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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・アフリカの農村指導者養成事業 

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 栃木県那須塩原市 

５．支援対象者  アジア・アフリカ・中南米からの16カ国から集う32名 

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への配慮持続

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15カ国からの留学生29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。 

 

８．主な活動成果 アジア学院を卒業した留学生29名が、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。また、日本人学生は2名が2014年

度の研究科生としてアジア学院での学びを

深め、また1名が東南アジア各国の卒業生団

体のボランティア研修生として自主的に農

村開発活動に取り組んでいる。タンザニアの

卒業生は、学院で学んだ有機農業技術や持続

可能な農業の普及活動、孤児に対する教育活

動などを奉仕する指導者としての立場から

地元の人々に対し行っている。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。 

 

実践を取り入れた授業の様子(field management 

activity) 

 

米の収穫 
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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南コタバト州ジェネラルサントス市、及び、ブキドノン州

インパスゴン町等 

５．支援対象者  直接107名、間接9,000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には、先住民ティボリやブラアン、ヒガヌオンの村が多

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危険性があった。 

 

７．実施した活動

内容 

1) 保健教育 

住民及び保健師計79名に対し、自宅を利用した保

健施設「家タイプヘルスポスト」において、日常

の疾患に対して適切に対応するための保健研修を

計10回（各回30～40名）行い、延べ296名が参加し

た。 

2) 環境教育と植林 

住民28名に対し、森林伐採をテーマに森を守るこ

との大切さを伝える手作りの教材を使った環境教

育を実施した。その後、3地域において、子どもた

ちやその両親、教師等が、計1,800の苗木を学校の

周りや地域に植える植林活動を行なった。 

 

身近な薬草を使った薬作りを学ぶ女性たち 

８主な活動成果 ・住民 79名の保健に関する知識が向上し、無医村

の地域においても、「家タイプヘルスポスト」で

の問診、症状の記録、疾病への対応が可能になっ

た。 

・知識を習得した保健教育参加者が、他の住民に

対して自主的に保健教育を実施するなど、研修に

よる波及効果が生まれている。 

・環境教育によって、住民28名の環境保全に関す

る知識が向上した。 

・植林活動によって、1,800本の木が増えた。 

 

学校に苗木を植えて笑顔の子どもたち 
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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びとの住む地域で、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

りながら行なう必要がある。 

７．実施した活

動内容 

1)住民の土地と現地パートナー団体の土地をアグロフォレストリー・モデル農場とし、コ

ーヒー、アルノス、カリエンドラの苗木を植樹した。植樹後にはメンテナンス（草取り、

肥料、防虫対策など）を行った。有機農法技術にて森林官指導の下で通年を通して行な

った。 

2)モデル農場に植樹するコーヒー等の苗木を育成した。 

3) 先進地サガダを訪問するツアーを実施し、コーヒー収穫後の加工技術に関する指導を行

った。同ツアーではマウンテン州モデル農場にて有機農業の講習も行われた。 

８．主な活動成

果 

1)受益者が前年より3名追加され25名となった。近隣小学校でも栽培が開始されモデル農場

が27か所となった。アルヌスとカリエンドラの苗木11,500本、コーヒーの苗木9,800本を植

樹した。3名の受益者が初めてのコーヒーの収穫を行った。 

2)ベンゲット州立大学の学生のサポートも受けながら、13,000本のコーヒーの苗木、4,000

本のアルヌスとカリエンドラの苗木を育成した。 

3)6月にマウンテン州ボントクとサガダにて、コーヒーの加工技術と販売について学ぶ視察

旅行を実施した。15名の受益者が参加。ボントクでは、マウンテン州モデル農場の堆肥、

苗木場を見学した。サガダではコーヒー生産者組合による活動紹介、農園訪問、コーヒー

加工センター視察、地産地消のカフェなどを訪問し、コーヒーの栽培から加工、マーケテ

ィングまでの実際を学んだ。 

 

９．活動写真 
 

たわわに実ったコーヒーの実 
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サガダにてコーヒー加工の研修を実施 
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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 

農業・農村開発支援／環境保全・環境教育 

４．活動地域 アジア・太平洋地域を中心に、33の国と地域（2013年度末現在4,650校で実施） 

５．支援対象者  子ども・教員・学校・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、自らの故郷の未来のために活動する人

