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また、彼らが通常利用している薪資源についての項目では、前項目の質問のとおり、

植林木からの利用はまだできない。主要な資源は、自然林からで私有地内での人工林か

ら資源を得ている農民はわずかである。薪を入手するのにどれくらい遠いかという質問

では、ほとんどの人（72%）が 1km 以内で、一方 18%は薪材採取のために 1~2km 歩い

ているということであった。 
 

 
図 2.17：薪採取にかかる平均時間 

 
薪採取にかかる時間で言うと、最も多くの人が 1 時間以内（34%）で、20%が 1~2 時

間かけている。また 2 時間以上かかっている人たちもいる。採取の頻度で言うと、41%
は週に 2 回で、21%は週に 1 回、週に 3 回であった。 

ベースライン時は、週 4～7 回が 50%（インパクト調査では 17%）、1～3 回が 40%（イ

ンパクト調査では 83%）であり、週 8 回以上も 10%（インパクト調査では 0%）にのぼ

った。特に週 7 回に関しては 44%（インパクト調査では 1%）にのぼり全体で最も多い

回答となっていた。薪採取の頻度が非常に低くなったことが数字にあらわれている。 
 

図 2.18： 薪採取にかかる平均時間             図 2.19：  薪採取の頻度 

 
薪採取を担う人は、主に子供たちが 44%（ベースライン調査で 50%）で、女性は約

26%（ベースライン調査で 29%）、ハウスワーカーが 21%、世帯主は約 10%（ベースラ
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イン調査で 4%）であった。こちらは、ベースライン調査時とほぼ変化はなかった。 
 

 
図 2.20：薪採取の担い手 

 
より薪材が必要になる期間は、最も需要の高くなる時期として 75%が雨期であると答

えた。一方で、乾期と答えたのはわずか 14%であった。雨期に最も需要が高まる要因は、

一日中降り続く時などに、薪採取に行く時間がないためである。そのため多くのストッ

クが必要になる。 
 
2.5.7 インパクト調査結果 
 
ルワンダでは、プロジェクト期間中に合計 44ha の植林が農家単位で実施されたため、

各個人が森林資源の増加を実感することとなった。直接的な効果としては、薪炭材の採

取である。国有林は、違法伐採などの影響で減少し続けており、エネルギーを薪や炭に

頼るしかない住民にとっては、薪の入手は大きな問題となっていた。そのため、ユーカ

リや Grevillea などの住民から需要の高い樹種を植林したことで、薪炭材へのアクセス

が容易になった。まだ十分に成長していない樹木もあるが、アンケート回答者の 31%
が燃料材の利用について“大きな変化があった”と回答している。また、薪採取にかか

る時間や頻度が大幅に減少したことがアンケートから明らかである。時間が短縮された

ことで、別の経済活動、生産活動（農業、家畜の世話など）に時間があてられているこ

とで、世帯の生計の底上げが図られている。 
 
2.6 その他 
 
（１）プロジェクトサイトの視察受け入れ 
 
・JICA 事務所及び地元メディアによる視察 

2012 年 12 月調査時には、JICA 関係者として米田基人長期専門家（土壌分析）、大和

田美香（経済分野 JOCV）、細渕彩子（土壌分野 JOCV）の 3 名が 2 日間に渡る聞き取

り調査に同行した。また、2013 年 2 月調査時には、JICA 事務所から野田樹職員が現地

を訪れ、さらに地元メディアの IMVAHO NSHYA（地元言語の新聞）、Kigali today（英
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字新聞）が取材に訪れた。JICA 関係者とは、同じ日本の協力事業として情報共有をす

るということと、何らかの連携の方法がないかを検討するという趣旨で普段から、事業

進捗の報告を実施している。また、地元メディア取材の翌日には、IMVAHO NSHYA に

記事が掲載された。また地元ラジオ記者が研修の取材に訪れ農民や地元のリーダーへの

インタビューを行いこの模様がプロジェクトの成果と共に放送された。 
 

 
 

 

掲載された新聞記事 
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（２）ケニアカウンターパートによるクロスビジット 
 
 本事業で実施しているケニア国でのプロジェクトカウンターパートのケニア森林研

究所（Kenya Forestry Research Institute, KEFRI）の Mr. Gabriel Muturi がルワンダでの

JOFCA 第 2 回調査全行程（2014 年 3 月）に帯同した。同テーマで実施している事業の

パイロット視察を通して、研究者同士の意見交換や情報共有を目的として実施した。こ

の 1 回の訪問で終わることなく、研究者同士の交流という規模でも情報共有が進んでい

くきっかけとなることが期待される。 
 
（３）普及活動 

RAB のホームページ上で、本プロジェクトの活動紹介が掲載された。 
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（４）今後の展開可能性 

 

 ルワンダカウンターパート機関の RAB も、プロジェクト終了後に国際協力機構（JICA）

のスキーム等を活用して、小規模農家でのアグロフォレストリー実施の活動継続を要望

していた。しかしながら、現状では森林セクターの組織は非常に弱体化しており、カウ

ンターパート機関の名称からも分かるとおり農業研究組織の一部でしかなく、森林の研

究者も国内に 20 名以下という現状である。そのためすぐにはプロジェクト実施に結び

付けることは困難であり、RAB のダイレクタークラスが今後の森林セクターにどう取

り組んでいくのかというビジョンを持った上で、JICA 等との協議を進めていく必要が

ある。住民レベルでは、技術も定着し、私有地内の植林であるため保護もなされていく

ことが期待されている。しかし、新たな植林には苗木が必要であり、現状この苗木をど

う調達するかが問題である。森林から得られる利益から個人で苗木を購入することが望

ましいが、ルワンダでは元々苗木は政府から配布されることが通例であり、自ら購入す

る習慣がない。また、政府で作る苗木についても、予算が限られているため良質な苗木

を提供できず、またそのようなプライベートの業者もほとんどいないため、植林活動の

継続については良い見通しはたっていない。森林行政を担う公的機関が縮小されている

背景もあり、国レベルでの取り組みは今後も難しい状況に置かれることが予想される。

カウンターパート機関の RAB を始めとする国の森林分野に係る組織が、まずは防災な

どの観点で、植林に対する関心を高めていくことが必要とされる。 
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３ タンザニアでの活動調査結果 
 

3.1 本事業の背景・経緯等 

  

 タンザニアにおいては、都市化の進展による木炭消費の増大のため、天然林が無秩序に伐

採され森林減少・劣化が進行している。木炭生産が行われる農村地域では、現金収入の機会

に乏しいが、木炭は販売可能な生産品目として期待できるものであり、植林による木炭原木

資源の造成により木炭の持続的な生産体制の構築ができれば、農村地域の貧困削減、天然林

の減少劣化の防止、都市部へのエネルギーの供給という３つの成果を同時に達成することが

可能となる。 

 このため、タンザニアにおいては、2011 から 2014 の 4 年間に、木炭生産者に対する研修

普及、苗木の生産・配布、木炭原木の試験林の造成、植林と木炭生産に関するガイドライン

の作成を目的として事業を実施した。また、本事業全体の最終成果として作成した「途上国

における貧困削減のための森づくり指針」（第４章）に、タンザニアでの取組事例等を盛り

込んだ。 

 タンザニアにおける本年度の取組は、造成した試験林の維持・管理、植林グループの育成

等を行うとともに、3.4 の(4) の「ルデワゴンゴーニ村における植林と持続可能な木炭生産

に関するガイドライン」の作成を行った。 

 なお、2012 年度報告書では、タンザニア国の森林・林業の概要、木炭生産技術の現状及

びアフリカ材による木炭の品質分析（発熱量等）、2013 年度報告書では、世界銀行の Policy 

Note(2009)に基づく同国における木炭生産動向に関する情報整理、2014 年度報告書では、タ

ンザニアの貧困削減政策の流れを記述している。 

  

3.2 サイト位置図 

 

対象地域：モロゴロ州・キロサ県・ルデワゴンゴーニ村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ルデワゴンゴーニ村の位置 

ルデワゴンゴーニ村 
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3.3 活動内容 

 

 タンザニアにおける活動項目は次のとおりである。 

 

活動項目 2011 2012 2013 2014 

１．研修普及  

  (ワークショップ、インタビュ

ー調査、炭焼研修等）  
＊ ＊ ＊ ＊ 

２．苗木生産・配布  ＊ ＊ ＊ ＊ 

３．試験林造成・管理  ＊ ＊ ＊ ＊ 

４．ガイドラインの検討・作成  ＊ ＊ 

      

