4 717 

表 3. アンケート回答者の年代別人数 

 

職業 役人 観光業 会社員 自営業 学生 主婦 その他 総計 

人数 17 6 2 8 679 2 10 724 

表 4. アンケート回答者の職業別人数 

性別 女性 男性 総計 

人数 363 365 728 
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8-2. 気候変動の基本的知識について 

 

 

気候変動問題について何か知っていると答えた人は 654 人で全体の 91％以上という高い割合を示

していることから、「パラオの多くの人々は気候変動問題について何かしら知っている」ということ

がいえるだろう。気候変動の影響についてどこで知ったかという問いについては、学校が断トツで

多く、地域や新聞、TV、ラジオなどで学んだという人が多かった。 

 しかし、地球温暖化の原因について知らないと答えた人が 65 人おり、全体の 36％を占めることか

ら、「気候変動問題については耳にするがその原因が大気中に排出される CO2 に起因することを知ら

ない人がかなりの割合で存在する」結果が示された。サンゴ礁を破壊する海の酸性化も海水温上昇

も大気中への CO2 排出量の増加による気候変動に起因するゆえ、街頭インタビューにて 33名全員が

環境を保護したいという意見を示したが、問題の因果関係に明るくない人々の割合が相当数存在す

るということが示された。これでは気候変動問題の解決にならないゆえ、対処されるべき課題とい

える。 

 8-3．海の酸性化とサンゴ礁破壊の因果関係について 

知ってい

る

91%

知らない

9%

気候変動問題について何か知っ

ているか

知っている
64%

知らない
36%

地球温暖化がCO2排出量増加によ

り引き起こされているか知ってい

るか

知ってい

る

60%

知らない

40%

大気中のCO2増加が海の酸性化を

引き起こしていることを知ってい

るか

知ってい

る

71%

知らない

29%

サンゴ礁破壊が気候変動に起因

する海の酸性化によって引きこ

起こされていることを知ってい

るか
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上のグラフから、パラオの人々は特に海洋学の専門家でなくとも、海の酸性化が大気中の CO2 増

加によって引き起こされていることを知っている割合がある程度高いといえるのではないだろうか。

主観的ではあるが、同じ島国ではあるが日本ではこんなに高い割合の一般の人々が海の酸性化の問

題について知っているとは予想できない。パラオでは、サンゴ礁の重要性について親から子へと教

え継がれていくことが伝統文化であることが聞き取り調査からわかったが、それだけ重要なだけあ

り、サンゴ礁が気候変動に起因する海の酸性化によって破壊されていることについて知っている

人々の割合も 71％と比較的高い結果が出た。上の左右の結果から、「CO2増加が海の酸性化を引き起

こしており、それによりサンゴ礁の破壊が進んでいることを知っている」人々の割合は、パラオで

は 43％を占めると言えよう。 

 

8-4．海水温上昇とサンゴ礁破壊の因果関係について 

また、サンゴ礁破壊が気候変動に起因する海

水温上昇によって引き起こされていることを

知っている人々の割合も 83％と比較的高い結

果が示された。海の酸性化よりも海水温上昇に

起因するサンゴ礁破壊について知っている

人々の方が多いことがわかった。これは、エル

ニーニョによる影響が TV や新聞、ラジオなど

で報道されるからだろうか。それとも、海の酸

性化という現象に比べ、地球温暖化で気温が上

がれば海水温も上がるというように、頭の中で

原因結果が結びつきやすいからであろうか。 

 

 

8-5．サンゴ礁が重要な CO2吸収源だということについて 

気候変動によってサンゴ礁が破壊されると、CO2が大気中に放出され、正のフィードバックとなっ

てさらに地球温暖化を加速させるが、下のグラフが示す通り、パラオの人々の間ではサンゴ礁が CO2

を吸収していることを知っている人の割合は半数を超える程度で低い。ゆえに、パラオではサンゴ

礁が重要な観光資源であることは広く知られているが、その同じサンゴ礁が地球全体で熱帯雨林と

並び最も重要な気候調節機能の役割を果たしていることについて、地域や学校において学習の機会

を設ける必要性がある。そうすれば、さらにサンゴ礁保全が改善されるのではないだろうか。パラ

オ社会を牽引していく立場に立つ政策立案者や政治家、地域でサンゴ礁保全策を実施するレンジャ

ー、PAN 基金を申請する地方自治体政府担当者、若者にサンゴ礁の気候調節機能について言及する機

会に恵まれる教育関係者には、ぜひ理解して欲しい科学知識である。パラオでは気候変動について

何かしら知っている人は多くても、サンゴ礁が同問題を緩和していることを必ずしも知っていると

は限らないという結果が示されたわけだ。 

知ってい

る

83%

知らない

17%

サンゴ礁破壊が気候変動に起因す

る海水温上昇によって引き起こさ

れていることを知っているか
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8-6．サンゴ礁のその他の生態系サービスについて 

 

 

 サンゴ礁が多くの海洋生物の棲み処であることを知っている人は 94％に上ったが、親や祖父母か

らサンゴ礁の重要性について何を教えてもらったか、ということに対する記述式回答にも、「生物の

棲み処だから大切にしなさい」という回答が多く寄せられた。サンゴ礁の持つ消波作用については

84％の人が、また、サンゴ礁がダイバーやシュノ―ケラーを海外から引き寄せる観光資源であるこ

とについても、92％の人が知っていると回答した。サンゴ礁が有するこれら 2 種類の生態系サービ

スは、狭い島国の国土保全や家計にお金をもたらすものという点でパラオの人々の目に見えやすい

性質の生態系サービスであることが伺しれるため、比較的高い認知度が示されたのではないだろう

か。それは、CO2 吸収源であるというサンゴ礁の目にはなかなか見えない実生活とかけ離れているよ

うに見られがちな気候調節機能の生態系サービスについての認知度と比べると、格段に違いがみら

れることからもわかる。 

知って

いる
92%

知らな

い
8%

パラオではサンゴ礁が

重要な観光資源だとい

うことを知っているか

知ってい

る

55%

知らない

45%

サンゴ礁は地球上で大きなCO2

吸収源だということを知ってい

るか

知ってい

る

39%

知らない

61%

サンゴ礁が破壊されるとサンゴ礁に

固定されていたCO2が大気中に放出

されることを知っているか

知って

いる

94%

知ら

ない

6%

サンゴ礁は多くの海洋

生物の重要な棲み処だ

ということを知ってい

るか

知っ

てい

る

84%

知ら

ない

16%

サンゴ礁は波による海

岸の浸食から国土を

守っていることを知っ

ているか



 

14 

 

 

 8-7. サンゴ礁を間近に見た経験がある場合 

 左のグラフが示す通り、サン

ゴ礁を間近に見た経験がある

人の方が、気候変動の影響から

サンゴ礁を保全したいと思う

割合が高い。これらの経験と意

識の間に正の相関があるか、相

関係数の検定によって分析し

た結果、2 つの項目間に正の相

関があるとはいえないことが

わかった。 

 

 

 

 

 

 

 

8-8．親・祖父母からサンゴ礁の重要性について教わったことがある場合 

左のグラフが示す通り、親・

祖父母からサンゴ礁の重要性

について教わった人たちは、気

候変動の影響からサンゴ礁を

保全したいと思う割合が多い。 

 この 2つの項目に関する相関

係数の検定を行ったところ、サ

ンゴ礁の重要性について親・祖

父母から教わったことがある

場合とサンゴ礁保全のために

行動を起こしたいという意識

の間には正の相関がみられた。 

 ゆえに、親から子へと伝えら

れるサンゴ礁についての教え

は、パラオ社会にとってとても

重要であるといえる。 

0
50
100
150
200
250
300
350

強くそ

う思う

そう思

う

どちら

でもな

い

あまり

思わな

い

全く思

わない

見たことがある 333 122 35 14 9

見たことがない 102 49 32 4 6

人

サンゴ礁保全のために行動を起こしたいか

潜ってサンゴを間近に見た経験と気候変動の影

響からサンゴ礁を保全したいという意識の関係

0

200

400

強く

そう

思う

そう

思う

どち

らとも

いえ

ない

あま

り思

わな

い

全く

思わ

ない

教えてくれた 356 118 33 10 6

教えてくれない 85 56 38 8 9

人

サンゴ礁保全のために行動を起こしたいか

親・祖父母からサンゴ礁の重要性について教

わった場合と気候変動の影響からサンゴ礁を保

全したいという意識の関係
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 8-9．気候変動影響によってサンゴ礁破壊が引き起こされていることを知っている場合 

 

 気候変動影響である海水温上昇と海の酸性化について知っていればいるほど、気候変動影響からサン

ゴ礁を保全したいという意識が強いかについて、相関係数の検定を行った。結果は、海水温上昇がサンゴ

礁破壊の原因だと知っている場合と、サンゴ礁保全意識の間には正の相関があることがわかった。また、

海の酸性化がサンゴ礁を破壊の原因だと知っている場合と、サンゴ礁保全意識の間にも正の相関がある

ことがわかった。ゆえに、総じて、パラオの人々は気候変動がサンゴ礁に及ぼす悪影響について知ってい

る人ほど、サンゴ礁を保全したいと思っていると言えよう。 

 

 8-10. サンゴ礁が果たしている様々な役割について知っている場合 

 サンゴ礁が果たしている主な役割には、①CO2吸収源、②生物の棲み処、③観光資源、④消波作用

が挙げられる。②と③について知っている場合と、サンゴ礁保全意識の間には正の相関がみられた。

ゆえに、サンゴ礁が果たしている役割の中でも、生物の棲み処であることと観光資源であることに

ついて知っている人ほど、サンゴ礁保全意識があると言える。しかし、①と④については正の相関

がみられなかったため、CO2 吸収源であることと消波作用があることについて知っている人ほど、サ

ンゴ礁保全意識があるとは言い切れない。サンゴ礁が有する様々な役割の中で、生物の棲み処を提

供しているということはパラオの人々の食生活を支える漁業に直結しているため、いわばローカル

な視点から保全が重要視されていると考察される。これとは反対に、CO2吸収源という役割について
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人

サンゴ礁保全のために行動を起こしたいか

海水温上昇がサンゴ礁破壊の原因だ

と知っていることと、気候変動の影

響からサンゴ礁を保全するための行

動を起こしたいという意識の関係
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海の酸性化がサンゴ礁破壊の原因だと

知っていることと、気候変動の影響か

らサンゴ礁を保全するための行動を起

こしたいという意識の関係
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は、地球上に今後も人類が存続していく上で非常に重要な生態系サービスではあるが、パラオの人

たちの間にはグローバルな視点が欠けているために、CO2 吸収源を守るための保全については、魚の

棲み処としてのサンゴ礁保全ほど重要視されていないのではないだろうか。しかし、海水温上昇や

海の酸性化などの気候変動の影響は、サンゴ礁を破壊し CO2 を大気中に放出してしまい、正のフィ

ードバックでさらにサンゴ礁の置かれる周囲の環境が悪化するという性質上、地域や学校で重点的

に網羅していくべき学習内容であることには間違いがない。 

 

 8-11．日常生活の中でパラオの環境を守るために何かしている場合 

 

 日常生活の中でパラオの環境を守るために何かしている場合と、サンゴ礁保全意識について相関

係数の検定を行った結果、2 つの項目間に正の相関があった。したがって、3R やごみの分別、省エ

ネなど、環境にいいことを日常生活の中で行っている人たちほど、サンゴ礁保全意識が高いことが

わかった。 

 

 8-12．学校・地域でサンゴ礁についての学習を受けた場合 

 

相関係数の検定により、学校・地域でサンゴ礁についての学習プログラムを受けた人ほど、環境

にいいことを日常生活の中で行っているという結果が出た。ゆえに、地域や学校におけるきめ細か

な学習の機会を多く提供し、より多くの人たちがまたより多くの頻度でサンゴ礁保全について学習

することにより、日常生活の中で環境に何かいいことをする人々を増やすことができるはずである。 

 

 8-13．結果のまとめ 

 

 今回はエクセルによって分析を行ったが、予算が許せば SPSS でも分析を試みてみたい。今回の結

果によって、本テーマにおける人々の知識ギャップが明らかになった。意外にも気候変動影響につ

いては、サンゴ礁を破壊する海の酸性化が CO2 増加によって引き起こされていることと、サンゴ礁

が CO2 吸収源であるということと、サンゴ礁が破壊された後に固定されていた CO2 が大気中に放出

されてしまうことを除いて、比較的周知されていることがわかったが、周知率をさらに改善すべき

学習プログラムの施行の必要性がある。これらは、気候変動問題の中でも基礎的な科学的事実であ

るため、今後、地域や学校で学習の機会を設けるべきである。気候変動影響について TVで知ったと

回答した人もいたため、パラオの人たちに対する多様な学びの機会が考えられる。 

 記述式回答の中に、海を漂流するごみの問題について対処すべき課題であると回答した人たちが

かなりな数に上った。研修中に訪問したコロール州ロックアイランドの無人島の砂浜にも、多数の

漂流ごみが見られ、私たちのビーチクリーンアップによって集められたごみもかなりの量になった

ことからも、これは大きな問題であることが体験によりわかった。漂流中に紫外線などによって細
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かく分解するマイクロプラスチックの問題もかなり深刻である。魚類に取り込まれたこれらのマイ

クロビーズが食物連鎖を通じ我々の口に入ることを考えると非常に恐ろしい。 

また、観光客が不注意あるいはバランスがとれずにサンゴを踏んで壊してしまうことについて不

満を漏らしていた人たちもかなりいた。これらの問題に対処するため、次の章では外国人観光客を

対象とする活動も含めいくつか NPO 活動を提案する。 

 

９．今後の活動・提案 

 

アンケート調査結果を受け、今後の活動として模擬的に NPO 設立を提案する。この NPOの目標は、

学校および地域における環境教育プログラム、そして、外国人観光客を対象にした啓発活動におい

て、「気候変動影響とサンゴ礁保全」に関する人々の知識ギャップと保全意識に関するきめ細かな提

言を反映させ、特にサンゴ礁が持つ気候調節機能について彼らに気づいてもらうことにより、パラ

オにおけるサンゴ礁保全をさらに改善することである。 

本 NPO、NPO 法人パラオ気候保全ネットワークの設立趣意は以下のとおりである。 

 

気候変動がパラオのサンゴ礁に及ぼす影響についてきめ細かな啓発活動を行い、連携機関との

協働によって保全活動のギャップを埋め、パラオの住民および観光客の意識向上を図ることな

どによって気候変動防止に資する。 

 

この NPO 活動の受益者は、取り組み内容が気候保全であるため、パラオ住民のみならず全人類・

動植物である。主な、連携機関は PICRC、PCS、パラオの環境保全活動に関わる中央・地方政府機関、

教育省、パラオ高校などの現地教育機関、パラオ政府観光局、パラオ全国のダイビングショップお

よびホテルなどである。 

そのために、以下の NPO活動を実施することを提案する。 

 

① （１）気候変動による海水温度上昇、（２）海洋の酸性化がサンゴ礁に及ぼしている影響、そ

して（３）サンゴ礁の気候調節機能について、PCSおよびパラオ高校などの教育機関と連携

して彼らの学習プログラムとして作成し、パラオの教育機関や地域で生徒や地域の人々を対

象に実施する。 

 

② 関係機関と協力して、①の（１）～（３）についてわかりやすくまとめた 8 ページ程度（2

枚紙裏表に印刷し 2つ折り）のリーフレットをつくり、旅行者が見たり持ちかえったりでき

るようにホテルの各部屋に置く。印刷費用はツアーオペレーター・ダイブショップからの広

告費で賄う。 

 

③ サンゴの気候調節機能について PICRC と共同で教材を開発し、ダイビングショップなどのツ

アーガイド/ダイビングインストラクターを対象に研修を行い、彼らが観光客にサンゴが持
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つ気候調節機能の重要性について伝えることができるよう基盤をつくる。 

 

④ PICRCではパラオのサンゴ礁の生態系サービスを気候変動の観点から現在研究中であるが、

本 NPO でも独自にとりまとめ、住民へのアウトリーチ、行政による政策立案、COP や学術会

議など国際会議の場で使えるよう整備する。 

 

⑤ PICRCの水族館のサンゴの水槽の説明に、サンゴの気候変動による影響についての記述がな

かったらそれを加える。 

 

【実施方法】 

まずは、有形の実態把握と無形の実態把握を行うことを計画立てたが、今回時間的制約のため事

前に行えなかったので、今後の活動にこれを繰り入れた。 

 

◆有形の実態把握(資源の状況、資金、人員、社会システムなど) 

・パラオのサンゴ礁の現状はどうか調べる。←パラオ国際サンゴ礁センター（PICRC）の論文および

“Tour Guide Training and Certification Program”など。 

・PICRCの運営状況、人員、資金調達を調べる。←〝The Roots to Soar: 2013-2014 Biennial Report”

および「パラオ国 国際サンゴ礁センター強化プロジェクト 終了時評価調査報告書（2006）」、「評価

調査結果要約表(2009-2012)」など。 

・PAN の一部であるパラオ国家海洋保護区、ミクロネシア・チャレンジなど、海洋保全制度を含む保

護制度にはどのようなものがあるか、またその機能・モニタリングの成否・運営体制・資金調達を調

べる。←PICRC の学術論文、“Tour Guide Training and Certification Program、”“Financial 

Statements and Independent Auditor’s Report (of PAN Fund)”など。 

 

◆無形の実態把握（意識、人材など） 

・PICRC における 2006年 JICA 評価報告書以降の「学校支援プログラム」と「コミュニティアウトリ

ーチプログラム」の現状はどうか調べる。←PICRC biannual report、インタビュー。 

・パラオの学校における海洋や観光、ツアーガイドの資格についての学びの機会はどのようなもの

があるか調べる。←PICRC による中学校用海洋科学カリキュラムの開発支援。パラオ・コミュニテ

ィ・カレッジの観光学専攻プログラム、生涯学習コースとして整備されたツアーガイド認定コース、

P-CoRIEプロジェクト。 

・サンゴを中心とする沿岸海域の持つ生態系サービスについて調べる。←生態系サービスに関する

内外の様々な学術論文、WRI の報告書“Reefs at Risk”など。 

・コンサベーションコンソーシアムについて調べ、ステークホルダーを把握・考慮する。 

 

次に、アンケート集計結果から、本提案のテーマに関する人々の知識や意識について考察し、①

～⑤の活動を実施し、パラオの現地 NPO/NGO（PICRC、PCS）、現地関連政府機関、現地教育機関と協

働し目的を達成する。 
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【使える資源、新たに投入する資機材】 

PICRC の研究論文や水族館などの施設 

 

【活動内容の独自性】 

 パラオのサンゴ礁保全活動に気候変動という切り口で取り組み、住民意識および観光客の意識の

向上を図る点。観光資源としてのパラオのサンゴ礁の価値は大きいが、気候調節機能や護岸、海洋

生物の棲み処などの豊かな生態系サービスを提供している点について、パラオの人々や外国人観光

客に対して啓発活動を行うことにより、なお一層サンゴ礁がパラオ、そして全人類・動植物にとっ

て重要なものであるかを位置づける活動内容に独自性がみられる。 
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１０．模擬企画書：環境 NGO パラオ気候保全ネットワークの活動計画案 

立案背景:          
目標設定/項目:（期待される達成

目標と波及効果）「どうしたらもっと

改善が進むか？｣ 

受益者 戦略 / 行動計画 工程 
必要な協力機関 実 施

体 制

経費 

投入する資

機材 

実施後の取

組み予定 

2015 2016 2017 

7 10 1 4 7 10 1 4 7 10     

パラオの人々728 名に対して

行ったアンケート結果により、

人々に気候変動影響とサンゴ

礁保全についての知識ギャップ

があることと、サンゴ礁を守ってい

ないのは観光客だということがわ

かった。これを解決し、さらにパラ

オのサンゴ礁保全活動を改善

するために、次の NGO/NPO

活動を行うことを想定した。

NGO/NPO 設立趣意：気候

変動がパラオのサンゴ礁に及ぼ

す影響についてきめ細かな啓発

活動を行い、連携機関との協

働によって保全活動のギャップを

埋め、パラオの住民および観光

客の意識向上を図ることなどに

よって気候変動防止に資する。 

 

1 .パラオの多くの住民が、サンゴ礁の

気候変動を調節する大切な役割を

充分に理解することによって、なお一

層パラオのサンゴ礁保全に取り組むこ

とが期待される。 

パ ラ オ の

人々、全

人類・動

植物 

1. テーマに関する人々の知識と意識を分析・考察し、きめ細かい啓

発活動を実施する 

1-1.渡航前事前準備 

1-2.有形の実態把握(資源の状況、資金、人員、社会システム) 

1-3.無形の実態把握（意識、人材など） 

1-4.アンケート質問票の作成・印刷、パラオでアンケート実施。 

1-5.データ入力・アンケート結果の分析。 

1-6.結果のまとめ、報告書作成 

1-7.PCS と PHS に結果をフィードバックし、アンケート結果の共有 

1-8.知識ギャップを埋めるために協力者と対応策をディスカッション 

1-9.学校や地域の環境教育プログラムへの反映 

        

 

 

 

 

 

 

 

PICRC、PCS、パ

ラオの環境保全活

動に関わる中央・

地方政府機関、パ

ラオの教育機関 

 

アンケ

ート印

刷

代、

通信

費 

アンケート質

問票 

振り返り、継

続的実施 

2 .観光客はサンゴ礁の気候調節機

能について学び、帰国後、気候変動

を少しでも緩和していく行動をとること

が期待される。 

 

