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１．団体名 NPO法人 ICA 文化事業協会 

２．プロジェクト

名 

ベトナム・ハノイ市における湖沼水環境改善および住民の環境意識向上プロジェクト 

３．申請分野  環境保全・環境教育 

４．活動地域 ベトナム・ハノイ市 

５．支援対象者  ハノイ市内湖周辺の住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

ハノイ市では住宅排水の大半は未浄化のまま直接川や湖に流されている一方、住民は日常的

にゴミを川や湖へ投棄する為、水環境が非常に悪化している。当事業では2008年度のトヨタ

環境活動助成プログラムで調査したタンコン湖において、現地の要請により、植栽いかだを

10基浮かべ、水耕栽培による浄化を図る。また、EM菌を使ったEM団子を湖に投入して、湖水

の浄化を検証する。他に野菜いかだの製作指導、住民や小中学生と共に水と生物多様性の体

験環境学習を行う。 

７．実施した活動

内容 

・ 日本人専門家の指導のもと、植栽いかだ 10 基を

製作し、現在、タンコン湖に浮かんでいる。 

・ 日本人専門家の指導のもと、水を浄化する EM 菌

を使って、EM団子を約 1500個作成し、十分に

乾燥させて、11 月 4 日にいかだの周りに投入

した。 

・ タンコン湖の湖畔において、3 月 22 日に Nam タ

ンコン小学校の生徒 20名とタンコン中学校の

生徒 30名の計 50 名、7月 20 日に地元の小中

学校の生徒 16名と Lang Thuong中学校の生徒

34 名の計 50 名、2013 年 1 月 22 日に Lang 

Thuong 小学校の生徒 20名と Lang中学校の生

徒 30 名の計 50 名を対象に、タンコン湖の役

割や水生動植物、植栽いかだの役割、環境保

護の重要性、CODパックテストなどの体験環境

学習を行った。 

・ Lang Thuong中学校を訪れ、生徒５０名を対象に、

タンコン湖の植栽いかだや日本での環境学習

について等のスライドショーを行った。 

・ 2012年 3月 13日及び 2013年 1月 18日にホテル

の会議室において、政府役人、大学教授、大

学生、住民リーダー等２２名がワークショッ

プに参加した。1 月 18 日には現地トヨタ職員

も参加した。参加した住民から、住民自ら資

金を集め、いかだの数を増やす案が出された。 

 

タンコン湖に浮かべたいかだ 

 

環境教育授業の様子 

 

８．主な活動成果 市民の憩いの場所であるタンコン湖に植栽いかだを10基、湖に浮かべることで湖水浄化に貢
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献すると同時に、植物が生長する姿を見せることで環境保全のアピールができた。これは、

住民の環境意識の向上に繋がるものと確信している。実際、2008年の調査時よりもゴミの投

棄がかなり減少したためか、湖面に浮いているゴミを見かけなくなった。延べ150名の小・

中学生が植栽いかだと生物多様性、水質浄化の関係についての知識を得ることが出来た。ひ

いては、生徒の両親の啓蒙にも繋がる。 

現在、ハノイ市の７つの湖に、市の助成により、現地の環境会社が作成した植栽いかだが浮

かんでいる。住民の環境意識の向上に役立っていると思われる。 
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１．団体名 学校法人アジア学院 

２．プロジェクト

名 

アジア・アフリカ農村地域指導者養成事業 

３．該当の申請分

野  

農業・農村開発支援、環境保全・環境教育 

４．活動地域 14カ国（アジア/アフリカ/大洋州） 

５．支援対象者  アジア・アフリカ農村地における村落開発指導者、また将来指導者として嘱望される者、

また彼らが奉仕する農村地の人々 

６．事業実施の背

景と必要性 

アジア・アフリカの農村地域において、近代農業やグローバル経済の流入により村落は慢

性的な貧困などの問題を抱えている。その解決策として食糧の自給、住民自らが参加する

地域開発焦点を置き、環境に負荷のかからない有機農業の普及や社会的弱者に配慮した持

続可能な村落開発を実現させる必要がある。 

７．実施した 

活動内容 

招聘した16カ国からの留学生27名と日

本人3名に対し、草の根の指導者として

必要とされる地域開発および有機農業

の技術などを得るためのプログラムを

予定通り行い、卒業した留学生全員が

帰国した。 

 