3.4 2014 年度の事業実施状況 

  

(1) 研修普及 

  

 ア ワークショップの開催 

    ルデワゴンゴーニ村の役場の会議室で、男 11 名、女性 8 名の参加者を得て実施し

た。ルデワゴンゴーニ村からはVillage Executive Director（VED、村の唯一の専任の

職員）、天然資源管理委員会委員長のほか、キマンバ Division、ルデワ Ward、県天

然資源局から関係者が参加した。 

    ルデワゴンゴーニ村のVED から事業の概要・経緯について説明がなされた後、キ

マンバDivision の所長から、キロサ県では木炭生産プロジェクトの優良事例として８

つが指定されているが、本プロジェクトがその中に含まれていること、また昨年度

のトーチツアー（県知事が県内における取り組み事例を申請し、政府が指定する青

年団体がこれらの事例を査察するタンザニアで毎年開催される恒例行事）では全国

で 7 番目にランクされた（全国で 40 事例）のは本事業の取組によるところが大きい

旨の来賓挨拶がなされた。 

     次に、ルデワゴンゴーニ村における植林の重要性を確認し、3.4 の(4)のガイドラ

インについて討議され、村天然資源委員会、県天然資源局森林官の 2 者により署名

された。     
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  26 年度現地調査対象地位置図 

ｳﾉﾈ植林ｸﾞﾙｰﾌﾟ

試験植林地

ルデワゴンゴーニ村役場 

キロサ県庁 

ｱｸﾞﾛﾌｫﾚｽﾄﾘｰ実施地 

ｷﾛｻ中学校植林地

ｷﾏﾝﾊﾞ村植林ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾑﾌﾞﾜﾃﾞ植林ｸﾞﾙｰﾌﾟ（ﾏｻｲ族）

教会植林地

ﾙﾃﾞﾜ中学校植林地 

ﾙﾃﾞﾜｺﾞﾝｺﾞｰﾆ村植林ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

25ｋｍ 
道路 
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    このガイドラインは、村の概要、森林資源現況、植林、天然林管理等を含む村とし

ての基本的方向を示した包括的なものであり、その概要については、3.4 の(4)のとお

りである。  

     さらに、ワークショップに参加した谷田貝博士から、パワーポイントを用いて、

木炭の燃料以外の活用法（水質浄化、土壌改良資材等）と木酢液の採取法及び活用

方法について、講演を行った。参加者からは熱心な質問が出され、特に木酢液の活

用方法については参加者のほとんどが高い関心を示した。 

     最後に、村内及び周辺の地域で、今回の本事業を契機として結成された植林グル

ープから発表があり、取り組みの現状と予定について説明がなされ、活発な意見交

換が行われ、閉会した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     来賓挨拶するキマンバDivision 所長     ワークショップの様子 

 

 イ 村民に対する植林のインタビュー調査 

 

   ルデワゴンゴーニ村は、５つの集落（hamlet）により構成されており、それぞれの集

落（Shuleni、Madukani、Kidong'we、Mkoroshoni、Mkwajuni）から 5 名、計 25 名を対象

に、木炭生産や植林に対する経験の有無や実施した経験がない場合には、実施しない理

由について、本事業のカウンターパートであるEGAJ のズルンゲ氏とWAMAJUKUU の

カマヤ氏によりインタビュー調査を実施した。 

   聞き取り対象者は、全員が保有農地があり、主として農業に従事している。性別及び

年齢構成は次のとおりである。 

 

区分 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 計 

男 2 3 5 5 2 17 

女 2 2 4   8 

計 4 5 9 5 2 25 

                     インタビュー調査対象者の性別、年齢構成 
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    次に、土地の利用区分別規模別に保有状況をみると、自宅周辺の家屋敷地は、1 エー

カー（0.4ha）未満が大半であるのに対し、農地は 2-5 エーカーの階層が過半を占め

ており、中には 20 エーカーを超えて保有している者もみられる。これに対し、森林・

樹林地（forest/woodland）の保有状況をみると、保有なしが 2 割（25 人中 5 名）を占

め、保有規模も農地よりも小さく、農民が植林を行おうとしても、自己保有地には

十分な面積を確保できないことを示している。これに対する対策としては、①植林

対象地として、家屋敷地、農地も対象とし、アグロフォレストリーなどの農林複合

の経営方式を行う、②村有地の活用（個人への貸付又は植林の共同実施等）がある

が、いずれも事前に実行方式等を十分検討するほか、関係者の植林に対する一体的

な取組意欲を醸成していく必要があることを示している。 

                                  （単位：人）   

区分 

  (ｴｰｶｰ) 
なし 

0.5 

  未

満 

0.5-1 

  未

満 

1-2 

   未

満 

2-5 

  未

満 

5-10 

  未

満 

10-20 

  未

満 

20- 

 以

上 

家屋敷地  11 7 4 3    

農地   1 3 15 3 1 2 

森林・樹林地 5 2 6 8 3 1   

            インタビュー調査対象者の土地保有状況 

 

    また、木炭生産、植林へのインタビュー調査対象者の関心は、25 人全員がいずれ

も「関心はある」と回答したが、実施経験については、木炭生産は「有」と回答し

た者が、25 名中 19 名で約 3/4 を占めたが、植林経験は「有」と回答した者は 25 名

中 6 名の約 1/4 にとどまった。 

   区分 
関心 実施経験 

備考 
有 無 有 無 

木炭生産 25 0 19 6  

植林 25 0 9 16  

            インタビュー調査対象者の植林等への関心の有無 

     

    また、木炭生産には調査対象者全員が関心があると回答しており、その理由は家計

収入増大を図りたいためとしている。これまでに木炭生産の経験が「無」と 6 名が

回答しているが、その理由は、原木の調達が難しいためであるとしている。 

      

    植林に関心があるとしている理由については、このインタビュー調査の対象者全員

が木炭原木生産のためと回答しているが、これは、本事業の目的が木炭原木林の試

験林造成であることを事前に説明したためであると考えられる。 
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    この木炭生産目的を除くと、植林に関心がある理由としては、環境保全を理由に挙

げる者が６割を占めるが、一方、建材や小丸太、薪などを生産するためと回答した

者は、全体の 1~2 割にとどまった。 

 

生産目的 建材 小丸太 薪 木炭原木 環境保全 その他 

回答数 5 2 2 25 15 0 

           インタビュー対象者の植林に関心がある理由 

      

    また、植林の経験がないと回答した者が、25 名中 16 名と 6 割を占めているが、そ

の理由として、種の入手が困難であり、苗木の育成技術についての知識がないため

と回答している。 

     タンザニアで植林が進んでいない理由は、次のような要因が考えられる。 

 

    ①木材や薪は近隣の天然林から採集するものという思考様式があり、木材を調達で

きるような森林までの距離が遠くなっても、その問題を解決するために植林を

計画するということにはなっていない。 

    ②住民に種子やポット等の資材を購入する資金や苗木生産に関する技術・知識が不

足していること 

    ③住民の自己保有地の面積は、食糧確保のための農地が占める割合が高く、植林の

ための土地の余裕がない 

    ④住民の自己保有地以外には、入会的な利用が行われている土地が広汎に存在する

が、利用規制はほとんどなく、放牧等にも並行的に利用されるため、このような

土地に植林したとしてもその維持管理が困難である 

    ⑤中央・地方政府も組織・財政基盤は脆弱であり、公的主体による植林も、海外か

らの支援を除けば、ほとんど期待できない 

    ⑥植林の推進については、公的組織、会社、住民を問わず、植林をした場合の経済

的インセンティブの付与が必要であり、そのためには造成した植林木の販売収

入が期待でき森林への再投資を誘発する経済的システムの構築（例えばパルプ

産業の振興等）が重要であるが、現段階ではそうした状況は当分見込めないこ

と。 

     

 ウ 苗木育成技術研修と植林グループの結成 

    

   イのインタビュー調査の結果、植林経験ない者が全体の半分以上を占めることから、

ルデワゴンゴーニ村及びその近隣の住民を対象に苗木育成技術研修を実施した。この研

修は、キマンバ郡（Kimanba Division、タンザニアの地方行政組織は、州（Region)、県

（District）、郡（Division）、区（Ward）、村（Village)となっている）の森林技術者や
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試験林造成を担当する現地NGOであるWAMAJUKUUのカマヤ氏が植林に関心のある

住民を 20 名選定し、本事業の苗畑において 8 月に実施した。 

   この研修を受けた者を中心として、次の 4 つの植林グループが結成された。 

    

