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まえがき 
 

 本報告書は，政府開発援助国際林業協力事業補助金「途上国森づくり事業（海外森林保

全参加支援）」の平成 26 年度調査報告書である。25 年度までは，本事業のうち，森林保全

モデル林造成事業に特化した部分の成果を報告書として取りまとめていたが，26 年度は，

本事業の最終年度に当たり，事業全体としての成果を整理する目的で本報告書を作成した。 

近年の地球温暖化問題，生物多様性保全への関心の高まりの中で，これまでにも増して

熱帯林の重要性が認識されている。すなわち，地球温暖化問題においては，人為起源の温

室効果ガス排出の約 2 割が熱帯林を中心とする途上国の森林減少･劣化によるものとされ，

また，生物多様性保全においては 500 万～3000 万種と推定されている地球上の種の総数

のうち，およそ 9 割が熱帯林に賦存していると想定されており，種の宝庫と言われている。 

一方で熱帯林の大部分が賦存する途上国では森林減少･劣化と貧困問題は悪循環に陥っ

ており，自国民の生活を維持･向上させるために森林を伐採し，食料生産のための農地を拡

大する動きが活発化している。その結果として途上国の森林の減少･劣化が進んでおり，種

の宝庫の存在に大きな影を落とすとともに，時には生物多様性の低下が，地域住民が従来

得てきた林産物が入手困難としている事例も見られる。 

このような背景から，熱帯林への関心が高まり，NGO 等の民間団体による海外緑化活

動も活発化しているが，組織形態も方針も様々な個々の組織がそれぞれ独自の取り組みを

展開していることなどから，多種多様な活動が展開されるというプラス面はあるものの，

貴重な経験の共有が十分でないこと，植林重視で保全管理がおざなりになりがちなこと，

技術的バックアップが十分でないことなどの課題が残っている。また，地域社会のニーズ

に十分に応えきれていないこともあり，総体としての我が国民間海外緑化活動が必ずしも

十分には評価されていない場合がある等のことが明らかになっている。更には，海外緑化

活動にCDMや確立が期待されているREDD等のメカニズムの適用や生物多様性保全への

配慮等も求められてきている中で，活動資金に対する支援の増加を希望する民間団体では

事業成果を判断するための指標づくりの必要性についての認識が高まっている。 

このため，民間レベルでの海外森林保全活動に関する情報提供，本邦 NGO と海外 NGO

の意見交換，森林保全モデル林の造成と普及啓発，技術研修やプロジェクト形成について

の NGO の支援等の事業を行うこととする。 

本事業を進めるにあたり，ご尽力いただいた委員会の委員の皆様，インドネシア及びマ

レーシアの関係者の皆様，また，調査全般にわたりご指導賜りました林野庁海外林業協力

室の皆様に心から厚く御礼申し上げる次第です。 

 

平成 27 年 3 月 

(公財)国際緑化推進センター 

理事長 佐々木惠彦 
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事業の概要 
 

ⅰ 事業の目的 

 近年の地球温暖化問題，生物多様性保全への関心の高まりの中で，熱帯林の重要性が再

認識されている。すなわち，温室効果ガス排出の約 2 割が熱帯林を中心とする森林の減少・

劣化によるものとされ，また，地球上の種の総数は 500 万～3000 万と推定値に大きな幅

があるが，熱帯林にはその 9 割が賦存していると想定され，種の宝庫と云われている。 

 このような熱帯林への関心の高まりに応じ，NGO 等の民間団体による海外緑化活動も

活発化しているが，組織形態も方針も様々な個々の組織がそれぞれ独自の取り組みを展開

していることなどから，多種多様な活動が展開されるというプラス面はあるものの，貴重

な経験の共有が十分でないこと，植林重視で保全管理がおざなりになりがちなこと，技術

的バックアップが十分でないことなどの課題が残っている。また，地域社会のニーズに十

分に応えきれていないこともあり，総体としての我が国民間海外緑化活動が必ずしも十分

に評価されているとは言えない状況にある。更には，海外緑化活動に REDD プラスのコン

テクストの中で生物多様性保全への配慮等も求められてきている。 

 このため，民間レベルでの海外森林保全活動に関する情報提供，本邦 NGO と海外 NGO

の意見交換，森林保全モデル林の造成と普及啓発，技術研修やプロジェクト形成について

の支援等を通じて，NGO 等による海外森林保全活動を推進することを目的として本事業

を実施した。 

 

