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第 4 章 模擬企画書 

研修生それぞれが設定した個人テーマの調査分析結果や現地で学んだことを活かしながら、

環境問題を解決するために必要な実践力を養うべく、環境保全活動をテーマとした模擬企画

書を作成した。 

模擬企画書のタイトル名: 

No. 名前(敬称略) タイトル名 

 

4-1. 

 

秋山 知伸 

 

熱帯雨林の恵み Forest Honey の安全な採取法の確

立に向けて 

 

4-2. 

 

 

小山田 陽奈 

 

 

宮城県内の一般消費者を対象としたパーム油産業

における問題解決のための普及啓発およびグリー

ンコンシューマー育成プロジェクト 

 

 

4-3. 

 

川井 将史 

 

地域におけるパーム油の認知度向上を図るための

普及啓発活動 

 

 

4-4. 

 

 

小崎 好美 

 

 

ニノ・コニス・サンタナ国立公園における住民主導

型環境保全システムの構築（東ティモール民主共和

国） 

 

 

4-5. 

 

高柳 恭子 

 

東京における認証パーム油プロモーション計画 

～キレイになって、地球を守ろう!!～ 

 

4-6. 

 

槙野 尚 

 

インドネシアの国立公園におけるエコツーリズム

の協働組合化 

 

 

4-7. 

 

丸山 幸子 

 

中央カリマンタン、タンジュンプティン国立公園周

辺地域住民がオランウータンと共存する環境保全

プロジェクト 
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4-1．熱帯雨林の恵み Forest Honey の 

安全な採取法の確立に向けて: 秋山 知伸 

 

(1) 活動活動活動活動のののの概要概要概要概要とととと背景背景背景背景  

1-1. 企画書企画書企画書企画書のタイトルのタイトルのタイトルのタイトル 

熱帯雨林の恵み Forest Honey の安全な採取法の確立に向けて 

 

1-2. 現地研修現地研修現地研修現地研修からからからから学学学学んだことんだことんだことんだこと、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその学習成果学習成果学習成果学習成果をををを模擬企画書模擬企画書模擬企画書模擬企画書にどのようににどのようににどのようににどのように反映反映反映反映させさせさせさせ

ましたかましたかましたかましたか。。。。 

・ 熱帯雨林を保全するために森林伐採などではない持続的な利用によって生活できること

が不可欠である。 

・ そのために熱帯雨林から採取される Non Timber Forest Product(NTFP)の利用は、一つの

手段である。 

・ NTFP の一つに熱帯雨林の高木に巣を作るミツバチからのはちみつがある。 

 

(2) 環境問題環境問題環境問題環境問題のののの考考考考ええええ方方方方&解決方法解決方法解決方法解決方法  

2-1. 現状現状現状現状・・・・問題問題問題問題 

●現状 

・ Forest Honey は NTFP の一つとして注目されている。 

・ JARINGAN MADU HUTAN INDONESIA(JMHI)はインドネシアで Forest Honey の品質の

管理、販売を行っている組織である。 

 

●問題 

・ Forest Honey の数少ない木登り上手なハニーハンターが身一つで樹を登り、煙でハチを

燻し、ハチの巣を採取している。足場が悪い高所作業で命の危険も高く、実際に木から落

ちて命を落とす人も少なくない。活動場所は JMHI が取り扱う FOREST HONEY の生産地

で、北スラウェシ州, スマトラ島のリアウ州、南カリマンタン、東ヌサテンガラ州のスン

バワ島などである。 

 

2-2. 問題問題問題問題をををを解決解決解決解決するためのするためのするためのするための活動内容活動内容活動内容活動内容 

 NTFP のはちみつを採取するハニーハンターたちの危険を取り除くために、日本から高所作

業技術者の資格を持ったクライマー2 人と映像係の 1 人が参加し技術指導を行う。 

 クライマーが 2 人必要なのは、ロープで繋がった 2 人の片方が登る間、他の一人が落ちて

も大丈夫なようにロープで確保すためである。クライミングが可能な映像の専門家を一人い

れることで、インドネシアの僻地での作業の補助、記録を行うことができる。撮影された映

像はドキュメントリーとして作業の記録や宣伝に用いることができる。 

※今後、実施する場合は現状の事故数などの状況や、技術向上による採取はちみつの増加量なども
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調べる必要有。 

 

2-3. 活動活動活動活動のののの対象者及対象者及対象者及対象者及びびびび活動活動活動活動をををを実施実施実施実施することによるすることによるすることによるすることによる対象者対象者対象者対象者のののの利益利益利益利益(ベネフィットベネフィットベネフィットベネフィット) 

・ 安全な技術の確立によって、命が守られるというのが最も大きな効果である。死亡事故ゼ

ロを目指す。 

・ また、現在の登り方では枝の先の方にあるハチの巣には近づくことができない。命綱をつ

けて、確保されることによって今まで採取できなかったハチの巣にアクセスができるよう

になり採取量も上げることができる。 

 

2-4. 活動活動活動活動のののの協力者協力者協力者協力者(支援者支援者支援者支援者)とととと活動活動活動活動をををを実施実施実施実施することによってすることによってすることによってすることによって各協力先各協力先各協力先各協力先がががが受受受受けるけるけるける利益利益利益利益(ベネフィットベネフィットベネフィットベネフィット) 

●支援者 

・ 高所作業士、冒険家、ロッククライマー: N 氏 

・ 高所作業士: N 氏 

・ 映像: A 氏 

 

●協力先 

・ Jaringan Madu Hutan Indonesia 

・ Forest Honey の安全な採取 

・ Forest Honey の効率的な採取生産の向上 

 

(3) 実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール  

3-1. 活動実施活動実施活動実施活動実施におけるにおけるにおけるにおける活動項目活動項目活動項目活動項目とスケジュールとスケジュールとスケジュールとスケジュール(1 年以内年以内年以内年以内) 
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3-2. 活動実施活動実施活動実施活動実施 1 年後年後年後年後のののの活動計画活動計画活動計画活動計画(活動活動活動活動のののの持続性持続性持続性持続性)  

この活動ではハニーハンターの死亡事故ゼロが最終目標である。はちみつの売り上げの一

部などから、定期的な機材の買い替えや技術教育ができるようになることが望ましく、その

ようなシステムを構築する必要がある。 

1年後には機材の確認、技術が伝わっているか、またはちみつの採取が上がっているかをモ

ニタリングする。 

 

(4) 費用費用費用費用 

活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するためのするためのするためのするための費用費用費用費用(1 年間年間年間年間)    単位単位単位単位:円円円円 

 

 

(5) 課題課題課題課題 

5-1. 活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するするするする上上上上であなたがであなたがであなたがであなたが直面直面直面直面しているしているしているしている課題課題課題課題 

木登りの技術支援だけで終わるのではなく、その活動が媒体に取り上げられることによっ

て、熱帯雨林の保全、NTFP の重要性などが世の中に広まるとともに、NTFP のはちみつへの

需要が高まることを期待しているが、現在そのような媒体が少ないことが課題である。 

 

5-2. 上記上記上記上記 1 のののの課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが他人他人他人他人からからからから支援支援支援支援やややや協力協力協力協力をしてほをしてほをしてほをしてほしいことしいことしいことしいこと 

雑誌やメディアで活動を取り上げていただけるところがあればお願いしたい。 

 

 

 

 

 



                                          平成 25 年度 地球環境基金  
                                                                       海外派遣研修 インドネシア 
                                                                                                  

                                           
 

4-5 

4-2．宮城県内の一般消費者を対象とした 

パーム油産業における問題解決のための普及啓発および 

グリーンコンシューマー育成プロジェクト: 小山田 陽奈 

 

(1) 活動活動活動活動のののの概要概要概要概要とととと背景背景背景背景  

1-1. 企画書企画書企画書企画書のタイトルのタイトルのタイトルのタイトル 

宮城県内の一般消費者を対象としたパーム油産業における問題解決のための普及啓発および

グリーンコンシューマー育成プロジェクト(2ヵ年事業) 

 

1-2. 現地研修現地研修現地研修現地研修からからからから学学学学んだことんだことんだことんだこと、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその学習成果学習成果学習成果学習成果をををを模擬企画書模擬企画書模擬企画書模擬企画書にどのよにどのよにどのよにどのようにうにうにうに反映反映反映反映させさせさせさせ

ましたかましたかましたかましたか。。。。 

・ パーム油産業における環境問題、社会問題とこれらの課題に対する国際的な取り組み、現

地の NGO の取り組みなどが分かった。 

 

 

 

・ また、日本ではパーム油産業における問題に対する認識がほとんどなされていないことを

知った。 

 

そこで、日本でのパーム油産業における問題認識の向上の一助となるよう宮城県の一般消費

者を対象としたプロジェクトを企画した。 

 

(2) 環境問題環境問題環境問題環境問題のののの考考考考ええええ方方方方&解決方法解決方法解決方法解決方法  

2-1. 現状現状現状現状・・・・問題問題問題問題 

・ 現在、インドネシアにおいてアブラヤシプランテーションの拡大が森林減少や生物多様性

の喪失などを引き起こしている。この背景にパーム油の世界の需要の急増があり、日本の

私たちの暮らしの中でもパーム油を利用した製品は数多く存在する。ところが、一般消費

者はパーム油産業の抱える問題をほとんど認識していない。 
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・ インドネシアをはじめとしたパーム油の生産現場における環境問題と社会問題の解決お

