
Ⅰ．導入講演「環境と貧困のつながり」（日比 保史氏）（コンサベーション・インターナシ

ョナル・ジャパン（CI）） 

 
まず、生物多様性と貧困とのかかわりについてお話したい。先週まで名古屋で COP10 が

開かれており、生物多様性についてニュースで耳される機会もあったかと思うが、現在生

物多様性は大危機に面している。 
国連を中心に行われた生態系評価「地球規模生物多様性概況第 3 版（GBO3）」が今年の

5 月に報告された。ほとんどの項目が悪化を示しており、改善が見られるのが保護区の面積

が増加していることと、生物多様性の保全にかける ODA が増加しているという点のみ。依

然として地球の生物多様性の状況は危機的状況にあると言える。 
このような状況の直接的な原因として、土地の農地等への転換や開発（特に途上国で起

こっている生態系の破壊は農地への土地利用転換が大部分を占める）、生物資源の非持続的

な利用（食料、木材、ペットなどへの利用）、外来種による生態系のバランス崩壊（経済の

グローバル化が原因。バランスの崩壊により生態系の機能が失われている。）、生物の対応

できない速度での気候変動があげられる。 
食用以外での農地への転換も多い。例としてオイルパーム（ヤシ油）のプランテーショ

ンがあげられる。多くの場合、もともとは熱帯雨林だった場所をプランテーションに転換

している。オイルパームは日本でも食料品や洗剤、化粧品など多様な用途で利用されてい

る。生物多様性の問題は途上国での影響が顕著なため遠い話のように聞こえるが、このよ

うに日本の消費者にとっても身近なものとして現れている。同じように、鉱物資源を得る

ために生態系が破壊されている現状など、日常生活との関わりも容易に想像していただけ

るだろう。 
数年前までは、気候変動によって大きな影響が出るというのは将来的な話に過ぎなかっ

たが、今では世界各地ですでに影響が顕在化している。IPCC（気候変動に関する政府間パ

ネル）での報告書でも、動植物の絶滅リスクが高まると予測されている。気温上昇により

生物種の 20～30％は絶滅の危機に瀕する。生物多様性の問題を解決するためには気候変動



の問題も解決しなければならないだろう。 
生物多様性の重要性とは、単に絶滅危惧種などの動植物のみに関わる問題ではない。生

物多様な状態があることにより、人間は生態系サービスという恩恵を受ており、それらが

あるからこそ、人間は安全に健康的な生活が送れているという考え方がこの 5 年 10 年の間

の生物多様性と人間の関わりの理解となっている。生態系サービスがなければ基本的な人

権が成り立たないというような考え方もされるようになってきている。 
気候変動が進めば、生物多様性の問題も深刻化する。生態系の状況が悪化することによ

り CO2 の排出量が増える（約 2 割）ことも科学的に証明がされている。森林破壊による

CO2 の増加量は、全世界の運輸交通セクターからの排出量より多い。逆に、森林生態系を

中心に保全再生していくことは、気候変動対策になると言える。 
このように、生物多様性は人間にさまざまな恩恵ももたらすし、それが失われれば悪影

響ももたらすものである。これらの生態系サービスの経済的価値は、ある研究では年間 33
兆ドルにも上るといわれている。これは世界全体の GDP の倍近くの値。とりわけ途上国は