ⅱ 委員会等の設置･開催 

 本事業は，政府開発援助国際林業協力事業補助金「途上国森づくり事業」の一環として

実施している。途上国森づくり事業は，「海外森林保全参加支援」，「貧困削減のための森づ

くり支援」，「開発地植生回復支援」事業を３本の柱としており，それぞれ連携をとりなが

ら事業を進めていくことが位置づけられている，本事業では，NGO等民間による海外森林

保全活動を推進するための，情報の整備・提供や人材育成等の活動を担当している。 

 途上国森づくり事業の実施に当たっては，事業の実施方針・実施計画等を検討するため

の委員会を設置することとしており，加えて，３つの柱それぞれに，事業の具体的実施方

法・事業の効率的な実施手法等の検討・審査を行うための部会を設置することとしている。 

 「海外森林保全参加支援事業」では，民間部門の実施する海外での森林保全・復旧協力

活動を支援するという事業内容に鑑み，学識経験者に加えて民間団体の事業担当者や国際

協力機構の森林担当部門専門家を構成メンバーとし，本部会の代表者と他２部会の代表者

の合同により委員会を組織することとした。 

 

  １） 部会の設置 

名称：途上国森づくり事業・海外森林保全参加支援部会 
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委員構成： 

部会長 森川  靖  早稲田大学人間科学学術院 教授 

 委員 井上  真  東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 

 委員 古賀 剛志  (特活)エコデザイン推進機構 理事 

 委員 五関 一博  (独)国際協力機構 地球環境部 技術審議役 

 委員 永石 安明  公益(財)オイスカ 専務理事 

 委員 馬場 繁幸  (特活)国際マングローブ生態系協会 理事長 

 

  ２） 委員会及び部会の開催 

(1)途上国森づくり委員会 

   開催日：平成 26 年 7 月 4 日（金） 

   場所：(一社) 日本森林林業振興会会議室 

   議題：① 平成 25 年度の事業実行結果について（海外森林保全参加支援事業，貧困

削減のための森づくり支援事業，開発地植生回復支援事業） 

      ② 平成 26 年度の事業実施計画案について（海外森林保全参加支援事業，貧

困削減のための森づくり支援事業，開発地植生回復支援事業） 

   審議概要： 途上国森づくり事業全体（海外森林保全参加支援，貧困削減のための

森づくり支援，開発地植生回復支援）について，各事業担当者より平

成 25 年度の実施概要を報告した。また，平成 26 年度事業の提案をそ

れぞれ行い，両者を踏まえて，各事業の実施方針・内容について検討

が行われた。海外森林保全参加支援事業については，主にアンケート

調査について提案がなされ，現状分析をして，問題点を把握し，助成

制度の強化に結びつけていくような取組みの必要性，政府系プロジェ

クトと NGO を，NGO の「小規模だが一カ所で長期間活動が可能」と

いう長所を活かし，結びつけていくことの必要性が指摘され，その対

応に向けて検討を行うよう提案された。 

 

(2)林業 NGO 等活動支援事業審査委員会 

   開催日：平成 26 年 7 月 4 日（金） 

   場所：(公財) 国際緑化推進センター会議室 

   議題：平成 26 年度林業 NGO 等活動支援事業の案件審査：①国際会議参加，②プロ

ジェクト形成調査，③カウンターパート受入研修 

   審議概要： 公募により要望のあった 11 案件（国際会議参加 1，プロジェクト形成

調査 8，カウンターパート受入研修 2）について，内容・計画等が本事

業に相応しいか，団体の実績等から見て活動を確実に遂行できるか，

等の観点から審査を行い，8 案件（国際会議 1，プロジェクト形成調査
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5，カウンターパート受入研修 2）を採択することとした。 

 