観光客、

全人類・

動植物。 

2. 観光客が宿泊するホテルの各部屋に、リーフレットを置く 

2-1.アンケート回答の記述式回答項目について分析結果をまとめ、

パラオの人々のサンゴ礁についての伝統的な価値観、サンゴ礁保全

に関する問題点として感じていることなどを明らかにする 

2-2.パラオ政府観光局に分析結果をフィードバックし、パラオの人々

の考え方を尊重した観光客を対象とした啓発リーフレット案の作成 

2-３.観光局を通し、リーフレットを各部屋に置いてくれるホテルとダイ

ビングショップにアプローチ 

2-4.広告掲載希望企業を募集し、リーフレット原稿を作成・印刷 

2-4.ホテル各部屋・ダイビングショップにリーフレットを置いてもらう 

                    
パ ラ オ政府観光

局、PCS、パラオ全

国のダイビングショッ

プ、ホテル 

印刷

費用

はツア

ー・ダ

イブシ

ョップ

からの

広告

費で

賄う。 

リーフレット 振り返り、継

続的実施 

３．サンゴの気候調節機能の重要

性について、ダイビングやシュノーケルを

楽しみに来た外国人観光客に知って

もらうことにより、ダイバーはサンゴを踏

まないようにより気を付けるようになるう

え、自国に学びを持ち帰り気候変動

問題に気を配る生活を送ることが期

待される。 
 

ツアーオペ

レター、ダ

イビングイ

ンストラク

ター、ダイ

ビングやシ

ュノーケル

をやりに来

た外国人

観光客。

全人類・

動植物 

3. ダイビングインストラクターが観光客にサンゴが持つ気候調節機能

の重要性について伝えることができるよう基盤をつくる 

3-1．ダイビングインストラクターを対象とした研修プログラムを

PICRC およびダイブショップと共に開発する 

3-2. 研修を実施する 

3-3.ダイビングインストラクターは観光客にサンゴ礁の気候調節機能

について伝える 

3-4.３か月後、６か月後にツアーガイドを対象にサンゴの気候調節

機能について観光客とコミュニケーションがとれたかアンケートを実施す

る 

          
PICRE、PCS、パラ

オ全国のダイビング

ショップ 

在パラ

オ日

本大

使館

の草

の根

無償

資金

へ応

募する 

研修用テキ

スト 

振り返り、継

続的実施 

４．パラオのサンゴ礁の生態系サービ

スの価値を気候変動の観点からとりま

とめ、利用できるように整備することに

より、サンゴ礁保全策のための説得力

ある裏付けとする。 

政策立案

者、研究

者、

PCS、全

人類・動

植物 

４.パラオのサンゴ礁の生態系サービスを算定し、サンゴ礁保全策の

一層の推進に資する 

4-1．サンゴ礁の生態系サービスを算定 

4-2. 住民へのアウトリーチ、行政による政策立案、COP や学術会

議など国際会議の場で使えるよう整備する 

          PICRC 、 琉球大

学、PCS 

学術

会議・

国際

会議

渡航

費用 

学術論文 振り返り、見

直し 

５．PICRC の水族館にサンゴ礁に

対する気候変動影響についての説明

文を付け、啓発効果を狙う。 

水族館訪

問者、全

人類・動

植物 

5.水族館のディスプレイに適切な説明便を付ける 

5-1.どこに付けるか検討 

5-2.ディスプレイ改修 

          PICRC 
ディス

プレイ

設置

費用 

付加的ディス

プレイ 

振り返り 



 

 

 

１１．このコースについての評価など 

 

個人的には、当初の海の酸性化・海水温上昇・CO2 吸収源の問題などの気候変動問題がパラオの

サンゴ礁保全にどのように影響を与えているかについて、人々の知識ギャップや保全意識のデータ

が得られ、学習状況が理解できたことが大きな達成であったと思う。人口が 2 万人のパラオという

国で 700 人以上の人々にアンケートに回答いただけたのは他でもない関係者スタッフの皆様のご協

力があったからである。公立の学校にアンケートを依頼する場合の手続きも体験学習でき、自分を

成長させることができたと思っている。個人ワークで一番印象に残ったことが二つある。一つは、ア

ンケート実施前の高校生へのインタビューで、パラオでは親が子にサンゴ礁の重要性について教え

ることは伝統文化なのだ、ということが確認できとても感動したことだ。これについては出国前に

自分で想像しアンケートの質問事項に入れたことが幸いした。もう一つ印象に残ったのは、アンケ

ート実施に協力いただいたパラオ高校のカウンセラーの方から、アンケートに回答しながら、気候

変動影響とサンゴ礁保全についての様々なことに、今まで自分でも気づかなかったことがあったの

でためになった、という感想をいただいたことである。これこそが、私が狙った学習効果であったた

めとても嬉しかった。多くの回答者を占めた生徒たちも同様に感じていただけたのかな、と疑問が

頭をよぎる。 

持続可能な観光開発をテーマに選んだ Vamos!チームとしては、海外においてチーム作業を経験し

たことは大きかった。テーマが、国の根幹を成す産業であったため、事前準備の段階から情報量も多

く、現地でのインタビューにも的を絞った質問が果たしてできているのかという疑問が常日頃から

ついてまわった。また、専攻も出身地も多種多様なメンバーから構成されるチームで、様々な事柄に

合意を形成しながら進めていかなくてはならないという課題が毎日連続したわけだが、その難しさ

を経験できたことに主催者側に感謝する。共同作業を行う上で通信環境が関係してくるが、パケッ

ト通信が当たり前の日本の状況に慣れ過ぎてしまっていた私は、自分の PC の調子が悪くなった際

に、作業が遅れてしまい他のメンバーに迷惑をかけてしまったことが反省点として挙げられる。代

替え機として用意していった iPad の通信機能も不測の事態に陥り、どうしようもなかった。また、

電子辞書がなかったためオンライン辞書を使っていたが、ネットに接続できない時間が長かったた

め、オフラインでも利用可能な辞書をダウンロードしておくべきだったと反省する。 

また、パラオなどの人口が小さい国で活動を行う際に感じたことは、大臣なども独立記念日に一

般の人々と混ざって座っていたりしているので、主要な政治アクターへのアクセスが日本などと比

べて比較的容易であるということがわかった。それだけに、こちらも生半可な態度では向き合えな

い。信頼たるべき態度で臨み、誠実に対話することが重要である。 

最終報告書の作成も、私の場合、アンケートの規模が大きかったのでデータ入力に時間と手間が

かかりたいへんであったが、研修で得たことをまとめながら自分の頭の整理にもなったので、この

機会に報告書を書けてよかったと思っている。 

末筆となりましたが、この研修に関わった多くのスタッフの方々に感謝の気持ちを伝えたいと思

います。皆様どうもありがとうございました。 
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APPENDIX 

 

アンケート調査票 

 

表紙 

Cover 

・調査年月日：  2015 年 9 月 26 日～10 月 11 日 

・タイトル：  気候変動とサンゴ礁保全に関するアンケート調査 

  Title: Questionnaire on climate change and coral reef protection 

・調査者の明記： 黒子富美恵 

  Researcher’s name: Fumie KUROKO 

・調査の目的：  パラオにおける気候変動の影響とサンゴ礁保全に関する知識の普及の程度を調

査するため 

  Purpose of the research: To understand the degree of spread of knowledge on the impacts of 

climate change and coral reef protection in Palau. 

・調査結果の活用方法： 上記テーマについてパラオで今後どのような NPO 活動が効果的か考察す

るため 

  Application of the result of the study: To consider what NPO activities in Palau would be 

effective for the theme described above. 

・注意： 他の人と話し合わないで記入してください。 

・調査結果の報告：本調査結果を入手したい場合、あなたのメールアドレスを記してください。そち

らに結果を送付いたします。 

 Report of the study result: Please write your email address if you want to obtain the study 

result.  I will send it by email. 

・連絡先：  私の連絡先は以下です。 

  Contact: Fumie Kuroko, fumie@waltz.ocn.ne.jp 

・お礼： 本調査にご協力くださり誠にありがとうございます。パラオのサンゴ礁が適切

に保全されることを祈っております。 

Acknowledgement: I appreciate for your cooperation with this study.  I hope the coral reefs in 

Palau will be protected forever. 

 

フェイスシート 

Face sheet 

・あなたの性別をお答えください。（１．女性  ２．男性） 

Please circle if you are female or male. 

・あなたの年齢をお答えください。（１．10 歳以下 ２．10 代 ３．20 代 ４．30 代 ５．40 代 

６．50 代 7．60 代 ８．70 代以上） 
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Please circle your generation. 

・あなたの職業をお答えください。（１．会社員 ２．自営業 ３．行政職員 ４．学生 ５．主婦 

６．その他） 

Please circle your occupation. 

・あなたはパラオの住民ですか、それとも観光客ですか。（１．パラオ住民  ２．観光客） 

Please circle if you are Palau resident or visitor. 

 

質問項目 

Questions 

A. 気候変動とサンゴ礁の関係を知っているか 

１．気候変動問題について知っていますか？ 

Do you know anything about climate change problems? 

２．気候委変動の影響についてどこで学びましたか？（複数回答可） 

（学校、地域、親や祖父母、書籍、新聞、インターネット、TV、ラジオ、友人・知人、その

他） 

Where did you learn the impacts of climate change? 

(School, Community, Parents and/or grandparents, Books, Newspapers, Internet, TV, Radio, 

Friends, The other) 

３．地球温暖化が二酸化炭素などの排出で引き起こされているのを知っていますか？ 

Do you know the global warming has been caused by the increase in CO2 emissions? 

４．大気中の二酸化炭素が増えると海洋が酸性化するのを知っていますか？ 

Do you know the CO2 increase in the atmosphere has been causing the ocean acidification? 

５．気候変動が原因で海水温度が上昇するとサンゴが死滅するのを知っていますか？ 

Do you know the destruction of coral reefs has been caused by the rise of seawater temperature 

by climate change? 

６．気候変動が原因で海洋が酸性化するとサンゴが被害にあうのを知っていますか？ 

Do you know the destruction of coral reefs has been caused by the ocean acidification by climate 

change? 

７．サンゴは地球上で重要な二酸化炭素吸収源だということを知っていますか？ 

Do you know the coral reefs is the one of the important source of CO2 absorption on the earth? 

８．そのサンゴが死滅すると二酸化炭素が大気中に放出されるのを知っていますか？ 

Do you know, if the coral reefs are destroyed, CO2 captured in the coral reefs will be released 

into the air? 

９．これら気候変動がサンゴに及ぼす影響からサンゴを守るために何か行動を起こしたいと思い

ますか？ 

   （とても思う、思う、どちらともいえない、あまり思わない、全く思わない） 

  Do you want to take an action to protect the coral reefs from the impacts of the climate change? 

  (Very feel like to do, Feel like to do, not decided, Don’t feel like to do, Don’t feel like to do at all) 
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B. その他のサンゴ礁が果たしている役割について知っているか 

１０．サンゴ礁は海洋生物のすみかになっていることを知っていますか？ 

Do you know the coral reefs are the important habitats for the many marine creatures? 

１１．サンゴ礁は打ち寄せる波から国土を守る護岸機能を有していることを知っていますか？ 

Do you know the coral reefs has been protecting the coastal lines from the erosion by the ocean 

waves? 

１２．パラオではサンゴ礁が重要な観光資源になっていることを知っていますか？ 

  Do you know, in Palau, the coral reefs are the important resources for the tourism? 

 

C. サンゴ礁保全について学習したことがあるか 

１３．パラオ国際サンゴ礁センターに行ったことがありますか？ 

Have you ever been to the Palau International Coral Reef Center? 

１４．その水族館の展示を見て海洋環境や生物などについて自分の理解が深まりましたか？ 

   （とても深まった、深まった、どちらともいえない、あまり深まらない、全く深まらない） 

Do you think your understanding of the ocean environments and lives have been deepen by the 

visit to the Palau International Coral Reef Center? 

(Very deepen, deepen, not definitely deepen, not so deepen, not deepen at all) 

１５．パラオ国際サンゴ礁センターは世界のサンゴ礁保全に役立っていることを知っています

か？ 

Do you know the center has contributed to the conservation of the coral reefs in the world? 

１６．サンゴ礁について地域や学校の学習プログラムを受けたことがありますか？ 

Have you ever taken the learning programs on the coral reefs at schools and/or communities, 

etc.? 

１７．その学習によって自分の環境保全意識は高まったと思いますか？ 

   （とても高まった、高まった、どちらともいえない、あまり高まらない、全く高まらない） 

Do you think such programs have enhanced your attitude for environmental protection? 

(Very enhanced, enhanced, not definitely enhanced, not enhanced, not enhanced at all) 

１８．海に潜ってサンゴを身近に見たことがありますか？ 

Have you ever dived into the oceans to see the coral reefs closely? 

１９．親や祖父母はサンゴ礁の大切さについて教えてくれたことがありますか？ 

 Have your parents and/or grand parents taught you the importance of coral reefs? 

２０．どのような事柄について教えてくれたか記入してください。 

Please describe what they have taught you about the coral reefs. 

 

D. 環境保全意識と就業意識 

２１．パラオの自然環境は他国と比べてとても美しいことを知っていますか？ 

Do you know the natural environment of Palau is exceedingly beautiful compared with the 
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other countries’? 

２２．どのようにして知ったか記入してください。 

Please describe how you have noticed about it. 

２３．パラオの自然環境を守っていくために環境に良いことを何かしていますか？ 

Do you practice anything to protect the Palau’s environment in the daily life? 

２４．将来、パラオで自然環境保全の仕事に就きたいと思いますか？ 

In the future, do you want to work for the protection of natural environment in Palau? 

２５．パラオ・コミュニティ・カレッジに観光や海洋科学、ツアーガイド資格を学べるコースがあ

ることを知っていますか？ 

Do you know if there are courses to study tourism, marine science and certification program 

for tour guide at Palau Community College? 

２６．それらのコースで学びたいと思いますか？ 

 Do you want to study in such courses? 

 

E. 住民のニーズ 

２７．パラオのサンゴ礁を保全するためには、どのような課題やニーズがあるか記入してくださ

い。 

Please describe, if any, the problems and/or needs in protection of the coral reefs in Palau. 

 



個人テーマ「より深い環境教育をパラオに！~理科教育の側面から~」 

岩手大学大学院農学研究科動物科学専攻 髙橋一生 

1. 参加動機 

 私の専門はウシやブタといった家畜の繁殖分野であるが、研究に取り組む間は常に「社会への貢

献」を意識してきた。しかし、研究を続けることで、視点がミクロに向かうほどに、自身のマクロ

な視野が狭くなることに漠然とした恐怖を覚えていた。本研修の大きなテーマである「国際環境協

力」という分野は、自分にとって未知の分野であったが、専門が通用しないからこそ、経験の全て

において吸収できることは多く、新たな視野が手に入ると考え、本研修への参加を希望した。 

2. 個人テーマ 

 個人テーマの策定に際しては、高校理科教員免許取得に際して得た知識や経験を活かして、何か

しらのアプローチができるのではないかと考えた。事前調査により、パラオでは専門的な教育を行

うことのできる教員数が限られており、特に小学校においては、理数系の高度な専門教育を行うこ

とのできる教員は極めて少ないと考えられた。理数系の知識、特に理科知識は、環境という概念を

科学的に捉えるため、また、環境問題をより身近に感じるためにも不可欠なものである。そこで個

人テーマでは、実際にパラオを訪れ現地で行われている理科教育の現状を調査するとともに、より

発展的な理科教育を提供することを目的とした。 

3. 検証方法・プロセス 

 本テーマでは、理科教育の内容から特に廃棄物処理問題に関連すると考えられる「プラスチック

に関する理科知識」に焦点を絞り、パラオの理科教育における該当範囲の取り扱い、およびプラス

チックに関する知識の浸透度を調査した。それらの結果を踏まえ、発展的な理科教育として、ペッ

トボトルから繊維を作る理科実験を実施し、さらに実験方法の手ほどき等を行った。 

4. 結果と考察 

 現役教員との意見交換や、住民へのアンケート調査の結果、パラオにおいてはプラスチックに関

する理科知識の浸透度が低いことが明らかとなった。小学校で実施した理科実験は大きなインパク

トとともに受け入れられ、生徒の反応は概ね良好であった。リサイクル(特に再資源化)を前提とし

た目的分別の普及に向け、今回用いた実験は非常に有効な手段となり得ると考える。 

5. 評価 

 本研修に参加する前はインプットに重きを置いた研修であると思っていたが、実際はか

なりの部分が実践的な内容であり、様々な面で自分の力を試すことのできる良い機会とな

った。グループ活動ゆえの難しさや、一方で自分の無力さ、そして英語力の根本的な必要

性など、多くの気づきを得て、研修参加前に比べて大きく成長できたと思う。 
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1. はじめに (参加動機) 

 私は現在、岩手大学大学院農学研究科動物科学専攻に所属している。専門は家畜の繁殖に関

わる生殖工学技術で、近年発展がめざましい iPS 細胞を用いた研究における知見をもとに、ウ

シ体細胞クローン技術の改良や応用を目的として日々研究に励んでいる。こうした研究内容は

基礎研究という枠組みに入るが、将来的には優良家畜の増産や、再生医療、さらには生殖補助

医療へのフィードバックが可能である。研究とは、科学的な疑問に対する仮説の構築とその検

証を行い、得られた結果を公表することで完結する。世界を舞台に繰り広げられ、社会への貢

献を最大の目的とする研究という生業に、私は魅了され、研究に熱中する生活を早３年続けて

きた。その期間、国内外における学術会議での発表、また筆頭著者として学術論文を投稿する

ことを通じ、自身の研究を世界に公表することができた。このように、研究という一連の過程

を経験した今、私は大きなやりがいを感じている。しかし、一方で本当に社会に貢献できたの

か？という疑問が付き纏っている。 

 当初は社会への還元および貢献を意識していた研究生活であったが、その目的を見失っては

いないだろうか。今の私は、気づけば学会で発表するため、研究費を獲得するための研究をし

ている。私にとって、研究を通じて社会に貢献することが最大の目的であり活動原理であるは

ずが、今は「研究」という社会貢献の「手段」に迷いを抱いている。研究を続けることで、視

点がミクロに向かうほどに、自身のマクロな視野が狭くなることに漠然とした恐怖を覚えてい

た。そうした不安を抱えつつ、国際貢献・国際協力の実際を見てみたい、体験してみたいとい

う思いが日増しに強くなっていた頃、偶然目に入ったのが本研修の募集要項であった。 

 本研修の大きなテーマである「国際環境協力」という分野は、自分にとって未知の分野であ

ったが、高校理科教員免許取得に際して得た知識や経験を活かして、何かしらのアプローチが

できるのではないかと考えた。また、率直に言って、私の専門である家畜に関する知識は、パ

ラオ共和国 (以下パラオと表記) をはじめ畜産業が盛んでない島嶼国において、直接的に活かせ

る場面が少ない。しかし、専門が通用しないからこそ、経験することの全てにおいて吸収でき

ることは多い。また、だからこそ新たな視野が手に入ると考え、本研修への参加を希望した。 

 

2. 個人目標 

(1) 課題の遂行 

 研修カリキュラムの日程は綿密に設定され、現地での活動には時間の制約が大きいこと

から、個人テーマ (4. 課題を参照) の遂行には事前の準備が非常に重要となる。そのため、

事前研修におけるグループテーマおよび個人テーマの設定、活動方針の立案、事前調査、

および現地での調査、そしてアクションプランの実施、これら全てを含めて研修として捉

え、課題の遂行にあたる。事前調査はインターネット上の情報に依存するため、情報が限

られる。その中で、日本に住んでいる私たちがパラオにとって「必要であろう」と考える

ことと、実際に現地の住民の方が「必要だ」と感じていることの間には必ず乖離が存在す

る。現地調査では、そうした擦れ違いの把握と軌道修正を行うが、その過程にはコミュニ

ケーションが最も重要となる。そこで、課題の遂行における下位目標として、英語を用い

たコミュニケーション能力の向上を挙げる。パラオにおける現地研修期間は自身の英語コ

ミュニケーション能力を試す機会を積極的に作り、能力の向上に努める。また、グループ

テーマの下位に個人テーマが位置することを自覚し、グループメンバー全体で方向性を見

定め、足並みを揃えて個々人の課題遂行に取り組む。 
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(2) チームプレー 

 本研修では、1 泊 2 日の事前研修の他、パラオ現地に入るまで他のメンバーと顔を合わせ

て一緒に活動することが難しい。特に私たちのチームはメンバーの所在が長崎・岩手と地

理的に離れているため、自主的に集まることも困難である。そうした意思疎通や目的意識

の共有が非常に難しい状況ではあるが、事前研修以降はメンバー間で積極的にコミュニケ

ーションを取ることで、自分一人で動くのでは無く、全体で動く意識をつくり上げる。し

かし、止むを得ず個人での作業が増えてしまう場合は、適材適所を心がけて作業を割り振

って行う。そのように、メンバーの良いところを伸ばすようなグループワークを運営する。

本研修の実施目的の一つとして「国際環境協力分野において将来リーダー的役割を担う人

を目指す」とあるが、各々が役割を自覚し主体的に動けるようグループメンバーに働きか

ける。また、メンバーの意見を聞き (否定せず)、尊重する姿勢を持つことで、個人テーマ

とグループテーマの融合した、全員参加の活動を目指す。自分は普段は一人で突っ走って

しまうことが多いため、今回の研修ではチームプレーを特に大切にする。 

 

(3) 国際協力を考える 

 今まで、日本国内において種々の NPO 活動やボランティア活動に携わってきたが、その

中で常に、このような活動は自己満足なのではないかという疑問を抱いてきた。「自己満足

で終わらない本当に意味のある国際協力とは何か？」という疑問に対し、本研修を通して

自分なりの答えを探すこと、何らかの気づきを得ることを最後の目標として定めた。 

 

3. 背景 

 パラオ共和国では、豊かな自然環境を活用した観光開発を経済発展の主軸としており、環境

保全と開発との調和が重要になっている。しかし、観光客の増加や生活様式の変化に伴い、急

増した廃棄物の処理や公衆衛生の悪化などが問題となっている。こうした問題を解決し、環境

保全と経済発展の両立を実現するためには住民の環境に対する意識の醸成が不可欠であり、そ

のためにパラオでは政府機関、国際 NGO、現地 NPO などにより、様々な環境教育が行われて

いる。しかしながら、すべての国民に十分な環境教育活動が提供されているとは言えないのが

現状である。例えば、2012 年のパラオ政府および岡山大学の共同調査チームの報告によると、

アイライ州では環境保全に関連した環境教育イベントへ参加したことの無い住民の割合が 54%

であり、参加したことのある住民の割合 46%を上回っている。また、3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) という言葉を聞いたことのない住民が 23%と高い割合を占めている[1]。このように、

パラオで行われている環境教育は、機会という面から地理的な要因もしくは他の要因 (学生か

否かなど) により制約を受けている可能性があるが、それら環境教育の成果や浸透度を客観的

に評価した報告は乏しい。 

 また、パラオを含む太平洋島嶼国では、国土が広大な地域に散らばっている性質上、教育機

会が限られていることによる人材不足や近隣先進国への優秀な人材の流出が深刻な問題となっ

ている。このことは、パラオにおける教員の質にも影響を及ぼしている。2011 年パラオの小学

校および高校における教員数は公立校・私立校合わせて 332 人であり、そのうち準学士の学位

を持つ者 (短大卒) が 84人 (33.4%)、学士の学位を持つ者が 92 人 (27.7%)、修士の学位を持つ者

が 19 人 (5.7%)だった (図 1a)。さらに小学校教員に限定すると、4 年制大学以上を卒業したもの、

すなわち学士および修士の割合が全教員のおよそ 2 割であり、全高校教員に占める学士および

修士の割合と比較して極めて低い (図 1b, c) [2]。 
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 これらのことから、パラオの小学校および高校においては、専門的な教育を行うことのでき