学生・ボランティア・職員と共に、田植えを終え

て 

８．主な活動成果 アジア学院を卒業した30名の学生たちが、帰国

後に地域住民に対する農村開発プログラムに

従事した。内戦の激しいDRコンゴから招聘した

方は、自身が難民となりながら、亡命先のウガ

ンダにてやはり貧しい生活を送っている人々

に対し、食糧生産の大切さを伝えながら有機農

業の普及を行っている。この例に限らず、地域

の人々に寄り添う草の根の指導者として、有機

農業の普及、女性支援、教育普及活動など、ア

ジア学院で得た知識や経験を活かし、卒業生た

ちが様々な活動に勤しみ、宗教や人種が異なる

人々と共生する社会作りを目指している。 

 

実習では農業と社会作りを経験を通して

学ぶ 
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１．団体名 認定 NPO 法人 アジア日本相互交流センター・ICAN 

２．プロジェクト

名 

先住民の子どもの事業 

３．該当の申請分

野  

保健医療支援／環境保全・環境教育 

４．活動地域 フィリピン共和国ミンダナオ島ジェネラルサントス市 

５．支援対象者  345名 

６．事業実施の背

景と必要性 

フィリピン共和国ミンダナオ島ジェネラル

サントス市周辺には、先住民族ティボリやブ

ラアンの村が多く存在する。その山林は、多

国籍企業によるプランテーション化と木材

輸出、住民の炭焼きによって、森林が荒廃し

きっており、このため頻繁に洪水が起き、ま

た地域の気温も上昇し、住民の生計の糧とな

る畑の収穫も減少していた。 

 広大な村には保健所が1つしかなく、月1

回医師、週4回助産師の駐在のみで、同地区

の医療ニーズに十分に応えられていなかっ

た。事実上無医村となっている地域では、適

切な医療処置がなされず簡単に子どもたち

が命を落とす現状があった。 

 

植林の様子(planting) 

７．実施した活動

内容 

1) 保健教育と衛生向上活動 

住民及びバランガイヘルスワーカー43名に

対し、保健教育を計8回行い、延べ256名が参

加し。また、地域巡回診療を2回実施し、293

名の住民が受診した。村の衛生環境を守るた

め、サンホセ村の2地区に住む93世帯にトイ

レを提供した。 

2) 植林活動 

アッパーラバイ小学校に通う子どもたち52

名が、植林活動に参加し、合計430本の苗木

を植えた。 

 

ハーブ薬作りの研修の様子(health) 

８．主な活動成果 ・ヘルスワーカー43名の基礎的な疾病の対処法に関する知識が向上するとともに、へその緒

からの感染が原因で新生児が亡くなるケースが減少した。 

・対象の村において、430本の木が増えた。 
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１．団体名 特定非営利活動法人 WE21ジャパン 

２．プロジェクト名 フィリピン・ベンゲット州におけるコーヒーのアグロフォレストリー栽培による災害に

強いコミュニティづくり（コーヒーの森づくり） 

３．該当の申請分野  環境保全・環境教育 

４．活動地域 フィリピン共和国ベンゲット州トゥブライ郡アンバサダー村 

５．支援対象者  地域の農民および住民 

６．事業実施の背景

と必要性 

活動地域は先住民族の人々の住む地域で、開発による森林破壊で自然災害の影響を受け

やすい。環境回復・災害防止を図る必要があるが、持続性を持つためには、生活向上を

図りながら行う必要がある。 

７．実施した活動内

容 

1）アグロフォレストリーモデル農場作

り：22人の受益者が、コーヒーの苗木

10,000本、アルノス9,300本、カリエンド

ラ700本を植樹した。 

2)土砂崩れ防止のための竹の植林：受益

者、学生ボランティア共同で、1,600本を

植樹した。 

3）苗木場の施設追加と苗木育成：森林栽

培のためのコーヒー4,000本、アルノス

2,000本の苗木を育苗した。モデル農園の

ものを参考に、受益者たちはそれぞれの

農園に、堆肥施設を3箇所、木酢液採取施

設を9箇所設置した。 

4）講習会の開催：有機農業、コーヒーの

生産、マーケティング等に関する講習会

が開催された。 

 

CGNの苗木場の様子 

 

