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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 インド・ビハール州における村落開発事業 

３．申請分野  農業・農村開発支援 

４．活動地域 インド・ビハール州 

５．支援対象者  地域住民 

６．事業実施の背景

と必要性 

ビハール州は人口9,300万人の大農業地帯だが、

平均年収が200米ドル（16,000円〜20,000円）に

満たない貧困地帯であり、最も開発の遅れた地

域の一つである。加えて2008年8月にモンスーン

により、東部ビハール州の17県1,800ヶ村が大洪

水に見舞われ、その傷跡が未だに残されている。

ICAは2008年と2010年に、洪水被害が最もひどか

ったマデープラ郡を中心に初動調査を実施し

た。その際現地住民より、住民間の意思疎通促

進のために、ローカーストが参加出来るコミュ

ニティーセンター建設及び人材育成、技術研修

の強い要望が寄せられた。マデープラ郡はカー

スト制度が強く残る地域であるが、地域の発展

のためにはカーストを超えた対話を促すことが

不可欠であるとして、3年前に女性自助グルー

プ、農民グループ、青年グループ、幼児教育者

等、カーストを超えて構成された村落開発委員

会が設立された。現在は開催場所が確保できな

いため、ハイカーストの自宅中庭で行っている

状況にあるが、最も低いカースト階級の住民は

会議の場に入ることができないことから、住民

間の意思疎通を阻んでいる。マデープラ郡の村

落開発を進めていくためには、階層に関わらず

地域住民誰もが利用できるように、ローカース

トの土地にコミュニティーセンターを建設する

必要がある。 

 

ジャムアハ村のコミュニティセンター 

 

コミュニティー開発セミナーの様子 

７．実施した活動内

容 

●コミュニティーセンター建設 

スカサン、コルラヒ、ジャムアハの 3ヶ村にコミュニティーセンターを建設した。 

● コミュニティーセミナーの開催 

モビリゼーションセミナー： 

コミュニティー開発セミナー： 

リーダーシップセミナー:   

1 農業研修（水耕栽培）:  
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●能力向上トレーニング及び啓蒙活動 

1.マイクロファイナンス研修：  

2.農業トレーニング： 

3.青年の技術訓練： 

4.災害防止トレーニング： 

5.子供のケアについて学校の先生を対象としたトレーニング：  

6.路上講演（演劇による啓蒙活動)： 

８．主な活動成果 ①完成した3ヶ村のコミュニティーセンターは、既に子供教育、女性の技術訓練、農業研

修、青年の会議、VDC（村落開発委員会）、イベント等の活動に利用され非常に喜ばれて

いる。②コミュニティセミナーには計1,371人が集まり、彼らが直面している経済問題、

社会問題（貧困、搾取、低教育，移民，農業等）について話し合いをした結果、自分た

ちで問題を解決しようとする機運が高まった。研修を通してカーストを越えた交流や他

村との交流をするなかで、自村との比較検討が始まり改善への意識が高まった。③能力

向上研修及び啓蒙活動を通して住民の収入増加活動がスタートした。またロ-カル政府

（農業省）も農民支援プログラムを紹介するなど農民との連携が出来た。このプロジェ

クトを通して情報提供により知識が増加し、技術力、問題解決意識が向上した。さらに、

村の開発に対してリーダーが責任を持ち、住民をリードするという姿勢に変わった。 
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１．団体名 認定 NPO 法人 IVY 