る教員数が限られており、特に小学校においては、理数系の高度な専門教育を行うことのでき

る教員は極めて少ないと考えられる。理数系の知識、特に理科知識は、環境という概念を科学

的に捉えるため、また、環境問題をより身近に感じるためにも不可欠なものである。しかしな

がら、パラオの小学校・および高校における理科教育の現状に関する情報は非常に少なく、実

態は不明である。 

 そこで本テーマ (個人テーマ) では、実際にパラオを訪れ現地で行われている理科教育の現状

を調査するとともに、より発展的な理科教育を提供することを目的とする。 

 

4. 課題 

4.1 研修のテーマ 

 本研修では、研修生全員で模擬的に

NPO/NGO を設立した仮定のもと、テ

ーマに即したグループに分かれ (事前

研修で決定)、以降は現地研修を含め、

主にグループごとに活動を行った。全

体テーマとグループテーマ、さらに個

人テーマの概略を図 2 に示す。私たち

研修生は、パラオにおける環境保全と

経済発展の両立を目指す模擬 NPO

『Palau Japan ESD Project』を立ち

上げ、グループに分かれて 3 つの側面

からテーマの達成を目指した。3 グル

ープのテーマおよび名称はそれぞれ、

環境教育の充実を目指す『L. E. E. 』、 

循環型社会の形成を目指す『MOTTAINAI』、そして持続可能な観光開発を目指す『Vamos!』

である。さらに、グループ内で個人のテーマを定め、グループテーマの下位目標として遂行を

試みた。私は L. E. E.に所属し、環境教育の中でも特に理科教育に着目して課題を設定した。

『L. E. E. 』というチーム名の由来は、グループのメンバーが３人とも地方国立大学に所属し

ているという意味での Local に加え、パラオという地域  (Local) に根差した環境教育 

(Environmental Education) を発展させたいという願いを込めて決定したものである。 

 これらを踏まえた上で個人テーマにおける課題を次項に述べる。 

(a) 小学・ 高校教員 (b ) 小学校教員 (c) 高校教員

27.7%  

33.4%

28.0%

5.1%
5.7%

38.4%

16.0%

4.1%
4.6%

37.0%

50.4%

23.9%

10.6%6.2%

8.8%
高卒

準学士

学士

修士

その他

図 1. パラオの小学校および高校教員の学歴

 (M in istry of Education 2011 Statistical Yearbook をもとに作成 )
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4.2 パラオにおける理科教育レベルの把握 

 パラオの教育に関する資料は極めて限られているため、現地調査により小学校および高校で

のカリキュラムの実態を把握することは、パラオで発展的な理科教育を実施するにあたり重要

な過程である。そこで本テーマでは、理科教育の内容から特に廃棄物処理問題に関連すると考

えられる「プラスチックに関する理科知識」に焦点を絞り、パラオの理科教育における該当範

囲の取り扱いを把握する。また、現地でのアンケート調査により、プラスチックに関する知識

が広く一般に浸透しているか否かを調査する。 

 

4.3 発展的な理科教育の実施 

 背景でも述べたように、パラオにおける理科教育の実態は不明な点が多く、また事前に手に

入る情報も限られている。そこで 4. 2の結果をもとにパラオの理科教育における問題点を抽出

し、事前に策定した仮説が正しいか否か、また企画した理科教育プログラムの内容についての

妥当性を判断する。さらに、必要に応じた修正を加えた上で、プログラムを実施する(模擬

NPO活動)。 

 

5. 検証方法・プロセス 

5.1 パラオにおける理科教育レベルの把握 

 日本において、今回対象とした「プラスチックに関する理科知識」は、現行学習指導要領の

理科[第一分野] (2). ア. (ア) 身の回りの物質とその性質、に収録されており、中学 1年生の学習

内容となっている[3]。そこで、パラオにおける小学校 7 年生および 8 年生 (日本の中学 1 年生お

よび 2 年生に相当) が Science (理科) の授業で使用している教科書内に該当箇所があるか否かを

調べた。また、コロール小学校で理科の授業を担当している 2 名の現役教員との意見交換によ

り、プラスチックに関する理科教育の現状把握、および事前に企画した理科実験内容の妥当性

を判断した。さらに、それらプラスチックに関する知識の住民における浸透度を測るため、10

月 1 日に行われた独立記念日の催事において、アンケート方式の現地調査を実施した。調査の

実施に際しては、学生であるか否か、または性別により理科知識の浸透度に差がある可能性を

考慮し、回答者を以下の A~D の 4 カテゴリーに分類した。 

 

A：教育課程に在籍する男子 (学生) 

B：教育課程に在籍する女子 (  〃  )  

C：教育課程に在籍していない男性 (学生以外) 

D：教育課程に在籍していない女性 (   〃   )  

 

 アンケート調査は、図 3 に示す質問内容を記載し

たプラスチックボードを用いた対話形式で行った。

当初は模造紙を用いる予定であったが、天候の不良

を考慮してプラスチックのボードを用いるこの形式

を採用した。カテゴリーに対応した 4 色のシールを

回答者に配布し、質問への回答として該当する側 

(Yes または No) にシールを貼ってもらうことで結果

を得た (図 4)。実施したアンケートは、グループで計

8 問、その内個人テーマに関連する内容は以下の 3 問

である。 
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Q. 1 Do you know that the plastic is made from oil? 

Q. 2 Do you know that the plastic can be changed to oil? 

Q. 3 Do you know any kind of plastics which can’t be changed to oil? 

 

 これらの質問により、「パラオにおいてはプラスチックの原料およびリサイクルに関する知

識、さらに種類についての知識が浸透していない」という仮説の実証を試みた。 

 

5.2 発展的な理科教育の実施 

 事前準備の段階では、パラオの小学校において

は理科の実験があまり行われていないと仮定し、

模擬 NPO 活動として実施する発展的な理科教育の

一環として、プラスチックに関する理科実験を 2

種類企画した。実験 1 が、混ざったプラスチック

を比重差を用いて分類する実験、実験 2 がペット

ボトルから糸を作る実験である (図 5)。これらの

実験を行うことにより、プラスチックは人工的に

作られたものであり自然には土に還らないこと、

さらにリサイクルする場合にも種類により方法や

利用法が異なることを伝えようと考えた。なお、

これらの実験計画にあたっては独立行政法人国立

科学博物館 HP を参考にした[4]。 

 

6. 結果と考察 

6.1 パラオにおける理科教育レベルの把握 

6.1.1理科教育の現状 

 コロール小学校で 7 年生および 8 年生の理科授

業を担当している現役教員との意見交換の結果、

どちらの学年においても、理科の授業内でプラス

チックに関する知識の取り扱いは無いということ

が分かった。授業に用いている教科書は、HOLT, 

RINEHART AND WINSTON 社 (アメリカ) の

SCIENCE PLUS である (図 6) [5]。当教科書は

2001 年の刊行であり、その内容は決して新しいと

は言えないものだった。また、教科書内において

もプラスチックに関する記述は無かった。プラス 

チックについての学習内容が小学校以外の教育機関や、高校等でどのように扱われているかは

把握できなかった。次に、事前に企画した理科実験内容の妥当性を判断するために、コロール

小学校の実験室を訪問し実験器具がどれほど充実しているかを調べた。コロール小学校には外

務省 ODA の草の根・人間の安全保障無償協力 (Grant Assistance for Grassroots Human 

Security Project: GGP)  によるコロール小学校教育環境向上計画の一環として、2011 年に新た

な理科実験室が建設されている[6]。実験室を訪問するにあたり、実験 2 において熱源として用

いるため、アルコールランプもしくはガスバーナーが備えられていることを期待したが、どち

らも備え付けられていなかった。これらの実験器具は日本であれば標準的な設備だと考えてい

たため意外だった。顕微鏡等の設備も使用感が無く、理科実験があまり行われていないという

①回転装置, ② ペットボトルチップ,  

③ マッチ, ④ 液体燃料用ビーカー 

回転装置内にペットボトルを細かく切ったチ

ップを入れ、熱しながら回転させることによ

り、装置の底面に開けた穴からプラスチック

が繊維状に飛び出す 
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印象を受けた。さらに、現役理科教員との意見交換により、事前に企画していた実験内容は実

験 1 および 2 ともに授業では行われていないことを確認した。 

 以上の結果から、当初企画していた実験 1 の内容は小学校の生徒にとっては難易度が非常に

高く、また理解できるよう伝えるといった自身の英語力も不足していると判断し、模擬 NPO

活動で行う実験から除外することとした。 

 

6.1.2 アンケート調査 

 Q. 1 のアンケート結果を図 7 に示す。Q. 1 では「プラスチックの原料が石油であることを知

っているか」という問いに対し回答者は 73 人で、全体の 57.5%が Yes、残りの 42.5%が No と

回答した (図 7a)。さらにカテゴリーをもとに A + B (学生)、C + D (学生以外) に回答者を分け

結果の解析を行うと、学生以外の回答者は Yes が 66.7%を占め、学生における Yes の割合を

15.5%上回った (図 7b)。 

 アンケート調査実施前の仮説では、パラオにおける理科知識の浸透度は低いと仮定していた

ため、全体の 42.5%がプラスチックの原料を知らないという本結果は、想定通りであったと言

える。学生以外の回答者に比べ、学生の方が Yes の割合が低かった点については、パラオにお

いては小学校 7, 8 年生の理科学習内容にプラスチックに関する内容が含まれていないこと、さ

らに回答者の多くが小学生であったことに起因すると考えられる。一方、学生の回答者のうち

高校生は Yes と回答する割合が高く感じたこと、さらに授業で習ったとの声があったことから、

パラオにおいてプラスチックに関する理科知識は高校理科の授業カリキュラムに含まれている

と考えられる。パラオにおいては、ペットボトルを除くプラスチックゴミの分別回収は行われ

ておらず、そのほとんどが他の廃棄物と一緒くたに埋め立て処分されている (図 8)。以上のよ

うに、プラスチックの原料を知らないことがゴミ分別という習慣の浸透を妨げる要因の一つで

ある可能性がある。 

 

               

  

     

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

図 7. 結果 : Q. 1 Do you know  that the p lastic is m ade from  oil?

51.2% 48.8%

66.7% 33.3%

n= 73
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 次に、Q. 2 の結果について述べる。この問は、収集されたプラスチックのリサイクルに関す

る知識を測るという意図に加え、コロール州リサイクルセンターにおいて 2013 年に独自予算

で導入し運用されている小型プラスチック油化装置について、どれだけ認知されているか調べ

ることを目的として設定した[7]。リサイクルセンターのプラスチック油化装置の写真は図 9 に

示す。「プラスチックは油化できることを知っているか」という問いに対し回答者は 71 人で、

全体の 52.1%が Yes、残りの 47.9%が No と回答した (図 10a)。また、カテゴリー別に回答結

果を見ると、学生以外 (C+D) の回答者は 60.7%と過半数が Yes と回答したのに対し、学生 

(A+B) では 46.5%と Yes の回答者が半数を切った (図 10b)。 

 Q. 2 では全体の 47.9%が No と回答したように、パラオ住民に

おけるプラスチック油化についての浸透度は高いとは言えない。

2014 年 10 月に、小型のプラスチック油化装置を用いたデモンス

トレーションを含む環境教育活動が行われていることから[7]、学

生カテゴリーにおける Yes の割合が高いことを予想したが、意外

にも No の割合が過半数を超える結果となった。コロール州リサ

イクルセンターでは ODA スキームを活用し、より大型のプラス

チック油化装置の導入を目指しているが、実現と運用に向けては、

普及啓発活動の充実、さらにはプラスチックの油化を念頭にした

目的分別の浸透など、環境教育分野に課される役割は大きいと考

える。 

 

 
 

 最後に、Q. 3 の結果を図 11 に示す。この設問は、プラスチック油化について知っている回

答者に対し、さらにプラスチックの種類についての知識があるか否かを問う、一歩踏み込んだ

内容になっている。「油化できない種類のプラスチックがあることを知っているか」という問

いに対して回答者は計 74 人で、全体の 12.2%が Yes、87.8%が No と回答した (図 11a)。カテ

ゴリー別の集計では、学生カテゴリーにおける Yes の割合が 14.4%となり、学生以外における

Yes の割合を 4.3%上回った (図 11b)。Yes と回答した学生に「どのようにしてその情報を得た

のか」と尋ねたところ、複数人がインターネットを用いて主体的に得た知識であると答えた。 

 油化が可能なプラスチックはポリプロピレン (PP)、ポリエチレン (PE)、そしてポリスチレ

ン (PS) に限られる[8]。ペットボトルを例に挙げると、ラベルの材質 が PE、キャップが PP で

あるため油化が可能であるが、ボトル本体部分の材質はポリエチレンテレフタラート (PET) で

あるため油化はできない。以上のように、プラスチック油化と絡めた形でプラスチックの種類

に関する知識があるか否かを把握する目的で設問したが、結果として難しい問になってしまっ

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%

図 10. 結果 : Q. 2 Do you know  that the p lastic can be changed to oil?

n= 71
Yes

No
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た。アンケート調査を行いながら回答者と対話する中で、Q. 2 で Yes と回答した人の中にも、

全てのプラスチックが油化可能だと考えている人、またはペットボトルの本体部分のみ油化で

きると誤った認識をしている人など様々な意見があった。このように、パラオにおいてはプラ

スチックの種類についての知識普及率は極めて低いことが分かった。日本では先述している通

り、中学 1 年生の理科でプラスチックの種類について学ぶ機会がある。さらに、日本において

は「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき飲料用のスチール缶と食料品・清涼飲

料・酒類のペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装には識別マークをつける義

務がある[9, 10]。一方パラオでは、数多くのプラスチック包装を含む商品が売られているものの、

プラスチックの識別マークが記載されているものは極めて少ない。以上のことから、パラオ住

民のプラスチックの種類に関する認知度が低い理由としては、理科教育カリキュラムが充実し

ていないということだけでなく、商品の多くをアメリカ合衆国からの輸入に頼っていることや、

法整備が不十分であるなど、様々な要因に帰すると考えられる。 

 

 Q. 1~3 のアンケート結果から、パラオにおいてはプラスチックに関する理科知識は学生であ

るか否かにかかわらず、広く普及していないと言える。さらに、アンケート調査の中で生まれ

た回答者との対話から、パラオの住民において 3R (Reduce, Reuse, Recycle) という言葉につい

ては非常に広く浸透していることが分かった。しかしながら、Recycle に関しては、ゴミ収集

されたプラスチックの油化を含め、デポジット制度により集められたペットボトルの行方など、

具体的な理解は浸透していないと思われる。 

 今回行ったアンケート調査は、データの収集および英会話コミュニケーション能力の向上と

いう、２点を目的に据えて行った調査であった。今回のようなパネルを用いた対面式のアンケ

ート調査は、そのどちらの目的も満たすことのできる有効な手段であることが示された。さら

に、こうした手法でアンケート調査を実施することにより副次的に得られたものがあった。そ

れは、アンケート調査を行うこと自体が『環境教育』になりうるということだ。多くのアンケ

ートの回答者から「今日はとても勉強になった」という声をもらった。独立記念日の催事会場

であったこと、さらにアンケート調査の主体が我々外国人だったという特殊な状況を差し引い

ても、こうした face to face のやり取りがもたらす効果と有用性を感じた。何よりパラオの

人々の優しさに触れることができ、自分にとって貴重な経験になった。 

 以上、これらのアンケート結果から、パラオにおいてはプラスチックに関する知識が浸透し

ておらず、プラスチック油化に関する認知度も低かったことから、模擬 NPO 活動においてプ

ラスチックのリサイクルに関する内容を取り上げることの妥当性かつ必要性を裏付けることが

できた。また、事前に企画した実験 2 の内容は、ペットボトルの Recycle についてその後を伝

える手段として適切と判断した。 

 

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%

図 11. 結果 : Q. 3 Do you know  any kinds of p lastics w hich can't be changed to oil?
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6.2 発展的な理科教育の実施 

 10 月 5 日の模擬 NPO 活動では、コロール小学校の 7, 8 年生を対象として、12:00~12:30 の

昼の時間を用い、模擬 NPO 活動を実施した。本活動は、L.E.E.班としての企画であり、

Azueri 担当分の「紙芝居を用いた日本の事例の紹介」も同時に行った。自身は前半のおよそ

15 分を用い、演示実験を含む発展的な理科教育の実施を担当した。実験に用いた器具について、

日本からの持ち込みは極力減らすように努めたが、図 5 ① の回転装置のみ、電池式のモーター

がパラオで手に入るか不明であったため、事前に日本の 100 円均一でカプチーノマシンを購入

し持ち込んだ。また、熱源は当初アルコールランプもしくはガスバーナーの使用を考えていた

が、理科実験室に備え付けられていなかったため、パラオのスーパーで購入可能な調理用アル

コール燃料を用いた。活動内容全体の流れは以下の通り。また、実験の様子、実際に作成した

ペットボトル由来の繊維画像、まとめの様子を図 12 に示す。 

 

 
 

模擬NPO活動内容　テーマ『プラスチックの過去と未来を考える』

過
程

学習活動 指導内容 指導上の留意点

・時間をつくってくれたことへの感謝を伝
える。

・英語の発音に注意する。

・大きな声でゆっくりと話す。

・簡単に自己紹介を行う。

・3Rの内容を確認する。 ・発問「Do you know the word 3R?」

・発問に対する回答。

「I would like to think about Recycle
with you.」

・テーマを明確に伝える。

・プラスチックの原料を考え
る。

・発問「Dose enybody know what is the
plastic made from?」

・ペットボトルを見せながら、ペット
ボトルの話題へ誘導する。

・特定のプラスチックは油化
できることを学ぶ。

・発問「Do you know that plastic can be
changed to oil?」

・ペットボトルを見せながら、油化できる
部分とできない部分があることを伝え
る。

・油化できるのはラベル(PE)、
キャップ(PP)であることを示す。

・プラスチックには種類がある
ことを認識する。

・問題提起「油化できないプラスチックは
どうなるのか？」

・ペットボトルの本体部分(PET)を
示す。

・PETのチップが繊維状にな
る様子を観察する。

・PETのチップが繊維状になる演示実験
を行う。

・火気の取り扱いに注意する。

・子ども達にできた糸を触らせる。

・PETリサイクル繊維を用いて作られた
カバンを見せる。

・プラスチックの原料、および
リサイクル後について考え
る。

・プラスチックの原料と、リサイクル後の
姿(油化または繊維化)をまとめる。

展
開
10
分

ま
と
め
２
分

導
入
３
分
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 内容に関する反応は概ね良好に思えたが、自分の能力不足を強く感じることになった。今回

は時間と内容の都合上、参加・体験型でなく講義型のプログラムを採用したため、一方向的な

情報の伝達に陥ることはやむを得ない。しかし、さらに英語力が乏しいことも相まって、生徒

へ伝えたいことが、十分に伝えられなかったという後悔が残った。また、同様に英会話力が不

足していたことから、発問に対する生徒からの回答をうまく拾い上げられなかったこと、話題

を膨らませることができなかったことなど、自分の能力の無さにもどかしさを覚えた。１対１

の会話スキルと、一方向的に話すというスピーチを行うスキルの間には、また一つ越えなけれ

ばならない大きな壁があると感じた。 

 模擬 NPO 活動終了後には、実験に興味を持ってくれた生徒数名と教員 1 名とともに、もう

一度実験を行う時間をもてた (図 13 左, 中央)。その際に、先生に実験方法を伝えるとともに、

生徒からの質問等にも答えることができた。 

 また、活動後に、コロール小学校の協力のもと模擬 NPO 活動に参加した生徒 19 名から活動

に対するフィードバックを得た (図 13 右)。以下に内容の一部を抜粋して示す。 

・It was really cool. 

「よかったよ！」 

・I was so excited. 

「興奮したぜ！」 

・It’s like you did magic. 

「魔法かよ！」 

・It was actually awesome. 

「最高だったぜ！」 

・It was really amazing we kept the fiber. 

「信じられない！まだ繊維もっているよ。」 

・I didn’t know we can change a pet bottle into fiber. 

「ペットボトルが繊維になることを知らなかった。」 

・I was so stunned to see the plastic chips turn into plastic fiber. 

「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。」 

・Very good because I got to know some strategy of the 3Rs. 

「3R の戦略を知れてよかった。」 

・I think it would be a good teaching strategy. 

「教育法として良いと思う。」 

・This is a presentation I would never forget. 

「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。」 

・I just really want to thank you all for coming to our school and do your presentation. 

「学校に来てくれて、プレゼンをしてくれてありがとう。」 

・We are gonna study hard, help make our environment clean so you can come again and 

smile and see our healthy environment. 

「もっと勉強してパラオの環境を守るから、また来てね。」 
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 以上のフィードバックより、本活動の内容は生徒にとって新鮮であったことが窺い知れる。

特に、ペットボトルから繊維を作成するという実験内容は、大きなインパクトを残すことがで

きたようだ。実験の真新しさ故に、インパクトが先行して活動の本意が伝わらないのではない

かと懸念したが、模擬 NPO 活動のテーマである『プラスチックの過去と未来を考える』とい

う目的についても十分に伝わったと捉えている。一方で内容の反省につながる下記のようなフ

ィードバックも見られた。 

・It wasn’t clear because they were talking in English. 

「英語で話していたからよく分からなかった。」 

・I tried to use context clues to understand. 

「(何を言っているか分からなかったから)単語の前後関係で理解しようとした。」 

・There was something about the pet bottle that scared me. It was little dangerous. 