  (3) 第一回海外森林保全参加支援部会 

   開催日：平成 26 年 7 月 24 日（木） 

   場所：(一社) 日本森林林業振興会会議室 

   議題：①平成 22-25 年度の事業実行結果について 

②平成 26 年度の事業実施計画案について 

   審議概要： 平成 22-25 年度の実施概要を報告した。また，平成 26 年度事業の提案

を行い，両者を踏まえて，平成 26 年度事業の実施方針・内容について

検討が行われた。①海外森林保全活動に関する情報の提供については，

NGO と CSR に関心のある企業との連携強化をはかるため，「海外の森

林と林業」での NGO 活動の情報提供を行うこと，JICA 在外事務所へ

の配布も検討すること，PDF の公開を検討すること，アンケート調査

に回答することのメリットを明示すること等が提案された。②国際ワ

ークショップの開催等による情報交換については，情報媒体としての

日本経団連の活用や日本経団連のイベントと相乗りすることの検討等

について提案された。③森林保全モデル林の造成については，最終成

果品として作成を予定しているガイドラインやリーフレットの内容や

体裁等について具体的な提案が成された。④NGO 等の森林保全プロジ

ェクト形成能力強化のための支援については，主に海外研修に対する

提案がなされ，JICA の「保全地域における生態系保全のための荒廃地

回復能力向上プロジェクト」の成果の活用，プロジェクト案件形成能

力向上のためのプログラムに必要性，技術的基盤の強化の必要性，相

談窓口の必要性等が指摘され，その対応に向けて検討を行うよう提案

された。 

 

  (4) 第二回海外森林保全参加支援部会 

   開催日：平成 27 年 3 月 30 日（月） 

   場所：(一社) 日本森林林業振興会会議室 

   議題：①平成 26 年度海外森林保全参加支援事業の実施 

   審議概要： 平成 26 年度の活動結果を主体として，平成 22-26 年度 5 年間の実施概

要を報告した。①海外森林保全活動に関する情報の提供については，

アンケート集計結果の解釈・提示方法や，補助金終了後の「海外の森

林と林業」の今後の作成方法や情報発信方法について詳細な指摘・提

案がなされた。③森林保全モデル林の造成については，最終成果品と

してのガイドラインとリーフレットについて，表現方法の詳細につい
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て指摘・提案がなされた。 

 

ⅲ 現地調査の実施 

 本事業での海外出張は，「森林保全モデル林造成事業」と「国際森林・林業人材育成

研修」実施にかかるものであり，それぞれ詳細は，前者については別冊「森林保全モデ

ル林造成事業（平成 26 年度調査報告書）」に，後者については本書の第Ⅲ章「３．１海外

森林保全入門研修の実施」に記載した。以下，概略のみ記載する。 

 

  １） 森林保全モデル林造成事業に係る海外出張 

  (1) マレーシア国での調査 

出張期間：平成 26 年 10 月 19 日～25 日 

対象地： マレーシア国サラワク州 サバル保全林内及びその周辺地域 

内 容： サラワク州サバル地域に造成した森林保全モデル林及びその周辺地域

における，植栽木の生長量と生長に及ぼす環境要因（照度）の把握 

  (2) インドネシア国での調査 

出張期間：平成 27 年 3 月 1 日～8 日 

訪問地： インドネシア科学技術院（LIPI），西ヌサテンガラ州森林局等 

内 容： 普及用ブックレット作成打合せ・情報収集，社会経済調査・植生調査

取りまとめ打合せ 

 

  ２） 国際森林・林業人材育成研修に係る海外出張 

出張期間：平成 26 年 12 月 13 日～22 日 

訪問地： インドネシア国西ヌサテンガラ州ロンボク島，バリ州 

内 容： サラワク州サバル地域に造成した森林保全モデル林及びその周辺地域

における，植栽木の生長量と生長に及ぼす環境要因（照度）の把握 
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Ⅰ 海外森林保全参加支援事業の平成 26 年度実施計画 
 

 本事業は，図－１に示したように，「途上国森づくり事業」の3本の柱の一つを担い，他

の2事業による実証活動等で作成された技術指針等も活用しながら，情報の整備や提供，情

報交換の場の提供，モデル林を活用した普及啓発活動等を実施し，民間の森林保全ネット

ワークの構築・連携の強化を図り，もってREDD+や生物多様性保全活動等の更なる発展拡

大に資することを目的とした事業で，平成22年度から5年間の計画で実施することとなって

いる。 

 