２．プロジェクト名 スバイリエン州農産物組合（SAC）自立促進事業 

３．該当の申請分野 農業・農村開発支援 

４．活動地域 カンボジア王国スバイリエン州及びプノンペン特別市 

５．支援対象者  農産物組合 参加組合員 

６．事業実施の背景

と必要性 

カンボジアでの農産物流通は、卸売業が存在しないため隣国であるベトナム、タイの寡

占状態にある。農民組織があるものの、共同出荷を行っているのはその1%に過ぎない。

IVYでは、有機野菜などの農産物の安定的な共同出荷を目指し、2011年2月にスバイリエ

ン州農産物組合（SAC）の組合登録を済ませ、地元の大口顧客であるホテル以外にも、首

都の市場へ直販店の開店など販売網も拡大しつつある。しかし、組合はまだ始まったば

かりであり自律的なビジネスの運営への支援、安定供給における支援が必要である。 

７．実施した活動内

容 

N連の助成が２０１３年２月にずれ込んだた

め、ほとんど自己資金のみでの活動となった。 

上記のような状況であったため、IVYとしての

新たな事業活動は行えなかったが、組合事務所

は IVYの事務所内にあり、出荷の一部と請求書

発行などパソコンで行う作業はIVYが担ってい

たため、スバイリエン事務所は閉鎖せず、野菜

の出荷は継続された。  

 

８．主な活動成果 JICA 事業終了にあたり、これまで行われていた様々な支援活動が停止されたが、組合の

運営委員は出荷活動をそれまで通り継続。これはオーナーシップが育ってきているからだ

と言える。2012年度の会計年度では 31,893キロの出荷があり、4年前に月に 800キロで

始まった共同出荷は 3トンに近い量を出荷するまでに至った。 
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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 公益社団法人アジア協会アジア友の会 

２．プロジェクト

名 
農業・農村開発支援（井戸・飲料水供給） 

教育支援（教育里親制度） 

３．該当の申請分

野 

教育支援／農業・農村開発支援 

４．活動地域 アジア 8カ国（カンボジア、スリランカ、ネパール、バン 

グラデシュ、フィリピン、ラオス、インド、ミャンマー） 

５．支援対象者  安全な飲料水、生活用水を確保できない人たち 

経済的貧困のために、教育の恩恵を受けることが出来ない子どもたち 

６．事業実施の背

景と必要性 
農業・農村開発支援（井戸・飲料水供給） 

 2012 年度はアジア 8カ国（カンボジア、スリランカ、ネパール、バン 

グラデシュ、フィリピン、ラオス、インド、ミャンマー）の農村地域 47ヶ所では、安全な

飲料水、生活用水を確保することが難しい。 

 

教育支援（教育里親制度） 

経済的貧困のために、教育の恩恵を受けることが出来ない子どもたちがいる。 

７．実施した活動

内容 
農業・農村開発支援（井戸・飲料水供給） 

 2012 年度はアジア 8カ国（カンボジア、スリランカ、ネパール、バン 

グラデシュ、フィリピン、ラオス、インド、ミャンマー）の農村地域47ヶ所では、飲料水

のための井戸及びパイプライン73基を完成させ、安全な飲料水を含む、生活用水を確保す

ることができた。本事業において抱えている問題点としては、地下水の位置の低下により、

掘削が以前よりもさらに難しくなってきていることである。インドのタミルナードゥ州デ

ィンディガル県、ナマカル県については、3年間に及ぶ干ばつにより地下水位の低下が深刻

であり、地下水依存の水確保は更なる水不足をまねくという理由により井戸建設を中止し

た。 

教育支援（教育里親制度） 

経済的貧困のために、教育の恩恵を受けることが出来ない子どもたちへ初等教育の機会を

得るための支援事業を行った。教育里親制度（教育資金の提供）を通じ、アジア 5ヶ国（イ

ンド、カンボジア、ネパール、バングラデシュ、フィリピン）の児童 322 名の教育支援を

行い、学校の就学費用をはじめとして学用品の配布、補講支援など各地域の必要状況にあ

わせた支援を行い、高等学校教育までは経済的理由で退学することなく基礎学力をつけ、

各子どもが将来の人生設計が出来るための道づくりの支援をおこなった。 

 

＜パダトラ小学校について＞ 

1．寮建設は継続事業として取り組んでいく 

２．生活訓練（学校、寮の掃除、家庭菜園の育成など） 

  家庭菜園は放牧された家畜から食害を避けるために、高い垣根を作り、年長の生徒が

下級生を指導して、多くのスパイスを作り、給食に利用している。 
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８．主な活動成果 アジア8カ国（カンボジア、スリランカ、