「ペットボトルに関して、何か怖かった。(実験は火を使うもので)少し危険だと思った。」 

 やはり自分の英語力の未熟さ故に、生徒によっては理解するのが難しい内容だったかもしれ

ない。プログラムの実施にあたっては、英語を用いて講義形式のプログラムを行うことへの緊

張も大きく、クラス全体の理解度を推し量りながらプログラムを進めるなどの配慮に欠けてし

まった事も反省点である。 

 もう一点、火気の取り扱いなど安全な理科実験に向けた声がけや方法の伝達も怠ってしまっ

たことも反省すべき点である。当初の予定ではアルコールランプ、もしくはガスバーナーの使

用を考えていたため、演示実験の中でそれら実験器具の安全な取り扱い方法等にも触れること

ができると考えていた。しかし実際にはそれらの器具が手に入らず、急遽スーパーで購入した

液体燃料を用いるなど、その場しのぎの対応になってしまった。理科実験を通して科学的知識

への興味を引き出すためには、実験は面白いと同時に危険が伴うことも伝えることが必要であ

る。安全性を考え演示実験という形をとったが、恐怖心を与えてしまったことは理科への関心

を妨げる要因ともなりうる。今回の模擬 NPO 活動では、準備にあまり時間をかけられず、演

示実験に向けた予備実験も前夜の一度に限られた。今後、演示実験という手段を用いる場合は、

手技や器具の取り扱いなど自分自身の技術を習熟させた上で行うことが求められる。 

 このように、演示実験というインパクトのある働きかけは、理科に対する興味を引き出す有

効な手段であることが証明されたが、実生活や環境保全のあり方など広がりを持たせることで、

さらに有効に活用出来る手法であると考える。私は現在に至るまで、高校での教育実習（公教

育）、進学塾での講師（私教育）、そして現在所属する NPO 法人での教科指導、さらには東日

本大震災の被災地における学習支援ボランティアなど、様々な場面で教育活動に携わってきた。

本研修では、文化的な背景も環境も異なるパラオにおける教育に触れることで、自分の教育に

対する認識の幅が広がった。短い時間であったが、非常に有意義な時間であった。 
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7. 今後の活動・提案 

 今回の模擬 NPO 活動では、理科実験という環境教育の一手法について確かな手応えを得た。

同様のプログラムを他のクラス、他の小学校および高校で行うことは、プラスチックの

Recycle についての意識を深めるために大きな役割を果たすと考える。さらに、理科教員に対

して実験手法を伝えることで、理科教育の発展に寄与する。今後は実験内容を増やすことなど

が検討課題である。小学校、および高校での普及啓発活動は、子どもたちが家庭で話題にする

ことによる波及効果が期待できるものの、やはり対象は子どもに限られてしまう。そこで、今

後の活動では対象を限定しないプログラムの構築が求められる。具体的にはリサイクルセンタ

ーと共同した環境教育活動の実施を考えている。同施設で運用されている小型プラスチック油

化装置の見学ツアーや、卓上油化装置を用いたプラスチックの油化デモンストレーションと今

回実施した実験を組み合わせることにより、さらに充実した環境教育活動が提供できるものと

考える。また、並行して目的分別を普及啓発し、プラスチックゴミの削減およびプラスチック

油化の効率化を推進する。そのような活動の主体となる人材を育成するためには NPO を設立

し、活動を継続して行う必要がある。最終的には自分がいなくても未来まで活動が継続および

発展するようなシステムを構築し、将来的には理科教育のカリキュラムおよび教科書の改定へ

向けた提言等を行う。 

 

8. 模擬企画書 

8.1 テーマ 

 今後の活動を「理科教育向上プログラム」とする。また、プラスチック分別回収の普及啓発

を目的とした環境教育の実施や理科教育カリキュラムの改善に向けた指導、および教育省への

提言を主な活動内容とする NPO (Scientific Environmental Education: S.E.E.) を新たに立

ち上げ、プログラムの遂行を主導する。 

 

8.2 目標設定と受益者 

 パラオの小学生および高校生を対象とした理科教育レベルの向上と、カリキュラムの改定、

さらにプラスチック分別回収の普及による廃棄物の削減と廃棄物処理場への負荷軽減。 

 

8.3 活動の実施方法 

 まずは S.E.E.の立ち上げに当たり、メンバーの募集を行う。対象は主に小学校・高校の理科

教諭、コロール州リサイクルセンター職員、廃棄物処理事務所職員などを想定し、プログラム

の遂行に向けて以下の手法によるアプローチを行う。 

・ NPOメンバー内でのプラスチックリサイクルに関する勉強会、知識の向上 

・ 教育機関におけるヒアリングおよび理科教育カリキュラムの把握、課題整理 

・ 地域におけるプラスチックに関する知識レベルと分別に関する意識調査、課題整理 

・ 課題解決に向けたプランの構築、教材作成、教育機関および住民に向けたイベントの開催 

・ 効果検証と評価、教育省への提言など 

 

8.3 協力者 

 コロール州リサイクルセンター、パラオ教育省、教育機関(小学校・高校)、地域住民 

 

8.4 プログラムの工程 

 プログラム実施工程の概算を次ページに示す。 
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9. 評価 

9.1 個人目標について 

 本研修に参加するにあたり設定した(1)-(3)の目標について、自己評価を以下に述べる。 

 まず(1) 課題の遂行に関しては、おおよそ満足のいく内容を遂行できたと評価している。一

部、事前に計画した課題の中で遂行できなかった点 (4.2 パラオにおける理科教育レベルの把

握；プラスチックについて扱っているカリキュラムを把握できなかった)はあるものの、自身の

定めた課題に関しては、大きな問題無く想定の範囲で実施できた。これは本研修への応募の段

階から具体性を持ったプランを構築し、さらに事前研修や事前調査を通して十分な準備と精査

を行った結果である。逆に言えば、「パラオに行ってから頑張れば、なんとかなる」という考

えではきっとグループ・個人活動は破綻していたであろう。現地でのスケジュールは非常にタ

イトで、十分な時間が取れなかったが、それは事前に研修スケジュールから予想できる範囲の

問題である。そうした状況を想定し、研修の全体を俯瞰する視点をもって臨むことが出来た点

を一番に評価したい。しかしながら、上記の活動は全て研修主催者のきめ細かな配慮とお膳立

てありきの活動であったことを忘れてはならない。小学校や各訪問先との前段階の交渉など、

公的なやり取りに関しては、今後どのような形であれ国際的な活動を行う上で必要不可欠なス

キルであり、身につけていかなければならない。また、課題の遂行における下位目標として

「英語コミュニケーション能力の向上」を挙げていたが、日常会話のようなコミュニケーショ

ン能力に関しては、研修参加前に比べて、やや向上したように思う。しかし、訪問先での質疑

や、プレゼンテーションなどの公的な英会話能力については、自分の力不足を痛感するばかり

であった。その悔しさを今後の英語学習に際するモチベーションにしたいと思う。いずれにせ

よ、今回の研修期間ほど英語にさらされる日々を送ったことは初めてであり、大変良い経験に

なった。 

 次に(2) チームプレーについて。この目標に関しては総合的に反省すべき点が勝っているよ

うに思う。まず、グループ活動では、グループワークのまとまりや流れの整合性を重視するあ

まりグループメンバーの意見を尊重する事が疎かになってしまったように思う。メンバーの意

見や個人目標、課題などを尊重する意識は強く持っていたつもりであったが、グループワーク

運営の中で自身の考えを発言しづらい雰囲気にしてしまった事は大いに反省しなければならな

い。特に、限られた時間の中でグループとしての方向性を決定する必要があったことから、時

間的・精神的に余裕が持てなかった。結果的に自分の理想を押し付ける形になってしまい、グ

ループメンバーには申し訳ないと思っている。また研修中、精神的・肉体的にかなり辛い時間

帯が何度かあり、感情を表に出してしまうこともあった。そうした態度は国際環境協力分野に

関わらず「将来リーダー的役割を担う人」としては不適切な態度である。自分の足りない資質

に目を向けることができた点は大きな収穫であった。また、チームプレーに関してはもう一点

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

理科教育レベルの把握 教育機関 学校の訪問, ヒアリ
ング, 実験の実施

S. E. E., 教育省,
教育機関

機材調達費 実験機材 結果の整理,
課題の抽出

分別回収の浸透度の把
握

廃棄物管理部 アンケート調査, ヒア
リング

S. E. E., 廃棄物管
理部, 地域住民,
教育機関

資材費 アンケート
用紙等

結果の整理,
課題の抽出

課題解決に向けたプラ
ンの構築

教育機関, 廃棄
物管理部

会議, 研修, ヒアリン
グ

S. E. E., リサイク
ルセンター

プラン実施に
向けた調整

プランの実施 地域住民 イベントの実施, ツ
アー開催

S. E. E., リサイク
ルセンター, 教育
機関

機材調達費 実験機材 結果の整理,
内容の精査

カリキュラムの改定 教育省, 教育機
関

会議, 学習指導要領
の作成, 政策提言

S. E. E., 教育省 理科教員に対
するフォロー
体制の構築

効果検証および評価 地域住民, リサ
イクルセンター,
廃棄物管理部

現地調査, ヒアリン
グ

S. E. E., 教育機
関, リサイクルセ
ンター

資材費 アンケート
用紙等

フォローアップ
の検討・実施

2016 2017目標設定 受益者 戦略 / 行動計画

工程

2018 担当責任者と必
要な協力者

実施体制経費 投入する資
機材

実施後の取り
組み予定
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反省点が挙げられる。それは、横の繋がりを意識できなかった点だ。すなわち、班の中でのま

とまりばかりに気を取られ、班の間の繋がり (＝横の繋がり) に注目する余裕が一切持てなか

ったということだ。先にも述べた通り、現地での研修期間は本当に時間が足りなかった。もう

少し自分の中に余裕があれば、他班の活動についてもディスカッションを持てたはずであるが、

そのような機会をほとんど作れなかったことは非常に悔やまれる。このように、本研修では、

グループ活動ゆえの難しさが随所で感じられたが、同時にグループ活動だからこそ大きなやり

甲斐得た。そして、かけがえのない仲間に出会えたこと、ともに活動できたことを幸せに思う。 

 最後に(3) 国際協力を考えることについて。まず率直に言って、本研修を通して「自己満足

で終わらない本当に意味のある国際協力とは何か？」という問いの明確な答えは見つけること

ができなかった。実際に現地においても、日本からの支援で提供されたはいいが、使用コスト

の問題他、トラブルに対処できず使用が困難となり、そのまま木々に覆われている高性能なゴ

ミ焼却炉などを目にする機会があった。まさに、与えるだけの「自己満足」に終わる支援を目

の当たりにしたことで、物質的な支援そのものに対して疑問を覚えた。本当にその機械は住民

が必要としたものだったのか。押し付けがましい支援になってはいなかったか。私は、本当に

意味のある国際協力とは、現地の歴史、文化、気候や生活習慣、さらに言葉をも理解した上で、

現地の住民と同じ視点に立って「必要だ」と感じるものを、「ともに創り上げる」ことなので

はないかと考えている。そうした過程をないがしろにすることで、未来に続くことのない自己

満足な国際協力に陥ってしまうのではないだろうか。そう考えると、本研修で自身の行ったこ

とは果たして「自己満足」ではなかったか。一人で鬱々と考えていた中、自分の他にも同様の

疑問を持つ研修生がおり、互いの意見をぶつけ合うことができたことは、とても嬉しかった。

悩みが尽きることは無いが、答えの出ない問いに対して、考えることをやめないことだけは唯

一正しいと信じ、今後も考え続けていきたい。 

 

9.2 このコースについて 

 本研修では、事前調査を踏まえて実際に現地で活動すること、さらに成果を発表するに至る

まで、NPO 活動の一連の流れを体験することができた。まだまだ未熟で稚拙な内容ではあった

が、グループでの活動を通して一つの完結を迎えられた点は評価したい。NPO/NGO 活動は、そ

の活動資金の調達や取り扱いが非常に重要な課題となるが、本研修では活動費の取り扱いと管

理についても実際に自ら行うことができた。こうした活動費の取り扱いについては、特に私た

ち学生の身である研修生にとって、貴重な経験になった。そうした面も含めて本研修の「模擬

NPO 活動」は極めて実践的な内容であり、将来どのような形になるかは分からないが、国際環

境協力に携わる際の良いデモンストレーションになったと思う。また、本研修においては、個

人では決して訪れることのできないであろう、パラオ政府や日本大使館、さらに現地の学校な

ど様々な訪問先が設定されていた。そのような多様な訪問先で質疑の時間を持てたことは、非

常に有意義であった。一方、充実した内容であるからこそ、かなりタイトなスケジューリング

になっており、各訪問先で十分な時間を取れなかったというのも事実である。研修期間は、得

られた多くの情報を十分に咀嚼できないまま、グループや個人での課題に追われる毎日であり、

消化不良感が否めなかった。また、本研修の特色の一つとして、様々な所属や背景を持つ研修

生が参加している点について言及したい。現地研修が始まる前は、様々な研修生がいるからこ

そ、活動を進める中で新たな考えや手法、視点が手に入ることを期待していた。しかしながら、

先に述べたタイトなスケジューリングの他、多くの課題に追われていたことから、研修生同士

のコミュニケーションに多くの時間を割くことができなかった点が残念であった。他の項でも

述べたように、本研修において時間の制約が大きいことは十分に想定できた。しかし、そのこ

とがあまり研修生の中では認識されていなかったように思う。研修生の中で、ある程度の共通
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した目的意識・認識をつくるために、私は事前研修の内容を充実させる必要があると感じてい

る。事前研修の段階で研修生全員が研修全体のビジョンを思い描き、ある程度の道筋を立てる

ことができれば、より質の高い研修になったのではないかと思う。ともかく、私にとって本研

修は人生を変えるような、本当に貴重な研修になったことは確かである。このような素晴らし

い機会を提供していただいた ERCA はじめ ICETT の皆様、また研修に関わって下さった全ての

方々に、この場をお借りし、深く感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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中平徹也   
（公益財団法人 岡山県環境保全事業団 環境学習センター「アスエコ」） 

 

テーマ：循環型社会から持続可能な社会の形成へ～環境学習の推進～ 

   

参加理由 

 

今回の研修先「パラオ」はミクロネシア地域に属しており、その地域の環境問題をより深く理

解し、環境問題の解決の提案ができればと考えていました。また、シニアボランティアの活動

にも興味を持っていました。そのような状況の中、循環型社会形成、環境教育、環境に配慮し

た持続可能な観光開発という研修テーマで募集があり、自分の仕事をＮＰＯ・ＮＧＯ活動とし

て生かすことを目標に参加を決意しました。 

 

課題の抽出 

   

 近年、パラオの人々は、経済や社会の近代化により、ライフスタイルが急激に変化し環境問

題も深刻化していること、増え続ける観光客によりペットボトルなどの飲料容器の消費量も増

加しました。その対策として２０１０年に法が施行され、リサイクル施設が整備されるなど、

リサイクルの促進が図られ、現在はペットボトルなどの飲料容器の回収は 90％以上となってい

ます。しかしながら、持続可能な社会の構築に向けての取り組みや、パラオの素晴らしい取り

組みが近隣の諸国に波及についてはこれからの課題です。 

 現地でのアンケート調査による現状の把握と、学校への環境学習講座などにより、ペット 

ボトルなどの飲料の排出抑制とそのための環境学習が必要と考えました。 

 

結果 

 パラオでのペットボトルなどの容器については、法の施行、コロールリサイクルセンターの

整備などにより、回収システムは完ぺきに出来上がっている。市内を見てもペットボトルが散

乱している光景は見られませんでした。 

しかしながら、増え続けルペットボトルなどの飲料容器に対してどのような対策をとっていく

のか問題が残ります。 

 環境学習の推進により、リサイクルなどの推進の循環型社会から、地球環境やエネルギー問

題を解決する持続可能な社会の形成につなげていくことが今後取り組まなければならないこと

だと感じました。 

 そのために、ＮＰＯ・ＮＧＯの活動として、パラオでの環境学習の推進のために、学習方法

や学習指導のソフト事業の開発や環境学習の推進に協力し、持続可能な社会形成の構築ために

行動することが重要であると感じました。 

 コロールリサイクルセンターの取り組みがうまくいったように、パラオ人が自ら行動できる

ことが重要と考えます。 

 

今後の活動 

 パラオでＥＳＤの推進を図りたいと思います。 

 日本では、ＮＰＯ法人「持続可能な開発のための教育１０年」推進会議（ＥＳＤ-Ｊ）や、公

益社団法人環境教育フォーラム等と連携して、パラオでのＥＳＤの推進を図ります。 

 今年度は、パラオの現状を団体に提供し、協力を仰ぎます。 

 また、ＥＳＤ先進都市である岡山市等から情報を受け、行政としてどのような取り組みが効

果的かを調査します。 

 次年度以降は、ＪＩＣＡ等の団体と協働がはかれるように調整を行いたいと思います。 
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報告書のタイトル：循環型社会から持続可能な社会の形成へ 

 

１． はじめに(参加動機)： 

    還暦を過ぎた私が参加を決したのは、今回の研修先「パラオ」はミクロネシア地域に

属しており、その地域の環境問題をより深く理解し、環境問題の解決の提案ができれば

と考え参加を決意しました。また、今後の活動としてシニアボランティアに関心があり

チャンスを探しておりました。今回、循環型社会形成、環境教育、環境に配慮した持続

可能な観光開発という研修テーマで募集があり、自分が取り組んでいる「環境学習の推

進」や「ＥＳＤの普及」などを、ＮＰＯ・ＮＧＯ活動として生かすことができればと考

えました。 

環境学習を推進する中で大切なことは、環境問題を正しく理解することから始まりま

す。特に海外の環境問題を理解するには現地での調査が一番であると思い、私は、海面

上昇で沈む「ツバル」、砂漠化のすすむ「モンゴル」、貧困と環境破壊の「アフリカ」、

幸せの国「ブータン」、環境先端都市ドイツ「フライブルグ」などに出かけて、自分の

目で、肌で、環境に対して向き合うようにしています。 

今回の研修先「パラオ」でも、パラオの環境問題をより深く理解し、環境問題の解決

の提案ができればと考えました。 

 

２． 背景 

 パラオは、第一次世界大戦後から第二次世界大戦終戦まで日本が委任統治したこともあ

り、日本と関係の深い国です。委任統治領になった際は、4人に 3人は日本人でした。日

本は太平洋諸国の行政府である南洋庁をパラオに設置し、パラオ人のために教育や産業を

伝えました。それは後に、パラオ独立のための貴重な原動力となりました。そして世界で

最も親日感情が高い国になっています。また、日本の慣習、文化が多くみられパラオ語の

中にも「ゴミステバ」「モッタイナイ」「ベントウ」などが使われています。 

 現在は、アメリカ合衆国から経済の支援と安全保障を受ける、コンパクト協定を締結し、

1994年 10月 1日に独立を果たしました。 

 日本からの支援はアメリカに次ぐもので、ＪＩＣＡによると、技術協力、無償資金援助、

有償資金協力、その他（ボランティア、国際緊急援助、市民参加協力）のスキームがあり

ます。（表－１） 

 

 表-1        日本の対パラオ援助形態別実績（年度別）    単位：億円 

年度 円借款 無償資金協力 技術協力 

２００９年度  ４．９２ ２．３７ 

２０１０年度  ０．４４ ３．１５ 

２０１１年度  ３．４１ ２．５８ 

２０１２年度  １８．３１ １．５０ 

２０１３年度  ２．３０ ２．３０ 

  ２０４．３０ ６２．８６ 

   出典：外務省ＯＤＡ（政府開発援助）国別データブックより 

      

   

近年、パラオでは、観光客が増加し、2014年はおよそ 140,000人で、国務大臣や環境大

臣からは近いうちに 170,000人になるとも教えていただきました。これはパラオ人口の 10

倍に当たります。観光客のほとんどがロックアイランドをはじめとする海の観光が目的で

す。 



 

 

   増え続ける観光客、国民の近代化によるライフスタイルの変化によりペットボトルなど

の飲料容器の消費量も増加しています。その対策として２０１０年に法が施行され、リサ

イクル施設が整備されるなど、リサイクルの促進が図られています。現在はペットボトル

などの飲料容器の回収率はコロール州では 90％以上となっています。 

    

３ 課題 

     近年、パラオの人々は、経済や社会の近代化により、ライフスタイルが急激に変化

し環境問題も深刻化していること、増え続ける観光客によりペットボトルなどの飲料

容器の消費量も増加し、その対策として２０１０年に法が施工され、リサイクル施設

が整備されるなど、リサイクルの促進が図られ、現在はペットボトルなどの飲料容器

の回収は 90％以上となっています。しかしながら、地球全体の資源問題や、観光地で

のごみの散乱による景観の破壊などの取り組みは進んでいません。また、パラオの環

境教育に現状は、「なぜ環境を保全しなければならないか」「環境を保全した先には

どのような社会があるのか」などの持続可能な社会の学習に触れる機会が少ない。持

続可能な社会の構築に向けての取り組みや、パラオの素晴らしい取り組みが近隣の諸

国に波及についてはこれからの課題です。 

 

４.解決策の仮説 

    現状のリサイクルの取り組みを否定するのではなく、次の行動へのステップととらえ

ることにより、課題解決に結び付けていく 

持続可能な社会の実現に向けての環境学習を推進するために、以下の２点に取り組む。 

・現在取り組んでいる飲料用容器のリサイクルに関連した取り組みをより発展 

 させる 

・環境学習の推進 

具体的な目標として 

・ペットボトルの代替え容器の提供 

・観光客へのアプローチ 

・環境学習の推進     

    現状の把握から仮説 

     ・消費量は？⇒アンケートや施設での調査 

     ・リサイクルが成功している現状？⇒リサイクルセンターの訪問調査 

・必要なものは何か？⇒人間は生きるために水(水分)が必要である。その水は安心 

安全でなくてはならない。 

・ペットボトルは必要か？⇒代替えの容器があると良い。 

・ペットボトルに代わるものがあるか？⇒オリジナルボトルの提案 

・一度使ったペットボトルの再利用はできないか⇒リユースボトルの推進 

・環境教育は効果的か？⇒持続可能な社会へのデモを実践してみる、 

  

５.検証方法・プロセス（アンケートなど聞き取り） 

   課題解決のために、パラオでのペットボトルの使用状況やリサイクルについてアンケー

ト調査や施設訪問で聞き取りを行いました。 

 

5-1アンケート調査と普及啓発 

  パラオにおけるペットボトルの使用量及び環境に対する意識調査を行った。 

研修中に独立記念日のセレモニーがあり、多くのパラオ人が集めることを聞き、そこに

出向き、どれだけペットボトルを消費しているのかを聞き取り調査した。 

それに合わせて、リユースボトルを使ってみたいかどうかの聞き取りも併せて行った。 

 

 

 



 

 

 

回答をいただいたのは５０人 

 ・アンケート調査項目と結果 

Ｑ１．１日のペットボトルの消費量は？ 

    ・０本     10％  

    ・１～２本   32％ 

    ・３～５本   30％ 

    ・６本以上   28％ 

   この結果１日平均消費量は３．５～４本と推計される 

 

Ｑ２. リユースボトルを使用したいですか？ 

     Ｙｅｓ    66％ 

     Ｎｏ     24％ 

     回答なし   10％ 

Ｑ３. エコタワシを使ってみたいですか？ 

     Ｙｅｓ    80％ 

     Ｎｏ     5％ 

     回答なし   15％ 

 

      
 

 

 

 

5-2 訪問先での聞き取り 

・コロールリサイクルセンター 

今回の研修は多くの政府機関、施設等を訪問したが、ペットボトルの排出状況、処理

状況についてはコロールリサイクルセンターで勤務する日本人コンサルタント、藤さん

にお話を伺った。藤さんはコロール州政府のコンサルタントとしてセンターの立ち上

げ・拡大に活躍してきた。2004年から 2006年まで JICA海外シニアボランティアとし

てパラオに派遣され、任期終了後はコロール州政府と直接契約を結び、仕事を続けてい

ます。 

 