途上国森づくり事業の構成

海外森林保全参加支援

NGO企業

・海外森林・林業の情報整備、提供
・情報交換の場の提供
・モデル林における普及啓発 等

企業
森林保全ネットワーク

実証活動 技術指針

貧困削減のための森づくり支援
• 難民キャンプ周辺の森林など、人為的な影響に

より荒廃した土地における森林の復旧の支援

開発地植生回復支援
• 鉱物の採掘等によって荒廃した土地周辺の植生

回復の支援

多様な主体による取組（起点として展開）

我が国NGO等

住民

現地NGO

行政
機関

森林保全等の取組みの実施

現地ＮＧＯ等の人材育成
（カウンターパート研修）

取組 取組

NGO

取
組
み
を
実
践
し
技
術
や
情
報
を
蓄
積

REDD+や生物多様性保全等更なる取組みに発展・拡大

 
図－１ 途上国森づくり事業の構成 

 

１． 海外森林保全参加支援事業の構成と全体計画 

 本事業には様々なプログラムが盛り込まれているが，下記の2つの事業に大別される。 

  ①民間植林ネットワーク構築事業 

  ②多様な主体が参加の森林保全活動促進事業 

 ①の「民間植林ネットワーク構築事業」は，ホームページの活用等による海外森林保全

活動情報の提供や情報交換の場である会議の開催を通して，森林保全の取組を推進する民

間ネットワークを構築し，また，連携の強化を図ることを目的とし，最新の国際林業協力

事業成果等のデータベース化，国内NGO等の計画及び取組等の情報整理を行い，それらの

情報をホームページや情報誌等を活用して発信すること，優良な森林保全事業の事例等の

現状報告を行い国内外のNGO等の意見交換の場を提供すること，地球温暖化防止に係る森
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林・林業等に関する国際的な議論の状況の説明会を実施すること等が位置づけられている。 

 ②の「多様な主体が参加の森林保全活動促進事業」は，NGO等による海外における森林

保全活動を促進するための基盤を整備することを目的とし，生物多様性に配慮したモデル

林の造成，モデル林を活用した研修の実施等を通じたNGO等への普及啓発，NGOが実施す

る森林保全プロジェクト形成調査，カウンターパート受入研修，国際会議への参加等への

支援を行うことが位置づけられている。 

 「民間植林ネットワーク構築事業」は，海外森林保全活動に関する情報の提供（国際林

業協力事業成果のデータベース化及びの発信，我が国NGO等による海外での植林協力活動

の計画及び取組の発信，その他情報の提供・発信），国際ワークショップの開催等による情

報交換（国際ワークショップの開催，地球温暖化防止に係る説明会の開催）を主要メニュ

ーとし，「多様な主体が参加の海外森林保全活動促進事業」は，森林保全モデル林の造成，

NGO等の森林保全のプロジェクト形成能力強化のための支援（海外森林保全入門研修の実

施，森林保全プロジェクト形成調査等への支援）を主要メニューとしている。 

 

２． 平成26年度の事業実施計画 

２．１ 平成25年度までの事業実施状況 

２．１．１ 民間植林ネットワーク構築事業 

 １）海外森林保全活動に関する情報の提供 

  国際林業協力事業成果のデータベース化及びの発信 

 国際林業協力事業成果については，途上国森づくり事業の3事業で作成した報告書や

文献リストに加え，その他の補助事業で作成した報告書・ガイドライン等を電子ファ

イル化し，ホームページ上で公開した。 

 

  我が国NGO等による海外での植林協力活動の計画及び取組の発信 

 NGOによる海外での植林活動の取組みについては，平成24年度までは，17年度にア

ンケート調査を行い19年度に作成しホームページ上で公開したデータベースに，随時

データの追加を行った。公開情報は，「団体の基礎情報」として，団体名，英語名称，

団体属性，代表者，設立年，連絡先，「プロジェクトの情報」として，事業名，対象

国，地域名，目的，特色，特記事項，主な植栽樹種，全体計画（実施期間，面積（植

栽本数）），各年実績（面積，植栽本数）とし，「団体別リスト」，「国別リスト」

を作成し，各団体の情報を表示できる形とした。 

 平成25年度は，公開する情報の内容を見直し，「団体の基礎情報」として，設立の

背景と団体の活動目的，主要活動メニュー，目的達成のために特に力を入れているこ

と，活動メニューの中での植林の位置づけ，活動対象国，設立年，法人格取得年，代

表者，連絡先，最近の植林プロジェクトの紹介，「プロジェクトの情報」として，対象

国・地域，実施期間，プロジェクトの目的，植林の形態，主要樹種と植林規模，プロ
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ジェクトの特徴とし，それらと合わせ，予算規模，予算に対する会費・寄附金，助成