  ａ．キマンバ村植林グループ（グループ名称：UMM group） 

 

    キマンバ村の植林グループは、8 年前に結成され、Community Based Organization と

して県に正式に登録されている。グループの目的は「環境の改善と生活の向上」で

ある。訪問時に集まったグループメンバーは、男 5 名、女性 4 名で、これまでに草

炭生産研修に参加したほか、一定の活動をしているが、植林に関しては、①作業用

具、ポット用土に必要な堆肥を購入する資金がない、②キマンバ村は周囲をサイザ

ル農園に囲まれており、農民が私有農地をもっておらず、植林する土地がないなど

の問題が挙げられた。 

    ①については、腐葉土を活用するなど工夫次第で対応可能であるが、②の植林対象

地については、サイザル農園と交渉して、サイザルの手入れを行う代わりに、遊休

地を借り受けるなどの対策を講じる必要があり、キマンバ村での農民による植林の

ためには、事前に解決すべき問題があることがわかった。 

    ペットボトル等を活用したポット苗を少量生産しているが、生産した苗木は、主と

して環境改善用として販売している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      キマンバ村植林G とのミーティング      県からの組織登録証明書 

   

  ｂ．ルデワゴンゴーニ村植林グループ（グループ名称：Misanta group） 

 

     グループ名はMISANT といい、構成員は男 9 名、女 8 名の計 17 名で、植林、苗

木や蜂蜜の生産・販売等を目的としている。ポット数は 2500 程度で、ジョホーロ、

ホワイトチーク、ターミナリアの 3 樹種が播種され、うち 500 程度が 15cm 程度

に発芽済みであった。これらの苗木は自分たちの植林に使用するほか、苗畑のそ

ばを走る国道脇で販売する計画としている（果樹 1000Tsh,ジョホーロ等 500Tsh）。 
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     構成員の一部には活動の目的を十分理解していない者も含まれており、またグル

ープ構成員が行う植林計画について明確に意思表示をされなかったこともあり、

今後本グループの活動が継続していくためには、外部からの支援がなお必要と感

じられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ルデワゴンゴーニ村植林グループの苗畑 

 

   ｃ．ウノネ村植林グループ（グループ名称：PKT group） 

 

      ルデワゴンゴーニ村の隣村で、国道から 25km ほど山間部に入ったところにあ

り、森林を伐開して新たな農地の開発が進んでいる地域である。ルデワゴンゴー

ニ村の平地部に比べて、まだ豊富に森林が残っている。 

      植林グループの名称は、PKT といい、植えた木を伐採して利用することを目的

とし、森林を復元を図りたいとしている。この地域はパブリックランドで、タン

ザニア国民であれば誰でも入植して、農地開発をすれば、その開発した農地を保

有することができるとのことで、グループのリーダーはそのようにして 20 エーカ

ーを保有したとのことであり、現在でもタンザニアの西部地域のキゴマ州からも

入植する者がいるとのことである。 

     このグループは今年 2 月に新たに結成されたグループであるが、結成のきっかけ

は、グループリーダーが国道に出された本事業の苗畑の看板をみて、

WAMAJUKUU のカマヤ氏に電話連絡があり、苗木やポット等の生産資材、技術

指導を受けたことである。 

      構成員は男 4 名、女 2 名で、構成員以外にも教会の牧師やマイクロファイナン

スのリーダーの活動に興味をもっており、訪問時のミーティングの際にも同席し

ていた。 

      現在苗畑には 2400 個のポット苗を養成しており、うちジョホーロ 205、ムハン

バラーラ 10、ホワイトチーク 24、パパイヤ 270 の計 500 本が発芽済である。 

     また、グループリーダーはすでに植林を開始しており、すでにチーク、セデラを

0.5 エーカー植林している。今後も植林を継続するとしているが、その際は木炭の
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原木としてジョホーロ、ムハンバラーラが中心になるとの考え方が示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       森林を伐採して造成された農地           苗畑 

 

   ｄ．ムブワデ村植林グループ（グループ名称：Nosotwa group） 

 

     キマンバの東にあるマサイの集落で結成された植林グループで、キマンバ郡

（Division）事務所のフォレスターの働きかけで結成された。キマンバ郡事務所

としては、植林の推進もさることながら、マサイが放牧により農作物等に大きな

被害を与え農民とのトラブルが多発している現状に鑑み、マサイ自身が植林する

ことにより牛の被害にあう農民の痛みがわかるようになるという副次的効果も狙

っているとのことであった。 

     マサイのグループリーダーの苗木生産、植林の推進について、次のように説明し

た。 

     ・マサイはもともと森を伐採はせずに保護してきたが、このままでは植林をしな

いと森はなくなると認識している。生活に必要な資材も調達できるし、環境

改善にもつながる。 

     ・ポット苗は 800 個でジョホーロのみを播種している。モリンガも牛の飼料にも

なるのでポット苗をつくる計画も持っている。ポット苗は、比較的大きな木

の下に並べ、周りを木の枝条を巡らすことで牛の侵入を防ぎ、また、子供を

終日見張り番に立たせている。 

     ・植林地はすでに集落に近いところに確保しており、同様に枝条により牛の侵入

を防ぎたい。 
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        枝条による牛侵入防止柵         マサイとのミーティング 

 

(2) 苗木生産・配布 

  

 ア 植林グループによる苗木生産 

 

   ４つの植林グループによるまき付け本数は 6,420 本で、このうちジョホーロは植林グ

ループのすべてでまき付けられ、その割合は全体の 53％を占めている。残りの樹種

については、それぞれの植林グループごとの特徴が反映されている。 

 

区  分 
キマン

バ村G

ルデワ

ゴンゴ

ーニ村

G 

ウノネ

村G 

ムブワ

デ村G 
計 

ジョホーロ（Senna seamea） 165 1,763 1,336 150 3,414

ムハンバラーラ（Bruchystegia spp） 11  11

チーク（Techtona grandis） 500  500

ホワイトチーク（Gmerian spp） 370 25  395

ギンネム（Leucaena ucocephala） 1,500  1,500

ワサビノキ（Moringa oleifera） 350 350

パパイヤ（Carica papaya） 250  250

計 535 2,263 3,122 500 6,420

                            植林グループ別樹種別まき付け本数 

 

    例えば、ウノネ村植林グループは、ルデワゴンゴーニ村と比べて、住民の保有地が

比較的広く、植林にも熱心で、木炭原木としてジョホーロのほかに、試験林での生

育がよいムハンバラーラの苗木にも取り組んでいる。また、ムブワデ村の植林グル

ープは、マサイ族で主業が畜産であることから、葉が家畜の飼料にもなるワサビノ

キを選択している。 
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  イ 本事業により生産した苗木の配布先の植栽状況 

 

   ａ．キロサ市郊外の中学校 

 

     2010 年設立された中学校の校庭に植栽されたジョホーロ。3 年生で胸高直径は

6cm、樹高 4m となっている。同じジョホーロの 3 年生で、小川に沿って植栽され

た同じく 3 年生のジョホーロは、胸高直径が 8~9cm、樹高が 7~8m と校庭に植栽

されたものより一回り大きく、同じ区域内に植栽されているにも関わらず、成長

に大きな違いがみられた。全体で 300 本程度が植栽されている。 

 

 
    校庭のジョホーロ（3 年生）     小川に沿って植栽されたジョホーロ(3 年生) 

 

   ｂ．キロサ郊外のアグロフォレストリー 

     

     100 エーカーの土地所有者が 5 エーカーに樹木を植栽し、この区域を農地として

賃貸しており、借り受けた農民が樹木の管理を行いつつ、アグロフォレストリー

方式で、トマト、トウモロコシなどの栽培を行っている。 

     同エリアは、ココヤシのプランテーションの中にあり、ココヤシが上木となって

いない箇所で、アグロフォレストリーが行われており、植栽樹種はチークである。

3 年生で、胸高直径は 7-8cm、樹高は 6-7m であるが、苗木の誤切損等による補植

が行われており、胸高直径、樹高にはバラつきが大きかった。 

     また、アグロフォレストリーのためか、植栽木の枝払いを高くまで行っており、

大半の植栽木の樹冠は樹高の 1/3 程度であった。農民が木炭原木の植栽を行う場合

は、保有する農地にアグロフォレストリー方式が推進方策の一つとして考えられ

るが、候補樹種であるジョホーロは、アグロフォレストリーとしてどのような仕

立て方が望ましいかについては、今後、検討の余地があると思われる。 
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  アグロフォレストリーによるチーク造林（3 年生） 