よび持続可能なパーム油の生産と利用の促進に向けて、一般消費者が問題を認識し、持続

可能なパーム油を選択して購入していく必要がある。 

 

2-2. 問題問題問題問題をををを解決解決解決解決するためのするためのするためのするための活動内容活動内容活動内容活動内容 

①①①① 現地調査現地調査現地調査現地調査およびおよびおよびおよび意識調査活動意識調査活動意識調査活動意識調査活動 

・ みやぎ生活協同組合において組合員による「持続可能なパーム油の利用促進委員会(仮称)」

を設置し、インドネシアにおけるパーム油産業の情報収集と課題整理のための現地調査を

１度実施する。 

・ 宮城県の一般消費者のパーム油生産現場における環境・社会問題についての意識とパーム

油認証制度についての意識調査を実施する。方法は、郵送によるアンケート用紙配布とウ

ェブページからのアンケート用紙ダウンロードの周知、みやぎ生活協同組合各店舗へのア

ンケート用紙設置で行う。郵送による配布先は、当団体(MELON)会員である。ウェブペー

ジからのダウンロードの周知は当団体のメールマガジンで行う。 

  

②②②② 普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動 

・ グリーンコンシューマーや環境、国際協力などに関心のある一般消費者を対象に「パーム

油と私たちの暮らし～グリーンコンシューマーへの第一歩～(仮称)」のセミナーを 2回実

施する。 

・ みやぎ生活協同組合において「コープの洗剤を利用してプチ貢献キャンペーン」を展開す

る(期間：4月～10月の半年間)。 

・ 上記の調査活動を踏まえたウェブページを設置し、パーム油に関する情報提供および活動

の周知を行う。 

 

2-3. 活動活動活動活動のののの対象者及対象者及対象者及対象者及びびびび活動活動活動活動をををを実施実施実施実施することによるすることによるすることによるすることによる対象者対象者対象者対象者のののの利益利益利益利益(ベネベネベネベネフィットフィットフィットフィット) 

●対象者 

宮城県内の一般消費者 

 本プロジェクトでは特に主婦およびグリーンコンシューマーや環境、国際協力などに関心

のある市民を対象とする。 

 

●対象者の利益 

 宮城県内の一般消費者は、製品の原材料に対する正しい知識を得て、自分で製品を判断し

て購入することができるようになる。 

 

2-4. 活動活動活動活動のののの協力者協力者協力者協力者(支援者支援者支援者支援者)とととと活動活動活動活動をををを実施実施実施実施することによってすることによってすることによってすることによって各協力先各協力先各協力先各協力先がががが受受受受けるけるけるける利益利益利益利益(ベネフィットベネフィットベネフィットベネフィット) 

●協力者（支援者） 

① みやぎ生活協同組合 
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② (公社)日本環境教育フォーラム 

③ RSPO インドネシア事務所 

④ SAWIT WATCH 

 

●各協力先が受ける受益 

① 環境問題に配慮した製品の PR をすることができる。また、意識調査の結果から、今後の

商品開発や戦略を練る上で消費者の環境配慮製品に対する意識等について把握すること

ができる。 

② 意識調査の結果から、今後のパーム油に関する活動を展開する際に必要な情報を得るこ

とができる。また、本プロジェクトがモデルとなり、他地域で展開できる。 

③ RSPO認証の認知度を高めることができる。 

④ 日本においてパーム油の問題に対する意識向上が図られ、持続可能なパーム油の利用が

推進される。 

 

(3) 実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール  

3-1. 活動実施活動実施活動実施活動実施におけるにおけるにおけるにおける活動項目活動項目活動項目活動項目とスケジュールとスケジュールとスケジュールとスケジュール(1 年以内年以内年以内年以内) 

 

 

3-2. 活動実施活動実施活動実施活動実施 1 年後年後年後年後のののの活動計画活動計画活動計画活動計画(活動活動活動活動のののの持続性持続性持続性持続性)  

① 「コープの洗剤を利用してプチ貢献キャンペーン」 

  1 品購入で 1円寄付の仕組み。その資金により、普及啓発の活動資金とする。 

② 普及啓発のセミナーを行う際に団体の会員募集を行うことで、当団体の会員獲得に結び

つけ、収入拡大を予定している。その収入により、パーム油に関する普及啓発の活動資

金とする。 

③ このプロジェクトをモデルとし、全国展開へ向けて、各地の生協に働きかける。 
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(4) 費費費費用用用用 

活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するためのするためのするためのするための費用費用費用費用(1 年間年間年間年間)    単位単位単位単位:円円円円 

 

 

(5) 課題課題課題課題 

5-1. 活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するするするする上上上上であなたがであなたがであなたがであなたが直面直面直面直面しているしているしているしている課題課題課題課題 

 株式会社コープクリーン(日本生活協同組合連合会の洗剤を作っている会社)が 2006 年に

RSPO に加盟し、認証パーム油の調達をしているが、みやぎ生協においてどこまで取り組み

を行っているか現状が把握できていない。 

 

5-2. 上記上記上記上記 1 のののの課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが他人他人他人他人からからからから支援支援支援支援やややや協力協力協力協力をしてほしいことをしてほしいことをしてほしいことをしてほしいこと 

Web や資料等からコープクリーンについての情報を収集した上で、協力先であるみやぎ生

活協同組合の関係者に取り組みの現状を聞く。また、みやぎ生活協同組合からコープクリー

ンの担当者を紹介してもらい、インタビューを実施して詳細を聞く。 
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4-3．地域におけるパーム油の認知度向上を図るための 

普及啓発活動: 川井 将史 

 

1. 活動活動活動活動のののの概要概要概要概要とととと背景背景背景背景 

1-1. 企画書企画書企画書企画書のタイトルのタイトルのタイトルのタイトル  

地域におけるパーム油の認知度向上を図るための普及啓発活動 

 

1-2. 現地研修現地研修現地研修現地研修からからからから学学学学んだことんだことんだことんだこと、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその学習成果学習成果学習成果学習成果をををを模擬企画書模擬企画書模擬企画書模擬企画書にどのようににどのようににどのようににどのように反映反映反映反映させさせさせさせ

ましたかましたかましたかましたか 

今回の研修では、パーム油の認証を行っている RSPO やインドネシアのパーム油に関して

調査を行っている SAWIT WATCH、そして実際にアブラヤシ栽培やパーム油精製を行ってい

る公社等、パーム油に関する活動を実施している団体を訪れる機会があった。訪問先では、

インドネシア国内のパーム油生産の現状を知ることができたが、同時に大量のパーム油の輸

入、消費をしている日本の現状について自分が何も知らなかったことに衝撃を受けた。 

  RSPO の担当者は講義の中で「パーム油を使うこと自体が問題なのではない。パーム油の

使用をボイコットすることでは根本的な解決にはならない」と言っていた。また、SAWIT 

WATCH を訪れた際には、「インドネシアのパーム油について知ったうえで、あなたたちが日

本で何ができるかを考えてください」というメッセージを頂いた。ボイコットではない方法

でパーム油を取り巻く状況を少しでも改善するためには、自分に何ができるのかを考え、本

企画を発案した。 

 

2. 環境問題環境問題環境問題環境問題のののの考考考考ええええ方方方方&解決方法解決方法解決方法解決方法 

 2-1. 現状現状現状現状・・・・問題問題問題問題 

・ 明治学院大学国際学部では、環境問題を含めた様々な国際問題についての授業が行われ

ている。いくつかの授業では東南アジアのアブラヤシおよびパーム油について触れてい

るが、それ以外には、パーム油について知る機会を提供することや活動は行われていな

い。 

・ 私の活動拠点である NPO 法人ではイベントを行う際に、来場者の方々へ料理や飲み物を

販売している。食材にはできるだけ有機栽培で育てられた野菜や地元農家から直接仕入

れたものを使っている。油も国産のものを使うようにはなっているが、場合によっては

市販のものを使うこともある。洗剤にはサラヤのヤシの実洗剤を使っているが、パーム

油やアブラヤシの問題に関しての認知度はまだまだ低いのが現状である。 

・ NPO 法人の支援をして頂いている商店会には、最近、食材に気を使った飲食店が増えて

きているが、個人的に訪れたときにそれらの飲食店では油に関しての表示はなかった。 

 

これらの状況を踏まえると、この地域のパーム油の認知度はまだまだ低いと推測される。 
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 RSPO認証のパーム油かどうかを考え、使用するという段階まで至っていない。 

 

2-2. 問題問題問題問題をををを解決解決解決解決するためのするためのするためのするための活動内容活動内容活動内容活動内容 

＜戸塚区矢部町にあるお寺と NPO 法人カフェデラテラにてワークショップの開催＞ 

  （対象：明治学院大学学生、地域住民、商店街の人々） 

・ 授業にてパーム油問題を扱っている明治学院大学の M教授を招聘し、パーム油に関して

のプレゼンテーションを行う。 

・ 本ワークショップの際に、併設されているカフェでパーム油を使用した料理を提供して

もらい、実際にどれだけパーム油が日本で使用されているかを深く意識する機会を提供

する。 

・ 戸塚区駅前商店会にある飲食店にて、NPO 学生スタッフが各店舗で特にこだわっている

点(食材の仕入れ先やオーガニック食材であるか等)を取材し、戸塚区駅前地域のフリーペ

ーパーや NPO のメールマガジン、NPO の公式ブログ等で紹介する。 

・ ワークショップ開催後、食についての知識をより深めるため、振り返りの機会を設ける

とともに、第 1 回と第 2 回の間の夏休み期間に戸塚区にある有機農家(大木農園を予定)