金・寄附金，運営管理費の占める割合，職員数，会員数についてのアンケートを作成

し，「緑の募金」，「日中緑化交流基金」，「国際ボランティア貯金」助成金，「イオン環

境財団」助成金の支援を受けて海外での植林活動を実施した経験のある146団体にダイ

レクトメールで協力を呼びかけるとともに，国際緑化推進センターが開催したイベン

ト等への参加経験のあるNGO団体206団体（146団体との重複有り）にE-mailで協力依

頼を行った。その結果，33団体から60プロジェクトの情報を得られた。 

 

 ２）国際ワークショップの開催等による情報交換 

  国際ワークショップの開催 

 NGO等民間による，途上国での森林保全・造成活動の更なる促進，適切なプロジェ

クト活動の推進を目的として，年度毎にテーマを設定して以下のとおり開催した。 

   表－１ 国際ワークショップの開催状況 

年度   題  名 参加者数 

H22 生物多様性を考慮した森林の保全・育成 約60名

H23 企業とNGOの連携による海外の森林保全・造成活動の促進 約70名

H24 熱帯地域の森林造成（その事例に学ぶ） 約40名

H25 乾燥地域・半乾燥地における森林造成と水問題 約50名

 

  地球温暖化防止に係る説明会の開催 

 森林吸収源による地球温暖化防止対策に関する情報提供の一環として，COP/CMPで

の議論の動向の報告を主な内容として以下のとおり開催した。 

   表－２ 地球温暖化防止に係る説明会の開催状況 

年度   題  名 参加者数 

H22 CDM吸収源事業説明会－COP16等報告会 118名 

H23 COP17等報告会（森林分野） 105名 

H24 COP18等報告会（森林分野） 62名 

H25 COP19等報告会（森林分野） 68名 

 

  NGO関係事業連絡会の開催 

 本事業のメニューの一つである「林業NGO等活動支援事業」によって支援を受けた

団体の，円滑かつ適切なプロジェクト活動の開始を促すことを目的として，被支援団

体からの報告に対し有識者がアドバイスを行うこと，参加団体に「緑の募金」「日中緑

化交流基金」助成金の情報提供を行うこと，参加団体相互間の情報交換を行うことを

内容とした連絡会を，毎年度開催した。 
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２．１．２ 多様な主体が参加の森林保全活動促進事業 

 １）森林保全モデル林の造成 

 本事業を， 

 ① 荒廃地の緑化による生物多様性条件の改善実態の把握 

 ② 劣化林と外来早生樹未利用植栽地の地域産樹種への樹種更改による生物多様性

条件の改善実態の把握 

 に焦点を当てて実施することとし，前者は，国際緑化推進センターがインドネシア

国西ヌサテンガラ州ロンボク島に 1996 年から 4 年間をかけ造成した「日本インドネ

シア友好の森林」を対象地として，昆虫相，植物相の動態変化や比較的良好な森林が

残されている地域を対照地として昆虫相，植物相の調査等を実施した。後者について

は，平成 24 年にマレーシア国サラワク州のサバル森林保護区に 2ha のモデル林をラ

インプランティング方式で造成し，植栽木の成長と受光量の相関等を把握するための

調査等を実施した。 

 調査内容やその結果の詳細については，毎年度，報告書「森林保全モデル林造成事

業（平成○○年度報告書）」を作成し，ホームページ上で情報公開している。 

 