先進国よりも直接的に生態系サービスに依存している状態にある。食料や生計手段、健康

や安全環境、さらにはエネルギーも依存している場合が多い。貧困問題と生物多様性の問

題が密接に関わっていることがわかる。 
生物多様性と MDGs の関わりについて、一般的には生物多様性は MDGs のうち７番目の

項目（環境の持続可能性確保）と考えられてきた。実際は生態系サービスというものを間

に挟んで考えると、すべての項目と関わってくると言えるだろう。貧困の削減には、生物

多様性を守っていくことが非常に重要であることがわかる。 
民間企業ができることは多い。金額だけ見ても民間セクターから途上国への援助は大き

く、世界的に ODA を大きく伸ばしていくことが難しいことを考えると非常に重要になって

くる。企業にとっても生物多様性に取り組むことはプラスの要素があるという理解が共有

されてきている。方法として、本業での取り組みと社会貢献的な取り組みの 2 つが考えら

れる。社会貢献では、主に植林に取り組む企業が多いが、植林することにより何が達成で

きるのかと言うことに視点を移していくことが必要。気候変動対策も CO2 削減に限らず、

生物多様性にも同時に貢献できるような形も含めて考えてもらいたいと思っている。本業

に関わる部分としては、サプライチェーン・マネジメントがあるが、例えばオイルパーム

を使った製品が品質的にもコスト的にも安定しているが、それを使わずより持続的なもの

に切り替えていくという動きが欧米企業と NGO の連携で見られるようになってきた。また

コーヒー産業では、生物多様性が豊かだけれども危機に瀕している「ホットスポット」と

呼ばれる地域とコーヒーの産地が重なることに着目した取り組みも進んできている。生物

多様性に配慮するだけでなく地元の人たちの生活にも資するような形でのコーヒー生産が

再考されている。単にコーヒーのプランテーションを作るのではなく、森の中にコーヒー

の木を植えるなど生物多様性を維持しながら生産していく方法が欧米企業によって取り組

まれてきており、日本でもこういった製品が増えつつある。 



企業が効果的かつ効率的に生物多様性を進めていく上で、NGO や研究機関など専門性を

持つパートナーと進めていくことは不可欠であると考える。 
 
（林氏）生態系サービスにより私たちは恩恵を受けている。とりわけ貧困層はその傾向が

強い。最後にあるグリーンウォッシュとは。 
（日比氏）グリーンウォッシュとは、実質的・具体的な環境への取り組みをせずに、NGO
などに寄付をすることで環境に貢献していると宣伝する行為。単に環境イメージを高めよ

うとしているもの。意図的でなくとも、そう捉えられるということもある。欧米ではグリ

ーンウォッシュへの関心が寄せられており、十分な取り組みをせずに NGO と連携するとグ

リーンウォッシュだと非難を受けることもある。 
 
Ⅱ．パネルディスカッション 
１．コスモ石油株式会社（富沢氏） 

 
コスモ石油エコカード基金について。2002 年に開始されたエコカード基金は、顧客、コ

スモ石油グループ、NGO/NPO と共同して地球環境に何かしようと始めたもの。8 万 5 千

人いるエコカード会員から年間 500 円を預かり、環境への取り組みに使用している。環境

に良いことをしたい顧客の思いと、当社との思いとがひとつとなり実現した。 
会員からの寄付とコスモ石油グループの寄付（カードでの売り上げの一部とエコ製品の

売り上げの一部）による年間一億の基金でもって、「ずっと地球で暮らそう。」プロジェク

トとして地球環境問題に取り組んでいる。地球環境問題の中でも地球温暖化への取り組み

と、生物多様性の保全を二本柱に、持続可能な社会を実現することを目的としている。テ

ーマは国内外の環境の保全と、次世代の育成の 2 つ。具体的には熱帯雨林の保全、シルク

ロードの緑化、循環型農業の支援など。 
持続可能な社会の実現を目指す上で環境問題は大きな課題としてあるが、環境問題だけ

が独立してあるだけではなく、貧困、食糧難、持続的開発、生産、教育とつながっている



と理解している。現地の人にとっては貧困解消というメリットがなければ環境問題に取り

組まないのが現実なので包括的に取り組む必要があるだろう。 
事例として、内モンゴル緑化の会との「内モンゴル緑化プロジェクト」について紹介し

たい。中国の内モンゴル自治区にて中学生に環境教育を実施するとともに、地元農民と植

林を行い、経済的自立を促している。植林にはサジーという、環境が厳しいところでもし

っかり育つ植物を使用し、そのサジーの実から化粧品や油など経済的価値のある資源を得

て、貧困解消につなげている。 
また、NPO 法人 2050 との「シルクロードの緑化プロジェクト」でも、長年の商業活動

で木がなくなってしまった山に植林をしている。地元の農民の方に協力してもらい、サジ

ーを植えている。 
 
（林氏）コスモ石油の本業での取り組んでいることは。 
（富沢氏）再生可能エネルギーの分野でも取り組んでいる。風力発電事業、水素ガスステ

ーションの設立、太陽集光熱発電の開発、電気自動車の充電場の建設など。 
 
２．（特活）日本国際ボランティアセンター（清水氏） 

 

ラオスでの活動について紹介したい。ラオスは森林資源の豊富な国で、山岳地帯に住む

多くの人は自然資源の恩恵を受けている。市場には自分たちで作った農産物など自然資源

が並ぶ。栄養資源の 70％、現金収入の 50％は森林から得て生活をしている。 
しかし、80 年代後半から経済成長を目指す政府は脱自給自足を目指す政策を進めてきた。