を訪問するスタディツアーを開催する。 

 

＜明治学院大学の学生食堂との共同企画＞ 

マレーシアのオランウータン保護活動をしている学生団体と共同でオランウータンの住

む森林とパーム油問題についてのポスターを作成し学食に掲示する。学食で使用されて

いる油や揚げ物を調理する方法などを食堂関係者に取材し、ポスターの情報に含める。 

 

注意点：学食に対して、ネガティブキャンペーンにならないよう情報の提示方法・表現に

十分に注意する。 

 

2-3. 活動活動活動活動のののの対象者及対象者及対象者及対象者及びびびび活動活動活動活動をををを実施実施実施実施することによるすることによるすることによるすることによる対象者対象者対象者対象者のののの利益利益利益利益 

 対象者: 学生・地域住民 

学生は単に授業で学ぶだけではなく、より身近に問題を捉える機会になる。また、地域

住民も同様に毎日使用している物の中に環境破壊の一因になっているものがあることを

知り、環境に負荷をかけない暮らしを考えるきっかけとなる。 

 

2-4. 活動活動活動活動のののの協力者協力者協力者協力者(支援者支援者支援者支援者)とととと活動活動活動活動をををを実施実施実施実施することによってすることによってすることによってすることによって各協力先各協力先各協力先各協力先がががが受受受受けるけるけるける利益利益利益利益 

・ 明治学院大学 

授業→パーム油に関する授業と同時期に企画を開催することで授業に関するより深い学

びを提供できる。 

学生食堂→使っている材料についての詳細を学生に伝えることで安全性をアピールし、

学生の学食利用を促進できる。同時に、日本の食の現状や食材の利用について理解を深
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めるきっかけになる。 

・ NPO 法人カフェデラテラ 

地域住民の人々に環境問題をより身近な問題としてとらえてもらうイベントを開催す

ることで、環境問題について地域が取り組み可能なことを考える機会を提供できる。 

・ 戸塚区駅前商店街の飲食店 

食材や調理方法、その店舗のこだわっている点等の情報を開示することで、より安全

な食材を使用していることをアピールすることができる。 

 

3. 活動活動活動活動のののの実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 

3-1.活動実施活動実施活動実施活動実施におけるにおけるにおけるにおける活動項目活動項目活動項目活動項目とスケジュールとスケジュールとスケジュールとスケジュール(1 年以内年以内年以内年以内) 

 
 

3-2. 活動実施活動実施活動実施活動実施 1 年後年後年後年後のののの活動計画活動計画活動計画活動計画(活動活動活動活動のののの持続性持続性持続性持続性) 

・ NPO 法人カフェデラテラおよび支援元である善了寺で使用するものに関しては、RSPO

認証のものを 100％使用する。 

・ 飲食店への取材、紹介の企画を商店街だけではなく、その他の飲食店にも協力して頂く。 

・ 地域住民や学生がパーム油について知るだけでなく、RSPO 認証マーク付きのパーム油

およびパーム油使用製品を選んでもらうように啓発する活動を展開する。 

・ スタディツアーの経験豊富な NPO 法人ナマケモノ倶楽部と共同で明治学院大学主催の

アブラヤシプランテーションへのスタディツアーを実施する。 

・ 様々な環境 NPO・NGO や環境に配慮した飲食店とのネットワークを利用して、他地域

へも活動を広げていく。 
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4. 費用費用費用費用 

活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するためのするためのするためのするための費用費用費用費用(1 年間年間年間年間) 単位単位単位単位:円円円円 

 

 

5. 活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するするするする上上上上でのでのでのでの課題課題課題課題 

5-1.活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するするするする上上上上であなたがであなたがであなたがであなたが直面直面直面直面しているしているしているしている課題課題課題課題 

地域と大学だけでは、活動の広がりに限界がある。他の NPO や NGO との連携や特にパ

ーム油を使用して製品を作っている企業との連携をしていかなければ、パーム油を取り巻

く状況を変えていく大きな動きにはならない。 

 

5-2. 上記上記上記上記 1 のののの課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが他人他人他人他人からからからから支援支援支援支援やややや協力協力協力協力をしてほしいことをしてほしいことをしてほしいことをしてほしいこと 

NPO や NGO との連携や特にパーム油を使用して製品を作っている企業と連携して何ら

かの共同でイベントを開催したい。 
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4-4．ニノ・コニス・サンタナ国立公園における 

住民主導型環境保全システムの構築 

（東ティモール民主共和国）: 小崎 好美 

 

(1) 活動活動活動活動のののの概要概要概要概要とととと背景背景背景背景  

1-1. 企画書企画書企画書企画書のタイトルのタイトルのタイトルのタイトル 

ニノ・コニス・サンタナ国立公園における住民

主導型環境保全システムの構築 

(東ティモール民主共和国) 

 

 

 

1-2. 現地研修現地研修現地研修現地研修からからからから学学学学んだことんだことんだことんだこと、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその学習成果学習成果学習成果学習成果をををを模擬企画書模擬企画書模擬企画書模擬企画書にどのようににどのようににどのようににどのように反映反映反映反映させさせさせさせ

ましたかましたかましたかましたか。。。。 

グヌン･ルーサー国立公園では、地域住民が主導する形で国立公園事務所の職員と対等な関

係を構築し、連携して公園管理やエコツアーを実施していた。 

 グヌン･ハリムン･サラック国立公園では、国立公園内の地域住民と国立公園事務所や NGO

が協働して新しいプロジェクトの運営を開始していた。 

 その他の訪問先でも、各関係機関や団体、企業や地域住民が良好な関係を築きながら活動

している様子が伺えた。 

 また、今回の現地研修も含めて、NGO が住民とその他のステークホルダーを繋ぎ調整する

という役割を担っていることを学んだ。 

 本企画書では、住民主導型でプロジェクトを実施し、その中でその他のステークホルダー

との協力体制を構築できるよう考えた。 

 

(2) 環境問題環境問題環境問題環境問題のののの考考考考ええええ方方方方&解決方法解決方法解決方法解決方法  

2-1. 現状現状現状現状・・・・問題問題問題問題 

ニノ・コニス・サンタナ国立公園(以下 NKSNP)は、2007年に誕生した東ティモール初の国

立公園である。いくつかの重要な野鳥生息地を含み、1,236km2 の領域のうち 556 km2 はコー

ラル・トライアングルの一部を成す海域である。国際自然保護連合(IUCN)の景観保護地域(自

然保護地域カテゴリーⅤ)に指定されており、200以上の史跡と合わせて、謂わば、「文化的景

観」として評価されている。 

紛争後の復興期から徐々に開発期へと加速しつつある東ティモールにあって、これまで比

較的良好な環境を保ってきた NKSNP周辺地域では、近年大きな環境の変化が見られるように

なった。しかしながら同地域では、国立公園に対する認知はあっても住民にその意義が理解

されているとは言えない。また、国全体として人材不足や行政の能力不足という課題を抱え



研修報告書 
第 4 章 模擬企画書 
                                                        

 

                                           

4-14

る中で、地域の人々も自立したコミュニティ運営ができておらず、地域の適切な環境管理を

実現していく上でいくつもの課題がある。 

 

2-2. 問題問題問題問題をををを解決解決解決解決するためのするためのするためのするための活動内容活動内容活動内容活動内容 

NKSNP 内 Com 村の中山間集落では、CLC(コミュニティ・ラーニング・センター)設立・

運営を契機として自立的地域コミュニティが形成され始めている。そこで CLC の仕組みを活

用し、NGO「たねとも」がローカル NGO「GNET」と住民組織である CLC 運営委員会と協

働して、まず同村の海岸沿い集落と合わせた Com村全体をプロジェクトサイトとした住民主

導型環境保全システムのモデルを構築する。 

※周辺地域への普及を前提としたプロジェクト形成を行う。 

具体的には、 

① 全住民を対象とした CLC プログラムとしての環境教育や生活改善 

② 環境ボランティア制度の導入と人材育成 

③ 森林保護管理官、農業普及員など行政職員を含めた地域生態系管理委員会の設置 

  

① 全住民を対象とした CLC プログラムとしての環境教育や生活改善 

CLC は、ノンフォーマル教育の拠点として地域の公民館のような仕組みを住民自身が組織

するものである。CLC で実施されるプログラムは、住民のニーズに合わせて住民自身が選定

する。 

ここでは様々な CLC での事例と PRODEFIモデルを参考に、〈地域の講師〉が〈地域のニー

ズに合った〉プログラムを〈オープンに〉(参加者を選別せず)実施し、インプットに対するリ

アクションをフィードバックして次のインプットを検討するプロセスを繰り返す。 

ロケットストーブ・かまどの導入による薪の効率的利用といった生活技術改善や持続可能

な農法などについてのプログラム、地域資源を再確認するためのトランセクトをはじめとし

た参加型調査、他地域のエコツーリズムについてのケーススタディなどを含む。子どもを対

象とした環境教育の導入も有効と考えられる。 

こうしたプロセスは、将来的に生態系管理におけるアダプティブ・マネジメント手法を用

いる上で、親和性が高いものと考えられる。 

 