     

      

  ｃ．ルデワ村中学校 

 

     2008 年植栽の 7 年生のジョホーロは、胸高直径が 14-20cm、樹高 6-7m であり、

特に林縁の個体が太くなっていた。木炭の原木として十分に使える太さに達して

おり、ジョホーロの伐期は 5-7 年とすることが可能であると考えられる。 

     また、昨年植栽されたジョホーロは牛の食害にあったため、ほとんどの個体が地

際、あるいは 50cm くらいのところから折損しており、大きな被害を受けていた。

完全に枯死した個体はほとんどなく、萌芽もはじまっており、今後時間はかかる

が生育は可能であると判断された。 

     この中学校は比較的古く植栽が開始されており、①ある程度の学校の敷地がある

こと、②環境教育の一環として生徒が植林木の管理を行い、③併せて炭焼き方法

等についても学習を行うことで、植林木を原料とする炭焼きの機運の醸成に資す

ることが期待できること、などから、今後の取組にあたっては、学校関係者の協

力を得て、進めていくことも検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     林縁の生育良好なジョホーロ（8 年生）      ジョホーロ（8 年生） 
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  ｄ．ルデワゴンゴーニ村教会の保有地 

 

     キリスト教会の４エーカーの保有地に植栽されている 2013 年植栽の 2 年生の 

ジョホーロは、800 本である。ルデワゴンゴーニ村の役場から北に 4km ほどいっ

たところにあるが、キロサ市から北に向かうに従い、降水量が減少する傾向にあ

り、訪問時の 11 月には、キロサ市では小雨季を迎え一定の降雨があり、樹木の新

緑や草の芽吹きがみられたものの、ルデワゴンゴーニ村近辺ではまだ降雨がなく、

この植林地においても草は枯れたままとなっていた。 

     植栽木の生存率は、60%程度であり、個体の成長にも差がみられた。植林の目的

は教会周辺の環境改善ということであり、教会の信者グループを組織し、植林地

の作業を行っており、他地区においても教会が植林を積極的に推進している例が

あり、教会は学校関係と並んで、植林推進のための組織として期待できることが

うかがわれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ジョホーロ 2 年生           ジョホーロ植林地 

      

 (3) 試験林造成・管理 

 

  ア 試験植栽地の生育状況 

 

    試験植栽地は、ブロック 1、ブロック 2、ブロック 3 に分かれており、面積は全体

で 6ha で、樹種別内訳は次のとおりである。 

    ブロック１：ムハンバラーラ（在来種）、ジョホーロ（外来種） 

    ブロック２：トリティリス、ニロティカ、アップルリング、ジョホーロ 

           （以上外来種） 

           ムセゲッセ、ムラマ、ムフンビーリ、ムサニ（以上在来種） 

    ブロック３：ポリアカンサ、ジョホーロ（以上外来種） 

 

        樹種別の生育状況については、ブロックの各樹種について、生育が良好な個体を選
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択して、これらについて継続的に樹高及び胸高直径を測定してきているが、ムハン

バラーラ、ジョホーロ及びアカシア・ニロティカは引き続き良好な生育状況にある

が、それ以外の樹種については成長は著しく良くない。また、ブロック３について

は、石礫の多い土壌であり、ジョホーロの生育も芳しくない。 

 

  

樹種名 

2013 年 6 月 2014 年 6 月 

  
樹高

(cm） 

直径

(cm) 

樹高

(cm） 

直径

(cm) 

ブロッ

ク１ 

ムハンバラー

ラ 
 Bruchystegia spp. 227 2.7 357 4.1 

  ムトンドーロ Julbernardia globiflora 33 0.4 44 0.9 

  ジョホーロ Senna siamea 310 3.0 451 3.9 

ブロッ

ク２ 
ムグンガ Acacia tortilis 42 1.0 51 1.5 

  ムセゲッセ Piliostigma thonningii 32 0.6 42 1.0 

  ムグンガ Faidherbia albida 40 0.4 47 0.9 

  ムラマ Combretum mole 31 0.3 37 0.7 

  ムフンビーリ Lonchocarpus capassa 34 0.4 41 0.9 

  ムサニ Brachystegia bussei 32 0.4 39 0.9 

  ムグンガ Acacia nilotica 218 4.0 305 4.6 

ブロッ

ク３ 
ムグンガ Acacia polyacantha 38 0.4 47 0.4 

  ジョホーロ Senna siamea 59 1.0 92 1.3 

              ブロック別樹種別生育状況 

 

    ブロック別の生育状況は以下の通り。 

    ブロック１：ブロック３に近い一部を除いて、活着率は良好である。、キロサタウ

ンの 25km 北に位置するルデワゴンゴーニ村ではまだ本格的な降雨

は始まっておらず、草も枯れたままであった。試験植林地はルデワゴ

ンゴーニ村のさらに北 6km のところにあり、ブロック１では、ムハ

ンバラーラは葉をつけた個体が多かったが、ジョホーロはその多くが

落葉していた。ジョホーロは葉をつけたまま乾季を耐える性質を有す

るが、乾燥が厳しくなってくると落葉する性質を有する。 

          このような厳しい試験林の乾燥環境のなかでも、ムハンバラーラ、ジ

ョホーロともに成林が見込むことができる状況である。 
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               試験植栽地のブロック図 

                  煉瓦製簡易窯    造林地看板   

           

    ブロック２：7 樹種の植栽を行っているが、在来種についてはいずれも活着率、成

長ともに十分とはいえないが、外来種のニロティカは胸高直径が

3-4cm、樹高が 2m と他の樹種に比べると、良好な生育を示している。

しかしながら、ブロック１のムハンバラーラ、ジョホーロに比べると、

成長は劣る。また、在来種もすべて、木炭原木の効率的生産の観点か

らは劣り、植栽対象木には向かないことが判明した。 

            

           本ブロックについては、今回の現地調査の直前に全面的に野火に会

い、ほぼ全面積にわたって被害に遭っているが、乾季で葉を落として

いることもあり、植栽木の生存か枯死かの判断がつかないものも多い。

今後雨季に展葉するのをまって再度調査を行う必要がある。 

           野火の原因については、村当局とも協議し原因を調査中であるが、

なお判明していない。 

           野火対策としては、防火帯の設定が有効であると考えられる。ブロ

ックの間、またプロジェクトエリアと隣接地の間には、幅 6m 程度の

防火帯が作設されていたが、作設コストも考慮しつつ、ブロック内に

も防火帯の設置を検討すべきであった。 
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    ブロック３：ポリアカンサを植栽したが、枯死率が高く、補植としてジョホーロを

植栽した。今回の現地調査時においても、ほとんどの植栽木が葉を落

としており、枯死はしていないが、樹高は 60-70cm 内外で、成長は著

しく良くない。このブロックは石礫地であり土壌条件が悪いうえ、厳

しい乾燥気候のためであると考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                ブロック１のジョホーロ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ブロック１とエリア外隣接地に設置された防火帯（左側が植林地） 
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            ブロック２ 野火の状況とアカシア・ニロティカ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ブロック２ 

         改植したジョホーロ 

         枯草も一部燃え残っており完全に枯死はしてい

ない 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ブロック３ 改植したジョホーロ（乾季で落葉している） 
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(4) ルデワゴンゴーニ村における植林と木炭生産のための持続的ガイドライン 

 

  ルデワゴンゴーニ村において、木炭原木林の試験林造成に平成 23 年度から 26 年度の４

年間に取り組んできたところであり、この間の活動状況は、各年度の報告書のとおりで

ある。 

  これらの活動を踏まえ、ルデワゴンゴーニ村の村落保全林（Village Forest Reserve：村の

土地利用計画上、将来とも森林として村が管理経営を行う森林）の活用方向と木炭原木

林造成のための必要な事項を取りまとめた「ルデワ村植林と持続的木炭生産のためのガ

イドライン」を作成した。 

    

   ガイドライン作成準備委員会のメンバーは、キマンバDivision、ルデワWard のオフィ

サー、ルデワゴンゴーニ村長、村天然資源委員会メンバー及び木炭生産者、農民の計

10 名で構成され、キロサDistrict の Forest Officer、JIFPRO が技術アドバイザー、Facilitator

として、キロサ District の Forest Officer、プロジェクトカウンターパートである

WAMAJUKUU のカマヤ氏、EGAJ のズルンゲ夫妻が担当している。 

   また、ガイドラインの執筆委員会は、キロサ県天然資源局森林官のマリッサ氏、村長、

村天然資源委員会メンバー、木炭生産者、カマヤ氏、ズルンゲ氏の計 9 名で構成した。 

   本ガイドラインは、キロサ県森林局、村天然資源管理委員会の両者がサインを行い、

正式に認知されている。 

 