特に 2000 年代に入ってから「国家成長貧困撲滅戦略」という政策に対して IMF が貧困削

減成長ファシリティの融資を出しており、ラオス政府の最重要課題と位置づけられ、山岳

地帯の貧困地域に対して海外からの企業の投資、開発事業を呼び込む政策が推進されてき

ている。2005 年からは特に森林戦略として 2020 年までにプランテーションを 500 万 ha
に拡大していく計画や、計画に際してアジア開発銀行などのインベストメントローンを駆



使した企業等の進出を促している。 
まさに、土地、自然資源の資本的利用を通じた経済成長が政策として進められており、

これにより肥沃で豊かな森林の伐採が進み、更地には商業目的の単一の再植林がされた。

これらの活動が伝統的な土地利用との軋轢や不透明な契約などを生み、地元住民と企業・

政府の間でトラブルが起こっている。伐採された木材の売買におけるお金の流れも不透明

であると言われており、さらには法令により保護林とされている部分も伐採が進んでいる。

貧困削減の名の下に法令順守もままならないという状況だ。 
JVC では 1990 年代の半ばから活動を開始した。彼らの権利の保障し、森に準拠した生活

を守る活動を進めている。具体的には住民に参加してもらい、彼らの利用実態に基づいた

土地森林区分登録作業を行い、行政に認証してもらうという作業を続けてきた。利用でき

る森、再生していく森など 6 つの区分に分けていたが、法改正により現在は 3 つの区分に

なっている。今は法改正の中身やこれからの区分作業の進め方について、まず村人たちに

知ってもらうところからやり直す形で活動をしている。学ぶ場ではラオス語だけでなく、

少数民族の人たちにもわかってもらえるように、人形劇を使ったドラマ仕立ての啓発活動

などの工夫をしながら進めている。そのほかにも農業、養魚、家畜などにも取り組み、リ

スク分散を図ることも推奨している。 
ここで、土地森林維持の区分が済んだところに、日本の企業のコンセッションエリア（伐

採植林をするエリア）が重なったことによって起こった問題についてとりあげたい。王子

製紙とラオス政府との合弁企業 LPFL との植林事業で 2005 年から始まったもので、2013
年までに 5 万 ha のユーカリなどの植林を行なうことを目標として掲げている。その植林の

ための土地取得の過程で、利用林・保護林と確定した地域に伐採地域が重なるという本来

あってはならないことが起こった。JVC では企業に問題提起をし、対応を求めた。まず土

地がそもそもどういう機能のものなのかを説明し、土地取得の中で圧力を用いたやり方が

されていたのではないか、村と村の境界があいまいな地域においては片方の村人と交渉し

たのみで話が進められ問題が起こったケースや、そもそも伐採が起こることによって林産

物や農地に影響が出てくることに対して住民への保障がなされていないなどの問題を指摘

した。いくつかの点においては対処、改善したいという話だが、十分に対応が取られてい

るとは言えない状況。今後も問題の是正を求めていきたいが、現地スタッフにまで意識が

浸透しているかどうかは分からない。企業自体の真摯な対応を期待している。 
JVC では、持続可能な自然資源管理を可能にしていくために必要なこととして、主に「持

続的自然資源管理はコミュニティベースで組み立てる」「住民の利用実態に基づいた権利保

護をする」の 2 点が重要であると考えている。 
 
 
 
 



３．（財）オイスカ（長氏） 

 