② 環境ボランティア制度の導入と人材育成 

同地域においては、保健・医療分野の人材不足を補う上で保健ボランティア制度が一定の

成果を上げており、これに倣って環境ボランティア制度を導入する。 

 

・ 環境ボランティア 

環境ボランティアとしての活動に興味を持つ住民を登録し、集落の中で生活改善活動

などを促進する。CLC プログラムをサポートし、CLC プログラムにまだ参加していない

住民に対してその実践を普及する役目を担う。 
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・ コミュニティ・レンジャー 

環境ボランティアのうちスキルアップ研修を受講し一定の要件を満たした者をコミュ

ニティ・レンジャーとして登録する。研修では、地域の環境の特性を知るためのフィー

ルドワークや調査を行う。 

地域が抱えている環境に関する課題(廃棄物や取り決めに反する資源収奪の問題など)

を見つけ、課題解決のために地域住民主導でできる事を提案・実践する。将来的にエコ

ツーリズムにおけるガイド・インタープリターを担うことも想定される。 

 

・ コーディネーター 

自分の住んでいる集落以外の集落の状況について学び、Com 村全体として生態系管理

を実施するために、行政職員・村長・集落長との連携、コミュニティ・レンジャーとの

協働を進め、調整を行う。 

 

③ 森林保護管理官、農業普及員など行政職員を含めた地域生態系管理委員会の設置 

住民側は法令や行政の計画について、行政側は地域の実情について理解を深める必要が

あり、情報共有の仕組みづくりとして、住民を代表する村長、コーディネーターが中心と

なり、森林保護管理官、農業普及員などの行政職員を含む関係者が「地域生態系管理委員

会」を組織する。定例会を行うほか、将来的にはアダプティブ・マネジメント手法を用い

た生態系管理の実施(合意形成)を主導する。ここでの協働をきっかけとして、行政職員が

CLC プログラムの講師になるなど、新しい協働が創出されることも想定されうる。 

 

図図図図：：：：アダプティブ・マネジメントアダプティブ・マネジメントアダプティブ・マネジメントアダプティブ・マネジメント 

 
 

2-3. 活動活動活動活動のののの対象者及対象者及対象者及対象者及びびびび活動活動活動活動をををを実施実施実施実施することによるすることによるすることによるすることによる対象者対象者対象者対象者のののの利益利益利益利益(ベネフィットベネフィットベネフィットベネフィット) 

〈直接受益者〉Com村住民(約 2,000 人)、行政職員、ローカル NGO スタッフ 

〈間接受益者〉NKSNP内 6村および Lautem県内の周辺地域住民（1万 2,000 人～6万人） 

 



研修報告書 
第 4 章 模擬企画書 
                                                        

 

                                           

4-16

① Com村の地域環境と生活が改善される。 

② 環境ボランティアのキャパシティに合ったトレーニングが実施される。 

③ 環境ボランティアによって環境教育や生活改善の普及活動が行われ、住民の環境に関す

る知識と意識が高まる。 

④ 行政職員、ローカル NGO スタッフの知識、スキル、意識が高まる。 

⑤ コミュニティ・レンジャーやコーディネーター、行政職員、ローカル NGO スタッフが

他地域に自立したコミュニティ運営と住民主導型環境保全プロセスを普及させる。 

 

2-4. 活動活動活動活動のののの協力者協力者協力者協力者(支援者支援者支援者支援者)とととと活動活動活動活動をををを実施実施実施実施することによってすることによってすることによってすることによって各協力先各協力先各協力先各協力先がががが受受受受けるけるけるける利益利益利益利益(ベネフィットベネフィットベネフィットベネフィット) 

① ローカル NGO スタッフ：このプロジェクトのために作成した教材を他地域でも活用でき

る。 

② CLC 運営委員会：現在実施している算数補習クラスや英語クラス等以外に環境に関する

プログラムが CLC 活動の中に増え、CLC の成果としてアピールすることができる。 

③ 行政職員(森林保護管理官、農業普及員など)：自身の能力を向上させ、住民と連携できる

ようになる。 

④ 職業訓練学校：生徒がロケットストーブ製作等、技術的な実践の場を得ることができる(サ

ービスラーニング)。 

 

(3) 実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール  

3-1. 活動実施活動実施活動実施活動実施におけるにおけるにおけるにおける活動項目活動項目活動項目活動項目とスケジュールとスケジュールとスケジュールとスケジュール(1 年以内年以内年以内年以内) 
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3-2. 活動実施活動実施活動実施活動実施 1 年後年後年後年後のののの活動計画活動計画活動計画活動計画(活動活動活動活動のののの持続性持続性持続性持続性)  

① NKSNP内 6村を対象として、コミュニティ・レンジャーやコーディネーター、行政職員、

ローカル NGO スタッフが、環境ボランティアのキャパシティに合わせた研修を行う。 

② 環境ボランティアが全住民を対象とした環境教育や生活改善を継続する。 

③ 環境ボランティア協議会を設置する。 

④ 協議会が中心となって、コミュニティ・レンジャーをガイド・インタープリターとした

エコツーリズム・プログラム開発と窓口の設置を行う。 

 

(4) 費用費用費用費用 

活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するためのするためのするためのするための費用費用費用費用(1 年間年間年間年間)    単位単位単位単位:円円円円 

 

 

(5) 課題課題課題課題 

5-1. 活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するするするする上上上上であなたがであなたがであなたがであなたが直面直面直面直面しているしているしているしている課題課題課題課題 

・ 近隣で講師を探すことが難しい。 

・ 現地語(テトゥン語・ファタルク語)の教材がない。 

 

5-2. 上記上記上記上記 1 のののの課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが他人他人他人他人からからからから支援支援支援支援やややや協力協力協力協力をしてほしいことをしてほしいことをしてほしいことをしてほしいこと 

・ 自分の住む地域で同じような活動を実践している人を講師として招聘したい。 

・ 環境教育の専門家を講師として招聘したい。 

・ 翻訳(インドネシア語もしくは英語)を手伝える人材を集めたい。 
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4-5．東京における認証パーム油プロモーション計画 

～キレイになって、地球を守ろう!!～: 高柳 恭子 

 

(1) 活動活動活動活動のののの概要概要概要概要とととと背景背景背景背景  

1-1. 企画書企画書企画書企画書のタイトルのタイトルのタイトルのタイトル 

東京における認証パーム油プロモーション計画～キレイになって、地球を守ろう!!～ 

 

1-2. 現地研修現地研修現地研修現地研修からからからから学学学学んだことんだことんだことんだこと、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその学習成果学習成果学習成果学習成果をををを模擬企画書模擬企画書模擬企画書模擬企画書にどのようににどのようににどのようににどのように反映反映反映反映させさせさせさせ

ましたかましたかましたかましたか。。。。 

『持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)事務局』を訪問することで、パーム油生産

の現状とそこに横たわる課題を詳しく知ることができた。また、『RSPO』という、パーム油

問題解決のために構築された国際的な認証の仕組みと、その可能性も学ぶことができた。 

 その結果、日本では(正確には世界でも)、まだパーム油に関する知識も足りず、ましてや認

証パーム油についてなど、ほぼ全く認知されていないことがわかった。 

 今回、その周知を少しでも図るべく、この企画を考案した。東京におけるピンポイントな

認証パーム油プロモーションを行うことで、流行に敏感な女性たちにその存在が認知され、

そこから購買活動が始まることによって、インドネシアの認証パーム業界に大きな利益が生

まれる、という企画である。 

 

(2) 環境問題環境問題環境問題環境問題のののの考考考考ええええ方方方方&解解解解決方法決方法決方法決方法  

2-1. 現状現状現状現状・・・・問題問題問題問題 

森林資源が豊富なインドネシアでは、70 年代の前半から活発な森林開発が行われるように

なった。近年では特にアブラヤシプランテーションが急速に増加しており、森林破壊、稀少

動植物生息地の減少、気候変動への影響などが懸念されている。特にパーム油生産において

は、土地の不正利用や住民からの搾取、児童就労や環境破壊など、多くの問題をはらんでい

るにも関わらず、その実態は日本でほとんど知られていない。 

 一方、現在の日本においては、スーパーマーケットに並ぶ商品の半数以上にパーム油が使

用されているとのデータもあるほど、パーム油は日本人の生活ととても密接に関わっている

資源であることが明らかである。しかし、その認知に関しては、未だ全く進んでいないのが

現状である。 

 また同じパーム油でも、上記の問題が多発するプランテーションから生産された製品と、

『RSPO』が定めた一定の基準をクリアして生産された、いわゆる『認証パーム油』が存在す

るため、まずはその違いや生産方法などを認識してもらうことが、第 1 ステップだと考えら

れる。 
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2-2. 問題問題問題問題をををを解決解決解決解決するたするたするたするためのめのめのめの活動内容活動内容活動内容活動内容 

対象者  ：日本人女性(東京在住) 

対象年齢 ：20代～40代 

対象者職業：会社員、主婦、自営業など(定収があることが望ましい) 

活動場所 ：都内高級スポーツクラブ、高級スパなど 

協力者  ：認証パーム油製品販売者(例: ロクシタン、Body Shop、サラヤなど) 