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 

○農村リーダーの育成（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） 

 

2013年9月「子供の森」計画スタート（トンガ） 

 

木と生き物のつながりを学ぶ（パプアニューギニ

ア） 

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

実践能力の向上による農村開発へつながった 

○地球緑化（世界で約10万本、約98ha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の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3）  

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3)と旧4村(フェーズ1・2)を対象に年10回のワークショップを開催し、延

べ295名の参加者を得た。  

②指導者育成研修の開催  

新規2村(フェーズ3)と旧4村(フェーズ1・2)においてエリ蚕養蚕の指導者育成研修(個別訪

問)を8回実施した。  

③エリ蚕養蚕小屋の設置  

新規2村および孤児院(フェーズ3)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  

2小学校と1孤児院(フェーズ3)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

315名が参加した。  

⑤パンフレット・ガイドブックの作成・配布  

コンポンチャム州プレイチョール地区広域にパンフレット：1,000部、ガイドブック：600

部配布した。  

⑥活動評価ためのアンケート・聞き取り調査の実施  

アンケート・聞き取り調査を実施し、調査結果を活動に反映した。 
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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しているが、フェーズ3においてもフェーズ1、2の活

動対象村の現地農家の意欲が高く、予定より多くのワークショップを開催した。現地農家

が着実に環境に対する意識を深め、環境対策などを自発的に講じるようになった。実際に

養蚕農家は農薬の使用量削減に成功しており、周辺農家にも良い影響を与え、村内でのコ

ミュニケーションが高くなっていることが分かった。  

2013年度の主な成果  

① 里山再生・エリ蚕糸紡ぎ・機織りワークショップの開催  

→ 年25回実施  

② 指導者育成研修の開催  

→ 新旧村を対象に9回実施  

③ 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  

④ 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315名を対象に8回実施  

⑤ 孤児院での生物起源防虫液の作成指導  

→ 孤児院内の畑に活用する素地作り  

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 ガイドブックの配布（600部）  

→ 600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)  

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  
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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 2年次） 

３．該当の申請分

野 

環境保全・環境教育 

４．活動地域 フィリピン国 ヌエバ・ビスカヤ州内の4町 

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。環境保全型農業に

より農民の生計が向上することで、対象地の森林保全と環境問題克服につながると考えら

れる。 

７．実施した活動

内容 

１）個々の生産者を生産・販売者組織へ統合： 

過去の事業活動で培ってきた集団的生産調整と、整備された流通インフラを活用した団体

販売を起点とし、先進農家を正式に組織化した。これにより、組織が流通インフラを適正

に管理・運営し、村ごとの集荷システムと村を越えた流通体制を担うための技術指導を行

った。 

２）生産者の能力向上： 

過去の事業で習得した作付け技術の定着を図り、有機農業技術研修およびマーケティン

グ・農業経営に関する研修等を継続実施した。 

３）参加型有機認証制度実行委員、認証委員の能力向上： 

実行委員、認証委員による参加型有機認証制度の運用、基準や規則遵守状況のモニタリン

グ、農場視察など活動の評価や組織運営の研修を実施した。 

４）販路と販促活動の拡大展開： 

定期的にマニラ首都圏やバヨンボンで直販会を実施した。また、新聞やラジオ等メディア

を使用した消費者教育の継続により、消費者の開拓および有機農業への理解深化や意識向

上を図った。 

５）持続的な支援体制構築に向けた地方自治体、関連機関との連携： 

農業省等政府関連機関の開催する有機農業に関する会議やイベントに参加し、行政－生産

者間の関係強化を図った。 

８．主な活動成果 １）生産・販売者組織「Vizcaya Fresh! Organic Adovocates, Inc」が正式設立した。 

２）ヌエバ・ビスカヤ州参加型有機認証制度が確立した。 

３）対象生産者の有機農業栽培技術、有機・減農薬農産物のマーケティング、組織運営に
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関する知識・能力が向上した。 

４）対象州内外において、有機・減農薬農産物の新たな販路が発掘された。 

５）持続的な支援体制づくりに向けた地方自治体、関連機関と対象生産者との連携が強化

された。 

９．活動写真 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地域の有機農家夫婦 

 