オイスカは、産業、精神、文化のバランスの取れた発展を促進する団体。オイスカの目

指す社会とは、日本の「ふるさと」。持続可能な地域開発とはいわば「ふるさと」作りだと

考えている。良い形で日本の「ふるさと」を輸出していきたい。ふるさとを作るために「人

材育成」「持続可能な産業推進」「環境保全」などの活動を複合的に行なっている。 
植林活動を推進する上で、大人の意識を変えることは非常に難しいという問題がある。

山岳部など植林が必要な地域は貧困にあえぐ地域であることが多く、経済の向上に直結し

ない活動には協力的ではない大人が現実問題として多い。そこで子どもに着目し、植林活

動を促したところ、子どもたちは進んで行なってくれた。2 年目くらいには木も成長し、そ

れにより大人も協力するようになった。以来植林活動をするときは必ず子どもと一緒に楽

しみながらやることを進めている。 
具体的なプログラムとして「子供の森」計画がある。参加校数は世界各国で 4,000 校以

上にも上る。このプログラムでは植林だけでなく環境教育なども行なうのでコストがかか

る。また、住民の力なくして植林活動はできない。住民をいかに守り手としてエンパワー

していくことができるかが重要となる。 
次に森林保全に関して。パプアニューギニアの例を紹介したい。囚人たちに貧しさで犯

罪を繰り返さないよう有機農業を教えたところ、現在では地域の農業の担い手にまで成長

している。またマレーシアの企業が参入し森林の伐採を行ないかけたが、当団体による環

境教育により森林を失うことが結果的に悪影響を及ぼすことだと理解し、中止が決まった

例もある。 
環境保全の活動のほとんどは直接的な植林ではなく環境教育など“人”へのアプローチ

になる。それらが持続可能な地域開発や貧困削減に資する活動とも言えるのではないかと

考えている。 
 企業との連携では、苗木支援もありがたいが、その後たくさんの世話が必要で住民に負

担がかかる。苗木だけでなく育成経費も支援いただけるとありがたいが、地域住民の貧困



状況が変わらなければ 10 年後 20 年後には木を伐採し売ってしまう可能性がある。一番あ

りがたいのは、地域開発や貧困削減支援と一環とした緑化支援。森ができる、住民の生活

が向上する、人々が森の守り手になり「ふるさと」ができることが望ましい。包括的なア

プローチへの理解をしていただきたい。 
 
 
 パネルディスカッション 
テーマ 1、開発はどうあるべきか 
テーマ 2、企業はどのように関わっていくべきか 

 

（林氏）開発はどうあるべきだろうか。 
（清水氏）企業活動という意味では、問題が見えているところだけを改善して CSR で報告

すれば良いのかと言えば、そういうことではない。誰のための何のための開発なのかを見

失ってはいけない。企業の立場としては自社の利益を追求するという大命題があり、その

文脈で途上国における安い資源の調達が行われているということだと思うが、最近の CSR
のブームの中で自分たちの利益だけでなく当地で影響を受ける人々に対しても応分の利益