対象商品 ：ボディーソープ、シャンプー、リンス、化粧水、乳液、ボディーローション等 

活動内容 ：施設内の浴室、更衣室、パウダールームなどに、上記認証パーム油製品を設置

する。対象者には自由に使用してもらうことで商品を周知し、購入を促す。ま

た、認証パーム油についての説明が書かれたパンフレットを随所に設置し、パ

ーム油への理解を深めてもらうのも重要なポイントである。         

       スパ内のサウナで、認証パーム油製造法や違法伐採、生産者からの直接的な

メッセージを紹介する VTR を放映し、対象者に対するより深い印象付けを試み

る。 

 

2-3. 活動活動活動活動のののの対象者及対象者及対象者及対象者及びびびび活動活動活動活動をををを実施実施実施実施することによるすることによるすることによるすることによる対象者対象者対象者対象者のののの利益利益利益利益(ベネフィットベネフィットベネフィットベネフィット) 

対象者：  

・ 東京在住の 20代～40代女性。 

・ 高級スポーツクラブ会員、あるいは高級スパ利用者。 

 

利益：   

・ パーム油についての知識の獲得 

・ 良質なスキンケアライン使用による肌質改善 

・ 自尊心、虚栄心の充足(「人と違う」意識での満足) 

・ 環境保全活動への参加、という満足感 

・ スタディツアーへの参加の可能性 

 

2-4. 活動活動活動活動のののの協力者協力者協力者協力者(支援者支援者支援者支援者)とととと活動活動活動活動をををを実施実施実施実施することによってすることによってすることによってすることによって各協力先各協力先各協力先各協力先がががが受受受受けるけるけるける利益利益利益利益(ベネフィットベネフィットベネフィットベネフィット) 

●活動の協力者 

① 認証パーム油生産者 

② RSPO 

③ 認証パーム油使用製品生産社(例:ロクシタン、Body Shop、サラヤ等) 

④ 高級スポーツクラブ、スパ(女子比の高い、例えば、東急スポーツオアシス等) 

 

●各協力先が受ける利益 

① 日本の東京という土地で、認証パーム油に対する認知が広まると同時に、その製品が購入
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されることで金銭的に利益を得る。 

② RSPO の認証による、パーム油生産現場の相違が理解され、認証パーム油の価値がより認

識される。結果、多くのプランテーションが認証を取ろうと努力する機運が高まり、生産

現場の環境が改善する。 

③ 製品が広く認知され、商品売上が向上する。『認証パーム油』を使用している企業として、

企業イメージがアップする。 

④ 認証パーム油のプロモーション協力をすることで、シャンプー、リンスなどの消耗品アメ

ニティ類が無償提供され、月予算を大幅に削減できる。 

 

(3) 実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール  

3-1. 活動実施活動実施活動実施活動実施におけるにおけるにおけるにおける活動項目活動項目活動項目活動項目とスケジュールとスケジュールとスケジュールとスケジュール(1 年以内年以内年以内年以内) 

 

 

3-2. 活動実施活動実施活動実施活動実施 1 年後年後年後年後のののの活動計画活動計画活動計画活動計画(活動活動活動活動のののの持続性持続性持続性持続性)  

・ 同じ施設で定期的にプロモーションを行うことによって、新規会員などにも定期的に商

品に接してもらう機会を設ける。 

・ 最初にプロモーションを展開した施設で感触がよければ、チェーン店舗において順次同

プロモーションを展開し、さらに多くの場所で、多くの人の目に触れる機会をつくる。 

・ 当該店舗で製品を購入した人たちに対する追跡アンケートを実施する。トライアルでは

わからなかった、継続後の使用感や要望を調査し、それを生産者や RSPO に伝達する。

それによって生産者側の更なる品質向上への努力を促す。 

 

（オプションとして） 

・ 定期購入決定者など、商品に対する強い興味関心が感じられる使用者については、抽選

などによりインドネシアへの視察旅行(スタディツアー)をプレゼント(スポーツジム、ス

パ担当者は招待)。現地で実際に認証パーム油生産者と交流することでさらにパーム油に

対する知識や認識を向上させてもらうと同時に、生産者たちに生の声を届けることで、
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生産者側のモチベーションアップを図る。 

 

(4) 費用費用費用費用 

活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するためのするためのするためのするための費用費用費用費用(1 年間年間年間年間)    単位単位単位単位:円円円円 

 

 

(5) 課題課題課題課題 

5-1. 活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するするするする上上上上であなたがであなたがであなたがであなたが直面直面直面直面しているしているしているしている課題課題課題課題 

① 認証パーム油使用製品販売社内で、予算がまだ確定していない。 

② 使用者のうち、どれくらいの割合の人が購入までしてくれるか、見通しが立てにくい。 

③ 口コミ効果に期待しているが、どのくらい影響力があるか未知数。 

 

5-2. 上記上記上記上記 1 のののの課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが他人他人他人他人からからからから支援支援支援支援やややや協力協力協力協力をしてほしいことをしてほしいことをしてほしいことをしてほしいこと 

① 社内の予算管理に関しては、先読みして利益を保証することは不可能なので、信任して

ほしい(完全に不可能であれば、援助金などへの申請も検討)。 

② 使用者に対して、可能な限りアンケートに協力してもらい、要望には迅速に対応する。  

③ ポスターやパンフレットを通じて、個人ブログへの記載や Facebook での書き込みなどを

呼びかける。 
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4-6．インドネシアの国立公園における 

エコツーリズム事業の協働組合化: 槙野 尚 

 

1.    模擬企画模擬企画模擬企画模擬企画のののの背景背景背景背景 

 私の現在の活動領域は日本の上場企業を対象とした社会的責任投資とあり、インドネシア

の環境保全と結び付けるにはいささか困難である。そうしたところ、個人研修テーマで協同

組合について調べていたところ、国連は 2012年を「国際協同組合年」に指定しており、また

国連世界観光機関(UNWTO)のイニシアチブにより国連総会は同年 12 月に「貧困撲滅と環境

保護のためのエコツーリズム振興」と題した決議を可決していたことを知った。そしてこの

決議の中で国連は、途上国各国がエコツーリズムの分野における中小企業を創設し、協同組

合を創設し、マイクロクレジットなどの手段で資本へのアクセスを容易にすることを求めて

いるのである。そこで「エコツーリズム」×「協同組合」という組み合わせが世界的にも時流

に乗ったものであると判断し、これを深掘りしてみることにした。 

 

図図図図 1：：：：協同組合協同組合協同組合協同組合とエコツーリズムをとエコツーリズムをとエコツーリズムをとエコツーリズムを巡巡巡巡るるるる近年近年近年近年のののの国連国連国連国連のののの動動動動きききき 

■　2012年を国際協同組合年に指定
2009年12月の総会で決定。目的は主に以下の三つ。

①協同組合についての社会的認知度を高める
②協同組合の設立や発展を促進する
③協同組合の設立や発展につながる政策を定めるよう政府や関係機関に働きかける

■　2012年12月の総会で貧困撲滅と環境保全のためエコツーリズムの活用を国連決議
決議の第十項では協同組合の活用が呼びかけられている。

（原文）

（抄訳）

Encounrage Members State to promote investment in ecotourism, in accordance
withtheir national legislation, which may include creating small and medium-sized
enterprises, promoting cooperativespromoting cooperativespromoting cooperativespromoting cooperatives and facilitating access to finance through
inclusive finaicial services, including microcredit initiatives for the poor, local and
indigenous communities in area with high ecotourism potential, including rural areas;

各国は、エコツーリズム分野における中小企業を創設し、協同組合を促進協同組合を促進協同組合を促進協同組合を促進し、マイクロ
クレジットなどの手段で、資本へのアクセスを容易にしなければならない  

 

2.    活動活動活動活動のののの概要概要概要概要 

 本企画書が提案するエコツーリズム事業の協同組合化は二つの段階で行われる。それはグ

ヌン・ハリムン・サラック国立公園(GHSNP)のような各国立公園の内部における協同組合の

設立と、そうしてインドネシア全土のエコツーリズムの運営に携わる協同組合を結び付けた

ネットワーク型組織の設立である。なお、自然と住民の共生が必要であり、そのための手段

としてエコツーリズムが有用であるのは森林公園に限らず海洋保護地域においても同じであ

り、途中 GHSNP について考察するため国立公園とは森林公園のことを意味しているが、本

企画書はマリン・エコツーリズムも視野に入れたものである。 

 協同組合の設立には三つの目的があり、それは①技術・資本の蓄積と対外的な交渉力の向
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上を通じた相互的な経済発展、②ピア・プレッシャーを利用した環境保全活動の監視と過度

なビジネス化への歯止め作用、③公平な租税負担と公平な利益共有である。他方ネットワー

ク型組織の設立に当たっては、①国立公園や観光行政を所管する政府との交渉力向上、②イ

ンドネシア全土としてのエコツーリズムの競争力向上と顧客便益への配慮、③インドネシア

の国土の広さや植生の多様さを利用したリスク分散の三つを目的としている。 

 

図図図図 2：：：：二段階構想二段階構想二段階構想二段階構想 

 
 