 ア ガイドラインの構成（目次） 

    ガイドラインの構成（目次）は、次のとおりであり、英語版、スワヒリ語版で作成し

ている。英語版を参考資料として巻末に添付している。 

 

第１章 はじめに 

1.1.0 村の概要 

1.2.0 村の公共サービス 

1.3.0 ルデワゴンゴーニ村における持続的な植林と木炭生産ガイドラインの策定

の決定 

第２章 ルデワゴンゴーニ村の森林と木炭生産の概況 

2.1.0 天然林 

2.2.0 人工林 

2.2.1 木炭原木樹種の植栽 

  ア 木炭原木樹種の植栽 

  イ 持続的な木炭と木酢液生産 

  ウ 苗畑 

  エ 共同体植林計画 
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  オ 森林保全 

 2.2.2 共同体による植栽樹種 

 2.2.3 天然林への脅威 

  ア 森林への脅威 

  イ 現在の木炭生産樹種 

  ウ 最も収穫されている木炭原木樹種 

  エ 絶滅が危惧される木炭原木樹種 

  オ 絶滅した樹種 

 2.2.4 天然林からの林産物 

 2.2.5 炭生産とビジネス 

 2.2.6 木炭生産者が抱える課題 

  ア 原木調達までの場所までの距離 

  イ 伝統的木炭生産方法に非効率性 

  ウ 信頼できる木炭市場の欠如 

  エ 木炭生産組合の未結成 

 2.2.7 木炭を含む県及び村の森林・林産物等に関する法・規則 

  ア 森林の経営・管理に関する法律・規則 

  イ 植林及び森林保全に関する法律・規則 

  ウ 木炭を含む林産物の税金に関する法律・規則 

第３章 持続的な森林経営・管理及び木炭生産に関する戦略計画 

 3.1.0 天然林及び人工林の保全と持続可能性 

 3.1.1 伐採の頻度（回帰年） 

 3.2.0 植林 

 3.2.1 天然林の収穫区域内での植林 

 3.2.2 天然林の区域外のエリアでの植林 

 3.2.3 在来種及び外来樹種別の植栽樹種 

 3.2.4 環境教育及び法・規則の研修の実施 

 3.2.5 適正な土地利用の管理に対する指導 

 3.2.6 木炭税からの森林基金への配分の確実な実施 

 3.2.7 森林及び林産物の経営・管理に関する法・規則の周知徹底 

第４章 現存する森林と木炭生産の持続的な開発のための実行計画 

 4.1.0 経営・管理と法・規則の遵守に関する仕組み 

 4.2.0 ルデワ村ゴンゴーニ村木炭生産組合の結成 

第５章 ルデワゴンゴーニ村の植林と木炭生産のための持続的ガイドラインの

活用に関する認定 
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  イ ガイドラインの概要 

 

1. ルデワゴンゴーニ村（Village）は、キロサ県（District）キマンバ郡（Division)ル

デワ区（Ward）に属し、1975 年にタンザニア国内の他地域から入植した人々が

開村した。村内には、５つの集落（Hamlet）がある。法的に登録されている人口

は 1,233 人（男 592 人、女 641 人）、世帯数 378 である。 

2. 各世帯の平均耕地面積は、4 エーカー（1.6ha）で、平均家畜飼養頭数は、鶏 10、

山羊 4、牛 2 である。主業は農業である。 

3. 本村は、農業区域、放牧区域、森林区域、水源区域、住居区域に分割された土

地利用計画を有し、村の境界線に関しては、近隣村との間に争いはない。 

4.  本村には、2006 年に村落保全林である”Kishesheda Reserved Forest”があり、キ

ロサ県から正式に認定されている 

5. 2011 年に開始された本事業による木炭原木の試験林の造成は、ルデワゴンゴー

ニ村における最初の植林プロジェクトである。 

6. 森林の減少・劣化の主な原因は、木材・木炭生産、農用地開発・畜産、山火事

である。 

7. 現在収穫されている木炭の原木となる樹種は、ムヨンボ（Brachystegia 

speciformis）、ムラマ（Combretum molle）、ムフンビーリ（Lonchocarpus capassa）、

ムカンバ（Acacia melifera）、ムトンドーロ（Julvernardia globiflora）などである。 

8. ルデワゴンゴーニ村の住民は、家庭用には木炭をほとんど使用しておらず、木炭

生産の目的は販売用である。 

9. 村内を通過する国道が舗装され、木炭の運搬条件が改善されるため、村内の森

林の減少・劣化が一層進むことが危惧される。 

10．木炭生産者が抱える問題としては、原木調達が遠距離になったこと、炭焼き方法

が伝統的な伏せ焼であり、効率が悪いこと、木炭のマーケットがないこと、木炭

生産組合がなく木炭生産者に結束力がないことなどがあげられる。 

11. 現行の法・規則では許可のない無断伐採は禁止されており、村レベルでは村天然

資源委員会が管轄している。 

12. 村は、2009 年に「Kishesheda 村落保全林管理計画」を策定し、キロサ県から認

定を受けているが、村人に植林を促進させるための規則等はない。 

13. 村は、木炭を含む林産物生産に課税することができ、木炭生産者は村天然資源委

員会から許可を与えられる。徴収された税金の使途は、10%が森林管理目的でキ

ロサ県に配分され、30%が村の予算となり、残り 60%が村天然資源委員会の管理

のもとで、村の森林管理に使用されることとされている。 

14. 村は、「Kishesheda 村落保全林管理計画」に基づき木炭生産を含む林産物の生

産を行うことができるが、次の課題がある。 

  ①森林を持続的に管理するための持続的な収穫（伐採）計画が必要であるが、ル
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デワゴンゴーニ村の村落保全林は、収穫量を平準化するための森林管理区画

（Forest management Units=FMUs）に分割されておらず、早急に実施すべきで

ある。   

  ②FMUs を区画したのち、林産物資源評価（Forest  Product  Resource 

Assessment=FPRA)を行い、年許容伐採量（Allowable Cut=AC）を決定する。

このことにより、回帰年（Rotation Age=AC)に従って収穫区画を定める。 

  ③木炭生産は、FMUs と FPRA を定めたのち、2002 年森林法の規則に従い実施さ

れる。この手続きは技術的であるが非常に重要であり、村の議会メンバーに

は必要なトレーニングが行われる 

15. 植林は、天然林内の伐採跡地や自宅周辺、街路樹、農地、公共施設等が対象とな

り、   植林樹種は、在来種は成長が遅いため、木炭原木の適性のある早生樹、

たとえばジョホーロ（Senna siamea）などがあげられる。竹も成長が早く、河岸

などでは浸食防止にもなるので、植栽には適している。 

16. 村民に対する環境・法規則の教育が必要であり、農業や畜産と土地利用が競合し

ないように管理が徹底されるべきである。 

17. 植林は環境保全的な効用ばかりではなく経済的な効果もある。例えば、ha 当た

り 2000 本植栽（2mx2m）で 5 年後に小丸太で収穫するとすると、1 本あたり 1

万タンザニアシリングとして、全体で 20 万タンザニアシリングの収入となる。

(注:2014 年で 1 円≒15 タンザニアシリング） 

18. 村は、植林を推進するために、次のような対策を講ずべき。 

  ①各家庭での植林を推進する 

  ②植栽木については村の専門家の許可がなければ伐採できないようにする 

  ③木材を多量に使用する組織に植林を奨励する（机を使う学校など） 

19. このガイドラインに基づく実行を確保するための仕組みが必要であり、その推進

役は村天然資源管理委員会であるが、具体的には植林グループ、苗畑グループの

結成、木炭ビジネスへの投資勧誘、林産物税による森林基金の造成、植林等のた

めの人的ネットワークの形成、研修・訓練、先進地調査、炭焼き方法の改善、木

酢液の活用などがあげられる。 

 

ウ ガイドラインを実行に移す場合の課題 （村落保全林の積極的活用方策について） 

  

   a. 植林の推進のためには、対象地の確保及び造林費用の負担が必要であるが、ルデ

ワゴンゴーニ村の個人保有地の面積が小さく、また世帯収入も限られていること

から、各世帯や組織での植林を推進することと合わせ、村落保全林を活用した方

策を立てる必要がある。 

   b. 造林費用の負担については、村落保全林を活用し早期に木炭生産を開始しその販

売収入の一部を造林費用に充てることが考えられる。 
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   c. しかしながら、村落保全林を活用する場合、イの 14．にあるとおり、資源量等を