が得られるようにと取り組みが進んできていると理解している。ただ、それを形だけでは

なく実質的に実現するためにはどうしたらよいのかと考えたときにはじめて草の根にいる

私たち NGO と中身のある対話ができるのではないか。そこで歩み寄りができるのかどうか

が重要になるのではと個人的には感じている。 
（林氏）企業を中心に産業経済活動というものが地域の生活を壊していったり、自然を壊

すことによって貧困を招いたりしている。そういった経済活動はどうあるべきか。 
（日比氏）開発や経済成長は必要である。地球上で貧困に喘いでいる人たちが多くいる中

で人口は増加しており、貧困層を増やさずに減らしていかねばならないということを考え

ると、単に自然環境を守ればよいと言うことではないことは明らかである。たとえば、名

古屋の COP10 でも大きな議論になっていた ABS という遺伝資源から得られる利益の配分



をどうすべきという点。たとえば遺伝情報を利用する製薬分野の会社が新薬を開発し利益

を得た場合に、原料はほとんどのケースで途上国にある植物から得ているため、その利益

を途上国に配分すべきではないかという意見がある。その一方で企業側は成功の背景には

莫大な開発費がかかっているため利益を配分する余裕はないと主張している。考えなけれ

ばならないのは、人口が増え続ける一方で有限である資源が減り続けている中、これまで

の経済、ビジネス、生活のあり方は続けていけないことが明らかだということ。開発や経

済活動はこれまでとは違う前提条件で考えていかないといけない。ABS の場合のように、

これまでは費用として考慮していなかったものも、これからは費用としてビジネスの中に

取り込んでいかないと進めていけないような時代になってきている。 
（林氏）先ほどの生態系サービスの話にあったように、自然資源は無償ではないという認

識の重要性をあらためて感じる。 
（日比氏）自然資源や生態系サービスの対価は、目に見えるコストだけではない。わかり

やすいところで言うと、植林のコスト。苗木一本が○○円だから、○○円あれば何本植え

られるという発想を企業はするが、それは植林事業のコストのほんの一部でしかない。そ

れと同じように、生態系保全事業では、これまでは考慮してこなかった生態系サービスに

よるものであったり、現地の人たちの善意や負担など、目に見えないコストを明確化して

組み込んでいかなければならない。 
（林氏）持続可能な社会を目指して理想を言うことはできるが、なかなかそれが上手く進

まない。何が問題として挙げられるか。 
（清水氏）誰のための持続可能性なのか、何を主語にするかで全く変わってきてしまう。

企業の持続可能性は利益追求。農民の持続可能性は現地の生活の持続性。そこの生活を壊

しながら資源を使って別の誰かが持続可能なサイクルを作っているようでは永続的ではな

い。それぞれのサイクルがうまく持続的に回るような方法を探っていかないと難しいと思

う。 
（林氏）それがうまく回らないのはなぜだろうか。 
（長氏）持続可能な世界のあり方は主語によって変わるものの、イメージとして共通する

部分もある。なぜうまく回らないのかと言うと、企業は「苗木一本」のように分かりやす

いものを求めざるを得ないところがある。現実はそういうはいかない。企業、NGO の両者

がそのギャップを埋める努力をしていかなければいけないだろう。以前行なった熱帯林保

全プロジェクトでは、植林や森林保全はほとんど行なわず現地住民の啓発を中心に行った

のだが、細かくレポートをしたところ企業側の理解が得られた。植林だけではない努力や

工夫や人に対するアプローチのダイナミズムなどが重要だということを、マスコミや協働

相手の企業に対してもっと説明していく努力が必要なのではないだろうか。 
（日比氏）最終顧客である一般消費者の理解力不足が大きいのも一因だと思う。特に BtoC
業態の企業の場合、商品やサービスが売れてこそ意味があるため、いくら環境に配慮し追