堆肥作りの様子 

８．主な活動成果 ・物理的成果：アグロフォレストリー農場の拡大、苗木場の施設追加（木酢採取施設・

堆肥施設・作業施設）、苗木育成、農場整備 

・研修：技術的指導、各種講習会の実施 

・参加や自主性の拡大：参加者による住民組織の自主的な運営、モデル農場づくりや講

習への参加者増加・積極的参加、受益者自信による積極的な農場整備、意見や意欲の積

極的表明、有機農業や環境への意識の高まり、自立と尊厳の回復など。 
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１．団体名 公益財団法人オイスカ 

２．プロジェクト

名 

「子供の森」計画 

３．該当の申請分

野  

環境保全・環境教育 

４．活動地域 海外32の国と地域（昨年度末現在約4,600校で実施） 

５．支援対象者  子ども・教員・地域住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

気候変動や生物多様性の減少等により特に開発途上国では自然災害や干ばつ、水不足等の

被害が多発しています。自然や生物多様性を尊びながら、自らの故郷の未来のために活動

できる人づくりが必要となっています。 

７．実施した活動

内容 

各国で学校・地域単位で子どもたちの植林

活動や環境教育の支援を実施した。 

○青少年を対象に、体験型環境教育プログ

ラム（植林、育苗、堆肥づくり、農業体験、

再生可能資源のリサイクル・リユース活動、

環境保全や生物多様性保全に寄与する地域

の伝統的技術の伝承等）の実施 

○事業実施地域の子どもたちとの交流・相

互理解プログラムの実施 

○リーダーの育成（実施校の教員、PTA、プ

ログラムの調整員等を対象とした研修等） 

○学校への環境整備・教育支援（教育文具・

用具等支援等） 

 

木を植え育てる子どもたち（カンボジア） 

 
校庭で野菜作り。自然の恵みを学ぶ（ミャン

マー） 

８．主な活動成果 ○世界各国の青少年たち及び地域住民の環境保全に対する意識の向上及び環境保全活動の

実践能力の向上へつながった 

○地球緑化（世界で約14万7千本、102haの植林）及び、生物多様性保全へつながった。 
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１．団体名  特定非営利活動法人 環境修復保全機構  
 

２．プロジェクト

名 

 カンボジア国首都近郊の農村域におけるエリ蚕養蚕の普及を通した  

環境保全型農業の推進 (フェーズ 2)  
 