3.    対処対処対処対処すべきすべきすべきすべき環境問題環境問題環境問題環境問題についてについてについてについて 

(1)問題意識 

 日本にいると国立公園に指定されていれば温泉や地熱発電所の開発も進まないように、絶

対的に守られたものだというイメージがあった。しかし、本研修を通じてインドネシアにお

いては必ずしもそうではなく、国立公園に指定されていても違法伐採や焼き畑農業は進んで

しまうということを知った。しかし、それも、先祖伝来の土地で暮らしていたところ住民の

意見を置き去りにして国立公園化が進んでしまったという場合も多く、問題の解決に当たっ

ては監視と摘発ではなく、国立公園と住民が共生を図る道を探していかなければならない。

そのためには彼らが森林資源を消費し尽くさず、持続可能な形で生計を図れる手段を講じな

ければならない。 

 

(2)選択可能な手段 

そのための手段としては、村落から製品を売り出す方向として NTFP(非木材林産物)の商品
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化、また逆に村落へ人を呼び込む方向としてエコツーリズムが存在する。村落から若者を輩

出してその仕送りで生計を立てるというのもありうる選択肢だが、日本や中国の事例を見れ

ば分かるように中長期的には地方の著しい衰退を招いており、またインドネシアにおいては

それほど魅力的な就労先も存在せず、金の違法採掘に従事してしまう危険性があることから、

この選択肢は考慮しないものとする。 

では、NTFP とエコツーリズムを比較して、どちらが国立公園と住民の共生にとって望まし

いだろうか。NTFP は市場規模や経済的な波及効果が小さく、また国立公園それぞれで製品の

差別化が難しく、過当競争を招きやすいため、不適当だと私は考える。NTFP といえば手編み

のバックやはちみつなどが想起されるが、いずれも輸送コストを考えれば並みの品質ではア

クセスできる市場は限定されており、また経済効果は生産者と運搬人、せいぜい原材料や設

備の提供者までしか広がらない。製品を売るということは相手の土壌で勝負するということ

であり、従って買い叩かれるリスクが高いばかりか、販売先の事情に合わせて法対応やマー

ケティング手法を変えなければならない。インドネシアでは「はちみつ」とラベリングでき

る商品が、日本では水分含有量の問題で「ハニーシロップ」になってしまうのが好例である。

加えて、はちみつはまだしも手編みのバックになると生産地ごとの区別はつかず、それぞれ

の国立公園が類似した商品を販売して価格を下げ合ってしまうことが危惧される。 

 

図図図図 3：：：：手段手段手段手段のののの比較比較比較比較 

 

出所: エコツーリズムの成長率については TIES(2006) 

 

一方、エコツーリズムの市場は欧米と豪州の観光客を中心に伸びており、90 年代から 05
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年頃までは年率 20-30%、現在でも年率 10%近くで成長している有望産業であるi。また、ガ

イドやロッジの経営などエコツーリズムで直接収益を得る人もいれば、観光客の輸送やロッ

ジへの食材の提供、また家屋や橋梁の建設など間接的にその恩恵に与る人も存在する。この

ようにエコツーリズムの裾野は広いため、そこで得られた所得が村落で再度使われるという

トリクルダウンにも期待できる。また、数ある国立公園はそれぞれに守るべき生態系が存在

するから指定されているのであり、その意味で自らそれぞれの持ち味は異なっているはずで

ある。そのため国立公園そのものでも差別化が可能であり、また渓谷ならばウォーターレジ

ャー、火山地帯ならば温泉、特定の資源がなければ民族舞踊やマッサージなど、付加価値の

つけ方にも様々な選択肢が存在する。その意味で、国立公園相互の健全な競争関係を築きや

すい。 

 

4.    「「「「エコツーリズムエコツーリズムエコツーリズムエコツーリズム」」」」×「「「「協同組合協同組合協同組合協同組合」」」」 

(1)各公園レベルでの取り組み 

 概論で述べた協同組合を設立する三つの目的に従って検討する。 

 

図図図図 4：：：：協同組合協同組合協同組合協同組合のののの特色特色特色特色とととと、、、、エコツーリズムにおいてエコツーリズムにおいてエコツーリズムにおいてエコツーリズムにおいて持持持持つつつつ意味意味意味意味 

 

 

①技術・資本の蓄積と対外的な交渉力の向上を通じた相互的な経済発展 

 エコツーリズムを行うにはガイドや宿泊施設の運営を行うための専門知識が必要であり、

また開業に当たっては知識を身に付けるための自己投資や設備投資が必要になる。技術や

知識については、エコツーリズムは単に製品を売るのと違い、その土地ならではの魅力を

提供する必要があるため、技術や知識の地域特殊性が高いと考えられる。逆に言うと、こ

                                                  
i The International Ecotourism Society(2006), "Fact Sheet: Global Ecotourism" 
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れを独占してしまうとその土地でのエコツーリズムはその人一人しか営めなくなってしま

うため、広く公共財として存在しているのが望ましい。そのためには、エコツーリズムへ

の参入を自由競争の下に晒すのではなく、組合への参加を義務付けることにより、こうし

た独占を防ぎ、村落全体で技術や知識を享受することができる。 

 資本ないしは原始的蓄積についてだが、これも自由競争の下では初期の資産状況によっ

て大きな不公平が生じてしまうことになる。すなわち、もともと裕福で土地を持っている

人が橋や道路などの公共財を独占してしまいかねず、またロッジなどの宿泊施設も一人で

多くを経営されると他の人に参入の余地がなくなってしまう。そこで各組合員に公平な事

業機会と資本へのアクセスを可能にするため、協同組合を母体として信用組合を設立した

いと考えている。LPT でのヒアリングによるとエコツーリズムのために銀行借り入れを行

うことは可能なようだが、これは土地を担保に差し出せる人に限られてしまう。これは銀

行にエコツーリズムの事業性を評価することが困難なため、情報の非対称性から土地を担

保に取ることが銀行にとって合理的な行動であるから起こるのだが、それならば与信審査

をする側に専門知識が存在すれば、担保がなくても貸し付けることが可能である。エコツ

ーリズム協同組合を母体とした信用組合ならばこの専門知識が存在しており、例えば新た

なロッジの建設がペイするものなのか判断できる。また、インドネシアの成人のうち銀行

口座を持っている人は 4 割とインドネシアではまだ金融サービスへのアクセスがままなら

ない状況だが、信用組合を設立すればエコツーリズム従事者以外もこれを利用し資産を運

用することができるし、また分配金をいったん強制的に貯蓄させればタバコ等への浪費を

防ぐこともできる。 

図図図図 5：：：：信用組合信用組合信用組合信用組合のののの設立設立設立設立とととと一般市民一般市民一般市民一般市民のののの利益参加利益参加利益参加利益参加 
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②ピア・プレッシャーを利用した環境保全活動の監視と過度なビジネス化への歯止め作用 

 TIES によるエコツーリズムの定義とは「自然保護と人々の生活の向上に貢献する、責任

のある自然観光」であり、言うまでもなくエコツーリズムでは第一に観光資源としての自

然が保護され、持続可能な形でビジネスとの調和が図られなければならない。株式会社組

織は利潤の最大化を目的としており、トリプルボトムラインのように経済面だけではなく

社会面や環境面にも配慮すべしという経営目標の立て方は存在するが、資本多数決という

意思決定方法からもそうした多面的な配慮は苦手としている。一方、協同組合は相互扶助

と一人一票の平等主義の精神に立脚しており、各人の意見を反映し、特定人の利益だけを

優先する動きには歯止めをかけることができる。 

 また、知識の多寡や出自の貴賤に関わらず同等の権利を持てる協同組合では、その分安

易な意思決定を招いてしまう危険性も高いことから組合員への教育を重要な柱に据えてい

る。エコツーリズムは環境保全と、保全された価値の有効活用を繰り返す中で実現される

ものであり、住民や組合員の環境意識向上が欠かせない。株式会社組織や個人経営ならば

他者の環境意識には無関心でいられるかもしれないが、協同組合を結成すると、もはや一

蓮托生であり、環境破壊的な思考を持った人には集団内部の規律で歯止めがかけられるこ

とが期待される。 

 

③公平な負担と公平な利益共有 

 エコツーリズムを開始するに当たっては当然初期投資が必要になる。協同組合を設立し、

開業に組合要件を設けることでそのフリーライダーを防ぐことが可能になる。またエコツ

ーリズムが成功し一定の経済的収益を生むようになると、納税の必要性も生まれてくるだ

ろう。そうしたとき住民を束ねる組織が存在すれば納税が円滑に行われ、地方自治体との

関係も良好に保てるものと考えられる。 

 エコツーリズムにおけるサービスの価格設定をどのように行い、そこから生まれる利益

をどのように配分するかは重要な問題である。自由競争に晒してしまうと競争力のある事

業者が利益率の高いビジネスを独占してしまい、他の人はエコツーリズムの恩恵に与れな

くなる。一方で完全に価格を統制してしまうと創意工夫を阻害してしまうことになる。 

グヌン・ルーサー国立公園の象に乗るのが 1 回 7,000 円と聞いて私は、エコツーリズム

に参加するだけでその人の所得を完全に補うのは相当難しいと感じた。ロッジの経営など

利益率の高い事業を営める者は良いかもしれないが、そうでない者は相当値段を引き上げ

るか、薄利多売にいそしむしかなくなってしまう。そこで、村への入場料やエコツアーへ

のエントリーフィーを引き上げ、これを協同組合でプールしてエコツアー事業参加者のベ

ーシックインカムとして利用することはできないだろうか。例えば、1 人月 2万円の所得が

必要だとした場合、ベーシックインカムで 1 万円を補うことができれば、単純計算で象に

乗る価格は 3,500円まで引き下げることができる。Nabin Baral et al.(2008)によると、ネパ

ールの調査結果ではあるが、エコツアーへの参加者は入場料が環境保全に結び付くのであ
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ればより高い料金を払っても良いと考えており、これはロッジの値段を引き上げられると