ネパール、バングラデシュ、フィリピン、

ラオス、インド、ミャンマー）の農村地域

47ヶ所では、飲料水のための井戸及びパイ

プライン73基を完成させ、安全な飲料水を

含む、生活用水を確保することができた。 

各地域の必要状況にあわせた支援を行い、

高等学校教育までは経済的理由で退学す

ることなく基礎学力をつけ、各子どもが将

来の人生設計が出来るための道づくりの

支援をおこなった。 

 

ラオス完成した井戸の前で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インドガッチロリ 2，3年生クラス、ナクサラ

イトに目の前で父親を殺された子供たちがい

る 
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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 先住民族の命と暮らしと文化を守る 
‐フィリピン・ベンゲット州における鉱山開発地域の生活と環境回復‐ 

３．該当の申請分野  農業・農村開発支援 

４．活動地域 フィリピン共和国ベンゲット州キブンガン郡、ボコッド郡、カパンガン郡、バコン郡、ト

ゥブライ郡、アトック郡、バギオ市ほか 

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、先住民族の人々の暮らす地域で、豊富な資源に恵まれているが、開発に伴う
環境や健康への被害の問題も多く起こっており、住民の生活と環境を回復する必要があ
る。 

７．実施した 

活動内容 

1）鉱山開発跡地ルボ村での生活と環境回復： 
住民グループの組織化。苗木場管理責任者の
決定。苗木の本格的な植樹の開始。参加メン
バーの拡大。土壌調査の実施。 
2）燻炭と木酢液づくりを中心とする生活・
環境回復： 
地元の農業組合を中心とした、木酢液作り、
有機農業の実践、拡大。 
3）鉱山開発問題に関するネットワーク活動： 
先住民族問題、最新の鉱山開発問題等につい
て意識啓発活動の実施。州レベルのフォーラ
ムの開催。鉱山開発の歴史とプロセスを題材
にした教材作成。環境に取り組むグループの
形成に向けた各世代のグループのリーダー
育成。鉱山開発、先住民族権利、地熱発電、
環境保護、新たな鉱山法についての調査、住
民への情報提供。 
4）日本からの現地訪問/モニタリングによる
事業の進捗の確認、成果や課題の共有。専門
家の指導に代わり、地域で入手可能な資源を
用いた木酢液づくり、採取施設としてドラム
缶に替わる土窯の導入、代替資材の活用の提
案。木酢液作りのマニュアル配布。 
5）WE21グループを対象にした事業紹介と中
間報告開催。活動を紹介するニュースレター
の発行及びウェブサイトでの公開。モニタリ
ングツアー報告会を実施。 

コミュニティメンバーが管理する苗木場 

先住民族問題講習会における公開討論の様
子 
 

８．主な活動成果 (1)住民グループの役員選出。苗木場管理責任者による苗木場管理の開始。土壌分析結果
を活用した植林計画。木酢液保管のための倉庫設置。住民による自主的な野菜栽培。 
(2)キーパーソン、農業組合を中心とした木酢液作り、有機農業の拡大。 
(3)鉱山問題を理解するための教材作成。提言活動の他、有機農業の指導、先住民族への
意識啓発による、提言活動に向けた生活基盤の改善。先住民族問題に関する州フォーラム
の開催。 
(4) 地域の資源を用いた木酢液づくり、土窯の導入について提案し、実際に実践している
村を訪れ検討。 
(5)報告会、ニュースレターの発行により、日本と関わりの深い鉱物資源の開発という視
点から、事業の成果や課題について情報発信を行うことができた。 
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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 