３．該当の申請分

野  

 環境保全・環境教育 
 

４．活動地域  カンボジア国コンポンチャム州  
 

５．支援対象者   カンボジア国コンポンチャム州現地農家、小学生、孤児  
 

６．事業実施の背

景と必要性 

 カンボジア国首都近郊の農村域であるコンポンチャム州では、近年、化学農薬や化学肥

料の施用により、生物多様性の減少やため池等での水質汚濁が顕著に見られるほか、現地

農家の健康被害も頻発している。また農村の貧困解決と農業生産性の向上は、現在カンボ

ジア国政府の最重要課題であるが、化学農薬や化学肥料の購入費が農家経営を大きく圧迫

している。化学農薬の過剰な投入は、地域住民の生活環境にも悪影響を与えており、保険

制度のないカンボジア国において病気を患う農民はさらに貧困へと向かう。また、農業が

基幹産業であるが故に、村には農業以外の職がなく、首都プノンペンに近い州では人口流

出も問題となっている。そのため、カンボジア国首都近郊の農村域であるコンポンチャム

州においても、安全な農産物の首都圏への安定供給と共に、持続的に地域社会が発展して

いくことを目指して、環境保全型農業の重要性について現地農家や次世代の農業の担い手

である小学生の理解を深めていくことが急務となっている。  
 

７．実施した活動

内容 

 ①里山再生ワークショップの実施  

新規2村(フェーズ2)を対象に年6回、旧2村(フェーズ1)を対象に4回のワークショップを開

催し、延べ123名の参加者を得た。  

②指導者育成研修の開催  

エリ蚕養蚕の基本的知識・技術の習得を目指して5回の指導者育成研修(個別訪問)を実施

した。  

③エリ蚕養蚕小屋の設置  

新規2村(フェーズ2)および孤児院を対象とし、エリ蚕養蚕小屋を3箇所設置した。  

④小学校等における環境保全型農業の体験活動の実施  

1小学校(フェーズ1)と１孤児院(フェーズ2)において環境保全型農業の体験活動セミナー

を開催し、延べ149名が参加した。  

⑤パンフレットの作成・配布  

コンポンチャム州プレイチョール地区広域に1,000部配布した。  

⑥活動評価ためのアンケートおよび聞き取り調査の実施  

アンケートおよび聞き取り調査を実施した。結果は次年度の活動に反映させていく。  
 

８．主な活動成果 本事業は3年間で6村を対象とし活動を予定しているが、フェーズ1、2の活動対象村では現

地農家が着実にワークショップを通して、環境保全型農業、エリ蚕養蚕、里山保全につい

て理解を深めている。実際にフェーズ1の養蚕農家は農薬の使用量削減に成功しており、

また、フェーズ2の村においてもエリ蚕養蚕の普及を通して、農薬削減に対する期待がワ

ークショップを重ねるたびに高くなっていることが分かった。  



9 
 

2012年度の主な成果  

① 里山再生ワークショップの開催  

→ 年6回実施  

② 糸紡ぎワークショップの開催  

→ 年4回実施  

③ 指導者育成研修の開催  

→ 新旧村を対象に5回実施  

④ エリ蚕養蚕小屋の設置(各村一箇所ずつ、孤児院に一箇所設置)  

→ 計画通り設置  

⑤ 延べ100名以上の小学生や孤児を対象に環境保全型農業の体験活動セミナーの開催  

→ 延べ149名を対象に4回実施  

⑥ パンフレットの配布(1,000部)  

→ 1,000部配布(ワークショップ参加者の他、プレイチョール地区広域)  

⑦ 慣行的に散布されてきた化学農薬量と比較してエリ蚕養蚕の普及を通して約5割減を

目指す  

→ 旧2村(フェーズ１)のエリ蚕養蚕農家が化学農薬の使用量を従来比で69.5％削減する

ことに成功  

⑧ 繭の販売による現地農家の収入向上  

→ 繭の販売ができ、収入を得ることができた  

⑨ 蛹の食用の普及による現地農家の生活環境の改善  

→ 蛹の食用が行われるようになった  
 

 

 

第3回糸紡ぎワークショップの実施(2012年8月20日)  
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第3回環境保全型農業の体験セミナーの実施(2012年12月25日)  

 

  



11 
 

１．団体名 特定非営利活動法人ジーエルエム・インスティチュート 

２．プロジェクト

名 

ヌエバ・ビスカヤ州における有機・減農薬農産物の生産を通じた貧困農民の生計向上支援（第

1年次） 

３．該当の申請分

野  

環境保全・環境教育 

４．活動地域 フィリピン共和国ヌエバ・ビスカヤ州の4町8村 

５．支援対象者  ヌエバ・ビスカヤ州の8村で過去の事業により環境保全型農法を習得した約100世帯のモデル

生産者 

６．事業実施の背

景と必要性 

対象州や近隣州では、農薬、化学肥料の多投や焼畑等における森林劣化などの環境問題、健

康被害が顕在化している。農業からの収益では稼ぎが少ない農民は、高利貸しに多額の借金

を重ねたりと貧しい生活を強いられている。2008年～2011年に団体が実施した事業で持続可

能な農法を習得した農民が中心となり、試験的に直販を行ったところ、接客方法や販売記録

の付け方が分からない、農産物運搬費が収益に対して割高であること等の課題が明らかとな

り、販売利益が出る生産規模実現には、栽培技術や施設、機具が必要であることがわかった。

対象地域において、これらの課題を克服するには、環境保全型農業の普及、定着とマーケテ

ィングを通した農民の生計向上が強く求められている。 

７．実施した活動

内容 

①有機・減農薬農産物販売ルートの構築 

ヌエバ・ビスカヤ州都において有機農産物等

の直販会を実施したり、レストランと組んで

試食会を行っている。また、現地業者と組ん

だ有機・減農薬農産物の個人宅配やマニラ住

宅地における直販会の実施など、首都の富裕

層を対象とした販売ルート構築も模索して

いる。ルート構築に向け、冷蔵車の整備や、

簡易冷蔵施設を設置した。 

②収益性の高い有機・減農薬農産物の生産 

安定的に農業を行うための基盤整備として、

雨除けビニルハウスと小規模灌漑施設の建

設を行った。また、減農薬生産規定研修、作

付計画策定研修などを実施し、計画的に収益

性の高い農産物の精算方法を身に付けた。 

③生産者の能力向上 

有機農産物市場動向調査や、直販会にて来場

者や出展者へ聞き取りを実施した。また、販

売における課題共有や改善策検討のための

生産者会議を開催した。そして、ビニルハウ

ス建設、農作物栽培技術や組織経営に関する

講義を実施した。 

④生産環境整備に向けた地方自治体、関連機

 