家主を儲けさせるだけだが、入場料を引き上げるのはその村のためになると思えば受け入

れられるという個人的な認識とも一致するものである。もっとも、それは先進国と途上国

の間で経済格差が大きい場合にのみ成り立つ話だが、しばらくは妥当すると考えて良いだ

ろう。 

こうして入場料を引き上げるのならば、その受け皿となって資金を貯蓄・管理する組織

が必要になる。それは公共的な性格を持つものなので、町役場か、さもなければ協同組合

が望ましいだろう。これを協同組合にゆだねれば、①で考案した信用組合と連携してエコ

ツーリズムの拡充に向けた投資に充てることも可能であるし、村の教育や医療に充てるこ

とで非組合員に利益還元することも可能である。こうした所得の再配分政策は民意を踏ま

えて実施されなければならず、その意味で株式会社組織や個人経営よりも、協同組合に一

日の長があると言えるだろう。 

 

図図図図 6：：：：協同組合協同組合協同組合協同組合とととと信用組合信用組合信用組合信用組合をををを利用利用利用利用したしたしたした再配分機能再配分機能再配分機能再配分機能 

 

(2)ネットワーク型組織の設立 

 次にネットワーク型組織の設立について同様に検討する。 

①国立公園や観光行政を所管する政府との交渉力向上 

 インドネシアは現在、「観光クリエイティブエコノミー省」というクリエイティブな組織
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を立ち上げて観光業の育成に力を入れている。しかし自然の価値とその希少性や脆弱性は

自然と共に暮らしている住民が一番理解しているはずであり、政府の観光政策について紹

介した新聞記事を読むと、エコツーリズムも外貨獲得の手段としか見ていない点に恐ろし

さを感じるii。一方で、観光クリエイティブエコノミー省の日本語ページではバリ島の魅力

などには触れられているものの、エコツーリズムへの言及はなく、観光資源としての位置

づけも十分とは言えない。こうした政府の認識を変え、エコツーリズムにとって望ましい

政策を取らせるためには、各地の住民が連携し、交渉力を高めなければならない。ネット

ワーク型の組織を設立することはその一助になる。 

 

資料資料資料資料 1：：：：インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア観光観光観光観光クリエイティブエコノミークリエイティブエコノミークリエイティブエコノミークリエイティブエコノミー省省省省のレジャーのレジャーのレジャーのレジャー紹介紹介紹介紹介 

 

出所: http://www.visitindonesia.jp/enjoy/play/02.html 

 

②インドネシア全土としてのエコツーリズムの競争力向上と顧客便益への配慮 

 インドネシアにおいてエコツーリズムを推進している団体として INDECON が存在する

が、残念ながら英語版ホームページの更新は 2012年 2月で途絶えており、ページ内にもリ

ンク切れが目立つ。観光省のページも先ほどの通りなので、専門の代理店を通さなければ

インドネシアのエコツーリズムにはアクセスしにくいものと考えられる。 

 また、ある国立公園ではアメニティとしてタオルがあって、別の公園ではない、ある公

                                                  
ii The Jakarta Post(2013)” Indonesia’s frontier islands in line for ecotourism investment” 

http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/10/indonesia-s-frontier-islands-line-ecotourism-investment.html 
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園ではビールが飲めるけれど、別の公園では飲めないなど、差別化以外の部分で差が生じ

てしまい、利用者の混乱を招いていることは容易に想像できる。 

インドネシアの魅力はその豊かな生態系であり、せっかくインドネシアに来るのならば一

度に複数の国立公園を訪れたいという外国人観光客も多いだろう。また国内観光客向けな

らば 3 つ訪れると 4 つ目は入場料などのサービスがあってもよいはずだ。これらのサービ

スを実現するためにはそれぞれの国立公園に横串を通さなければならない。 

 

図 7：観光業における競争力ランキング 

出所: World Economic Forum, Tourism Competitiveness Report(2007) 

 

図図図図 8：：：：ネットワークネットワークネットワークネットワーク型組織型組織型組織型組織のののの特徴特徴特徴特徴とととと、、、、エコツーリズムにおいてエコツーリズムにおいてエコツーリズムにおいてエコツーリズムにおいて持持持持つつつつ意味意味意味意味 

 

 

③インドネシアの国土の広さや植生の多様さを利用したリスク分散の三つを目的としている 

 エコツーリズムは自然に依存した産業であるため、当然気候や自然災害によって収益は

大きく変動してしまう。ある地域で火山が爆発してエコツーリズムが不能になることもあ

るだろう。逆に、ある地域で人気が出すぎて環境を破壊してしまう懸念が出たので、入場

マレーシア タイ インドネシア コスタリカ

全体順位 31 43 60 41

観光インフラ 60 53 87 36

自然・文化資源 101 77 58 28

観光政策 21 25 6 34

環境保護規制 20 39 81 35

人的資源 31 75 62 28
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料を引き上げて一時的に所得低下に耐えなければならない局面も生まれるかもしれない。

そうしたリスクに対処するため、各公園内での信用組合に類似したプール資金をインドネ

シア全土で設けることが有効だと考える。 

 

5.    課題課題課題課題 

 ここまで協同組合の特徴や、エコツーリズムにおいて発揮する強みなどを検討してきたが、

いざこうしたフレームワークをグヌン・ハリムン・サラック国立公園など具体的な場所での

行動に落とし込もうとすると、何から手を着ければいいのか分からなくなってしまった。 

 マラサリ村では農業の組合があることをヒアリングベースで確認しているので、それを土

台にして可能な限り住民がこれまでに採ってきた意志決定方法や統治方法を援用するのが良

いのではないかと思うが、ではその組合がどのようなものであるかまでは聞いているはずも

なく、手詰まり感を覚える。 

 開発の分野では「現場に出なければ分からない」という言葉をしきりに耳にするが、事実、

「住民の意思を尊重する」という言葉はとても響きが良いのであるが、実践するのが非常に

困難なものであることを感じた。今回取り上げた信用組合を利用した途上国における金融包

摂などには関心があるが、それを将来的に現場に出て行う機会があるかはまだ分からない。

しかし、この感覚を良く覚えておきたいと思う。 

 また、途中経過のフィードバックで「たとえ協同組合を設立しても、そこにも入れない弱

者がいることに留意して下さい」とのアドバイスをもらったが、結局そのような人たちにつ

いても具体的な想像力を働かせることができなかった。これも現場において自分がごく一部

の人しか観察していなかったことを証明しており、今後の課題にしたいと思う。 
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生協協同組合連合会) 

・ 高木桂一他(2009 年)「日本の農業・農村開発の経験の国際協力への示唆―ソーシャルキ

ャピタルを焦点に」(財団法人国際開発高等教育機構) 

・ 中川雄一郎・杉本貴志編(2012年)『協同組合を学ぶ』(日本経済評論社) 

・ Anak Agung Gde Raka Dalem(2002), 'Ecotourism in Indonesia', " Linking Green 

Productivity to Ecotourism : Experiences in the Asia-Pacific Region", Asian  Productivity 

Organization 

・ Agnes Kiss(2004), "Is community-based ecotourism a good use of biodiversity 

conservation funds?", Trends in Ecology and Evolution, Vol.19 No.5 May 2004 

・ Engene E. Ezeblio et al.(2010) "Economic Value of Ecotourism to Local Communities in 



研修報告書 
第 4 章 模擬企画書 
                                                        

 

                                           

4-32

the Nigerian Rainforest Zone", Journal of Sustainable Development Vol.3, No1 March 

2010 

・ FAO(2012)「農業協同組合―世界の食糧供給の要」(国際連合食糧農業機関) 

・ Marianne Aabye Marker et al.(2008) "Ecotourism in Malaysia", Lee Kuan Yew School of 

Public Policy 
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Malaysia: The Case of Redang Island Marine Park", Int. Journal of Economics and 
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4-7．中央カリマンタン、タンジュンプティン国立公園周辺地域住民が 

    オランウータンと共存する環境保全プロジェクト: 丸山 幸子 

 

(1) 活動活動活動活動のののの概要概要概要概要とととと背景背景背景背景  

1-1. 企画書企画書企画書企画書のタイトルのタイトルのタイトルのタイトル 

中央カリマンタン、タンジュンプティン国立公園周辺地域住民がオランウータンと共存する

環境保全プロジェクト  

 

●概要 

・ 生態系保全活動を目的とした地域住民の環境保全活動 

   住民主体の植林活動、住民主体の環境保全型熱帯雨林公園(ジャングルパーク)整備活動。 

・ 当該地域が「特別な場所」であることを地域住民に啓発する事を目的とした環境学習。 

    周辺地域を住民と調査、記録し主要関係者と共有する。 

   調査記録をもとに、住民にジャングルパーク整備活動計画をファシリテートする。 

・ 周辺地域の特性を活かした観光客の誘致活動。 

   観光業、特産品作り、国立公園ガイド、宿泊業など、国立公園と共存する持続可能な社

会構造作りを行う。 

 