フィジー農林業開発プロジェクト 

３．該当の申請分

野  

農業・農村開発支援 

４．活動地域 フィジー諸島共和国 ビチレブ島 

５．支援対象者  農村青年・女性 

６．事業実施の背

景と必要性 

フィジー諸島共和国では、オーストラリアなど近隣の農業大国から安価な輸入農産物が大

量に入り、農村青年の農業従事者が激減している。また、森林破壊が進も進むなど、環境

保全型の暮らしが必要になってきている。 農村青年・女性が有機集約農業の技術をみに

つけ、環境保全型の生活を送る必要性が高まっている。 

７．実施した活動

内容 

同国の農村青年・女性計37名に対

し、約５ヶ月の農業研修と農村の生

活改善に関わる技術研修を2回に分

けて、シガトカの国立青年センター

の施設を利用して実施した。 

具体的には、有機野菜栽培、養鶏・

養豚などの家畜飼育、そして、地域

のリーダーとなるための、リーダー

シップ研修・環境保全活動体験研

修、野菜を使った料理研修など。 

また、短期の農業・環境教育研修も

計139名に対して実施した。 

 

野菜苗を植える研修生 フィジー オイスカ 

 

８．主な活動成果 研修修了者は、フィジーではなじみ

の薄い、有機農業に関する新しい農

法を学べたことで、自分で取り組む

際の助けとなった。また、仲間と協

力し、同じ目標に向かって頑張るこ

とで大きな刺激を得た。 

2012年度は、特に生ゴミの堆肥化に

力を入れたため、研修州修了者が、

帰村後、家庭ゴミや野菜畑から出た

生ゴミを、堆肥化し、有機農業の肥

料として使用するための実践力を

身につけることができた。 

 

インゲン用の支柱を作る研修生 オイスカ 
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１．団体名 特定非営利活動法人 オックスファム・ジャパン 

２．プロジェクト

名 

洪水への備えと気候変動適応 

(インド・ビハール州) 

３．該当の申請分

野  

農業・農村開発支援／女性の自立支援 

４．活動地域 インド・ビハール州 

５．支援対象者  農村の住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

対象地域はインドのなかで最も貧しく、

また洪水に頻繁に襲われる。近年気候変

動の影響を受け、農作物の収穫高も下降

傾向にある。気候変動に適応し、かつ現

地のコミュニティにとって適性な新しい

農業技術の導入と、村の組織化と防災対

策による、災害への耐性の強化が必要と

されていた。 

 

洪水に備えた防災訓練として、伝統的に男性の

役割とされた船の操作を女性たちが練習して

いる様子 

 

村の9-14歳の少女たちで組織された「ファース

トエイドチーム」による、汚れた水を煮沸し、

ろ過することで飲料用にするデモンストレー

ション 

７．実施した活動

内容 

・ 対象の村で防災トレーニング、災害時の公衆衛生トレーニングを実施し 

・ 現地のパートナー団体対象の緊急人道支援とアドボカシーのトレーニング 

・ 有機肥料づくりとムギ強化法(System of Wheat Intensification –SWI)の導入 

８．主な活動成果 ・コミュニティの防災力の向上 

・インドの現地ＮＧＯの水害への対応能力が強化。 

・食料・収入向上のための農業技術(SWI等)の定着 
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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 

シンズリ郡丘陵地域における環境調和型農業を通じた農民の生計向上支援事業 

３．該当の申請

分野  

農業・農村開発支援 

 