 ２）NGO等の森林保全のプロジェクト形成能力強化のための支援 

  海外森林保全入門研修の実施 

 途上国で森林保全・造成協力活動を行っている NGO などの活動家に対し，森林造

成技術等の研修を海外で実施し，優秀な人材を育成することを目的として実施した。 

 特に本事業では，生物多様性を考慮に入れた住民参加型森林保全・造成活動のあり

方について，講義や現地視察等，参加者同士の意見交換等を通して，参加者自らが考

察し学び取れる機会を提供することに配慮した。 

   表－３ 海外森林保全入門研修の各年度の応募者数・参加者数 

 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 合 計 

ＮＧＯ ５（ ５） ４（ ７） ２（ ２） １（ １） １２（１５）

学生 ３（ ３） ７（ ８） ７（ ７） ４（ ４） ２１（２２）

一般 ４（ ４） １（ １） １（ １） ４（ ４） １０（１０）

合計 １２（１２） １２（１６） １０（１０） ９（ ９） ４３（４７）

                           （括弧内は応募者数） 
 
 日本国内で２日間，熱帯地域での造林の基礎知識，生物多様性の保全に配慮した森

林保全・造成活動，住民参加型の森林保全・造成活動についての基本的事項を学んだ

上で，モデル林造成事業の調査対象地の一つであるインドネシア国ロンボク島におい

て，同州における林業や自然資源保護の施策，アグロフォレストリーや企業と住民の

連携事例等について講義を受けるとともに，モデル林造成事業の調査対象地をはじめ
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様々な森林造成事例の状況を視察した。 

 詳細については，「森林保全モデル林造成事業」報告書に，事業成果の活用という位

置づけで実施内容を報告している。 

 

  森林保全プロジェクト形成調査等への支援 

 NGO の国際林業協力及び開発途上地域における森林の保全・造成活動を推進するた

め，NGOが行う，①森林造成プロジェクトや森林資源の持続可能な利用を目指す農村

開発プロジェクトなどを形成するための調査，②相手国カウンターパートの技術向上

を図る受入れ研修の実施，③国際機関等と連携してその活動を強化するため国際会議

等へ参加に対し支援を行った。支援状況は以下のとおり。 

 案件は公募し，公募案件の審査にあたっては，海外森林保全支援部会委員のうち，

利害関係者を除いた委員より構成される審査委員会を設置し，支援対象等を検討した。 

 支援を受けた各団体は，事業内容・成果をまとめた報告書を提出するとともに，NGO

関係事業連絡会で報告を行った（報告書は国際緑化推進センターで保管）。 

   表－４ 森林保全プロジェクト形成調査等への支援状況 

 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 合 計 

国際会議 ３( ３) ２( ５) ０( ５) ０（ １） ５(１４)

Project ５( ８) ５(２０) ４(１６) ７（１６） ２１(６０)

CP 研修 １( ４) ０( ２) ２( ５) ０（ １） ３(１２)

合計 ９(１５) ７(２７) ６(２６) ７（１８） ２９(８６)

                           （括弧内は申請件数） 

 

２．２ 平成26年度の事業実施計画 

２．２．１ 民間植林ネットワーク構築事業 

 １）海外森林保全活動に関する情報の提供 

  国際林業協力事業成果のデータベース化及びの発信 

 「海外の森林と林業」のPDF版の公開を行う。バックナンバーの検索システムの充

実を図る。 

 

  我が国NGO等による海外での植林協力活動の計画及び取組の発信 

 平成25年度に実施したアンケート調査の，情報の公開システムを見直し構築すると

ともに，その公開情報を具体例として示しながら，まだ協力の得られていない団体に

対して，再度調査協力依頼を行う。 
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  その他情報の提供・発信 

 技術情報誌「海外の森林と林業」90～92号，情報誌「緑の地球」108～110号の発行

を行い，NGO団体や農林・環境関係大学，研究機関等に配布するとともに，国際緑化

推進センター主催のワークショップ・報告会やその他緑化イベント等で配布する。 

 「海外の森林と林業」については，NGOを読者と想定した掲載情報の強化を図る。 

 「緑の地球」については電子版で作成（108号は印刷と両方）し，より広く一般に配

信できる体制を整える。 

 

 ２）国際ワークショップの開催等による情報交換 

  国際ワークショップの開催 

 途上国森づくり事業の3事業の成果の全てあるいは1事業の成果に焦点を当てた報告

会を開催し，今後の方策や課題等について会場の参加者を交えた議論を行うワークシ

ョップを開催する。 

 