造成されたビニルハウスの様子」 

 

 

州都における直販会の様子 
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関との連携 

定期的に町の技術官と小規模灌漑施設建設

進捗会議を実施した。また、地方自治体、関

連機関を組み込む参加型有機認証制度を導

入するため、数度の勉強会や州外研修を実施

し、認証制度導入の基盤が整った。 

８．主な活動成果 販売会開催や個人宅配バイヤーとの取り引きなど、有機・減農薬農産物の仲買人だけに頼ら

ない新たな販売ルートを発掘した。また、対象生産者は、自主的に他の生産者に有機農業研

修で学んだ知識、技術を指導すると共に、高需要の野菜や果物の栽培を開始し、有機・減農

薬農産物のマーケティングに関する知識・能力向上に繋げ実践している。また、村・町議会

が小規模灌漑施設建設費を一部負担するなど、生産環境整備に向けた地方自治体、関連連携

との連携が深まった。 
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１．団体名 特定非営利活動法人地球の友と歩む会 

２．プロジェクト

名 

農業基盤整備と環境保全をめざした農業・農村開発 

３．該当の申請分

野  

農業・農村開発支援／環境保全・環境教育 

４．活動地域 インド、タミルナドゥ州ディンディグル県ニラコタイ地区６か村 

５．支援対象者  6か村約2,000名の住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

事業地は降雨量が極端に少なく農業が困難となっていて農業を止めて都市部に移住する人

たちもいる。また、地下水位も低下し飲料水も不足して病気にかかる人も出て貧困化の一途

をたどっている。森林の面積も少なくますます治水能力が減少している。また、現金収入も

ないため肥料を購入することができず農作物の収量も少なくなっている。これも困窮の原因

となっている。一方、農薬や肥料を購入するために高利貸から借金をしたが、期待して収量

がないために返済ができず債務が重なって自殺するというケースもある。 

７．実施した活動

内容 

①有機農法研修 

200名の農民を対象にして年に6日間、有機肥

料づくり研修を開催有機肥料の効用と土壌

改良についての講義の肥料づくりの実習 

②有機農法普及カンファレンス 

40か村から300名が参加して有機農法の必要

性、持続可能な農業についての講演と有機肥

料づくりの実習、とくに地元にある材料を用

いての肥料づくりは安価で短時間でできる

ということで好評であった。 

③有機農法他地域での成功例視察研修 

６か村から160名が参加して2回開催した。有

機農法の成果について直接実践農家から聞

いたり、成功例の紹介があった。 

④植林 

建材用、家畜飼料用、果樹など26,000本を農

作地に植林することができた。 

有機肥料をつくる女性 

 

植林をする農民 

８．主な活動成果 ①有機肥料の効用について参加者は理解し、実践していく方法を学ぶ 

 ことができた。自分達の周辺に材料があり、手軽につくることが 
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 できたり、土壌改良にもつながり、持続可能な農業ができるというメリットがわかった。

なによりもこれまで高い購入費を支払っていた化学肥料、農薬の使用を減らすことができ

て家計の助けになっていく。有機肥料はつくって販売することもでき現金収入にもなり、 

 今回の参加者では牛の糞尿から作成した害虫駆除液を販売していった。 

②植林は各農家に約200本配布され、農地に植栽されていった。 

 土壌改良や農作物も防風対策に役立てられる。また、果樹は2～3年 

 で果実をとることができ、家で食べたり、販売したりして現金収入 

 となる予定。 
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１．団体名 特定非営利活動法人 2050 