４．活動地域 ネパール連邦民主共和国シンズリ郡クセスワ・ドゥムジャ村 

５．支援対象者  上記活動地域に暮らす地域住民、910世帯、約5,800名 

６．事業実施の

背景と必要性 

活動地域が位置するシンズリ郡は、紛争の影響を大きく受けた地域の1つであり、ネパールの

中でも相対的に貧困率が高い地域。事業地のクセスワ・ドゥムジャ村は、先住民族や低カー

ストの住民が人口の7割強を占めており、貧困率は59.4%と高い。住民は従来の農法に頼った

生産性の低い農業を行っており、事前調査で実施した住民との対話集会では、地域の気候風

土に適った作物を選定して栽培する技術や家畜の飼育技術を学び、生計向上の基盤を築きた

いというニーズがあげられた。 

７．実施した活

動内容 

①果樹・野菜栽培技術の普及： 

栽培作物、直面する課題及びニーズを住民

と確認するワークショップを開催した後、

土壌マネジメント専門家と果樹栽培専門

家を現地に派遣し、住民との対話を中心と

したフィールド調査を実施した。そして、

連携する関係機関と共に土壌や気候風土

に適った普及作物と栽培技術支援の選定

を行った。 

②家畜飼育・ミルク生産技術の支援： 

住民参加型ワークショップを実施した。ま

た、シンズリ郡家畜サービス事務所より技

術者を招聘し、住民との対話を通じた飼料

作物の選定調査を実施し、飼料供給と合わ

せて土壌侵食改善の効果が期待できる作

物を選定した。 

③土壌保全技術の普及： 

園芸センターより専門家を現地へ派遣し、

現行の堆肥作りや土壌状態に関する調査

を実施した。 

④小規模灌漑の設置： 

小規模灌漑専門家を現地に派遣し、裨益住

民と共に水源地と貯水タンク設置個所を

確認する作業と、パイプレイアウト、灌漑

エリアと設置工程に関して裨益住民と話

 

課題やニーズに関する発表風景 

 

 

専門家による小規模灌漑の設置の説明風景 
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し合う集会の開催を行った。 

８．主な活動成

果 

①果樹・野菜栽培技術の普及： 

気候に適った果樹の選定および栽培品種の選定が完了した。研修実施機関との連携体制構築

が完了し、最低60世帯を対象に高原野菜の栽培技術を普及していく準備が整った。 

②家畜飼育・ミルク生産技術の支援： 

シンズリ郡家畜サービス事務所と連携体制構築が完了し、最低80世帯を対象に研修を実施し

ていく体制が整った。 

③土壌保全技術の普及： 

土壌マネジメント専門家によって最低60世帯を対象に堆肥作りの研修を行う準備が整った。 

④小規模灌漑の設置： 

裨益住民参加型で、合計約230世帯が裨益する小規模灌漑のパイプレイアウト確認作業と、水

源ごとに各パイプの灌漑エリアから選出された代表住民による灌漑設置委員会の編成が完了

した。 
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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 

ミャンマー連邦 循環型共生社会の創造事業 

農業支援プロジェクト 

３．該当の申請分

野  

農業・農村開発支援 

４．活動地域 ミャンマー連邦 南シャン州 チャウタロン・タウンシップ ナウンカ・ビレッジトラクト 

ナウンカ村 

５．支援対象者  農民 

６．事業実施の背

景と必要性 

化学肥料等の多投と経験的な慣行農業に頼る農業のため地力の低下が避けられない状況に

なり、持続的な農業を実施するための循環型農業等の農業技術の導入のニーズが高い。 

７．実施した活動

内容 

7日間の農業研修実施 

小規模銀行実施村の給水整備事業 

小規模銀行実施村の共同農園の土着菌堆肥支援事業 

８．主な活動成果  ナウンカセンター他で実施した循環型農業７日間研修は、7回実施、参加人数は111名。今

までの研修は計73回の実施、参加累計人数は1,127名に。長年の悲願だった６ヶ月の長期研

修を実施した。男女5名ずつ、合計10名の農村青年を対象として、循環型農畜産業の研修を

主体に、食品加工、キノコ栽培、機械整備、洋裁、会計などの研修を行なった。循環型農業・

畜産業の技術を普及、農業からの収入がない時期に、副収入が得られるような技術を身につ

ける科目も取り入れた。村に帰った研修生たちは、早速堆肥を作ったり、小さな研修会を開

いたりしている。 
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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 
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 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 