把握したうえで、年間許容伐採量を設定することとしている。このためには、村

にはこれを設定するための作業を実施する能力はなく、県森林局等にコンサルを

依頼する必要があるが、このための経費を現在の村の財政状況では負担できない。 

   d. また、仮に資源調査等に基づき年間許容伐採量を設定できたとしても、実行管理

体制が伴わず、過伐が進行し、森林の荒廃・劣化をつながる可能性がある。イの

14.の内容については、県森林技術者により取りまとめられたものであるが、今後

村民との知識・経験の乖離が大きく、村の天然資源委員会のメンバー等への研修

が不可欠である。 

    （2014 年度の現地調査時の県知事表敬訪問の際、県知事から「県内に 8 か所ある

海外からの支援による『持続的木炭生産プロジェクト』を視察したが、天然林

を持続的に利用しつつ木炭生産をするという目的で実施しているにも係らず、、

現地はほとんど皆伐状態となっており、強い問題意識を持っている。」旨の発

言があった） 

   e. 以上のことから、次のような手順で、植林木による木炭生産を進めることが考え

られる。 

     ①ルデワゴンゴーニ村の天然資源管理委員会のメンバーに、村落保全林の持続可

能な管理方法に関する研修を行いつつ、 

     ②村落保全林の伐採可能量の算出作業を県森林局等に依頼する 

      （これに要する経費は、海外からの支援や県からの融資（後払いを含む）とい

った方 法が考えられる） 

     ③村落保全林の伐採による木炭生産を開始するとともに、植林の規模を決定し、

その販売収入の一部を植林費用に充てる 

     ④植林原木による木炭生産に移行する 
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1.0.0 CHAPTER ONE: INTRODUCTION 

1.1.0 RUDEWA GONGONI VILLAGE 

Rudewa Gongoni village is found in Rudewa ward, Kimamba division Kilosa 

district where it was established during villagization operation in 1975. Rudewa 

Gongoni village has 378 households with a total polulation of 1,233 where 592 are 

male and 641 are female. The village is registered legally with registration number 

MG/KIJ/GN/34. 

Gongoni village is bordered by Mvumi village to the North, Batini village to the 

South, Unone village to the west and Mbuyuni village to the east. Rudewa 

Gongoni village has five hamlets namely: Kidong’we, Mikoroshini, Shuleni, 

Madukani and Mkwajuni. Hamlets which border Kishesheda forest are 

Mikoroshini and Kidong’we. Average arable land area for each household is 4 

acres and average livestock is 10 chicken, 4 goats, and 2 cattle. Source of 

livelihood for the community is cultivation of different crops.  

This village has an effective land use plan which indicates areas for agriculture, 

grazing, forest reserves, water sources and settlements. Rudewa Gongoni village 

boundaries are well known and there is no boundary conflict with neibouring 

villages.  

1.2.0 SOCIAL SERVICES IN THE VILLAGE 

No. Social service Total
1 Primary school  1 
2 Spiritual services Mosques 3 

Churches 4 
3 Traditional healers 9 
4 Cereal mills 3 
5 Shallow wells 14 
6 Shops 9 
7 Restaurants 4 



111 
 

8  Village government office 1 
9 Tarmac road (Kilosa -Dumila) 1 
10 Muddy road (Unone-Gongoni) 1 
11 Communication:hand phones * 
*the number of hand phone is unknown 
1.3.0     THE DECISION TO FORMULATE THE SUSTAINABLE AFFORESTATION AND 
CHARCOAL PRODUCTION GUIDELINE FOR RUDEWA VILLAGE 
The National Forest Policy of 1998 has created conducive environment for citizen 

to participate effectively in management and development of forests in Tanzania. 

So as to assure community participation in forest protection, with villages, non-

governmental organizations and even private individuals, the government passed 

Act number 14 in the year 2002 which provide clear sight for the whole issue of 

incorporating community in forests protection. 

The decision to  formulate the Sustainable Afforestation and Charcoal Production 

Guideline for Rudewa Village was reached by Rudewa Gongoni villagers in order to 

save natural forest of the village which is fast disappearing due to the destructive 

pressure caused by charcoal production to supply the growing urban centres, the 

main consumers. 

2.0.0      CHAPTER  TWO:  THE  SITUATION  OF  FORESTS  AND  CHARCOAL 
PRODUCTION AT RUDEWA GONGONI VILLAGE 
Rudewa Gongoni owns a natural  forest and planted ones as mentioned below:‐ 
2.1.0  THE NATURAL FOREST 
The Kishesheda Reserved Forest: This forest has 2058ha. Traditionally this forest 
was  owned  by  Rudewa  Gongoni  village  council;  at  that  time  there  was 
uncontrolled exploitation of the forest products which caused heavy destruction. 
In  2006  after  the  village being  advised  by Kilosa District Council,  together  they 
decided  to  put  in  place  the  Participatory Management of  Kishesheda Forest 
Reserve Plan (PMKFP). 
2.2.0    PLANTED FORESTS /TREES 
2.2.1    Plantation of Charcoal Trees 
This forest is belongs to the the project for development of afforestation 

                guideline for charcoal production at Rudewa Gongoni village. The project was     
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                started in 2011. This is the first tree planting project at Rudewa Gongoni village, it  
                covers planted tree area of 6ha. 

This  plantation  has  a  tree  nursery  where  villagers  get  treeseedlings  to  plant 
similarly some seedlings are planted on the project tree plantation. 
The  project  is  operating  under  the  financial  and  technical  support  of  the  an 
International  NGO,    known  as  Japan  International  Forestry  Promotion  and 
Cooperation Center – JIFPRO, while management of the project is under the Earth 
Greenery Activities  Japan  ‐ EGAJ an  International NGO  from  Japan with office  in 
Dodoma,  Tanzania.   Daily  field operations of  the project  are  facilitated by  local 
NGO based in Kilosa known as Wasimamizi wa Mazingira na Juhudi za Kuondoa  
Umaskini –WAMAJUKUU. The WAMAJUKUU is the owner and chief stakeholder of  
the project.      
The project has five sections as it follows:‐ 
1.  Plantation for charcoal trees 
Rudewa Gongoni may be a  first place  in Tanzania  to have a plantation of  threes 
which mainly have been planted for charcoal production. It is an outstanding and 
unique nationalwide model to copy. The plantation is used for training in order to 
change  the mind of  the  people,  instead of  planting mostly  tree  plantations  for 
timber to think of charcoal tree planting. 
2.  Sustainable charcoal and wood‐vinegar (mokusaku) production 
The project rovides training for sustainable charcoal and wood‐vinegar production 
to  villagers.Wood‐vinegar  is  used  for  agricultural  purposes  such  as  repelling 
insects, control fungal diseases, etc. It is also a deodourant to toilets, sewages, etc. 
Appropriate  charcoal  production  will  increase  charcoal  production  since  no 
wastage  in a  form of ash which  is  common  in a  traditional  charcoal production 
method. This means few trees will produce more charcoal, save more trees than 
the former method. 
Wood‐vinegar  is  another  additional  product  which  in  a  common  way  is  not 
harvested. Together with wood‐vinegar the income of the charcoal producers will 
be increased as well as decrease the forest destruction. 