生産・販売者組織設立セレモニー 
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１．団体名 特定非営利活動法人 ジェン 

２．プロジェクト

名 

パルム地域における水管理委員会の設立・強化を通じた水衛生環境改善事業 

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 ハイチ共和国 

５．支援対象者  ハイチ共和国西県（グレシエ地区、レオガン地区、グランゴアーブ地区） 

６．事業実施の背

景と必要性 

2010年1月に発生した地震によって、ハイチ西県の給水施設や保健施設を含む建物の50%以

上が破壊されたと推定されており、その被害で悪化した水衛生環境はコレラ蔓延の土壌と

なった。地震による被害に加え、例年のサイクロン等自然災害に対応できる現地の人的体

制は未だ整っていないため、当地域における継続的な支援の必要性は高い。 

７．実施した活動

内容 

①安全な水へのアクセス、②水管理委員会の設置及びその強化、③下痢やコレラの予防の

ための衛生促進、の水衛生ニーズに対応した。 

具体的には、継続性がより確実な維持管理体制を可能にするキオスク型給水施設と貯水槽

の建設、及びそれらを繋ぐ水道管の設置を３地区にて行なった。また、ハイチでは給水施

設を維持管理するシステムが構築されないまま施設が建設されてきた背景があるが、給水

施設の持続的な維持管理体制を構築するためコミュニティによる水管理委員会の設立・強

化を行なった。更には、住民が安全な水の重要性を理解し、公衆衛生に関する主要な危険

（コレラ感染含む）を認識し、自らの健康状態を守るため実際に行動に移すことを目的に

衛生促進を実施した。 

８．主な活動成果 6の給水施設（キオスク）の建設、3の貯水槽

の建設、1の給水施設の補修、1の貯水槽の補

修、及び3ヵ所において水道管接続が完了し

たことで、住民の安全な水へのアクセスが向

上した。また、これら施設を維持管理するた

め、3コミュニティで新規に水管理委員会を

設置するとともに、既存の14コミュニティで

水管理委員会の強化を行なった。更に、全17

コミュニティで合計49名の衛生促進ボラン

ティアに対するトレーニングが完了した。そ

の後ボランティアが中心となって行なった

衛生促進キャンペーンや戸別訪問により、住

民の衛生知識や習慣の改善が見られた。 

 

キオスク型給水施設 

 

衛生促進キャンペーン 
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１．団体名 認定 NPO 法人 地球市民の会 

２．プロジェクト

名 
インレー湖周辺における持続可能な植林活動と環境教育 

３．該当の申請分

野 
環境保全・環境教育 

４．活動地域 ミャンマーシャン州ニャウンシュエタウンシップインレー湖周辺村 

５．支援対象者  地域住民 

６．事業実施の背

景と必要性 
ミャンマーの主要な観光地であるインレー湖は、シャン州南部の周囲を山に囲まれた海抜

1,100mの高原に位置する。しかし、その周囲の山々では、住民の生活用の薪や炭のため

に木が乱伐されており、また近年の観光用ホテル建設のため次々と切り拓かれ、急速な森

林破壊が進んでいる。森林伐採は土壌流出を引き起こし、山から流入した土砂のせいでイ

ンレー湖の水深は年々浅くなってきている。また、浮畑栽培で使用する農薬や化学肥料に

よる水質汚染も進み、生態系にも影響を与えており、近年インレー湖の環境保全が叫ばれ

ている。 
 

７．実施した活動

内容 
①植林 
当会と住民約200名が協力し、湖周辺地域にて10,000本の植林を行った。樹種は、生長も

早く種から油がとれる｢モリンガ(現地名：ダンダロン)｣をはじめ、現地に在来する樹種を

選定した。来年度の植林のために苗床も整備した。 
②持続可能な緑化のしくみづくり 
本事業では、緑化の必要性を住民自ら理解し、活動を継続できるよう、環境教育を学校や