２．プロジェクト名 中国シルクロード緑化活動 

３．申請分野 環境保全・環境教育／女性の自立支援 

４．活動地域 中国黄土高原の農村地域 

５．支援対象者  中国黄土高原の地元農民 

６．事業実施の 

背景と必要性 

中国で深刻化する環境悪化と経済格差、特に

中国黄土高原における砂漠化とそうした環境

の変化によって影響を受ける貧困農民に着目

（男性は出稼ぎ労働者が多い当該地域では、

対象は家庭を守る女性が大半）。事業を通じ

て、中国黄土高原の緑化、砂漠化防止ひいて

は地球規模の温暖化防止の一助となること、

また、換金性・採算性の見込める事業を通し

て貧困農民の自立ある発展・生活向上の道標

となることをミッションとしている。 

 

砂漠化が進む黄土高原に植林を行うため

の土地整備後の様子 

７．実施した活動内容 中国黄土高原の土地整備、植林するための沙

棘(サジー) の苗木の管理、沙棘の植林、植林

後の管理。 

※これらの作業は中国の当団体関係者監修の

もと、地元農民が自主的に行った。 

また、これまでに植林し管理している沙棘に

ついては、農民の自助努力による果実収穫、

加工、商品化、販売を目指しているため、商

品化実現に向けたインフラ整備、人的資源整

理等の準備を進めた。 

 

地元農民を中心に植林を行う様子 

８．主な活動成果 30ヘクタールの土地に植林を実施。 

同時に、水分確保のためにパイプラインを敷設。これにより、活着率の向上が確認された。 

沙棘果実加工工場建設のための準備を実施。2.2キロの道路整備、貯水池・パイプライン

を敷設、電力確保の低圧ケーブル敷設、工場建設のための土地整備。 

NPO2050は、事業推進のための経済的な支援の他、植林活動への参加及び、植林後の管理

の視察、その他全般に監修・助言等を通して支援を実施。 
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１．団体名 特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン 

２．プロジェクト

名 

ガザの再生水利用農業事業 

３．該当の申請分

野  

環境保全・環境教育 

４．活動地域 パレスチナ自治区ガザ地区 

５．支援対象者  農民、子どもを含む一般市民 

６．事業実施の背

景と必要性 

ガザ地区は長期にわたる占領の後遺症、度重

なる軍事侵攻に加えて、環境破壊が進み、人々

の生活にも農業にも大きな影響を及ぼしてい

て、特に水不足と塩害が深刻である。 

節水や水の再利用などを広く普及する必要が

ある。 

 

節水指導とテンシオメータ（土壌水分の簡

易計測器） 

 

家庭排水再利用のためのタンクと農家 

７．実施した活動

内容 

研修や農家支援事業で、節水や水の再利用を指導し、その結果を資料にまとめた。 

 

８．主な活動成果 水問題広報ビデオの作成（農家向け、一般向け）。 

現地コーディネーターの参画で、農業研修事業の経験とネットワークを活かすことができ

た。 
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１．団体名 特定非営利活動法人ヒマラヤ保全協会 

２．プロジェクト

名 

生活林づくりプロジェクト 

３．該当の申請分

野  

農業・農村開発支援／環境保全・環境教育 

４．活動地域 ネパール国ダウラギリ地域 

５．支援対象者  農業・農村開発支援：関係村住民100名 

環境保全・環境教育：関係村住民55,000名 

６．事業実施の背

景と必要性 

ヒマラヤ山村民は今でも森林資源に大きく依存したライフスタイルをもっており、植林す

ることにより、まず第一に環境保全をはかる。第二に植林した森林資源を有効活用するこ

とにより、住民の収入向上をはかる。 

７．実施した活動

内容 

○苗畑運営 

 地域住民による森林委員会、苗畑委員会を組織しており、現地住民が主体となった植林

計画をつくった。苗畑管理人や森林委員会のためのトレーニングもおこない、苗畑の拡充

をはかった。 

○植林活動 

 適切な植林地を調査・選定し、家畜の食害から苗をまもるフェンスや、現地住民が使用

する薪や家畜飼料を運搬するためのトレールを建設した。 

○織物・紙漉き事業 

 すでに一定の水準に達した生産技術を継続し、経理や交渉などマネージメントを強化す

ることで、これまで以上に商品を販売し、利益を上げられるようにした。 

○養蜂・椎茸事業 

 養蜂トレーニングを実施し、椎茸の共同栽培も開始した。 
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８．主な活動成果 トレーニングにより、苗畑管理人の能力を向上