2008年、人口の 7割が集中する首都コロールに、パラオで唯一のリサイクルセンタ

ーがつくられました。 このセンターでは、資源としての飲料容器（ペットボトル、缶、

瓶）輸出によって、現在、コロール州では飲料容器は 90％以上がリサイクルされてい

ます。飲料容器デポジットシステムは、飲料容器を輸入する際に一本につき 10セント

の輸入税をかけ、そのうち 5セントは空の飲料容器をリサイクルセンターに持ち込んだ

人に返還、残り 5セントは州政府や中央政府の収益となります。 回収した缶、ペット

ボトルは圧縮して台湾のリサイクル業者へ輸出、瓶は粉砕して未舗装の道路、庭などに

まく砂利の代わりとして無料配布していますが、新しく、ガラスを再生してガラスコッ

プなどの新たな商品として開発をすすめています。  

（６６％) 

(２４％) 

(８

０％) 

（５％) 

アンケート結果 

 

 



 

 

センターの活動が軌道に乗ってきた 2011年 10月からの 2年間で、センターの収入は

約 1億円にものぼりました。センターの年間運営コスト 3500万円を差し引いても、年

間 1500万円の黒字となり、コロール州の大きな収入源の一つとなっています。 それだ

けではなく、設立時の 2003年には 2人だったコロール州廃棄物処理事務所の人員は、

現在は 70人にまで増え、雇用の増大につながりました。 人口 2万人に満たない小さな

島国にとっては大きなインパクトになっています。2015年 11月にはプラスチック油化

装置の導入も始まります 

「たかが１０セント、されど１０セント」から始まった取り組みは、環境後進国の手

本となると確信しました。成功の陰に人ありと言いますが、まさにここパラオでも確認

できました。 

 

 

      
        
 

資源回収車 



 

 

     
 

 

      

 

 

 

 

   
 

 

   
 

 

   

  

  5-3 持続可能な社会の推進のための環境学習 

    研修期間中に、パラオハイスクールとコロール小学校で環境学習を実践する機会があ

りました。 

 

   5-3-1パラオハイスクール 

    ・第１回目の９月２９日は、高校生にペットボトルの削減に、ルユースボトルが有効

かどうかの検証を行いました。初めての訪問であり、アイスブレークとして、エコ

タワシの作り方を教えました。とても興味を持ってくれ一生懸命作ってくれました。

容器数量確認機械 容器圧縮梱包機械 梱包後集積場所 

油化装置（デモ） コンポストの販売

の様子 

ガラス作品 シニアのボランティア 



 

 

心が和んだところで、リユースボトルを説明し、興味があるか？使ってみたいか？

を聞いてみました。ほとんどの生徒が興味あると回答、また、学校内では給水用の

タンクが設置されて学生がマイボトルに給水していました。このことにより、リユ

ースボトルの促進について提案に確信が持てました。 

 

 

        
   

 

        
 

   

 

    ・２回目の１０月６日には、持続可能な社会の環境学習を行いました。簡単なストー

リーを準備し地球の環境問題について考えてもらいました。     

アオムシくんと魔法のリンゴ 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

           

エコタワシの作り方講習会と作品 

リユースボトルと補充用のウォータータンク 

アオムシくんと魔法のリンゴ １ページ 

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 

アオムシくんと魔法のリンゴ ２ページ 

「このリンゴは魔法のリンゴ。 

どれだけ食べても、すぐにもとどおりさ。」 

そう言ってアオムシくんはリンゴをいっぱい

食べて少しずつ大きくなっていきました。 

そんなに食べて大丈夫？ 

 
 



 

 

 

  
 

 

 

        

            
    

 

 

 

           
 

 

 

    

              
   

出典：ＷＷＦジャパン One Planet Lifestyle アオムシくんと魔法のリンゴ 

 

     物語を見た後に、持続不可能な社会を持続可能な社会に変えるためのアイディアを

書いてもらいました。 

 

まとめると次のようになりました。 

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の開発 

       風力・水力・太陽エネルギーなどの持続可能な燃料の使用 

エコツアー 

エネルギーの使用量を減らす 

アオムシくんと魔法のリンゴ ３ページ 

「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。 

アオムシくんと魔法のリンゴ ４ページ 

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。」 

アオムシくんと魔法のリンゴ ５ページ 
さらに大きくなったアオムシくん。今日もお腹

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 ６ページ 

 



 

 

 

        
    

 

 

     
 

 

 

 

６.結果 

パラオでのペットボトルなどの容器については、法の施行、コロールリサイクルセン

ターの整備などにより、回収システムは完璧に出来上がっている。市内を見てもペッ

トボトルが散乱している光景は見られませんでした。 

しかしながら、増え続けルペットボトルなどの飲料容器に対してどのような対策を

実施していくかの問題が残ります。 

 リサイクル推進などの循環型社会から、地球環境やエネルギー問題を解決する持続

可能な社会の形成につなげていく環境学習の推進こそが今後取り組まなければならな

いことだと感じました。 

 そのために、ＮＰＯ・ＮＧＯの活動として、パラオでの環境学習の推進のために、

学習方法や学習指導のソフト事業の開発や環境学習の推進に協力し、持続可能な社会

形成の構築ために行動することが重要であると感じました。 

 コロールリサイクルセンターの取り組みがうまくいったように、パラオ人身が持続

可能な社会に向けて行動できることが重要と考えます。 

 

   

 

 

パラオハイスクールでの学習の様子 

回答用紙 



 

 

 

 

７.今後の活動 

   パラオでのＥＳＤの推進を図りたいと思います。 

   日本では、ＮＰＯ法人「持続可能な開発のための教育１０年」推進会議（ＥＳＤ-Ｊ） 

   や公益社団法人環境教育フォーラム等と連携して、パラオでのＥＳＤの推進を図ります。 

   今年度は、パラオの現状を団体に提供し、協力を仰ぎます。 

   また、ＥＳＤ先進都市である岡山市等から情報を受け、行政としてどのような取り組み

が効果的かを調査します。 

   次年度以降は、ＪＩＣＡ等の団体と協働が図れるように調整を行いたいと思います。 

 

 

 

 

８.参考資料、参考文献：必ず出典などは記載して下さい。 

・ パラオ国国際サンゴ礁センター強化プロジェクト終了時評価調査報告書 

平成 18 年 8 月（2006 年）独立行政法人 国際協力機構 地球環境部 

  ・太平洋地域における循環型社会の構築を目指して J-PRISM プロジェクトオフィス 

  ・報告書『パラオ共和国におけるエコツーリズム促進と観光振興 予備調査』 

[パラオ環境配慮型ツーリズム支援] 笹川太平洋島嶼国基金 

  ・外務省ＯＤＡ（政府開発援助）国別データブック 

    ・ＷＷＦジャパン One Planet Lifestyle アオムシくんと魔法のリンゴ  

  

 

 

 

 



ACTION PLAN 

7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

近年、パラオの人々は、経済や社
会の近代化により、ライフスタイル
が急激に変化し環境問題も深刻
化していること、増え続ける観光客
によりペットボトルなどの飲料容器
の消費量も増加し、その対策とし
て２０１０年に法が施工され、リサイ
クル施設が整備されるなど、リサイ
クルの促進が図られ、現在はペット
ボトルなどの飲料容器の回収は
90％以上となっています。しかしな
がら、地球全体の資源問題や、観
光地でのごみの散乱による景観の
破壊などの取り組みは進んでいま
せん。また、パラオの環境教育に
現状は、「なぜ環境を保全しなけ
ればならないか」「環境を保全した
先にはどのような社会があるのか」
などの持続可能な社会の学習に
触れる機会が少ない。持続可能な
社会の構築に向けての取り組み
や、パラオの素晴らしい取り組み
が近隣の諸国に波及については
これからの課題です

　持続可能な社会の実現に向
けての環境学習を推進するた
めに、以下の２点に取り組む。
・現在取り組んでいる飲料用
容器のリサイクルに関連した
取り組みをより発展
　させる
・環境学習の推進

パラオ国民
パラオ観光従
事者
観光客

1.現状把握
  1-1.アンケート調査

  1-2. 模擬環境学習
 
　 1-3.リサイクルセンターでの聞き取り

2.ＥＳＤとの連携
　2-1.情報の提供
　
　2-2.連携の模索
　
　2-3.学習プログラムの作成

3.実践
　3-1.パラオへ環境学習の提案

　
　3-2.環境学習の試行

　3-3.ふりかえり

研修メンバー

学校関係者・生徒

センター責任者

岡山市・ＥＳＤＪ

ＥＳＤＪ・ＰＨＳ・パラオ
小学校
環境省
ＥＳＤＪ、アスエコ、岡
山市

ＥＳＤＪ、パラオ日本大
使館、ＪＩＣＡパラオ事
務所
ＰＨＳ、パラオ小学校
協力者全員

1、現状把握
　　地球環境基金
　　　より研修費用
　　国際環境技術移
転
　　センターより指導・
　　支援

2ＥＳＤとの連携
　　経費については計
上しない

実践
　　パラオ渡航費用
　　国内旅費
　　資料作成費

特にありません

　2 ・・・・

立案背景: 受益者 実施後の取組み
予定

目標設定/項目: 戦略 / 行動計画
2017…….

担当責任者と
必要な協力者

実施体制経費
2015 2016……

投入する資機材

1 



「環境保全活動におけるNPO活動の
相互交流制度促進について」

橋本健太

【テーマ】
「NPO活動」には、活動するにあたりボランティア要素が強く含まれている。このこと

は、継続的な活動のためには、各個人のモチベーションの維持と、活動から得られる
やりがい（個人的承認欲求）を提供する必要となる。この課題をいかに改善し、NPO団

体として参加者が継続的かつ、主体的に組織に関わり活動していくことができるかを
提言することを目的とする。

【仮説】
NPO活動を職業または、休みを利用して行う場合、各人の主体性に活動の比率が

左右されることが否めない。そのため、モチベーションの低下を招いた場合、組織の
持続的な活動が難しくなることが挙げられるのではないか。つまり、どのような効果が
あったのかを参加者が常に実感する必要があると考えまた。また、活動するためのモ
チベートとなる同じ活動をしている海外の人間との交流を経験を早い段階で得ること
が出来れば、組織へのコミットする力も大きくなると考えた。

【２週間程度の国際ボランティアワークの提案】

世界中の若者が２週間程度の共同生活をパラオで行うことを提案する。環境をはじ
めとする地域の課題に世の中にどのような影響を与えているのか、他の団体や国か
らどう評価されているのかという交流を提案する。各人の組織に良い刺激を与え、継
続的な活動に大きな役割を果たすと考える。ある団体においては当たり前の活動で
も、他の団体にとっては、新たなアイデアとなり自発的な活動につながっていくことも
考えられる。特に、環境保護という分野では、各自の活動が世界中に広がっていくこ
とが社会全体の便益ともなる。常に新たな人的交流があれば、このように他の組織
の活動から学ぶことを通じ、相互の人間関係の構築によるモチベートの向上も期待
でき、この要素が、組織にコミットする上の強い働きとなると考える。

【今後の計画】
・国際ボランティア団体ＮＩＣＥとの連携
・愛知県内のNPO環境サークルを通じ、パラオでの活動広報
・ボーイスカウト団体に所属する団員への、パラオ研修報告

【パラオの現状】
・「ＢＵＬ」という代々伝わる環境を守る取組みが受け継がれている。NPO活動につい

ても国の補助金が出され積極的に活動している。それは、「帰属意識」というだけでな
く、パラオの実情がが「環境が我々の経済である」という観光資源を根源としている実
情が強い取組みにつながっていた。



 

最終報告書 

 

ERCA 海外派遣研修-Palau 

 

環境保全活動におけるNPO活動の相互交流

制度促進について 

(JFY 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

名前：橋本健太 

所属：一般社団法人 地域問題研究所 

2015年12月11日 



 

 

 
目次 

 

 

環境保全活動における NPO活動の相互交流制度促進について 

 

1. はじめに(参加動機) 

 

2. 背景 

 

3. 課題 

 

4. 解決策の仮説 

 

5. 検証方法・プロセス（アンケートなど聞き取り） 

 

6. 結果 

 

7. 今後の活動・提案 

 

8. 模擬企画書（Excel Sheet） 

 

9. このコースについての評価など 

 

10. 参考資料、参考文献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「環境保全活動における NPO活動の相互交流制度促進について」 

 

1. はじめに(参加動機) 

 

地域問題研究所の研究員として、様々な地域の環境プログラムの立案や推奨を行っています。

今後の業務において、より高い成果を生む取り組みのためには、座学だけでなく、環境事業の

取り組みや、実践を行っている方や制度について現場で学ぶことが必要であると感じていまし

た。その理由として、現地の状況を一番知り活動している人々の「生の声」を聞き学ぶことが、

様々な立場や関係者を調整する、今後の業務に強く反映されると考えたからです。また、幼少

期からボーイスカウトでの経験や、大学時代からは国際ボランティア活動も行っており、環境

の問題に強く関心を抱いていることも本プログラムに参加を希望した大きな要素でした。 

私自身、社会人となってから、これまで行っている学環境保護ボランティア活動に対して、

継続的に活動ができない実情があります。また、学生の活動に頼り、継続的に活動することが

出来ない NPO団体が多くあることも活動していく中で多くあることがわかりました。 

今回の研修を通じて、パラオでの持続的な組織運営のための支援制度について、学びたいと

考えていたことが参加する大きなきっかけとなりました。また、今後を担う大学生や高校生が

より参加しやすく、持続的に活動できる制度や環境についても学びたい思ったことがきっかけ

です。 

 

2. 背景 

どの国や地域においても「NPO活動」には、活動するにあたりボランティア要素が強く含ま

れています。このことは、継続的な活動のためには、各個人のモチベーションの維持と、活動

から得られるやりがい（個人的承認欲求）を提供する必要があります。このような提供をどう

行っているかについて検証したいと考えました。 

私自身、ボランティア活動に従事するきっかけは以下の２つです。 

１． 幼少期からの家庭的要因（習い事の一つとしてのボーイスカウト活動） 

２． ボランティア活動による国内外の交友関係の拡大 

 １の場合、成人以降では ボランティア活動に継続的に従事するには十分な動機づけになり

ません。２．の場合、年齢に関係なく活動するモチベートとなるため、活発なボランティア活

動を行うために必要不可欠な要素であると考えられます。 

 

3.課題 

現状の NPO団体において、以下の２点が共通の課題として挙げることができます。 

１． 事業の継続性 

NPO活動を職業または、休みを利用して個人的に行う場合、各人の主体性に活動の比率が左

右されることが否めません。そのため、モチベーションの低下を招いた場合、組織の持続的な

活動が難しくなることが挙げられます。つまり、どのような効果があったのかを参加者が常に

実感する必要があると考えます。また、活動するためのモチベートとなる経験を早い段階で得

られなければ組織に継続的に留まり活動を続けることが難しくなります。 

 

２． 発展的課題の解決方法 

 私自身環境保護のボランティアを行う組織（NPO団体 NICE）に携わっています。ゴミ拾い

などの短期的な活動を行っていますが、ごみを捨てさせないための活動といった問題を断ち切

るための活動を行うまでには至っていません。このような課題に直面した場合、非営利団体の

みの行動でなく、行政や地域住民などの協力も必要となってきます。このような啓蒙活動を行

うためにはどのようなプロセスを 

 

4.解決策の仮説 

 パラオでは、ホテル不足から「民泊」の推進を政府が行っています。この活動を活かし、世

界中の若者が２週間程度の共同生活し、環境をはじめとする地域の課題に取り組むプログラム

が有効ではないかと考えています。 



参加対象は、主に大学生や、30歳以下の若者とします。募集地域は、日本の大学に広報を行い

ます。また、私が所属している NPO団体 NICEでは、費用的な課題もあり、国や一部の NPO

財団がすべてを負担することには限界があります。そこで、パラオの特徴である自然と、その

保護を目的としたボランティア活動を行うことは、海外からの参加者と、パラオ現地に以下の

点でそれぞれ有益であると考えられます。  

【参加者】 

・環境保護の活動のみならず、参加者同士の新たな人的交流による人脈の拡大。 

・旅行とは異なる自然保護活動の体験が可能 

・旅行では立ち入れない、パラオの自然、ローカルな部分に触れることが出来る。 

・パラオを観光だけでなく、再度訪れることの出来る場所となる。 

 

【パラオ現地】 

・新たな働き手の獲得 

・環境意識の高い訪問者が来ることにより、自然を保護できる 

・ローカルの人々がと訪問者とが繋がることで、リピーターとなる期待が持てる 

・現地の子ども達と訪問者が繋がることで、相互理解が深まる 

これらの要素は、互いにとり大きなメリットをもたらすのではないかと考えられます。 

  

 

5.検証方法・プロセス（アンケートなど聞き取り） 

パラオ高校での授業や現地住民へのアンケート結果から、環境保護活動や観光に従事したい

学生が多くいることがわかりました。NPO団体によるゴミ清掃なども行われており、自主的な

環境保護活動が行われています。 

この結果は、パラオの一つの習慣であり背景の部分に記述した１．幼少期からの家庭的要因

に位置づけされています。しかしながら、この自発的な習慣のみでは、パラオが現在抱えてい

る問題に対応し、解決することは難しいと考えられます。そして、ヒアリング調査を通じ日本

で行われている NPOの活動について知識や経験を共有しているという意見は見られませんでし

た。これは、日本とパラオで交流するプログラムが無いことが要因であると考えます。 

 

6.結果 

パラオ現地の高校生がどのような環境や、ボランティア活動への意識を持ち行動しているか

について下記の質問を行いました。 

【パラオ高校、環境クラスでの授業より】 

設問１、「パラオの環境を守りたいと考えていますか」 

設問２、「観光客によるサンゴの破壊について憤慨を感じますか」 

設問３、「環境保護についての活動（仕事）を行いたいですか」 

設問４、「将来、観光の仕事に従事したいですか」 

設問６、「持続可能な観光事業を望みますか」 

生徒数約２０名全てが「ＹＥＳ」の回答でした。 

この結果からもわかるように、パラオの高校生たちの環境意識は家庭的要因から非常に高いこ

とがわかります。しかしながら、この意識を保ち、さらに向上、他の国の人たちと共に行動さ

せる仕組みがあまりなないことも活動の中でわかりました。 

 

7.今後の活動・提案 

パラオでは環境保護活動に対して市民が強い関心を抱いていることがわかりました。 

日本でも環境保護活動などの活動は行われていますが、相互を交流させるような取り組みに

ついては不十分であると考えます。その理由は、パラオで清掃活動やその活動を広報する NPO

団体はパラオには存在しなかったことです。今後は、自分自身が所属する、国際ボランティア

団体 NICEを通じ国際ワークキャンプの実施を提案したいと考えています。また、各 NPO法人

に交流プログラムの提案と、大学・高校への環境保護推進の普及活動も合わせて行っていきた

いと考えています。 



具体的には、定期的に行っている NPO団体 NICEでのミーティングの中で、大学への広報活

動の中に、パラオでの環境プログラムの実施を提案することです。このような活動が組織に携

わる参加者のモチベーションを上げ、強く組織にコミットする要因になると考えています。そ

してそのような人材を一人でも増やしていくことが、環境保護活動にも大きく起因すると考え

ています。 

 

8.模擬企画書（Excel Sheet） 

添付資料ご確認ください。 

 

9.このコースについての評価など 

約２週間のパラオでのプログラムは、非常に学びの多い経験となりました。外務省や現地の

NPO団体をはじめ、座学と現場それぞれの学びを得ることが出来、今後自らが活動するための

大きな礎となりました。また、現地で活動発表をする際は、グループごとで意見をまとめまし

たが、それぞれが経験や想いもあり、朝まで議論することもありました。与えられた研修でな

く自主的にテーマを考え、その課題と解決に向け日々実践したことは、私自身の今後の活動に

新たな活動の方向性を示すきっかけとなりました。文末になりますが、このような貴重な機会

を設けていただきました全ての関係者の皆様、最高の同志となれた参加者の皆様に深く御礼を

申し上げます。本当に有難う御座いました。 

 

10．参考資料、参考文献 

田尾雅夫（2004）ボランティア・ＮＰＯの組織論―非営利の経営を考える―2004年 4月 pp47-

80 

降旗信一（2009）現代環境教育入門 2009年 8月  
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パラオ薪ストーブ
普及プロジェクト

個人テーマ

名古屋大学工学部所属 朝原 元夢

大規模化できない
発電設備

高コスト・低信頼性の電気
エネルギ

パラオの現状

発電所に依存する生活からの脱却を目指す！

薪ストーブによる、エネルギー分散化

・エネルギ分散化により、対災害能力が向上する
・国外へのエネルギ依存が減る
・生じた炭、灰は、コンポスト、浄水設備に再利用可能

考えられるメリット

火に対し抵抗感の少ないパラオだからこそできる！

目標とする運用体制

本部

住民

製造工場現地支部

・設立（2017）
・高効率、実用的な
ストーブ初号機
開発完了（2019）

・設立、現地雇用(2019)

・住民に向け、本格的な
燃料（草木材）調達、
販売開始（2020）

・ストーブの委託製造提携
(2019)

（趣旨が一致し、製造能力、
経済性が十分であれば、
国籍外問わない）

販売

ストーブ使用、運用体制に関する感想

ストーブ設計変更、改良案

燃料調達、販売

リサイクルセンターへ
（コンポスト製造への寄付）

利益

焼却後の灰

現地での気づき：初めはバイオマスの製造、発電利用をテーマとしていましたが、
外来植物に対する抵抗、農業に向かない土壌などの事実を知り、断念しました。
しかし調べるうちに、パラオ国民はバーベキューを好み、コンロには主にガスを用い、
台所屋外設置の家庭も有ると学び、本テーマに帰着しました。研修前の構想が現地で通用
しない厳しさを実際に体験し、現地での調査のフィードバックの重要性を学ぶことができました。
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１：はじめに 
 今回私は、将来の工学研究者として地球環境の現状を学び、ものづくりに対する意識を

より環境に配慮したものへと変える為に本研修に参加しました。そして本研修は意識改革する

ために十分過ぎるほどの学びをもたらしてくれました。その中で、重要な気づきを２つ、 
苦労した点を１つ、計３つの学びについて記します。 
まず１つ目の気づきとして、パラオは多くの環境保全における課題を持ちつつも成功 
している活動も少なからず存在するということです。特にペットボトルの回収、油化、 
廃棄物コンポストの製造などは極めて順調に行われており、これを先導するリサイクル 
センターが１年で資本回収を完了させたことからも伺えます。 
もう一つの気づきは、パラオの人々の環境保全に対する意識の高さについてです。 