3.  Tree nursey Unit 

For sustainable tree planting in the village, the project has a tree nursery to raise 
tree  seedlings  for  community  participation  in  afforestation  program,  also  for 
planting trees in the project plantation 

4.  Community Afforestation program 

The project has a community based afforestation program. People are mobilized 
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to plant trees at their homestead site, farms, schools, etc. 
5.  Forest Conservation 
The  project  has  14ha  under  the  natural  forest.  In  this  forest  conservation 
education  is provided  to people  including beekeeping,  sustainable  charcoal and 
vinegar production, etc. 
2.2.2   Planted trees by Community 
In the village there are trees which have been planted by villagers such as families, 
institutions‐ churches, mosques, schools, these all are about a forest of 2.0 ha. 
2.3.0   THE THREAT TO THE NATURAL FOREST 
In past before 1980s,  the  forest  fully covered  the village, at  that moment  there 
were  less population  and human  activities  in  the  forest. After  1980s  the  forest 
become under the pressure of rapid  increase of population and human activities 
especially charcoal production and timber. 
This  increase  of  the  population  and  human  activities  in  the  forest,  has  caused 
severe destruction to the environment that has led to disappearance of the forest 
and endangering some tree species, soil erosion, lose of soil fertility, charcoal and 
timber are found to distant forest areas with difficult haulage and high prices. 
Water sources are getting dry, similarly some rivers and streams those in past had 
water  flow  throughout  the year,  today do not. The water  flow  is cut during dry 
season of June to November. 
Drought and unreliable rain distribution being experienced, has  led to poor food 
production in field and rapid desertification process.  
2.3.1   The main cause of the forest threat 
1. Timber and charcoal production 
2. Deforestation for agriculture and livestock keepin 
3. Wildfires    
These  threatening  practices  are  done  in  an  irregular  distributed manner  in  the 
forest, difficult to monitor and control. 
There is shifting tree felling attitude, whereas farmers and herders open land and 
after a year or two years they do shift to another new places. Normally, they leave 
behind many  logs  lying on  land without proper use while  continue  to  fell more 
trees unlimitedly.  
2.3.2    Charcoal tree species present today  
Myombo  (  Brachystegia  speciformis),  Mrama  (Combretum  molle),  Mfumbili 
(Lonchocarpus  capassa),  Mfiligisi  (Erythrina  abyssinica),  Mkambaa  (Acacia 
melifera),  Mnepa  (Parkii  folicoidea),  Mningampini  (Preynacantha  malvifolia), 
Mtondoo (Julbemadia globiflora) na Mkongowe  (Acacia tortilis). 
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2.3.3   The most charcoal tree species are today harvested: 
Mrama (Combretum molle), Mnepa (Parkii folicoidea), Mkambaa (Acacia melifera), 
Mkongowe  (Acacia  tortilis),  Mfumbili  (Lonchocarpus  capassa)  na  Kikwesa 
(Tarmalindus indica ) (Kikwesa harvested due to shortage of charcoal tree spp.) 
2.3.4    The charcoal tree species are mostly endangered today 
Mrama (Combretum molle), Mkambaa (Acacia melifera), Myombo ( Brachystegia 
speciformis), mfumbili (Lonchocarpus capassa), Mtondoo (Julbemadia globiflora), 
Msani  (Brachystegia  bussei),  Mfiligisi  (Erythrina  abyssinica)  na  Mnepa  (Parkii 
folicoidea) 
2.3.5    The disappeared tree species 
At present no charcoal tree species have disappeared in the village. However you 
can see some remained in a form of bushes or shrubs 
2.4.0   NATURAL FOREST PRODUCTS 
Main  product  found  in  the  natural  forests  are:  timber,  charcoal,  firewood, 
medicine, ukindu(mat raw material plant),  ropes, pole, thatch grass, vegetables –
i.e mushrooms,etc. 
 
2.5.0   CHARCOAL PRODUCTION AND BUSINESS 
Energy  source  from  electricity  and  gas  are  still  at  very  low  level  in  Tanzania 
including  Rudewa  Gongoni  village.  Charcoal  covers  93%  of  cooking  energy  in 
Tanzania.Under  this situation, natural  forests as the main source of charcoal will 
continue to be destructed at unlimited state countrywide. 
 Rudewa Gongoni resident normally use firewood as source of cooking energy but 
for  small  business  center  known  as  Kwamchaga,  this  is  about  7%  of  970 
households of Rudewa Gongoni. 
Mostly  the charcoal  is produced  for business purpose. Main market centres are 
Rudewa Gongoni village, Kimamba town, Kilosa town, Morogoro Municipality and 
Dar es Salaam City. 
The expansion and up‐grading of  the Dumila‐Kilosa  road by  tarmac construction 
will  boost  charcoal business  and  speed‐up  the  forest  disappearance  at Rudewa 
Gongoni where this road passes through.  
 2.6.0   PROBLEMS OF CHARCOAL PRODUCERS 
2.6.1   Distance:  This is one of the problems. Charcoal producers walk a long way 
to and from the forest areas which have trees suitable for charcoal after being cut 
in the vicinity and easy reachable forest areas. 
 2.6.2     Traditional production method causes  lose of charcoal: For  long to date 
charcoal producers use  traditional methods. These methods need many  trees  to 
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fell  in  order  to  produce  satisfactory  amount  of  charcoal  per  kiln,  in  order  to 
compansate ash‐lose due to poor carbonization process. 

The forest  is not divided  in sections to be harvested  in rotation according to the 
age of the tree. Charcoal production therefore,  is done  in a scartered manner  in 
the forest the way difficult to set permanent well designed kiln centres to produce 
charcoal sustainably, quantitatively and qualitatively.   

2.6.3   No reliable charcoal market:  There is not reliable charcoal marketing. 

Charcoal  producers  sell  to  middle  persons  who  sell  with  high  proft  to  urban 
centres of Kimamba , Kilosa, Morogoro and Dar es Salaam 

2.6.4   No charcoal producer Union: 

Charcoal producers in the village have not cooperative or any organ which can  

Support them in developing appropriate production skills, law affairs, 

 marketing and price. 

2.8.0      DISTRICT  AND  VILLAGE  LAWS  FOR  FOREST,  THEIR  PRODUCTS 
MANAGEMENT AND UTILIZATION INCLUDING CHARCOAL PRODUCTION 

2.8.1 Laws for Forest management 

Present laws not allow cutting trees in the forest without a permit. These laws at 
village level are supervised by Village Natural Resource Committee. Pernishment 
depends on the size of the damage has been caused.   

Moreover in 2009, the village prepared the Participatory Management of Reseved 
Forest of  Kishesheda  Plan.  The purpose of  this  plan  is  to  introduce  sustainable 
management and utilization of the forests and their products. 

The plan follows the village and approved by Kilosa District Council.    

Illegal charcoal production and tree felling are the  leading practices  in the village 
of Rudewa Gongoni. 

2.8.2    The law of tree planting and forest conservation 

There is no law which guide or enforce the villagers to plant trees, this lawful gap 
has  for  long  time  caused  the  village  to  have  not  tree  planting  programs which 
provide direct legal responsibility to individuals, households or institutions.  

Still  the  speed of  tree  cutting  in  the natural  forest  is higher  than planting  tree. 
Under  this  trend,  in  the near  future  the  village will experience  the  shortage of 
firewood, charcoal if tree planting will not be seriously practiced. 
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2.8.3   Taxation law for forest products including charcoal 

The village has law for collection of tax from the forest products including charcoal. 
The charcoal producers are given a permit by Villlage Natural Resource Committee 
before and pays tax. The tax is divided in three categories:‐ 

10% go to Kilosa District Coucil for forest management purpose such as follow up 
of law/policy implementation and training. 

30% go to Rudewa Village Government for community development 

60% go to Rudewa Gongoni Forest Managent under the supervision of the Village 
Natural Resource Committee 

 
3.0.0      CHAPTER  THREE:  THE  STRATEGIC  PLAN  FOR  SUSTAINABLE  FOREST 
MANAGEMENT AND CHARCOAL PRODUCTION 
To sustain forests  in the village  it  is hereunder emphasized following practices to 
be put in place:‐ 
3.1.0      CONSERVATION  AND  SUSTAINABILITY  OF  NATURAL  AND  PLANTED 
FORESTS 
The  village  has  already  prepared  the  Participatory  Management  of  Reseved 
Forest of Kishesheda Plan. 
With this plan still exploitation of forest products including charcoal continue. 
To save the forest this under this area following to be met:‐ 
3.1.1   Rotational harvest:  To practice rotational harvest of trees for charcoal and 
other uses. Rotational harvest will allow young trees to gow and to be harvested 
at the right cutting‐age.This will mean, therefore; 
 
a. To practice a Sustainable Harvesting Plan  in order  the  forest  to be conserved, 
reserved and well managed 
 
b.     Unfortunately, Rudewa Gongoni forest has not devided in units for rotational 
harvest known as Forest management Units (FMUs). This is to be done.  

 
c.     After  the demarcation of FMUs,  should be done a Forest Product Resource 
Assessment  (FPRA)  to know tree spp., wood volumes to be able to estimate the 
amount of wood to be harvested per year as Allowable Cut (AC) . This will help to 
make harvest blocks  (harvesting couples) according  to  tree ages  (Rotation Age  ‐ 
RA)  
d.      Charcoal  production  and  afforestation  will  follow  after  FMUs  and  FPRA; 
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according to the instruction of the Forest law No. 14 of year 2002. 
 

e.   The above mentioned activities are technical but are very important to be part 
in this guidline. 
f.   To provide regular training to the members of the Village Council 
 (Government),  Village  Natural  Resource  Management  Committee  and  Village 
Land  Use  Management  Committee  because  are  the  key  implementers  of  the 
community participatory Forest Management plan in the village. 
3.2.0   TREE PLANTING 
As  it has been explained  in Chapter two, tree planting has started  in the village, 
including the charcoal tree plantation of the said project. 
Planting trees will be done by households, individuals and institutions. Main areas 
to be covered will be:‐ 
3.2.1   Planting in the harvested areas of the natural forest:  
There  are many  areas  left  open  in  the  forest  zone  returned  into  dryland  and 
eroded  land. Water sources are getting dry and some stream and rivers   become 
seasonal that are drying in dry months of June‐November. 
To replanting these degraded open lands, such as river banks, slopes, etc. 
3.2.2   Planting trees in areas out of the natural forest 
Out of the natural forest, trees to be planted in orde to reduce dependency on the 
natural  forest.  Thes  areas will  include  the household,  individuals, open  garden‐ 
business/recreation sites, road sides, farms, institutions, etc. 
 