加コストをかけても一般の消費者にわかってもらえなければ支持されないと言うジレンマ



があるだろう。先ほどの誰のための持続可能性かという話にもなるのだが、企業のための

持続可能性だと、広い意味でのサステイナブル・ディベロップメントという概念で考えた

ときの持続性には十分ではない。それでも企業のための持続性という観点から見たときに、

そのときの顧客を誰として考えているのかという視点を変えるだけでも随分変わると思う。

多くの場合、5 年、10 年のタイムスパンで持続性戦略を考えていると思うのだが、顧客像

というのは今のマーケット顧客のままであったりする。そうではなく、変わりつつある世

界の中の 5 年後、10 年後、20 年後の顧客に本当にその商品やサービスを提供できるのか、

支持されるのかと言う視点を持つ必要がある。 
（林氏）企業が持続可能性というとき、必ずしも事業のことを言っているわけではないが、

顧客や社会に対して何を売っていくのかを 10 年、20 年と考えていけば利益を追っていても

持続可能な社会に収束していくのかもしれない。 
（富沢氏）企業の立場から言うと、持続可能な社会と言うのは地域の住民が自立して生活

していくということが最終目的。非常に長いスパンの話なので NGO にしてみても将来像や

計画が立てづらい部分もあると思う。そうは言っても企業はお客様から支援金をいただい

ている部分もあるため、3 年、5 年と言うタームでの具体的な形を提案していただいて、そ

れに対する進捗が報告されないとなかなか支援することは会社としては難しい。現地で良

いことをやっているのだから支援してほしいといったような端的な話を受けることも結構

あるが、そうではなく将来的な計画をしっかりと立て、それに対する進捗具合がどうなの

か、ある意味で科学的なアプローチや会社的な部分も備えていかないと、なかなか協働は

成立していかないのではないかと思う。 
（林氏）企業が社会貢献活動に取り組むとき、ビジネスにつながるかつながらないか議論

になるところかと思うが、そのあたりで何か意見があれば。 
（富沢氏）われわれの会社ではビジネスには直結しない形で考えている。環境保全活動で

利潤を上げたとき、結局のところ利益が上がるから取り組んでいるのだと言われかねない。

ビジネスにつながらなくとも会社から何も指摘はなく、むしろ別のところで取り組んでい

くものだと考えている。 
（林氏）最後に、環境系の NGO は開発系の NGO よりも、消費者に対してアピールを行っ

てきており、産業に対してもプレッシャーをかけてきたと感じる部分がある。プレッシャ

ーをかけるだけでなく企業が参入できるようなプログラムを立ててきた。その点において

先を歩んでいると思うが、開発系 NGO に何かアドバイスがあれば。 
（日比氏）環境、開発と分けて話ができるかわからないが。きれいごとでは物事はなかな

か進まない。欧米には「グリーンウォッシュウォッチ」というグリーンウォッシュを監視

している NGO があり、グリーンウォッシュをしている企業のランキングを公表している。

一方で、環境インパクトの大きい企業だからこそ組まなければならないという考え方もあ

るので、CI のパートナー企業がグリーンウォッシュをしている企業と糾弾される可能性が

あるのも事実。だが、綺麗ごとだけでは進まない、それでは問題解決はしないというとこ



ろまで環境の問題も貧困の問題も深刻化している。一部の人から非難を浴びてでも取り組

まなければ根本的な問題は解決できないと思う。 
（林氏）やったところで単なる PR にしか使われなかったら意味がないが、それによって少

しでも企業のやり方が変わればいいというところだろう。 
 
 
Ⅲ．グループディスカッション  

会の後半は４名×７テーブルでグループディスカッションが行なわれた。 
テーマ：持続可能な開発モデル（企業との連携を含む） 

  
・持続可能な開発モデルは経済と環境と社会のバランスが取れていなければならない。経

済メリットを追求するだけでなく倫理や哲学を持たなければならないだろう。企業と NGO
それぞれが長所を活かして、企業としてどうイノベーションしていくか、現地のニーズに

どう耳を傾けるかが重要であり、地球全体のサステイナビリティにつながっていくと思う。 
・「ジェネラティブモデル」と名づけた。木の本数は環境保全の象徴であって、大切なこと

は人を育てなければならないということ。人を育てることで世代を超えて長続きする自立

したコミュニティを作ることができる。森育ては人育て、木を植えるということはそれを

植える人を育てること。人育てのためには住民参加のプロジェクトをはじめから終わりま

で視野に入れて 3～5 年で考えていく。NGO だけではできることが限られるので企業や消

費者にも参画していただくことが必要だろう。 
・そもそも持続可能な開発モデルとは何か。オーガニックのせっけん作りは現地にどうイ

ンパクトがあるのか、フェアトレードが現地の開発に役立っているのか、それは現状では

まだわからない。また企業の立場と現地のニーズが違い連携は本当に難しい。企業と NGO
のスパンの解釈が違うところもまた苦悩する点である。 
・企業が何か支援をすると考えたときに、本業とリンクした国際協力がやりやすい。その

理由としてすでにノウハウがある、企業内で理解が得られやすい、企業顧客を巻き込める

という点がある。もうひとつ大事なのは住民のニーズ。ニーズを知るために NGO を活用し

て欲しい。NGO も自分たちのプロジェクトをきちんとプレゼンできるようにしなければな



らないと思う。具体的には敷居の低い CRM からゆくゆくは BOP ビジネスへ発展すること

が理想だと思う。また報告について、人のストーリー、生活の向上を、写真などを用いて

長期的ビジョンと短期的ビジョンの両方を示すことで、企業も最終的な顧客も納得して、

持続可能な開発モデルとしてうまく機能していくのではないだろうか。 
・企業の人たちにいいことをする前に、悪いことをしないで欲しい。企業の経済活動がど

んなインパクトを現地に与えているのかを共用することが必要。NGO と共同の調査をする、

自然資源を使っている村の人々の生活を知ってもらうなど。これからは、割り算のできな

い支援にもっとお互いが目を向けていく必要がある。100 円で・・・ができるといった分か

りやすい支援でなく、エンパワーメントや住民の自立、長期的支援などが必要。そういっ

た割り算のできない支援を魅力的に伝えることが NGO 側には必要であり、企業も理解しよ

うと勤める必要がある。それこそが持続可能な開発に必要なことと言えるのではないだろ

うか。 
・持続可能な開発のゴールとは、人づくりだと思う。人づくりとはリーダーの育成。NGO
が去った後も自分たちで判断できる、新たな問題が降りかかってきたときに、どこでどう

いう情報を得れば自分たちで解決できるのか判断力を持つことが必要だろう。また企業と

NGO が協働するために、どちらかがあらかじめ作った計画に乗るのではなく、ゴールを最

初の段階で話し合い、同じゴールを目指す視点が必要である。企業の得意分野をプロジェ

クトで活かす、役割分担をする、お互いの長所を知る、情報共有をすることがポイントに

なるのではないかと思う。 
・キーワードは発信力。企業のタイムスパンと現場の活動のタイムスパンは合わない。ODA
の 2 倍の力がある企業の本業で途上国に寄与することが理想。現状はそういった活動に社

会全体の理解をなかなか得られないが、どうしたらいいのだろうか。NGO の広報や啓発は

欧米に比べて力が弱い。植林事業、開発も結構だが、NGO の発信力をつけることにも支援

いただければと思う。NGO や企業だけでなく日本政府も発信力が弱い。自分たちで独自の

企画をして、経済開発をして、オールジャパンで総合的な発信力を身につけるべき。 

  
 