私のグループ：MOTTAINAI は 10 月 1 日のインディペンデンスデイで、50 人の参加者に 
リユースボトル、洗剤不要たわしについてのアンケート調査を実施しました。その結果、 
リユースボトル、たわし共に過半数を上回る支持を男女年齢問わず得ることができました。 
又、別の班ではペットボトルのキャップが油化され発電に用いられていることを、多くの 
小学生が知っているという結果を得ています。これほどまでに環境保全活動が機能し、 
それに対する市民の意識が高いことは事前研修での推測の範疇を超えていました。 
そして苦労した点は、事前研修時に掲げていた「バイオ燃料の普及」という個人テーマが、 
現地研修を通して、困難かつ不合理であると気づいたことです。 
パラオの土壌は痩せており農業に適さないことは事前研修時に学んでいましたが、住民の 
農業に対する意識の低迷、外来種に対する規制や嫌悪など、予想していなかった問題が噴出 
しテーマ変更を余儀なくされました。 
これらの学び、苦労を通し、私は工学研究者自身が、より環境を保全する意識を持って研究を 
すべきである理由を、身をもって学ぶことができたと感じています。最後に、本研修を 
支障なく支えて下さった ERCA 随行者の永野氏、上村氏、ICETT 随行者の喜瀬氏、内田氏に、 
深く感謝の意を表したいと思います。 

 
２：パラオにおけるエネルギ事情 

 
 ２－１：背景 
パラオ都市部では既に電力網が備わっており、公共施設、店舗等で電気に困ることは有りません 
でした。この電気はアイメリーク発電所、マラカル発電所等、アメリカ統治時代に建設された火力

発電所によって生みだされています。又、電気だけでなくガスも住民の生活を支えています。 
近年においては日本の援助もあり、数台のディーゼル発電機が導入されており、再生可能エネルギ

についても、2020 年までに電力の再生可能エネルギ比率の 20％増加、国全体のネルギ消費の 
30％省エネルギ化を目標としています。 
 
 ２－２：現状課題 
現在のパラオにおけるエネルギ利用には「化石燃料への依存」「高コスト、脆弱な電気エネルギ」

「人材の不足」という３つの課題が存在すると私は考えています。 
まず化石燃料への依存についてですが、パラオの電力は未だにアメリカ統治時代に建設された 
火力発電所で賄われており、輸入品の中でも燃料が大きな割合を占めています。化石燃料への依存

は国の財政を圧迫するのみならず、環境汚染、引いては地球温暖化へと繋がります。自然との共生 
を望むパラオだからこそ、この化石燃料からの脱却を目指すべきだと考えます。 
次に、電気の高コスト、脆弱性についてです。パラオの電気代は先進国諸国の水準と比較しても 
同等以上であり、日本よりも高額なものとなっています。この理由は発電所の絶対供給力及び 
メンテナンスの不足であり、正常に稼働している機器でも所定性能の 70％でしか稼働できない 
ものも存在します。この事実は２０１１年に発生したアイメリーク発電所火災事故での 
電力供給破綻を見ても明らかです。 
そしてこれらの解決を妨げているのが人材不足です。パラオは人口が少なく理系教育の質が 



まだ低い為、高度なインフラ開発・運用を実施できる人材を持ちません。従って、高効率・ 
大規模な発電設備の維持管理、再生可能エネルギの大規模な研究開発等を推進できないでいます。

又、アメリカ等に留学する学生の低帰還率も人材不足に拍車をかけています。 
 
これよりパラオにおけるエネルギ問題の解決には、科学技術的イノベーション一辺倒なアプローチ 
ではなく、住民全員が参画でき、NPO の後押しでも広く浸透しうるメソッドが必要であると 
私は考えました。 
 
 

３：解決策・検証 

 
３－１：解決策の概要、効果推測 

 
今回私は、上記の課題に対する解決策として、薪ストーブの普及を提案します。 
このストーブは後に詳しく述べますが一般的なストーブとは一線を画す構造を持ち、用途としては 
調理をメインとし、現地での調査をもとに給湯等への対応も考えています。 
この提案には３つの理由があります。 
１つ目は、草木の利用によって効果的かつ多岐にわたる環境改善を達成し得ることです。 
草木を家庭用熱源の一つとして利用することで、電気、ガスなどの化石燃料への依存度を 
低減するとともに、生じた炭・灰は浄水、脱臭効果を有するため、上水道の未発達な地域での 
浄水剤や、コンポスト発酵の吸水、脱臭剤としても応用が可能です。 
２つ目は、家庭での利用によりエネルギ源が分散され、エネルギーセキュリティの向上が 
見込まれることです。前述のアイメリーク発電所事故では、パラオのエネルギーセキュリティの 
脆弱さが露呈しました。しかし、経済、環境保全の観点から、新たな大型発電所の複数個所導入は 
明らかに非現実的です。この解決には、電気やガスといった公的供給を必須とするエネルギー源 
そのものから脱却し、身近で、個人調達可能な草木材を熱源利用することが効果的であると 
考えます。 
３つ目は、パラオの住民が火に対して抵抗を持たないことです。パラオの広場では、多くの 
バーベキュー使用後の木炭が見られました。又、パラオでは電気代が高騰していることから、 
住民は電気だけでなくガスを積極的に利用している事が明らかとなっています。日本とは異なり、 
草木材の燃焼に対し強い規制、嫌悪感が存在しない点で、草木材の熱源利用はパラオに適している

と言えます。 
 

３－２：ストーブの構造 
 
前述のメリットとは裏腹に、草木材の熱利用には、利便性の低下という欠点が存在します。 
薪ストーブの火力は電気、ガス熱源のそれと比較して調節が難しく、又燃料の状態にも依存します。 
一般的な薪ストーブは、十分乾燥した草木材しか扱うことができず、燃料調達の難度を引き上げて

しまいます。このことは ICETT の方にも指摘されました。さらに不完全燃焼時には大量の煤、白煙

が発生し、日常生活の中での使用において、大きな障壁となります。 
この問題を解決し得るのが、新型の構造を持つ「ロケットストーブ」です。このストーブは、 
断熱された縦長の燃焼室「ヒートライザ」を持ち、ここで生じる強力な上昇気流を用いて、吸排気

を促進させます。一般的なストーブと比較し、極めて大きな熱量、高温のガスを発生することが可

能で、簡易、小型な構造にも関わらず、煙の発生も抑えられます。（参考文献１参照） 
又、燃焼時間が一般的薪ストーブと比較して短時間ですが、パラオの気候的に暖房は不要な為、 
問題にはならないと考えています。 
 

 ３－３：将来的な普及計画 
 
私はこのロケットストーブを、普及用ストーブのスタンダードとして位置づけた上で、３年間の 
ストーブ普及に向けた準備計画を提案します。以下の図に概略を示します。 
 
 



 
 

 
 
我々の NPO の主な役割としては、ストーブの研究、改良、現地住民の使用感想の調査とその 
フィードバック、草木材（燃料）の調達、販売（利益はコロール州リサイクルセンターや、 
現地雇用の日当）が挙げられます。又、ストーブの製造に関しては、十分な技術、経済性を持つ 
工場に委託します。本来、NPO は非営利団体ですが、エネルギ問題という大規模な問題の緩和に、 
ストーブの幅広い普及は不可欠です。よって、本団体自身が利益を追求することは有りませんが、

より円滑、広範囲な運営の為、草木材調達の日当、ストーブ販売利益の工場還元は行おうと 
考えています。このシステムを３年間で稼働可能な状態に持っていき、その後は改革を続けながら 
ストーブ普及を続けていくことを当面の目標とします。 
 

４－４：実際のストーブ仮研究と検証 
今回私は、実際の制作、使用を体験し、本計画の妥当性を探るべく、ストーブの模擬開発を 
行いました。構造を次図に示します。 

目標設定 受益者 実施体制経費 投入する資機材

2017 2018 2019

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

研究開発費

ＮＰＯ現地支部設立

生産委託費

立案背景:　　　　　
　　　　

戦略 / 行動計画 担当責任者と　　
　必要な協力者

実施後の取組み
予定

従来型薪ストーブの
低利便性による
普及の困難

高性能・高利便性な
ストーブの研究開発

現地住民（将来
 的）

住民が不満を感じることなく使える
ストーブの研究開発を行う
・試作品完成（2017年度第三四半期）

本ＮＰＯ
（ロケットストー
ブの専門家）

製作材料
実験設備

支部からストーブ
の使用感想調査結
 果を受け取り、改
 良を施す

ストーブ燃料の
供給力、現地での
情報調査能力の
欠如

燃料調達に
協力してくれた
方、住民

住民への燃料調達・販売を執り行い、
ストーブのクオリティ向上を支援する
・準備期間(2018年)
・設立（2019年度初頭）
・現地雇用確保（2019年度第一四半期）

本ＮＰＯ
現地住民
コロール州リサイ
クルセンター

日当
設備費

燃料調達の為の
装備品

現地住民に燃料調
達の仕事場を提供
しつつ、ストーブ
の使用感想を調査
する

低コスト、高品質
な製造能力の
必要性

工場との生産委託協定の
締結

製造工場、
住民

高品質なストーブを低価格で生産できる工場に
、製造を委託する
・準備期間(2018年)
・協定成立(2019年度初頭)

本ＮＰＯ
製造工場

使用感想のフィー
ドバックによる設
計変更から、モデ
ルチェンジを行う



 
このストーブは、吸排気口間を中心に穴のついた板で仕切られた、円筒型の燃焼室を持ちます。 
吸気口と排気口は同円周方向を向いており、燃焼室内には旋回流が生成されます。 
この構造の目的は２つ有り、それぞれ「旋回流混合による燃焼反応の促進」 
「高温反応ガスの滞留」です。以下これらについて説明します。 
まず１つ目ですが、旋回流を用いて燃焼室内の火炎、未燃焼ガス、空気を積極的に撹拌することで、 
燃焼せず排気されるガスや酸素の量を減らし、効率の向上、煙の低減を図ることができます。 
吸気口で生じた旋回流は、仕切り板の為に一旦中央部へ集められます。この時図に示すように、 
角運動量保存則によって、旋回流が回転の中心からの距離の逆数に比例して加速されます。 

 
これにより、外側を回る流れと内側を回る流れで速度にズレが生じ、火炎の広がり、ガスの撹拌 
が促進されます。このことは、空気と未燃焼ガスの混合のみならず、燃焼を終えた高温のガスと煤

の混合も促進します。煤と CO2 ガスが高温下で撹拌されると、以下の式で示す反応が盛んに 
進行します。 

 
これは、CO2（気体）と煤（炭素）の反応を示したものです。最初の化学式に示すように、 
CO2 と煤（C）は高温下で部分的に反応し、一酸化炭素 CO（気体）となります。この反応の進行具

合を示したものが次のグラフで、横軸が温度、青線が CO2 濃度、赤線が CO 濃度を示します。 



 
このグラフの CO2 濃度は、大気中の酸素から完全に置き換わったものとして、モル濃度 
（原子の数の比）20％で計算しています。グラフから明らかなように、およそ 700℃以上では 
CO への化学反応が盛んに進行し、CO2、煤もそれに伴い消費されます。よって、炉内で仮に煤が 
発生したとしても、高温の既燃焼ガスとの混合により CO へと変化、燃焼するので、外界への煤の

流出を効果的に抑えることができると考えられます。 
次に、二つ目についてです。前述の燃焼室内旋回流は、僅かながら遠心力を生じます。この 
遠心力により、密度の高い気体は外側へ、密度の小さい気体は内側へと向かわせる力が 
働きます。このことにより、旋回流の中心、即ち仕切り板の中央付近には、低密度・高温の火炎が

滞留し易くなります。又、旋回流中心は流速が最大値をとります。従って、仕切り板を通過する 
ガスの燃焼反応を、この高温、高速火炎を以てさらに促進させることが二つ目の目的の核心です。 
 
そして下が実際に制作したものです。 

 
外径 130mm のペール缶を本体に用いた、煙突部 300mmの試作品です。 
燃焼試験は近場で拾った小枝を用い、煙の低減効果の実験の為 30mm×10mm×100mmの 
発泡スチロールも燃焼させました。 
 

４：実験結果 

 
以下、実験中の画像を添付しながら、結果を述べていきます。 



 
燃焼状態は良好です。焚口から火炎が吸い込まれており、吸排気がスムーズに行われていました。 
本形態のストーブであれば燃料の選定や長期間の乾燥を必要とせず、熱源利用のための 
火力を生み出しうることをこの結果は示しています。 

 
このように、煙突からも火炎を確認できます。燃焼時の煙は十分少なく、このサイズの試作品 
としては優秀であると言えます。しかし、火炎自体の規模、旋回流の強さが予想を下回って 
いました。焚口で燃料が吸気を妨げていたこと、煙突の大きさ、内部温度の不足により 
吸排気能力が小さかったことが原因であると考えています。これは、今後の課題としたいと 
思います。 



 
最後に、発泡スチロール燃焼時の煙突の状態をお見せします。写真ではわかりづらいですが、 
黒煙の発生が僅かに見られました。しかし、直に燃焼させた時と比べれば圧倒的に少なく、 
本ストーブの燃料種に対する許容性を感じました。 
 
 
 
５：考察、まとめ 

以上より、火力の大きさ、旋回流強さなどの改善要素はあるものの、本形態のストーブは 
燃料の選定不要、煙の低減などの視点から、パラオでの普及に十分なポテンシャルを 
持つものと考えられます。 
将来的には、全体をパーライト・モルタルのコンクリートとすることで、耐熱・耐久性、 
断熱能力の向上を施し、さらなる性能向上、欠点克服を目指します。 
又、日常利用熱源において、火力の容易な調整は必要不可欠であるため、次図のような 
仕切り板で分割された燃焼室を一次、二次燃焼室とし、一次燃焼室の燃焼状態を変化させる 
ことで、二次燃焼室での完全燃焼を保ちながら、火力を調整する機構の開発を進めたいと 
考えています。 



 
本研修では、各省、政府関係者のお話を伺え主体的にＮＰＯ活動を行うという普段では得られない 
経験を得ることができました。私は研修参加者の中で最年少ということもあり、周りの先輩方の 
行動力や経験、勢いに圧倒される日々でしたが、計画の立案、情報収集や現地での発表を 
先輩方とともになんとか乗り越えてゆく内に、自ら行動を起こすことの重要性を学びました。 
今まで私は、将来研究者として社会に貢献するには膨大な知識量と鋭利な思考、発想力が不可欠 
だと思い、日々机に向かっていました。しかし実際に現場を目で見、体で感じなければ後世に 
誇れる研究などできないことを、本研修に関与する皆様から教わったと感じています。 
今後実際に NPO を設立するかは未定ですが、得た経験と学びを携えて研究者として社会に 
貢献し、次世代に誇れるものづくりを牽引できる人材となれるよう努力したいと思います。 
最後に、本研修を支え、私たち全員に大きな学びをもたらして下さった ICETT、ERCA の皆様に 
深く感謝の意を示したいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



６：参考文献 

１：ロケットストーブと、一般的薪ストーブの相違点を解説したページ 
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２：希釈（パルス）燃焼の解説資料 
http://www.comb.kokushikan.ac.jp/research/Pulse/advantage-gas.html 
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環境に配慮した持続可能な観光開発 

―パラオの人々のゴミに対する意識調査― 

 

観光業はパラオにおいて今後発展が期待される産業である。 

パラオの主な観光資源は“自然”であるため、持続的に開発を進めるには自然を守りな

がら産業を発展させていく仕組みづくりが欠かせない。 

観光資源にダメージを与えている要因の一つにゴミの問題があるが、近年産業技術の

発展や観光客の増加に伴うゴミ排出量の増加によりパラオのゴミ処理能力を上回る量

のではゴミが排出されるようになってきた。 

 

-仮説- 

パラオでのゴミの排出者はパラオの人々と観光客等国外から来た人々がいるが、パ

ラオの人々も適切なゴミ処理について深く理解できておらず、彼らの排出するゴミ

がパラオの観光資源に影響を与えているのではないか？ 

-調査方法- 

インタビュー及び現地視察 

期間:2015/9/28～10/2 

対象:コロール高校の生徒・先生、レンジャー、政府職員、地元住民 

-調査結果- 

・パラオ人は環境保護の意識を文化として代々受け継いで 

いることがわかった 

・学校や家庭ではゴミの分別がなされており、分別の必要 

性は多くの人が理解していた(図 1) 

・一般道や学校内に落ちているゴミは少なかったが研修生 

が滞在したホテル周辺にはゴミ(特にたばこの吸い殻)が多 

く落ちていた 

・レンジャーは観光客の出すゴミに問題意識を持っていた 

 

-結論- 

パラオの人々の環境への意識は非常に高く、ゴミの分別など適切なゴミ処理の必要性へ

の理解度も高い。そのためパラオの自然を守るためにはパラオの人々よりも国外の人々

への対策に取り組むことが効果的である。 

 

日本女子大学 理学部物質生物科学科 

尾坂奈生 
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1. はじめに 

私は将来途上国における持続可能な開発の支援に携わりたいと考えています。 

これまで私は、環境は生命のあらゆる活動の基盤であり、持続可能な社会とするた

めには環境の整備が不可欠であるとの認識から、環境問題に関心を持ち、特に科

学・ビジネス・教育の面から環境活動に取り組んできました。その中で、これらを

現地で浸透させるためにはより草の根レベルでの視点を持つ NGO/NPO との連携が

必要不可欠であると感じるようになりました。 

またこれまでの海外派遣研修等での経験を通して、今後国際協力に携わるために

は、数多くの地域を訪れその文化・社会的多様性を理解すること、そして仮説・検

証に必要なスキルを実践の中で磨くことの必要性を覚えました。 

そこで今回はこれまでの経験を踏まえ、国際協力の中でも“環境 NGO/NPO”に

焦点を当てた当プログラムに参加することで途上国での持続可能な開発のための仕

組みづくりへの足掛かりを得るとともにより多くの現場を経験し視野を広げ、経験

を積みたいと考え当研修に参加しました。 

 

2. 背景 

観光業はパラオにおいて現在主力産業であり、 

また今後最も発展が期待される産業です。パラオ 

の主な観光資源は“自然”であるため、持続的に 

開発を進めるには自然を守りながら産業を発展さ 

せていく仕組みづくりが欠かせません。観光資源 

にダメージを与えている要因の一つにゴミの問題 

がありますが、近年産業技術の発展や観光客の増 

加に伴うゴミ排出量の増加によりパラオのゴミ処理能力を上回る量のゴミが排出さ

れるようになってきました。そこで“環境に配慮した持続可能な観光開発”をテー

マに、パラオの人々のゴミに対する意識を調査し、彼らに適切なゴミ処理の知識を

広める NGO活動の企画を本研修の目的としました。 

 

3. 課題 

 NGO 活動の立案背景となる課題は下記点です。 

・パラオでは産業の発展や生活様式の変化などにより排出されるゴミが自然環境に

負荷を与えるようになってきている。 

・急速な発展により生じた、排出されるゴミの種類及び量の変化に伴う処理法の転

換の必要性が人々に認知されていないことが予想される。 

 

 

図 1 DGP 内訳 
出典：国連 National Accounts DB 
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4. 解決策の仮説  

パラオでのゴミの排出者はパラオの人々と観光客等国外から来た人々がいるが、

パラオの人々も適切なゴミ処理について深く理解できておらず、彼らの排出するゴ

ミがパラオの観光資源に影響を与えているのではないか？と考え、パラオの人々に

「ゴミの適切処理の必要性」を認知してもらうことを目的とした、定期的なワーク

ショップを開催することが効果的ではないかという仮説を立てました。 

 

5. 検証方法・プロセス（アンケートなど聞き取り） 

＊インタビュー調査 

期間：2015/9/28～10/2 

対象：パラオ高校の生徒 2 名・先生 2 名、パラオ高校日本語クラスの生徒 9 名・先

生 1 名、レンジャー1 名、政府職員 2 名、地元住民 31 名 

内容： 

・パラオの自然環境に対する認識 

・ごみの分別及び適切な処理に対する意識 

・パラオの観光の課題 

 

＊視察調査 

期間：2015/9/28～10/2 

場所：研修期間中に訪問した施設、パラオ高校、滞在したホテルおよびその周辺 

内容： 

・各訪問先で排出されているゴミの種類の観察(廃棄物管理事務所に集まるごみの排

出元の調査) 

・各訪問先におけるごみの排出状況の調査(ゴミ箱に入れられているか、分別はされ

ているかなど) 

 

6. 結果 

① 地元の住民へのインタビューの結果 31 名全員が“パラオの環境を守りたい”

と答えた。 

②パラオ高校の生徒へのインタビューより、パラオの人々は環境保護の意識を文化

として代々受け継いでおり、多くの人々は親から環 

境保護の必要性を学んでいることがわかった。 

③学校や公共施設ではプラスチックゴミ用のゴミ箱 

とその他のゴミ用のゴミ箱が別々に用意されており、 

分別もきちんとなされていた(図 1)。またパラオ高校 

の生徒への聞き取り調査より多くの家庭ではゴミの 
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分別がなされており、その必要性を理解していること 

がわかった(図 2)。またこれも親が主体となって実施し 

している家庭が多かった。しかし水筒を学校に持参 

する生徒はおらず、ペットボトルなどのプラスチック 

ゴミは大量に捨てられていた。 

④一般道や学校内に落ちているゴミは少なく綺麗だった。一方研修生が滞在した観

光客向けのホテル周辺にはゴミ(特にたばこの吸い殻)が多く落ちていた。 

⑤海から流れ着きサンゴ礁の島々で拾われるゴミは外国語の表記の製品も多く、ま

た、コロール州の地元のレンジャーはサンゴ礁におけるパトロールやゴミ回収を行

っており、観光客の出すゴミに強く問題意識を持っていると話していた。 

 

これらの結果より、パラオ人の環境への意識は非常に高く、研修前に立てた“パ

ラオの人々も適切なゴミ処理について深く理解できておらず、彼らの排出するゴミ

がパラオの観光資源に影響を与えているのではないか”という仮説に反して、パラ

オ人のゴミに対する認識には改善の余地はありますが、パラオの人々によるゴミ問

題の影響はパラオを訪れる人々による影響に比べて小さいと考えられます。よって

パラオを訪れる人々への対策に取り組んだ方がより効果的であると考え、その具体

的な活動内容を考案しました。 

 