  地球温暖化防止に係る説明会の開催 

 COP20/CMP10の議論の動向について，日本政府代表団のメンバーを講師とした説

明会を開催する。 

 

  NGO関係事業連絡会の開催 

 平成26年度の林業NGO等活動支援事業の支援を受けた団体を参加者として，各団体

からの報告，海外森林保全参加支援部会委員によるアドバイス，参加者間の意見交換

を目的とした会議を開催する。 

 

２．２．２ 多様な主体が参加の海外森林保全活動促進事業 

 １）森林保全モデル林の造成 

  現地調査の実施 

 マレーシア国において，植栽木の成長調査（補足調査）等を実施する。インドネシ

ア国においては，必要に応じ昆虫相・動物相の補足調査を実施する。また，現地のリ

ソースを極力活用して社会経済調査を実施する。 

 

  ガイドライン等の作成 

 森林保全モデル林造成事業の年次報告書を作成するとともに，NGO・民間企業等，

日本の民間部門を対象として，生物多様性に配慮した森林造成のためのガイドブック

を作成する。また，インドネシアの調査対象地で確認された昆虫種の情報等をもとに，

生物多様性の指標としての昆虫を解説したリーフレットを作成する。 
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 ２）NGO等の森林保全のプロジェクト形成能力強化のための支援 

  海外森林保全入門研修の実施 

 NGO団体等民間部門による，生物多様性の保全・増進のための森林保全・造成活動

を促進することを目的した人材育成研修を12月上・中旬を目処に，都内及びインドネ

シア国で実施する。 

 

  森林保全プロジェクト形成調査等への支援 

 NGO団体が実施する，①国際会議参加，②プロジェクト形成調査，③カウンターパ

ート受入研修，に対する支援を行い，日本の民間部門が途上国で実施する森林保全・

造成協力プロジェクトの形成促進を図る。 

 近年，応募案件数が減少していることから，公募にあたって周知の強化を図る。 
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Ⅱ 民間植林ネットワーク構築事業 （事業実行結果） 
 

１． 海外森林保全活動に関する情報の提供 

１．１ 国際林業協力事業成果のデータベース化及びの発信 

 紙ベースのみで作成されていた古い号も含め，「海外の森林と林業」の全ての号の

PDF 版を作成するとともに，文献の検索システムを構築し，ホームページ上で公開し

た。 http://www.jifpro.or.jp/cgi-bin/ntr/index.html 

 なお，文献検索システムについては，インターネット上で無償提供されているプロ

グラム（Database Factory 2 Ver. 1.0）を基に，文献検索用にアレンジして作成した。 

 

１．２ 我が国NGO等による海外での植林協力活動の計画及び取組の発信 

１．２．１ アンケート調査の実施 

 「緑の募金」，「日中緑化交流基金」，「国際ボランティア貯金」助成金，「イオン環境

財団」助成金の支援を受けて海外での植林活動を実施した経験のある団体のうち，平

成 25年度に回答が得られた 33団体を除いた 146団体にダイレクトメールで協力を呼

びかけるとともに，国際緑化推進センターが開催したイベント等への参加経験のある

NGO 団体 206 団体（146 団体との重複有り）に E-mail で協力依頼を行った。その結

果，46 団体から 61 プロジェクトの情報を得られ，25 年度の情報と合わせ，79 団体

121 プロジェクトの情報が収集された。 

 なお，平成 26 年度は，NGO と企業の連携強化を念頭に置いて，連携実績の有無や

今後の方針について，新たに質問項目を付け加えた。 

 