3.2.3   Planting local and exotic tree spp: High quality charcoal is produced from 
indigenous trees. Most of the indigenous tree spp, are severely disappearing.  

 
Planting  priority  should  be  the  indigenous  ones  but  due  to  their  slow  growth 
exotics are to be interplanted; they are fast growing to meet the need of charcoal 
such spp is Senna siamea.  
Bamboo  is a fast growing, fast to spread and  is able to produce charcoal of high 
quality.  In this plan this plant will be planted since  is also suitable  in soil erosion 
control, construction poles, art products like baskets, etc. 
Bamboo  is fast to regenerate after being harvested.It  is suitable to be planted  in 
all areas identified above e.g. river banks. 
3.2.4     Provision of Environmental and  law education: People in the community 
to be educated on the environmental and law. This education will enable them to 
know the  importance of forests, their products, proper use and obey regulations 
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and laws. 
 3.2.5     To advise  for proper  land use management: Human activities  including 
charcoal production,  timber, agriculture and  livestock keeping are degrading  the 
forests severely. These activities could be done out of the forest if proper land use 
management was planed and all activities  to be done  in permanent  settlement 
instead of shifting system now being used by livestock keepers and farmers as well. 
 This  guideline will  use  persuasive  power  to  encourage  the  implementation  of 
Land Use Management plan  in the village. Under  land use management  land will 
be demarcated for different uses such as for forest, agriculture, livestock keeping, 
residence, business centre, recreation gardens, roads, etc. 
 The Village Government also  to encourage   villagers who are willing  to  replant 
trees  in  the open areas of  the  forest  to do  so; but not  change  the  land use  to 
cropping,  although may be allowed  to  grow  crops  together with  young planted 
trees at their early stage of   growth. Main purpose for planted trees is for future 
charcoal production, timber, etc. 

 
Trees  to be planted not only  for environmental  conservation but  for economic 
purpose  too.  For  example,  if  2,000  trees  are  planted  in  1.0ha  at  a  space  of 
2mx2m, after 5 years will be able to be cut for construction poles. One tree may 
pay Tshs. 10,000 equal to total Tsh. 20,000,000/=. 

3.2.6   Continuity of the forest fund allocation from charcoal tax:  sehemu ya Part 
of charcoal and other forest product tax being allocated for forest development to 
continue  in  order  to  sustain  forests,  to  enable  manageria  activitities  and  tree 
planting, etc. 
 3.2.7   Continuity of forest and their products managenet laws 
Village to make sure present laws set to develop forest are implemented.  
Moreover, the village to set law to encourage tree planting for example:‐ 
 
1. Each household to have planted trees  
 
2. Anyone to be not allowed to cut a tree even those she or he planted unless has     
    got a permit of the village authorized expert.  
      
3. Institutions those use much wood products like school, to plant many trees or  
    tree plantation in order to meet their use e.g. furniture‐ desks, etc. 
 
4.0.0      CHAPTER  FOUR:  IMPLEMENTATION  OF  THE  STRATEGIC  PLAN  FOR 



119 
 

SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  OF  THE  PRESENT  FORESTS  AND  CHARCOAL 
PRODUCTION  
In order to implement this guideline there should be set the macheries to monitor, 
manage and enforce laws as  it follows below:‐  
4.1.0   MACHINERY FOR MANAGEMENT AND LAW IMPLEMENTATION 
This machinery will be the Village Natural Resource Management Committee. 
The committee will make sure trees are planted and   enforce law in order:‐  
a.   To start tree planting in groups, household, individuals, and institutions 
b.   To establist tree nurseries groups, household, individuals, and institutions 
c. to encourage larger investment in tree plantation/farming business for charcoal 
sustainable charcoal production, timber and other uses.this can be also pplanted  
in  groups, household, individuals, and institutions.  
d. Proper supervision of laws those avoid forest degradation 
e.  Proper  management  of  forest  fund  raised  from  charcoal  and  other  forest 
products tax 
f.  To make laws which will maintain tree planting in groups, household, individuals, 
and institutions  
g.  To develop good relationship with forest development stakeholders such as:   
 District Council, Central Government, Donors, Non Governmental Organizations, 
training  institutions,  researchers,  foresters,  agricultural,  water,  livestock, 
socialwelfare and social development experts, etc. 
 
h. Provision of environment and  law education:   To recognize the  forest product 
users as stakeholders    then,    to educate, and  let  them  to participate  in decision 
and law learning process by using seminars, study tours,meetings, brochures and 
notice boards. Among the main forest stakeholders to recognize are:‐ 
loggers,charcoal  producers,  pole  cutters,  hunters,  builders,  miners,  farmers, 
herders, bee keepers, bee collectors, grass cutters,medicine collectors, winnowing 
utencil makers, mat raw material collectors, vegetable collectors, passers  etc.    

 i. To to evaluation of forest performance 

j.  To practice regular forest inspection and tree planting 

k.  Charcoal  producers  to  be mobilized  to  establish  charcoal  tree  plantations  in 
order to make permanents improved kiln centres, produce charcoal and mokusaku, 
also to reduce distance to reach the natural forests. 
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4.2.0  FORMATION OF CHARCOOAL PRODUCERS UNION  AT RUDEWA GONGONI 
VILLAGE 
 Charcoal producers establish  the union   or  cooperative  society  in  collaboration 
with the Village natural Resource Management Committee will be able   to meet 
the followings:‐ 
1. To improve charcoal making technologies 
2. To plan charcoal price and market control 
3. To identify suitable areas to harvest charcoal in asustainable ways 
4.  To list charcoal producers and charcoal sellers in order to, 
5.    Help  the  Village  Natural  Resource  Committee  to  recognize  the  charcoal 
producers or sellers who apply for permits if are not with records of damage to  

 
forest and the environment.  
6. Charcoal producers to establish tree nurseries and plant trees individually or as 
union of charcoal producers. 
7.    To  establish  charcoal  planted  forest  to  reduce  dependency  on  the  natural 
forests for charcoal production. 
8. To establish charcoal selling centre(s)  
 
5.0.0  CHAPTER FIVE: LEGAL APPROVAL FOR THE USE OF THE SUSTAINABLE 

GUIDELINE  FOR    AFFORESTATION  AND  CHARCOAL  PRODUCTION  RUDEWA 
GONGONI VILLAGE 

After  the participation of  the  villagers especially,  the  charcoal producers  to  the 
Project  for  Development  of  Afforestation  Guideline  for  Charcoal  Production, 
Rudewa Gongoni  Village  as  it was  stated  in  the  Introduction  above  (N0.10.0.), 
there was raised the need to develop the Sustainable Guideline for Afforestation 
and Charcoal Production for Rudewa Gongoni village. 

Rudewa  Gongoni  village  in  collaboration with  the  project  invited  some  of  the 
Rudewa  Gongoni  village  leaders,  experts,  villagers  including  charcoal  producer, 
Village Natural Resource Committee members, Rudewa Division leaders and Kilosa 
District Forest Officer to prepare this Guideline. 

Later,  a  guideline  was  passed  by  the  Village  Council  (Government)  and  finally 
approved  for  execution  by  the  Village  General  Assembly  (Meeting)  effectively 
from the meeting  day of this date…………………………………….  

This Guideline has been approved and signed by 
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       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

1.   Chairman, Resource Management Committee 

      Rudewa Gongoni Village                                           Date…………………… 

       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

2.   Chairman, Village Government 

       Rudewa Gongoni Village                                          Date……………………. 

       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

3.   Disrict Forest Officer 

      Kilosa District                                                              Date…..………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