7. 今後の活動・提案 

［活動目標］ 

パラオを訪れる人々が現地滞在中に排出するごみの量を減らすこと、またゴミは

ゴミ箱へ捨てることや種類ごとに分別することなど適切な処理法及びその必要性を

理解すること。 

［期待される成果］ 

レストランでの残飯の減少、サンゴ礁等海域資源のゴミの減少、国内のゴミの排

出量抑制、衛生環境の向上など。 

［方法］ 

国内外のツアー会社や航空会社と提携し、パラオ行きの機内に資源保護の必要性

を伝えるリーフレットを置いたり、機内で観られる映画の間にコマーシャルを挟

む。この時パラオの綺麗な写真や映像を取り入れパラオの魅力的な自然環境を伝

え、PAN 基金の環境税 CM と合わせて、訪問者の期待感を高めることでより効果

が得られると考える。 

さらに現地の宿泊施設で施設職員が持ち込みごみの削減を促すとともに分別する

ためのゴミ箱を設置してもらう。また飲食店での残飯を減らすため、残飯量が少な
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い店を評価する仕組みを作る。その際、優秀な店を観光案内情報に優先的に掲載す

る、環境省とコラボし表彰するなどしてインセンティブをもたらす。 

当活動において NGO としてのパラオの人々の役割は、パラオの魅力を教えても

らう、写真・映像など必要な資料を準備する、リーフレットや映像を作成するなど

である。NGO としての日本人の役割はリーフレット作成ノウハウを提供する、宿

泊施設経営者へのパラオ訪問者のゴミの排出量削減の必要性の指導・飲食店経営者

への残飯量削減の必要性の指導、動画及びリーフレットの効果を一定期間ごとに評

価しブラッシュアップすることなどである。 

 

8. 模擬企画書（Excel Sheet） 

別途添付します。 

9. このコースについての評価など 

短期ということもあり、密度の高いスケジュールでした。9 日間を通して要人と

の面会やごみ処理施設の見学、地元の高校生との交流など個人で訪れては得られな

い機会が数多くあり貴重な経験となりました。特に現地の施設の視察や住民との意

見交換によりパラオの内情への理解を深める一方で、エコツーリズムに参加するな

どして観光客としての視点、つまり内からと外から両方の視点でパラオを見られた

ことは面白かったと思います。 

一方、本研修では情報を集めるという作業は事前調査、現地調査ともに非常に苦

労しました。途上国における活動に常につきまとう課題なのかもしれませんが、統

計的なデータなどは正式に公表されているものは少なく、正確な情報であるか否か

の判断が難しかったです。また現地で自分の必要とする情報を限られた時間の中で

効率的に収集するためには、事前の入念な準備と現地での柔軟な対応力が必要であ

り、さらに少ない材料のなかで考察しアウトプットすることが重要であるとも感じ

ました。 

 

10. 参考資料、参考文献 

・在パラオ日本国 HP http://www.palau.emb-japan.go.jp/politics_economy/economy_j.htm 

2015.11.30 

・太平洋島嶼国投資ガイド 太平洋諸島センター 2010 

・南洋諸島：自然と資源 太平洋協会 1942 



ACTION PLAN 

7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

1.パラオ訪問者に資源保護の必要性を伝える
  1-1.現地の自然の魅力をレンジャーや地元住民
などとともに調査する
  　1-2..動画及びリーフレットを作成する

　1-3.国内外のツアー会社や航空会社と提携し、パ
ラオ行きの機内に資源保護の必要性を伝えるリー
フレットを置いたり、機内で観られる映画の間にコ
マーシャルを挟む

2. パラオ訪問者のゴミの排出量を減らす
  2-1.宿泊施設経営者にパラオ訪問者のゴミの排
出量削減の必要性を指導する

　2-2. パラオ訪問者が多く宿泊する施設にゴミの
持ち帰りを促すリーフレットを作成・配布し、分別用
のゴミ箱を設置してもらう

  2-3.飲食店経営者に残飯量削減の必要性を指導
する

　2-4.残飯量が少ない飲食店を評価する仕組みを
作り、実行する

　2 現地滞在中に排出するご
みの量を減らすため、ゴミの
持ち帰りと飲食店での残飯ゼ
ロを促す

観光業従事者、
ゴミ処理業者、住
民など

パラオの主な産業で
ある観光を持続的に
発展させていくため
に、観光資源である自
然にダメージを与えて
いる要因の一つである
ゴミの問題に焦点をあ
て、パラオに訪れる
人々の意識を喚起す
ることで自然への負荷
低減に寄与する

・動画及びリーフレッ
ト作成費
・資料導入に関わる
諸経費

・動画撮影機材
・リーフレット作成資
材

動画及びリーフレット
の効果を一定期間ご
とに評価し、ブラッ
シュアップする

・ゴミ処理業者
・宿泊施設経営者
・飲食店経営者
・環境省

・リーフレット作成費
・資料導入に関わる
諸経費
・2-4に関わる諸経費

・リーフレット作成資
材
・分別用ゴミ箱

宿泊施設でのゴミの
排出状況や飲食店で
の残飯量を定期的に
調査する

　1 パラオを訪れる人々にゴミ
はゴミ箱へ捨てることや種類
ごとに分別することなど適切な
処理法及びその必要性を理
解してもらう

観光業従事者、
ゴミ処理業者、住
民など

・レンジャー
・航空会社
・リーフレット作成会
社

実施後の取組み
予定

目標設定/項目 戦略 / 行動計画
2017…….

担当責任者と
必要な協力者

実施体制経費
2015 2016……

投入する資機材立案背景: 受益者

1 



パラオ共和国における
陸域でのエコツーリズム発展に向けた

NGO活動
Vamos班 佐藤真耶

【テーマ】
陸域でのエコツーリズム発展に向けたNGO活動

※出国前に個人ワークで取り扱う予定としていたテーマは、「コロール島における
ホームステイ実施の可能性について検討」としたが、現地での調査の結果、国内で既
に取り組みが進められていることが明らかになったため、個人で扱うテーマとしては
不適であると判断し上記テーマとした。

【なぜこのテーマを選んだか】
現地で「持続可能な観光開発」について考える班のメンバーとして活動する中で、当
該国における陸域でのエコツーリズム発展のニーズがあることを知ったため。

【分析経緯】
聞き取りなどの調査の結果、下記3点の問題点が明らかになった。
1. パラオにおける観光のほとんどが、海での活動に集中している

2. 陸域の開発は法的な拘束が強く、土地所有権も複雑であるため、地元住民との
合意形成から開発までの道のりが長いと予想される。

3. 陸域の生物学的調査はあまり進んでおらず、モニタリング手法すら曖昧な状態
にある。その中で陸域での開発に着手することは望ましくない。

分析結果
個人的に、「あくまでも部外者である日本のNGO/NPOが、海外で活動することの意
義」は下記内容だと感じる。
1. 中立の立場で話が出来る場づくりをすること
2. 海外（理想的には日本）の先進的な事例/技術を紹介すること
3. パラオ国内での活動を、海外（特に日本）で広報すること

4. パラオ国内での活動に対して、海外（特に日本）からファンドレイズ出来る仕組み
を作ること

5. 「日本の観光客」の視点からパラオの観光業にアドバイスをすること

結果、下記のような内容の活動を行っていきたいと考える。
1. 陸域開発に関し「地域が望む未来像」を固めるワークショップの実施

2. マレーシアやコスタリカなど、エコツーリズムの先進事例を持っている関係者との
意見交換の場設定

3. 熱帯林での観光開発を行っているエリアでの、モニタリング手法を学ぶワーク
ショップの実施

4. 上記活動に対し、パラオ国内外からのファンドレイズを行う仕組み作り
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1. はじめに（参加動機) 

現在私が勤務先の非営利組織で担当している業務は、主に生物多様性条約の生物多様性

戦略計画 2011-2020で定める、愛知目標の達成に向けたプロジェクトの実施・運営業務

である。当事業は、市民団体・企業・自治体・研究機関などの多様な主体が、自分たち

のできることで愛知ターゲットへの貢献を宣言（にじゅうまる宣言）し、登録していく

仕組みを提供することで、①目標への取り組みを動機づけし、②効果的な活動を提案し、

③個別目標毎のネットワーク化を推進し、④目標達成状況を評価する場の設定に貢献す

ることを目的としている。生物多様性保全に関する活動といえば、自然とヒトの間に立

ちフィールドで活動を行う印象が強いが、当業務はヒトとヒトの間を繋ぎ、社会の流れ

を考えながら活動を促進させる仕組み作りを行っていく業務である。 

参加動機 1：現場での感覚を知り、今後の活動発展のモチベーション向上に繋げたい 

昨年 11月より当業務に従事するようになり、生物多様性関連の普及啓発業務を行ってい

く中で、ヒトとヒトを繋ぐという業務特性からも、活動を続けていけばいくほど話が地

面の上から離れ、小手先/口先だけの活動になってしまっている感覚がある。「生物多様

性を守る」と訴えている自分本人が現場の感覚を知らないことに問題意識を持っている。

当研修に参加し、特に「環境に配慮した持続可能な観光開発」について理解を深めるこ

とで、生物多様性保全に関する「現場が抱えるジレンマ」について理解を深め、「守り

たい」だけでは保護が進まない現場の「生々しい感覚」を知りたいと感じていた。また、

ヒトとヒトを繋げる団体で勤務する身として、多様な主体のフィールドとその現状を知

り、自身のまわりのコミュニティの関係者だけではなく、多様な関係者の感覚を理解し

つつ意思疎通が出来るよう、様々な経験を重ねたいと考えた。 

参加動機 2：日本だけではなく、海外、特に開発途上地域における生物多様性保全のプロ

グラムについて理解したい 

通常の業務を行っていると、保全の現場に直接足を運べる機会は少ないものの、日本自

然保護協会の職員として勤務している身として、日本における保全の現状について知る

機会は少なくない。また、現場を知るために、個人的に足を運べる先も日本国内には存

在する。しかし、海外での保全現場に足を運べる機会はほぼない。国際自然保護連合

（IUCN）という、世界で最も大きな生物多様性保全のネットワーク団体で、日本の窓口

として働く身として、日本だけではなく、世界の現状についても理解を深めたいと強く

感じた。 

 

2. 背景 

出国前に個人ワークで取り扱う予定としていたテーマは、「コロール島におけるホーム

ステイ実施の可能性について検討」としたが、現地での調査の結果、個人で扱うテーマ

としては不適であると判断し、個人テーマで扱う内容は「パラオにおける陸域でのエコ

ツーリズム発展に向けた NGO活動について」とした。 

(1) コロール島におけるホームステイ実施の可能性について検討 

① 出国前に立案した予定 

2015年 7月に日本財団(株)オリエンタルコンサルタンツグローバルにより発行

されている調査報告書「パラオ共和国におけるエコツーリズム促進と観光振興予

備調査」（以下、調査報告書）によると、パラオ国内で観光業が直面している問

題として、「宿泊施設の不足」と「開発可能な土地とそれに伴うインフラの不

足」が挙げられる。この問題解決への一助とするために、既に上下水道が整備さ

れているコロール島における、ホームステイの実施可否について基礎的な聞き取

り調査を行う。 
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② パラオ共和国でのフィールドワークの結果 

ホームステイの実施に関しては、既に Bureau of tourism（上位組織は Ministry 

of Natural Resources, Environment & Tourism）により検討がなされており、

数名の関係者宅での試験的な受け入れが行われていることが判った。滞在期間中、

現地新聞に、「ホームステイ受け入れに関するミーティングとワークショップの

開催」の参加者募集が掲載されていた。当ワークショップを通じ、住民と協働し、

ホームステイ客を受け入れる際の、最低限のファシリティ等、基準を作成する予

定である旨、国務大臣の Billy Kuartei氏から伺い、国内での施策が進んでいる

様子がうかがえた。日本の NGOとして、1から支援を検討するよりも、現地事情

に詳しい現地の省庁が、今の流れのまま活動を進めていくことが最善であると考

える。 

 

3. 課題 

「パラオにおける陸域でのエコツーリズム発展に向けた NGO活動」の提案背景となる課

題は下記点となる。 

(1) パラオにおける観光のほとんどが、海での活動に集中している。 

(2) 陸域の開発は法的な拘束が強く、土地所有権も複雑であるため、地元住民との合意形

成から開発までの道のりが長いと予想される。 

(3) 陸域の生物学的調査はあまり進んでおらず、モニタリング手法すら曖昧な状態にある。

その中で陸域での開発に着手することは望ましくない。 

 

4. 解決策の仮説 

解決策を考えるにあたり、個人的に最も重要だと考えることは、「あくまでも部外者で

ある日本の NGO/NPOが、海外で活動することの意義」であると考える。 

(1) 日本の NGO/NPOがパラオで活動する意義があるだろうと考えられること 

① 中立の立場で話が出来る場づくりをすること 

② 海外（理想的には日本）の先進的な事例/技術を紹介すること 

③ パラオ国内での活動を、海外（特に日本）で広報すること 

④ パラオ国内での活動に対して、海外（特に日本）からファンドレイズ出来る仕組

みを作ること 

⑤ 「日本の観光客」の視点からパラオの観光業にアドバイスをすること 

上記点と、3.課題を基に、下記の通り解決策の仮説を立てた。 

(2) 解決策の仮説 

① パラオでの陸域開発に関し、「地域が望む未来像」を固めるワークショップの実

施 

② マレーシアやコスタリカ、知床など、エコツーリズムの先進事例を持っている関

係者との意見交換の場設定 

③ 熱帯林での観光開発を行っているエリアでの、モニタリング手法を学ぶワークシ

ョップの実施 

④ 上記活動に対し、パラオ国内外からのファンドレイズを行う仕組み作り（例：助

成金代理人申請、クラウドファンディング、企業スポンサー等） 

 

5. 検証方法・プロセス 

背景・課題を構築する際に使用。 

(1) 訪問先での聞き取り調査 

(2) 文献調査 
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6. 結果 

訪問先での聞き取りを中心とし、浮かび上がった課題（3.）を裏付けとし、陸域でのツ

ーリズムを生み出す活動の妥当性はあると思料。 

 

7. 今後の活動・提案 

今後の活動内容は、下記のようなステップに分けられる。詳細は別表参照。 

(1) 事前調査・地域住民との関係構築（どれくらいの部族がいるのか、関係者洗い出し

等） 

(2) 地域住民への「エコツーリズム」の周知、地域住民が求めるパラオの未来像について

明確化 

(3) 部族単位での観光計画立案 

(4) エコツーリズム先進国の活動内容紹介、各地における開発と観光のバランスのとり方、

モニタリングの仕組み等を学ぶワークショップ開催 

(5) パラオにおける理想のツーリズムを具体化し、各部族でのエコツーリズム計画案作成 

(6) ツーリズム開発のための資金調達支援（初期投資を賄うための助成金の代理申請、ク

ラウドファンディング等） 

(7) 各計画に沿った活動の実施 

 

8. 模擬企画書 

別表参照 

 

9. このコースについての評価など 

短い時間の中で、パラオの状況について詳細に知ることが出来るプログラムが組まれて

おり、情報収集や全体的な研修プログラムのバランスが良いと感じた。一方で、海外途

上国における NGO/NPOとしてのスキル習得に特化した研修の印象は薄かった。 

また、研修自体のゴールが大きく設定されていたため、自分自身の中でもう少し間口を

狭めた課題設定をしておき、得たいスキルを明確にしておくべきであったと反省してい

る。何をどこまで行ったらよいのか、それに対して個人・グループ・研修関係者の誰が

何を求めているのか、参加者同士・参加者と研修立案者同士・研修立案者と研修主催者

同士それぞれもう少し密なコミュニケーションを行うことが可能であったと感じる。そ

の点においては、リーダーシップ研修や合意形成研修に近い内容であったと感じる。 

 

10. 参考資料、参考文献 

パラオ共和国におけるエコツーリズム促進と観光振興予備調査 2015年 7月 日本財団

(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル 

知床エコツーリズム推進計画 平成 17 年 6 月 知床エコツーリズム推進協議会 

梅村哲夫(2010)島嶼国・地域における開発問題 －沖縄県とミクロネシア地域の事例よ

り－ 観光科学第２号（平成２２年３月）pp27-40 

小菅貴史ほか(2011)オーストラリアにおけるエコツーリズム認証制度（NEAP）の仕組み

と特徴について ランドスケープ研究 74(5) 



ACTION PLAN
(パラオ共和国における陸域でのエコツーリズム発展に向けたNGO活動について)

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

初期投資資金の確保 地域政府など
公的機関

0.助成金への申請や協賛先探しを行い、初期投資
費用を確保する

自団体職員 職員人件費
事務経費

- 初期投資資金確保次
第下記プラン開始

事前調査、地域住民との関
係構築→陸域観光協議会
の設置
陸域動植物調査

地域政府など
公的機関

1. 現地調査

  1-1.Ministry of Natural Resources,

　　　 Environment & Tourismとの関係構築

  1-2.バベルダオブ島各部族、首長への

　　　　陸域観光についての意向聞き取り

  1-3.陸域観光についてのキーパーソン探し
　　　　→陸域観光協議会の設立
（最低限MoNRET,興味を示した部族、陸域観光の
キーパーソン（すでに海の観光事業を成功させてい
て、陸での事業を検討している企業家、Youthなどに
はメンバーとなってもらう）
　1-4.陸域動植物の基礎調査（植生など）

自団体職員
MoNRETでカウンター
パートとなってくれる職
員
バベルダオブ島住民
その他キーパーソン
陸域
陸域動植物基礎調査
専門家

職員人件費
調整旅費
事務所兼住居費
※陸域基礎調査に伴
う調査費は国の事業
の一部として位置付
けてもらえないか打診
事務経費

車両
カメラ等記録機材

調査内容の取りまと
め・今後の事業計画
再立案

地域住民への「エコ・ツーリ
ズム」の周知

地域政府など
公的機関

2.地域での活動

  2-1.陸域観光協議会で、

　　　モデルとなりそうな地域を数地域選定

  1-2.モデル地域に通い、
　　　　エコツーリズムの概念を伝える
（学校などにも足を運び、子供やYouthにも伝える）

地元住民
自団体職員
陸域観光協会関係者
地元の学校など教育
機関

職員人件費
調整旅費
事務所兼住居費
事務経費

車両
カメラ等記録機材

住民からのフィード
バック取りまとめ・今後
の事業計画再立案

先進事例の紹介、住民が
求めるパラオの理想像につ
いて考えるワークショップ実
施

地域住民
地域政府など
公的機関

3.先進事例の紹介

　住民が考える理想の地域の明確化

  3-1. コスタリカ・マレーシアなど、陸域の
　　　　エコツーリズムが上手く運営されている
　　　　事案に関わる関係者を招へい

  3-2.事案の紹介後、地元住民の考える

　　　「理想の観光」を考える機会の設定
（参加者：地元住民、陸域観光協会、地元の学生、コ
ミュニティカレッジの観光専攻者など）

地元住民
自団体職員
陸域観光協会関係者
地元の学校など教育
機関
エコツーリズム先進地
域の専門家（IUCN経
由などで招へい）

職員人件費
調整旅費
専門家旅費
専門家謝金
事務所兼住居費
会場借用費
事務経費

車両
カメラ等記録機材

住民からのフィード
バック取りまとめ・今後
の事業計画再立案

部族単位での観光計画立
案

地域住民
地域政府など
公的機関

4.観光計画立案

  4-1.地域単位で観光計画の下地を作成。

  4-2.日本・中国・韓国から観光協力者を募り、
　　　計画に沿った観光を説明、可能な観光は
　　　実際に実施。感想を聞き、更に魅力となる点を
　　　一緒に探してもらい、アドバイスを受ける

地元住民
自団体職員
陸域観光協会関係者
観光客（通常の観光
客に加え、自費で協
力してくれるNGO職員
なども対象）

職員人件費
調整旅費
事務所兼住居費
観光客向け謝礼費
（例：会食費）
事務経費

車両
カメラ等記録機材

観光客・住民からの
フィードバック取りまと
め・今後の事業計画
再立案

部族単位での観光計画立
案2
（含：環境モニタリングの方
法論）

地域住民
地域政府など
公的機関

5.観光計画再立案・モニタリング手法構築

  5-1. 4のアドバイスを反映し、観光計画を再立案

  5-2.観光計画に沿ったモニタリング手法を

　　　　構築するため、専門家を招へい

  5-3.モニタリング手法の構築と、
　　　　方法レクチャー実施

地元住民
自団体職員
陸域観光協会関係者
環境モニタリング専門
家
保護地域レンジャーな
ど、今後モニタリング
に関係する地元住民
以外の主体

職員人件費
調整旅費
専門家旅費
専門家謝金
事務所兼住居費
事務経費

車両
カメラ等記録機材
モニタリング調査機材

観光計画の明文化・
モニタリング手法の明
文化とマニュアル化・
今後の事業計画再立
案

ツーリズム開発のための資
金調達支援

地域住民/地域
政府など公的
機

6.日本の団体と協力し、クラウドファンディングや協賛

など、助成金に頼らない形での資金調達検討

  6-1.パラオでの活動を、日本・中国・韓国などの
　　　　パラオファンが多い国で広報し、
　　　　資金調達を実施

自団体職員
海外での協力カウン
ターパートとなる人材
飛行機・宿泊などの旅
行関係会社など

職員人件費
調整旅費
広報ツール作成費
事務経費

- 継続的な資金調達方
法の模索

目標（○人の観光客動員、
環境モニタリング関連の数
字など）・３か年計画の策定

地域住民/地域
政府など公的
機

7.地域のプランに基づき、目標・計画を策定
どの主体がどれくらいの資金負担をするかなども含め
計画を立案

地元住民
自団体職員
陸域観光協会関係者
保護地域レンジャーな
ど、今後モニタリング
に関係する地元住民
以外の主体

職員人件費
調整旅費
事務所兼住居費
事務経費

車両
カメラ等記録機材

計画・目標の明文化/
誰が何を担当するの
か、役割分担の明確
化

設備投資・観光実施・見直
し

地域住民/地域
政府など公的
機

8.実施・見直し

8-1.設備投資の実施（例：木道の設置等）

8-2.計画・目標に基づき、観光を実施。
　　　小規模からはじめ、様子を見ながら実施。
8-3.実施を行いながら四半期ごとなどに
　　　見直しを実施。1年後には専門家を
　　　再度招へいし、議論の場を設ける。

地元住民
自団体職員
陸域観光協会関係者
保護地域レンジャーな
ど、今後モニタリング
に関係する地元住民
以外の主体

設備投資費
職員人件費
調整旅費
事務所兼住居費
事務経費

木道などのエコツーリ
ズムに必要な設備
観光に関連する備品
車両
カメラ等記録機材

今後の事業計画再立
案

受益者 実施後の取組み
予定

目標設定/項目 戦略 / 行動計画
2017

担当責任者と
必要な協力者

実施体制経費
2016

投入する資機材
2018 2019
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  所属：長崎大学環境科学部環境科学科 

                              短期研修生 三浦大輝  

100

%
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ますか？
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3Rに関するイベントへ参

加したことありますか？

Yes

No

より深い環境教育をパラオに！ 

～環境教育の活用とスキルアップ～ 

 

 テーマの由来 

 私は長崎大学環境科学部環境科学科に在学しており、環境問題はどの視点にも

共通して「人の意識」が深く関わっていると感じている。 

 そこで本研修で私はグループ L.E.E (local environmental education)に所属し

パラオ共和国において行われている環境教育の詳細な現状と成果を調査、自身が

経験のある環境教育の方法が有用かを確認することを目的とした。また国外での

活動を想定した場合において海外における実践能力や言語能力などが必須である

と考え、私は自身の海外における活動経験を得て、能力アップを図ることを目標

とし上記のテーマとした。 

 

 分析経緯 

1. パラオ共和国で行われている環境教育の活動母体と内容を把握 

 本研修のプログラムで訪問させていただく政府、施設等にて情報収集 

2. 現在のパラオ共和国の住民の環境問題に対する意識調査 

 2015年 10月 1日の独立記念日にて住民へのアンケート調査を行う。 

 ○×ゲームを用いた環境教育にて環境問題全般の事をどれほど知っているか調査 

 

 分析結果（※2アンケート結果、○×ゲーム結果の一部抜粋） 

1. 主な活動団体…パラオ自然保護協会、パラオ国際サンゴ礁センター、在パラオ日本大

使館、JICAパラオ支所、コロール州リサイクルセンター（3R を主とした環境教育） 

2.  