地域住民に対して行った。また今後も継続的に住民が植林を続けていけるよう、植えたモ

リンガの種から油を搾り、それを販売して緑化基金を創出し、さらなる植林の費用に充て

ていく予定となっている。搾油のために地域で共同使用できる搾油機を導入し、試験的に

モリンガオイルを生産した。 
 

８．主な活動成果 ① 在来する樹木を植えたことで、活着率も高く有効な植林を行うことができた。 
② 換金性のある樹種の植林を行うことができ、緑化活動の継続のための将来の資金源の

捻出の見込みができた。 
③ 地域住民主体の緑化委員会を組織することができた。 
④ 地域住民が環境教育セミナーによって緑化の必要性を理解することができ、今後の植

林の持続発展を促すことができた。 
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９．活動写真 

 
モリンガの植林 

 
専門家による環境教育セミナー 
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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．該当の申請分

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。 

 

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。 

 

８．主な活動成果 中国甘粛省にあるプロジェクト基地において、沙棘(サジー)、竹柳等乾燥に強い木30haに

わたって植林。昨年敷設した水分確保のための大型パイプラインに続き、貯水池・放水シ

ステムの整備を進めた。 

これまでに植林し管理している沙棘については、収穫した果実の加工・商品化実現に向け

たファンディング、インフラ整備、人的資源整理等の準備を進めた。 

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。また、3年ぶりの開催を計画してい

る2014年度植林ボランティアツアーの開催に向け、会員への情報提供や各種準備を進めた。 

９．活動写真 現地ボランティアによる植林活動 
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NPO2050による活動視察の様子 
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１．団体名 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター 

２．プロジェク

ト名 
小学校および地域住民を対象とした環境教育 

３．該当の申請

分野 
環境保全・環境教育 

４．活動地域 カンボジア王国シェムリアップ県チークリエン郡 

５．支援対象者  小学校教員、小学校児童、地域住民 

６．事業実施の 

背景と必要性 

対象地域では、自然資源の過度な利用から森林が減少しており、その結果、生活に必要な

薪や食料の確保が難しくなっているほか、地下水位が減少するなど人びとの生活に影響を

及ぼしている。そこで、地域の自然を再生・保護しながら、持続的に活用するための人材

を育成する必要がある。 

７．実施した 

活動内容 

地域の自然を再生・保護、自然資源を持続的に活用するための人材を育成すること。 

８．主な活動成

果 

■ 小学校での環境教育の実施 

19名の教員を対象に環境教育ファシリテー

ター養成講座を実施し、これらの教員と協力し

て地域の8つの小学校と協力し環境教育を実施

した。環境教育では、苗木作りや学校菜園の実

施、観察などに取り組んだほか、地域での美化

運動、環境劇などに取り組んだ。 

■ 地域での環境教育の実施 

地域住民、地元行政、小学校が協力して植林

キャンペーンを2回実施し、述べ887名が参加し

た。植林キャンペーンでは児童が環境劇を披露

したほか、約6000本の苗木を生産し植林した。

また、地域の共有林の状況を把握するための調

査を行い、多くの木が減少している現状が明ら

かになった。そこで、住民森林管理委員会や地

域行政と協力して、森林の利用管理に関するル

ール作りに取り組んだほか、森林再生のための

植林をおこなった。 

 
環境劇を披露する小学校の児童 

 

共有林での森林再生の取り組み 
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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 