 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 日本国際ボランティアセンター 

２．プロジェクト

名 
生態系に配慮した農業による生計改善プロジェクト 

３．該当の申請分

野  

農業・農村開発支援 

４．活動地域 カンボジア シェムリアップ県 

５．支援対象者  対象地の農家 約5000世帯 

６．事業実施の背

景と必要性 

道路や橋の建設などインフラの整備が進む一方で、企業による経済開発が農村にまで広が

り、森林や農地が奪われる農民が急増している。国民の7 割が暮らす農村では、自給で足り

ない食料の購入、家族の病気、また化学肥料の購入などのために、借金せざるを得ない人々

も増加。現金を得るために農地を売って生活の基盤を失う人も後を絶たない。生業である農

業で家族が安定して暮らせるための支援が求められている。 

７．実施した活動

内容 

今年度は、すでに実践している農家

から他の農家が学ぶ機会の提供に力

を入れた。稲作栽培改善では、農民

交流研修を10回開催し、述べ272人が

参加して稲作栽培技術に関して情報

交換を行った。また、家庭菜園研修

を16回（参加者数440人）、堆肥研修

を10回（参加者数241人）実施したほ

か、食品加工グループへの研修を実

施した。その他、地域住民、地元行

政、学校、お寺と協力して、苗木づ

くりや植林活動にも取り組んだ。 

 

住民、行政、学校が参加しての植林活動の様子 

 

大豆の加工品作りに取り組む女性たち 

８．主な活動成果 上記活動の結果、徐々に生態系農業の実践者が増加し、家庭菜園は501世帯（2011年度は380

世帯）、堆肥づくりは413世帯（2011年度は278世帯）が実施するに至った。また、植林活動

では、年間約8000本の苗木を生産して植林した。その他、1カ村で活動を行っている食品加
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工グループでは、レモングラスのお茶など新たな加工品の生産に成功し、さらに2つの村で

食品加工グループの設立準備が進んでいる。 
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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 緑のサヘル 

２．プロジェクト

名 

コングシ地域における農業生産性と現金収入の向上による生活改善プロジェクト 

３．該当の申請分

野 

農業・農村開発支援 

 

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4村の住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

当該地域では住民の約 80％が農業に従事しており、雨季にはミレット（トウジンビエ）、

ソルガム（モロコシ）、米といった穀物やトウモロコシ、落花生、ササゲ、ゴマ等の作物の

栽培が行なわれている。しかし、栽培地は砂地であるため雨季の集中的な降雨により浸食

が発生しやすく、栽培条件が悪化している。また、降雨の不足や不順に加え、地力低下に

よる収穫量の減少も深刻で、当該地域の穀物生産は、30 年前の 1/4 以下にまで低下してい

る。住民は、収穫量だけでは不足する穀物を購入で補っているが、現金収入の主たる手段

は農産物の販売であるため、不足分を補いきれていない。 

当該地域における食の確保を図るためには、生産性の向上と現金収入の改善に向けた取り

組みは急務といえる。 

７．実施した活動

内容 

1) 3村の穀物栽培地に、石堤の設置と有用草の植栽を行なった。 

2) 3村の穀物栽培地に、堆肥を用いたザイ技術を実施した。 

3) 3村で羊の販売と飼育を行なった。 

4) 3村で、養蜂箱を用いた蜂蜜生産と販売を行なった。 

８．主な活動成果 1) ロルガ村、タンギエマ村、タンポンガ村の栽培地20haに、石堤が設置された。また、ロ

ルガ村とタンギエマ村では、2011年度に設置した石堤沿いに、152列の有用草が植栽された。 

2) ロルガ村、タンギエマ村、タンポンガ村の栽培地48haで、堆肥が投入されたザイ農法に

よる穀物栽培が行なわれた。 

3) ロルガ村とタンギエマ村で肥育した23頭の羊が販売された。また、タンポンガ村を加え

た3村で、飼育用に130頭の羊が購入された。 

4) ロルガ村とタンギエマ村で73リットル、ヤルカ村では蜂の巣付きで111缶（大28缶、小

83缶）の蜂蜜が採取され、全て販売された。 

 

 