させ、約3万5,000本の苗木を育成し、植樹をした。

2ヵ村で4.2キロメートルのトレールを建設した。 

織物事業では約30,000ルピー、紙漉き事業では

約20,000ルピーの収入を上げ、2事業合計で11名

のワーカーに収入が入るようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苗畑からは複数の樹種の苗が大きく育

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

村の紙漉き工場では、品質の高い紙が

生産されている。 
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１．団体名 特定非営利活動法人ブリッジ エーシア ジャパン 

２．プロジェクト

名 

ベトナム農村地域における環境に配慮した農畜産業の促進・活性化事業 

３．該当の申請分

野  

環境保全・環境教育 

４．活動地域 ベトナム・フエ 

５．支援対象者  小規模農家とその子どもたち 

６．事業実施の背

景と必要性 

ベトナム・フエの近郊農村では、小規模に農畜産業を営む農家が多く、農薬・化学肥料の

過剰使用や家畜糞尿の垂れ流しが原因で、水や土が汚染されている。また、農家は生産し

た農畜産物を仲買人等に安値で販売するしかなく、収入を得るための手段が限られており

生計を立てていくのが厳しい。そのため青年の農業離れも進みつつある。 

７．実施した活動

内容 

・化学肥料・農薬を使わず有機肥料を使っ

た作物の栽培 

・家畜糞尿の衛生的な処理の促進 

・農家グループの組織化をはかり、農畜産

技術についての情報交換・勉強会や作物・

加工品の協同販売を実施 

・観光客が農家を訪問する農村体験ツアー

の実施 

・子どもたちが農業や農村の環境を理解す

るための農業体験や地域学習を実施 

 

堆肥や有機液肥を使って作物を栽培している

農家のフンさん 

８．主な活動成果 農家グループを組織化し、メンバー農家を

対象に環境に配慮した農畜産物の生産を

促進できた。また、それらの農畜産物や加

工品を協同販売する活動を試行し、それに

よって、農家側の得られる利益も増え、消

費者も安心して購入できることが確認さ

れた。観光客・子ども向けの農村体験活動

も試行し、これによって、参加者がフエ農

村の暮らしの魅力を感じる機会を作るこ

とができた。このような成果が実証された

ことから、今後、上記活動をより多くの人

を対象に展開していく。 

 

稲刈り体験に参加する子どもたち 
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１．団体名 緑のサヘル 

２．プロジェクト

名 

コングシ地域における地域環境の回復保全プロジェクト 

３．該当の申請分

野  

環境保全・環境教育 

４．活動地域 ブルキナファソ中央北部州バム県コングシ地域 

５．支援対象者  対象地域の19小学校の教師、生徒、保護者および6村の住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

地域の中心にはバム湖という湖がある。かつては周囲を鬱蒼とした森林に囲まれていた

が、70 年代半ばの大干ばつによって大半を失った。このため湖岸の崩落や周囲からの土砂

の流入が続き、水深は極端に浅くなっている。雨季には氾濫した湖水が湖岸の土地ばかり

か村の中まで押し寄せ、栽培地が水没するほか、家屋の倒壊を招くこともある。 

 また地域の小学校は、植生が乏しくむき出しの地面が広がる村の外縁部に建てられてい

る。乾季には、気温が40度まで上昇するほか、熱風が吹き渡り、トタン屋根で空調設備の

ない狭い教室で授業を受けることは、生徒にとっては過酷である。 

 現在直面している課題に加え、地域環境の将来的な保全のためにも、早急な対策が必要

とされている。 

７．実施した活動

内容 

1) 5村の植林サイトに苗木を配布し、後管理支援を行なった。 

2) 小学校19校に対して、苗木の配布と後管理支援を行なった。また、成績発表会を開催し

た。 

3) 1村において、緑の保護区を設置し、在来樹種を植林した。 

８．主な活動成果 1) コンディビト村、クルペレ村、バディノゴ村、バイエンフルゴ村、コラ村に、ユーカリ

苗木9,920本とマンゴ苗木380本を配布した。また、バイエンフルゴ村とコラ村に、植林・

かん水用具を支援した。 

2) 小学校19校に対して、4樹種855本（植栽用760本、補植用95本）の苗木を配布した。ま

た、2011年度の成績発表会を7月に開催した。 

3) ヤルカ村において、1haの緑の保護区を設置した。保護区内には、在来樹種6種2,505本

の苗木を植栽した。 

 