 

 

 

 

 

 

Q1. 大気や海水に気温が上昇することを地球温暖化と呼ぶ（○） (n=21) 

Q5. 節電や節水は地球温暖化の防止へとつながる（○） (n=21) 

 Q. 1 Q. 5 

TRUE 14 11 

FALSE 7 10 

 

３Rに関する意識は高い 

より幅広い環境教育の必要性 



 

 

 

最終報告書 

 

ERCA 海外派遣研修-Palau 
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1. はじめに（参加動機） 

 私は長崎大学環境科学部に所属し、環境問題に関して多角的な視点で学んでいる。環

境問題を様々な視点から学んでいくうちに、私は環境問題を解決する上で最も重要な要

素は人の意識だと感じた。環境問題は、世界規模の取り組みが必要不可欠な問題であり、

国家間の協力・連携が重要なカギになっている。このため、環境問題に関する国際会議

が開催され、多くの国が参加し取り決めを行っているが、しかし国際会議の場では度々、

先進国側と途上国側の対立が目立ち、会議が難航している。このような状況を打開し、

両者の考えを理解したうえでより良い協力関係を築くには人々の環境に対する意識が高

いことが必須だと考える。そして意識を少しでも持ってもらう、もしくは高めるための

方法として環境教育が挙げられる。特に、学校における環境教育は重要で、一人ひとり

が幼い頃から環境に関する知識を持つことで少しでも解決に向かうのではと考えている。 

私は大学のサークル活動で約 30 人の小学生を対象に環境教育を行った。私が行った

環境教育では劇や○×ゲームを用いた。教育後に質問の時間を設けたところ、児童が

各々の気になる疑問を質問してくれた。環境問題に関して少しでも触れてもらうことが

でき、興味を持ってもらえたと感じている。私は本研修で環境教育の環境問題解決への

重要性を再確認するために、発展途上国における環境教育の活動状況とその成果、人々

の意識の変化をみたいと考えた。そして日本における環境教育で効果的だと考えられる

手法が他の地域で通用するのか、どのような技術が必要なのかを知り、自身の教育技

術・コミュニケーション能力・言語スキルを向上させたいと考えた。特にコミュニケー

ション能力、言語能力に関しては今後様々な地域で活動をしていく際に必要となるスキ

ルである。そのために、今回の本研修では貴重な経験とともに自身のスキルアップを念

頭に置き自分を成長させたいと考えている。 

私は将来、様々な地域で環境教育を普及し、根付かせることができるような活動を行

い、そうすることで環境問題の改善に貢献して行きたいと考えている。そのためには日

本だけでなく他の地域の環境や人々の認識・価値観について知り、活動状況等を学ぶ必

要がある。私は上記した目的を実現し今後環境保全活動をする際の糧とするために、本

研修への参加を希望した。 

 

 

 

2. 背景・目標 

 パラオ共和国では、豊かな自然環境を生かした観光産業を中心とし経済発展を図って

いる。しかし、増加する廃棄物の処理、公衆衛生の悪化が問題となっている。観光産業

をさらに推し進めるためには、上記した問題を改善する必要がある。そのためには住民

の環境に対する意識の醸成が必要であり、住民の協力が必須である。そういった意識の

変化をもたらし、協力へと結びつける一手段として環境教育が挙げられる。現在パラオ

共和国では内容、対象、期間は様々であるが、環境教育が実施されている。主体となっ

ている活動母体は政府機関、国際 NGO、現地 NPO などがある。しかし客観的に活動を

評価した報告はそれほど多くみられず、現状況と成果は把握できない状態である。 

パラオ共和国における環境教育の実施例の中にパラオ共和国を訪れる青年海外協力隊

の方の活動があった。環境教育の詳しい内容、手段に関する情報を日本で得られないこ

とに加え、青年海外協力隊は滞在期間が定められているため長期間にわたる継続した活

動が為され、地域に根付かせることができているのかということまで把握できない。ま

たその活動の成果まで確認することができず、現在のパラオ共和国住民の環境に対する

意識レベルを見ることができない状態である。2012 年のパラオ政府および岡山大学の

共同調査チームの報告があり、その報告によれば、アイライ州住民は環境保全に関連し
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た環境教育イベントへ参加したことの無い住民の割合が 54%であり、参加したことの

ある住民の割合 46%を上回っている。この報告を見ると、それほど住民の意識は高い

とは言えずさらなる環境教育を推し進め充実させる必要を感じるが、あくまで 2012 年

のデータであるため現状を反映しているとは言い難い。 

そこで私が設定した本研修における個人目標は、パラオ共和国における環境教育のこ

れまでの活動と現在の活動を詳細に調査すること。またその活動の成果の調査に加え、

環境教育に必要な技術・知識を身に着けることである。 

 

 

 

3. 課題 

本研修では模擬NGO/NPOを立ち上げ、

その中で3つのテーマに即してグループ

に分かれ活動した。私はその内のL.E.E

に所属した。L.E.E（Local 

Environmental Education）はパラオ共和

国にさらに深い環境教育を充実させる

という大きなテーマのもと、目標の達

成に向けた取り組みを実施した。L.E.E

の活動の中に個人テーマを盛り込むこ

とで、同時進行でグループと個人の両

方の活動を行った。以下の2点が活動に

あったっての課題である。 

 

 

① パラオにおける環境教育活動の現状と成果の把握 

日本国内で環境教育に関して知りえる情報には限りがある。環境教育の実施母体に関

して現地で情報を集め、環境教育に関するスキル、障壁となったこと等の情報を得るに

は実際に実施している人物に会う必要がある。また、個人テーマにも含まれる現在の住

民の意識レベルを把握する。この際多くの方から情報を得ることが必須となる。現地住

民の環境全般の知識を持ち、環境保全につながる活動を行っているのかを調査する。 

 

② 環境教育の実施 

○×ゲームを用いた環境教育を実施する。○×ゲームは日本独自であり、そのゲーム

を他の地域に持ち込み通用するのか。○×ゲームが環境教育の一手法として十分な役割

を果たすか。また実施する際に必要となる言語能力とコミュニケーション能力に関して

臨機応変に対応できるか、自身の能力を把握することを課題とする。 

 

 

 

4. 解決策の仮説 

① パラオにおける環境教育活動の現状と成果の把握 

 パラオにおける環境教育活動の現状を知る前に、実施母体を把握しておく必要がある。

そのためプログラムにおける各施設を訪問する際に他に活動している団体はないか尋ね

ることで情報を得る。事前に知りえなかった活動の内容を詳しく聞いていく。 

 成果を調査する方法は、アンケートを用いる。独立記念日にアンケートを実施するこ
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とで、意識レベルをみる。また環境教育の一つである○×ゲームの内容に意識調査に関

する質問を盛り込む。 

 

② 環境教育の実施 

これまで環境教育の経験のある方に○×ゲームの有用性を尋ねると同時に、過去に実

施した例はあるのかを確認する。また住民に○×ゲームを知っているかを聞く。 

 ※短期研修生であるため当日参加できなかった。そのためコミュニケーション能力や

言語能力に関してはアンケート調査の際の自身の収集活動に含むこととする。また実施

に関して長期のL.E.Eメンバーに託した。 

 

 

 

5. 検証方法・プロセス 

① パラオにおける環境教育活動の現状と成果の把握 

1.1 訪問（下記の施設を訪問し情報収集を行う） 

パラオ自然保護協会、パラオ国際サンゴ礁センター、在パラオ日本大使館、 

JICAパラオ支所、コロール州リサイクルセンター 

 

1.2 アンケート調査（下記の質問により成果を調査） 

・グループ分けしてアンケート調査を実施 

A: 初等・高等学校に通う男子学生 

B: 初等・高等学校に通う女子学生 

C: 学校を卒業した男性 

D: 学校を卒業した女性 

 

・以下質問内容（下記の質問は英語で実施） 

Q.1 環境保全に関するイベントへ参加したことはあるか？ 

Q.2 3Rに関するイベントに参加したことはあるか？ 

Q.3 家庭でリユースは行っているか？ 

Q.4 パラオ共和国の経済発展を望むか？ 

Q.5 環境保全と経済発展のどちらがより重要か？ 

 

1.3 ○×ゲーム 

質問内容（True : ○, False : ×） 

Q. 1 大気や海水に気温が上昇することを地球温暖化と呼ぶ （○） 

Q. 2 地球温暖化は二酸化炭素の増加によって引き起こされる（○） 

Q. 3 プラスチックボトルが作られるときには二酸化炭素は発生しない（×） 

Q. 4 地球温暖化が進行することで多くの島国が沈没する可能性がある（○） 

Q. 5 節電や節水は地球温暖化の防止へとつながる（○） 

Q. 6 3R とはリユース、リサイクル、リボーンの意味である（×） 

 

② 環境教育の実施 

 JICAパラオ支所、コロール小学校の教師に○×ゲームの有用性を尋ねる。 

 コロール小学校の児童を対象に○×ゲームを実施。 

 

 

 

図 2 アンケートに用いたボード 
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6. 結果・考察 

 結果 

① パラオにおける環境教育活動の現状と成果の把握 

1.1 情報収集 

・パラオ自然保護協会…小学生向けのリーフレットを作成。「Climate Change and 

Ecosystems from Ridge to Reef」イベントとして環境教育をカレンダーに組み込んで

もらっている。コミュニティーミーティングを

通して大人の意識を高める活動を行うと同時に

ラジオやテレビ、新聞を活用し普及活動を行っ

ている。 

 環境教育活動を行う Mr.Yalap に尋ねることで、

「環境教育活動を行う際はそれまでに環境に関

する多くの情報を把握し、学習した上で自分の

考えを持ち活動することが大事。私はその時の

学習がとても大変だった」ということを聞くこ

とができた。 
                      図 3  パラオ自然保護協会訪問風景 

 

・パラオ国際サンゴ礁センター…コロール内の小学校、高校やセンター内で学生に対し

て環境教育を行っている。 

 

・在パラオ日本大使館…JICA以外にパラオで環境にかかわる日本の長期滞在者や団体

はいない。またパラオ共和国は財政が厳しいため新たな技術を紹介しても購入不可。 

 

・JICA パラオ支所…３R推進活動、技術協力、無償資金援助、ボランティアを軸に活

動している。2003年、サンゴ礁から環境教育の要請があり環境教育を開始。環境教育

を行う人材の要請があれば人材募集をかけている。４月２０日年一回の earth dayや３

月の文化祭にて環境のイベントがある。これまでに学校で３Rに関する環境教育を行っ

た青年海外協力隊の方々がいる。「環境教育を行う人が専門性を重視しているとかえっ

てうまくいかなくなる。」 

 

・コロール州リサイクルセンター…生ごみを堆肥化（コンポスト）するために、紙・段

ボールを繊維状にしてアジャスター（水分調整）として再利用し、10％の削減。デポジ

ット制度の導入をしている。輸入された容器を間接的にも資源として国外へ出す取り組

み。ガラス瓶の活用法としてガラス工芸品製造。プラスチックの油化を行っている。小

学校へ赴きプラスチックの油化発電とそれを利用したポップコーンを作りで環境教育を

行っている。月に一回大学生未満を対象に工場見学を主催。母親を集めてコミュニティ

でコンポストの大切さを伝えている。 

 

 

 

 

 

 

  
図 3 ガラス工芸品              図 4 リサイクルセンター工場内（油化装置） 
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1.2 アンケート調査(2015/10/1) 

Q1 環境保全に関するイベントへ参加したことはあるか？(n=72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 3Rに関するイベントに参加したことはあるか？(n=71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3 家庭でリユースは行っているか？(n=72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4  パラオ共和国の経済発展を望むか？(n=70) 

 

         全体           グループ別（学生か否か） 

          全体            グループ別（学生か否か） 

           全体              グループ別（学生か否か） 
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Q5 環境保全と経済発展のどちらがより重要か？(n=72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ○×ゲーム(n=21) 

Q. 1 大気や海水に気温が上昇することを地球温暖化と呼ぶ（○） 

Q. 2 地球温暖化は二酸化炭素の増加によって引き起こされる（○） 

Q. 3 プラスチックボトルが作られるときには二酸化炭素は発生しない（×） 

Q. 4 地球温暖化が進行することで多くの島国が沈没する可能性がある（○） 

Q. 5 節電や節水は地球温暖化の防止へとつながる（○） 

Q. 6  3R とはリユース、リサイクル、リボーンの意味である（×） 

  Q. 1 Q. 2 Q. 3 Q. 4 Q. 5 Q. 6 

○ 14 19 7 20 11 0 

× 7 2 14 1 10 21 

 

 
② 環境教育の実施 

環境教育の一手法として○×ゲームを提案。JICAの方に「面白く、有効的だと思

う」といった評価をいただいた。また、コロール小学校の先生方に○×ゲームを知って

いるか尋ねたところ、「分からない」という回答が得られた。 

○×ゲームが浸透していない中で、コロール小学校にて実施。上記の回答が得られる

と同時にゲームは成功した。コロール小学校の学生たちから「とても面白くより深く知

識を広げられた。楽しく温暖化に関することを学べた。温暖化や気候変動に関してこれ

           全体              グループ別（学生か否か） 

           全体              グループ別（学生か否か） 
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まで理解してなかったことが分かった。」といった感想が得られ、十分有効的な方法だ

と感じる。一方「学校で学習したことがあったことだったから簡単だった。」という感

想も得られ、個人差はあるが環境問題に関しての学習が定着している学生もいた。すべ

ての学生に共通していたことは「とても面白かった。またしてほしい。」という思いで

あった。 

 

  
図5   2015/10/1独立記念日：アンケート調査の様子   図6 コロール小学校にて環境教育の様子 

 

 

 考察 

① パラオにおける環境教育活動の現状と成果の把握 

1.1 訪問 

パラオ共和国を訪れる前の段階では、環境教育を行う団体の情報を把握できなかった

が、上記で挙げた団体が環境教育を行っていることが分かった。また各施設、環境教育

の重要性を認識したうえでそれぞれ独自の環境教育活動を行っており、環境教育の対象

は主に子供だが、大人への環境教育も実施している。子供だけでなく大人の環境に対す

る意識向上も図っていると考えられる。 

 

1.2 アンケート調査 

 今回行ったアンケート調査では、パラオで開催されている環境保全等のイベントへの

参加率から意識の高さを把握する。また積極的に教育がなされている3R がどれほど定

着しているか。そして環境保全と経済発展のどちらを住民はより望んでいるのか、その

実態を調査した。 

 全体的に見て、大人子供を問わず環境保全活動への意識は高いといえる。家庭でのリ

ユースは100％であることから、パラオ共和国が推し進める3Rが浸透していることがわ

かる。環境保全活動のイベントや3Rのイベントへの参加に関して非常に高い数値であ

る。パラオ自然保護協会やコロール州リサイクルセンターといった団体の環境教育活動

が根付き普及していると考えられる。しかし学生とそれ以外の者を比較した場合におい

て、学生のほうが参加している傾向にある。イベントを主催する側は子供を対象とした

活動が多いと感じる。経済発展は望んではいるが、それによって環境が破壊されること

に関しては賛成ではない。経済発展よりも環境保全を重視するという意見がほとんどで

ある。このことからもパラオ共和国の住民は環境保全への意識が高いと考えられる。 

 また質問を行う中で、自身のコミュニケーション能力と言語能力について、思うよう

に伝えられない場面が多少あった。上手く聞き取り、会話し、正確に情報を理解できて

いない点やあまり積極的な行動ができていなかった点は改善すべき点だと認識した。 
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1.3 ○×ゲーム 

 Q2.Q4.Q6の質問から、環境問題の表面的な部分の理解があることやパラオ政府が推

し進める3R活動が浸透していることが見られる。しかし、Q1.Q3を見ると地球温暖化と

いう言葉の意味や多少深い質問に対して1/3の児童が分かっていない。Q5に至っては約

半数の児童が地球温暖化防止の1方法に関する問いに間違えている。パラオ共和国の最

大の課題はごみ処理問題でありその対策として3Rを推進する環境教育を行っているが、

その他の環境教育は比較的あまり為されておらず児童に定着していないと思われる。 

 

② 環境教育の実施 

 ○×ゲームはパラオ共和国において普及しておらず、知られていなかった。だからこ

そ、新しい方法によって刺激を受けると共に継続して学習に盛り込むことで効果が得ら

れると考える。○×ゲームは楽しんでもらうと同時に知識を広げられた・学習できたと

の感想から効果的な環境教育の手法だと考える。しかし、一回で終わっては何の成果も

得られないため継続することが重要となってくる。 

 

 課題 

  1. 環境教育の持続 

  2. 環境教育の内容 

  3. 環境教育の対象と機会の増加 

  4. 自身の言語能力・コミュニケーション能力の向上 

 

 1.2.○×ゲームは非常に有効的な方法だが、持続して行っていかなければ効果は得ら

れずに終わってしまう。定期的にこれまでの環境に関する知識の復習のため、新たな環

境知識の学習の一手法として行う必要がある。また環境教育の内容として、パラオ共和

国では比較的ごみ処理の問題に関する・とりわけ3Rに関する環境教育が多い。目の前

の問題への対策も必要だが、将来世代の問題への対策を行うことの重要性を理解するた

めにごみ処理の問題を含めた多くの環境問題を知り、考えるようなより専門性のある環

境教育を行うことも大切だと考える。ここで注意することが専門性を求めすぎるあまり

受け手側を考えず、上から目線で信頼関係が築けないことになってはいけない。 

 

 3.4.環境教育の対象は子供といった多少の偏りがある。大人への環境教育をより多く

行うことが大切である。そうすることで家庭や地域単位でより確かな環境保全の協力関

係を作ることが可能だと考える。国外における環境教育活動では言語スキルの上達、コ

ミュニケーション能力の向上が必須である。各施設訪問の際の質問、アンケート調査や

○×ゲームの問題文作成の際など、今回の研修では己の言語能力の低さに気づかされ、

改めてその重要性を知る機会となった。 

 

 

 

7. 今後の活動・提案 

本研修で得られた情報をもとに、日本国内においてできる限りのことを実施する。課

題の一つでもある言語能力の向上。また環境教育を身近なところから以前に続き継続し

て行いたい。日本国内においてできる限りの経験を積むことが必要だと考えるからだ。

加えて自身の環境問題に関する学習をより一層力を入れていくことで自分なりの環境問

題に対する考えより深く明確にしていく。 
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環境教育を持続させるには、教師側の育成も必要不可欠である。現段階で志のある方

ができるような環境づくり、対策を講じるべきだと考える。具体的にはそういった環境

を幅広く作れるNPOを立ち上げ、NPO同士の連携を行うことが重要である。実際に活

動を経験した方の講演やメディア、インターネットを利用して少しでも情報を多くの方

に提供する。また環境教育という概念自体まだ浅いものであるため、活動者への環境教

育や支援等を行うことで環境教育自体をより広く普及し持続性の高いものにすることが

望ましいと考える。 
 

 

 

8. 模擬企画書案(excel sheet) 
立案背

景 

目標 受益者 戦略/行

動計画 

実施日程 担当者

責任/必

要な協

力者 

投入す

る機材 

実施後

の取り

組み 
2016 2017 

１ ４ ７ １

０ 

１ ４ ７ １

０ 

環境教

育の内

容に偏

りが見

られる 

①環境教

育実施側

の人材育

成 

 

②住民へ

の環境問

題全般の

知識の補

強 

住民 

教育施設 

環境問題

全般の知

識の補強 

        主催者 

 

環境教

育を経

験した

方 

教材 

 

資料

（環境

問題に

関す

る） 

受益者

より意

見を収

集 

課題を

踏まえ

継続 

教師への

環境教育 

地域単位

での住民

への教育 

環境教

育の持

続と普

及拡大

を図る 

①環境教

育実施側

の人材育

成 

 

②志を持

つ方が実

施できる

環境づく

り 

住民 

教育施設 

NPO/NGO 

実施団

体・住民

含め環境

教育を実

施 

        主催者 

 

環境教

育を経

験した

方 

 

テレビ

局 

 

 

教材 

 

資料

（環境

問題に

関す

る） 

 

テレビ 

 

インタ

ーネッ

ト 

人材育

成を継

続 

広く普

及する

ための

宣伝活

動 

定期的な

イベント

を開催 

環境教育

に興味あ

る方を募

集 

 

 

 

9. このコースについての評価等 

 本研修で訪問した政府関係者や現地NGO/NPO、その他の施設は個人の力だけでは訪

問できない方々・訪れることができない場所であり、大変貴重な経験が得られた。また、

パラオ共和国特有の豊かな自然に触れながら環境保全活動を行う機会を与えて頂き、自

身にとって良い体験ができた。研修生の中には自分とは異なる考えや視点を持った方々

がおり、他の研修生から大きな刺激を受け、自身を見つめ直す共に改めて「環境保全」

の重要性を認識した。本研修において私は、自分が現在持っている知識や能力、技術な

どが低いことを痛感した。様々な活動を通しいく中で自分の強みや価値観、物事のとら

え方などを見つめなおし、今後自分が何を目標にどんな活動をしていくのかを真剣に考

えることができた。それもこの研修に参加した方々との出会いがあったためである。 

 また本研修では、自身の言語能力とコミュニケーション能力を図る目的もあり、現地

住民の方との会話、政府各省への訪問時において十分に現時点でのレベルを把握できた。
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国内にいてはわからなかった自身の改善すべき点を新たに見つけることができたため、

非常に良い研修となった。 
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