●背景 

オランウータンの研究で世界的に有名なビルーデ·ガルティカス博士の研究施設がある中央

カリマンタン、タンジュンプティン国立公園周辺は世界中から毎日多くの観光客がやって来

る。観光業は都市部の旅行会社と近隣の町が取り仕切り、当該地域は観光要所にありながら

同国立公園周辺の地域住民(ハラパン村)はその恩恵を受けていない。 

さらに近年、インドネシア全土に急速な勢いで広がるパーム油のプランテーション開発に

より、働き口や現金収入の少ない地域住民は、豊豊豊豊かなかなかなかな生物多様生物多様生物多様生物多様をををを有有有有するするするする森を手放しプランテ

ーションの開発と労働へと傾いている。 

 

1-2. 現地研修現地研修現地研修現地研修からからからから学学学学んだことんだことんだことんだこと、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその学習成果学習成果学習成果学習成果をををを模擬企画書模擬企画書模擬企画書模擬企画書にどのようににどのようににどのようににどのように反映反映反映反映させさせさせさせ

ましたかましたかましたかましたか。。。。 

・ インドネシアのグヌン・ルーサー国立公園のエコツアープログラムへの参加 

・ エコツアープログラムを実施運営する住民グループとの交流 

・ グヌン・ハリムン・サラック国立公園の地域住民と交流を通じて 

○国立公園と共存、協働すること 

○伝統文化、伝統工芸を守り同地域の自然環境を保全することから生計向上を図ること 

○地域住民が地域の特性や伝統文化の素晴らしさに気付くきっかけとなる外部者(外国

人)との関わり合いを持っていること 
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の重要性を学んだ。 

 

本企画書では上記を取り入れ、できるだけハラパン村の多くの人々を巻き込み、住民主体

のジャングルパーク整備活動や住民主体の植林活動を実施することで国立公園と共存し、持

続可能な環境保全を通して住民が恩恵を得ることができるよう配慮した。 

 

(2) 環境問題環境問題環境問題環境問題のののの考考考考ええええ方方方方&解決方法解決方法解決方法解決方法  

2-1. 現現現現状状状状・・・・問題問題問題問題 

・ タンジュンプティン国立公園周辺地域はオランウータンが暮らす生態系豊かな森を有し

世界的に有名な観光地であるが、当該地域の住民は森や観光業から得られる収入、観光

客との接点が少ないこと等から、当該地域が「特別な場所」であることを認識していな

い。 

・ 最近、インドネシア国内で急激に広がっているアブラヤシのプランテーション開発が周

辺地域に迫っており、オランウータンの暮らす豊かな生物多様性を有する森が減少して

いる。 

・ 近年、当該地域住民が農業の不作から、生計安定を求めオランウータンの暮らす豊かな

生物多様性を有する森を手放し、プランテーションの開発と労働に傾いている。 

 

2-2. 問題問題問題問題をををを解決解決解決解決するためのするためのするためのするための活動内容活動内容活動内容活動内容 

・ F.C Manis は、2014年 4月から国立公園周辺地域でローカル NGO の FNPF とウータン·

森と生活を考える会と協力して、地域住民と一緒に周辺地域の動植物と森林資源を利用

した民芸品民芸品民芸品民芸品などのなどのなどのなどの伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化を調査/記録することを中心とした環境教育を実施する。また、

その調査記録は主要関係者と共有する。 

・ 調査記録を元に地域住民地域住民地域住民地域住民のののの生計向上生計向上生計向上生計向上がががが図図図図れるようれるようれるようれるよう地域地域地域地域のののの特徴特徴特徴特徴、、、、伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境環境環境環境

保全保全保全保全、、、、特産品作特産品作特産品作特産品作りをりをりをりを行行行行ってってってって観光客観光客観光客観光客のののの誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動をををを促促促促すすすす。。。。 

・ 調査記録調査記録調査記録調査記録をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民ににににジャングルパーク整備活動計画をファシリテートして、

国立公園国立公園国立公園国立公園とととと共存共存共存共存したしたしたした持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを構築構築構築構築するするするする。。。。 

・ 国立公園国立公園国立公園国立公園とととと協働協働協働協働するするするする住民住民住民住民グループグループグループグループ(グヌン・ルーサーグヌン・ルーサーグヌン・ルーサーグヌン・ルーサー国立公園国立公園国立公園国立公園タンタンタンタンカカカカハンハンハンハン村村村村)へのへのへのへのスタディスタディスタディスタディ

ツアーツアーツアーツアーをををを実施実施実施実施しししし、、、、環境保全環境保全環境保全環境保全のののの意識意識意識意識をををを高高高高めるめるめるめる。。。。 

 

2-3. 活動活動活動活動のののの対象者及対象者及対象者及対象者及びびびび活動活動活動活動をををを実施実施実施実施することによるすることによるすることによるすることによる対象者対象者対象者対象者のののの利益利益利益利益(ベネフィットベネフィットベネフィットベネフィット) 

●対象者 

ハラパン村住民 

 

●対象者の利益 

・ 対象となる国立公園周辺の地域住民は、地域資源であるオランウータンの見直しを図る

ことで多面的な視野を身につけ、自然環境を守る意識を培うきっかけづくりができる。 
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・ ジャングルパーク整備活動計画により環境保全が進む。 

・ 当該地域と類似した国立公園と協働する住民グループとの交流を図り、ジャングルパー

ク整備活動と観光客の誘致活動の意識が高まる。 

・ NTFP(非木材林産物）を利用した特産品作り/スーベニア·ショップの経営/国立公園ガイド

/宿泊などネイチャーツアーを主体とした観光業を営み、国立公園と共存する持続可能な

地域社会作りができる。 

 

2-4. 活動活動活動活動のののの協力者協力者協力者協力者(支援者支援者支援者支援者)とととと活動活動活動活動をををを実施実施実施実施することによってすることによってすることによってすることによって各協力先各協力先各協力先各協力先がががが受受受受けるけるけるける利益利益利益利益(ベネフィットベネフィットベネフィットベネフィット) 

●事業の協力者（支援者） 

① NGO F.C Manis 

② 国立公園周辺の地域住民 

③ ローカル NGO FNPF 

④ NGO ウータン·森と生活を考える会 

 

●各協力者が受ける利益 

① F.C Manis は、国立公園の地域住民が当該地域を「特別な場所」と認識することで、オラ

ンウータンと共存することを目的とした環境保全活動ができる。 

② 国立公園の周辺地域住民は、周辺地域の調査記録をもとに地域の特徴、伝統文化を活かし

た観光客誘致活動ができる。 

③ ローカル NGO FNPF は、地域住民が公園計画をすることにより、森林保全活動を円滑に

進めることが可能となる。 

④ NGO ウータン·森と生活を考える会は、日本人向けエコツアーの企画をする際、地域住民

の調査記録を使用することができる。 
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(3) 実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール  

3-1. 活動実施活動実施活動実施活動実施におけるにおけるにおけるにおける活動項目活動項目活動項目活動項目とスケジュールとスケジュールとスケジュールとスケジュール(1 年以内年以内年以内年以内) 

 

 

3-2. 活動実施活動実施活動実施活動実施 1 年後年後年後年後のののの活動計画活動計画活動計画活動計画(活動活動活動活動のののの持続性持続性持続性持続性)  

・ 地域住民に森とオランウータンの理解を深める環境教育を継続する。 

・ 地域住民/ローカル NGO と周辺地域の動植物調査、記録を継続する。 

・ 地域住民と周辺地域の文化遺産の調査、記録を継続する。 

・ 主な関係者と共に、オランウータンの暮らす観光地の視察調査を行う。 

・ 視察調査結果と周辺地域の調査記録をもとに、ジャングルパークの整備を進める。 

・ 観光客向けにパーム油のプランテーション見学を取り入れたツアー企画を計画する。 

・ 地域の特性を活かした試作品をもとに、スーベニア·ショップの商品作りを行う。 

・ スーベニア·ショップの従業員に店舗の管理教育を行う。 

・ ホームページで広報活動を行えるよう、太陽光発電と Wifi の設備設置を行う。 

・ 観光客向けに Free Wifi の看板の設置を行う。 
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(4) 費用費用費用費用 

活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するためのするためのするためのするための費用費用費用費用(1 年間年間年間年間)    単位単位単位単位:円円円円 

 

 

(5) 課題課題課題課題 

5-1. 活動活動活動活動をををを実施実施実施実施するするするする上上上上であなたがであなたがであなたがであなたが直面直面直面直面しているしているしているしている課題課題課題課題 

① 地球環境基金へ申請中の助成金が決まっていない。 

② グヌン・ルーサー国立公園スタディツアー実施のノウハウがない。 

③ 地域住民と F.C Manis をつなぐ関係者以外の協力者(自国内外部者)がいない。 

④ 周辺地域ハラパン村住民の現在の経済状況の実情がわからない。 

 

5-2. 上記上記上記上記 1 のののの課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが他人他人他人他人からからからから支援支援支援支援やややや協力協力協力協力をしてほしいことをしてほしいことをしてほしいことをしてほしいこと 

① 地球環境基金へ申請中の助成金が受け取れない場合のことを考え、他の助成金の申し込み

を検討中。 

② JEEF 矢田氏のサポートを通じて、企画運営の作成方法を学ばせてもらう。 

③ JEEF 矢田氏のサポートを通じて、NGO スタッフの派遣を検討中。 

④ 同研修生、槙野氏のサポートを通じて村の経済状況の調査依頼を検討中。 