パレスチナでの子ども向け環境教育の実施 

３．該当の申請分

野 

教育支援／環境保全・環境教育 

４．活動地域 パレスチナ・ガザ地区 

５．支援対象者  小学生多数、中学生、母親など地元住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

パレスチナのガザ地区は、軍事侵攻や封鎖、人口増加などの影響を受け、水資源の不足、

塩水化、砂漠化、水や土壌の汚染など環境問題や恒常的な電力不足が深刻である。 

次世代を担う子どもたちが環境や資源の問題に関心を深め、環境保全に参加できるような

知識や手段を広める。 

７．実施した活動

内容 

・環境教育の実施（約700人） 

・環境に関する子どもによる発表（参加者60人） 

８．主な活動成果 活動は、ガザにある「アトファルナろう学校」および「ナワール児童館」を中心に実施し

た。 

 太陽発電実験ワークショップ（太陽光発電パネルを用いての太陽光発電の仕組みを学

ぶ）中学生約 40人、小学生約 20人が参加。 

日本人スタッフが指導。 

 水資源環境ワークショップ（水の循環やガザの水不足問題、日常での節水について）

を実施。小学生約 20名、母親など 10名が参加した。日本人スタッフが指導 

 農業ワークショップ（ガザの農業や食の安全について）を実施。小中学生約 150 人、

親 40人が参加。現地専門家が指導。 

 農場遠足としてガザ北部で環境保全型農業を実施している農場を訪問し、育苗体験や

食の安全性について体験学習を行った。小学生約 240人が参加。 

 児童館において子どもたちによる緑葉樹の植樹を実施。専門家の指導の元、子どもた

ちが継続的に水やりなどの世話をしている。 

・ ろう学校での食育活動（農場見学と関連付けた給食への野菜提供） 

９．活動写真 

 

水資源ワークショップ 
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太陽光発電実験 
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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 

カリコーラ植林プロジェクト 

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 ネパール国カリコーラ地域 

５．支援対象者  事業実施村に暮らす全住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

ネパール山村僻地ではインフラが満足に整備されておらず、森林資源に極度に依存した生

活を送り、森林伐採がすすんでいます。環境保全のために植林が必要です。 

７．実施した活動

内容 

2.5万本の植樹。 

住民の労働軽減。 

 

８．主な活動成果 ○苗木の育成 

苗木をさらに育成します。 

○植林地（里山）の植樹 

集落の周辺地域（里山）に植林します。 

○森林資源を活かした生活改善 

燃料用の薪の運搬をできるだけ近い地域からすることにより、住民の労働軽減をします。 

 

① カリコーラ地区：急勾配での植林の様子 

 

 

② カリコーラ地区：苗木の育成の指導の様子 
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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

作物の栽培や、地元の在来種の栽培の推進 

・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 

 

 

農村体験ツアーで参加者が野菜の収穫をしている

ところ 

８．主な活動成果 農家グループのメンバーを対象に環境に配

慮した農畜産物の生産を促進し、それらの農

畜産物や加工品の協同販売の実施によって、

農家側の得られる利益を増やすことができ

た。農村体験を取り入れた観光ツアーを実施

し、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。子どもたちを対

象とした環境学習活動を通して、自分の住む

地域に対する理解を深めると同時に、自ら考

え取り組む姿勢を養うことができた。 

 

 

子どもたちが地域のいろいろな水辺を探索し、その

結果に基づいて地図を作成している 
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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 

対象地域の家庭では、薪を使用して日々の食事を調理している。しかし、薪の入手は容易

ではない。環境局の指導により天然林の伐採は禁止されているため、落ち枝や剪定枝を集

めなければならない。薪集めは炎天下、長時間かつ長距離の移動となることが多く、女性

たちにとって負担となっている。 

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への対策に加え、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．薪・木材調達のための林地造成を図る。 

2．若い世代に対して環境意識の向上を図る。 

3．環境保全意識の浸透を図る 

８．主な活動成果 1-1: 5村において10,200本の苗木が植栽され、7,876本が成長している。成長率は、77.2％

である。 

1-2: 5村のうち3村において、新規の植栽希望者3名によって植林が行なわれた。植林地の

拡大が進んでいる。 

2-1: 小学校19校において893本の苗木が植栽され、627本が成長している。成長率は70.2%

である。 

2-2: 小学校ごとに校庭の面積や緑化に向けた実施手法が異なるため、数字として反映しに

くい部分があるが、平均で約30～50%の林地被覆率である。 

3-1: 1村に設置された1haの「緑の保護区」は住民によって適切に管理されており、1年前

に植栽された2,500本の苗木のうち、1,467本が成長している。 

3-2: 1村では、養蜂箱から26.8リットルの蜂蜜が採取され、全量が販売された。販売収益

は、74,000cfa（約14,800円）であった。 

９．活動写真 

 

校庭緑化活動に取り組む19校の意欲を高めるため、毎年成績発表会を行なっている。今回1位になったニエ

ネガ小学校。 
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これまでの取り組みにより、湖岸沿いの植林サイトは広がり、また新たに植林を希望する住民も増えてい

ます。 

 

 