１．２．２ アンケート結果の公開 （NGO による森林造成・保全プロジェクトのデータベース構築） 

 アンケート調査で得られた情報のうち，予算関係や職員・会員数，担当者の個人情

報等を除く情報について，団体毎・プロジェクト毎のシートを作成し，それらを団体

名，所在地，対象国・地域名及び予め設定したキーワード（①生物多様性の保全・増

進，②住民の生計向上，③地域環境の保全，④地球的規模の環境保全，⑤遺伝資源の

保全・確保，⑥環境教育の推進，⑦対象国・地域との友好関係の強化，⑧地域住民へ

の憩いの場の提供，⑨その他）で検索できるシステムを構築し，ホームページ上で公

開した。 http://www.jifpro.or.jp/cgi-bin/db/index.html 

 なお，公開にあたっては作成したシートの内容を NGO 団体に再確認し，確認を取

れた 56 団体 94 プロジェクトの情報を掲載している。未確認の団体については確認が

取れ次第，情報を公開していく予定である。 

 また，アンケート調査への協力依頼は継続してホームページ上に掲載するとともに，

緑の募金の申請団体に随時協力依頼を行い，内容を充実していく予定である。 

 なお，情報の検索システムについては，文献検索システムと同様，インターネット
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上で無償提供されているプログラム（Database Factory 2 Ver. 1.0）をアレンジして

作成した。 

 

１．２．３ アンケート集計結果 （団体の運営状況等に係る情報） 

 情報検索システム上で非公開とした，団体の運営状況等に係る情報について，集計・

分析を試みた。 

 １）団体の属性 

 回答が得られた 79 団体のうち，63 団体が法人格を付与されていた。特定非営利活

動法人は 49 団体(62%)で，そのうち 6 団体は，税制優遇制度が適用される「認定特定

非営利活動法人」であった。 

 特定非営利活動法人については，1998 年 12 月に「特定非営利活動促進法」が制定

され，運営組織並びに事業活動が適切であり公益の増進に資する活動を行っていると

評価された団体に，申請を通して法人格が付与される。法律の施行当初は，事務処理

が厳密となり事務量が増加する，様々な制約を受ける，税務申告義務は発生するが税

制上のメリットが少ない，等の理由で申請に二の足を踏む団体が多かったが，社会的

信頼度の向上により，会員や寄附金・助成金・補助金を獲得する上で有利な事が認識

され，法人格を有する団体が増えてきている。 

 今回，任意団体が 16 団体あったが，○○協議会のような特殊な団体 2 団体を除き，

全てが，常勤職員がいないか１名程度かつ予算規模が小さな団体であった。 

 

 ２）団体の設立年 

 国際的な活動を行う NGO 団体が設立されはじめたのは，1960 年代に入ってからで

あり，戦後の復興に目処が立ち高度経済成長期に入り海外に目を向ける余裕が出てき

たこと，その当時にアジアを中心として食糧危機が発生したことが背景として考えら

れる。今回の調査では，60 年以前に設立された団体も見られたが，それら団体は，日

本国内での活動を目的として設立された団体あるいは特定の国との友好関係を強化す

る目的で設立された団体であった。 

 その後，70 年代中盤のインドシナ難民問題を契機に，国際的な活動を行う団体が増

加し，1992 年にブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国際

連合会議」（通称：地球環境サミット）の開催と，持続的な開発に向けた地球規模での

新たなパートナーシップの構築に向けた行動指針「アジェンダ 21」や「森林原則声明」

の合意を契機として，熱帯林の伐採問題等が広く一般に知られるようになったことを

背景として，森林保全・復旧に取り組む団体が増加してきた。今回の調査結果はそれ

らの動きを如実に反映している。 

 その後も，地球温暖化防止への関心の高まり等を背景として，NGO 団体は増加し

続けている。 
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図－２ 団体の属性 図－３ 団体の設立年 
 
 

 ３）活動における植林事業の位置づけ 

 有効回答数 78 団体のうち 44 団体（56.4%）が，植林事業が団体の主たる活動とし

て位置づけていた。 

 NGO 団体による植林活動は，人道支援や農村開発を進めるなかで植林をプログラ

ムに取り入れていったケースと，植林事業を進めるなかで社会基盤整備としての農村

開発に取り組んでいったケースの 2 方向に大別される。個々の調査票を確認した結果，

植林事業が主たる活動と回答した団体も，その殆どが，住民の人材育成や生計向上等

を活動のプログラムに取り入れていることが明らかになった。 

 

 ４）団体の規模（常勤職員の数） 

 それでは，それらの団体がどれくらいの規模で運営されているのかを，常勤職員の

数から見てみると，有効回答数 67 団体の内，殆どの団体（64 団体，95%強）が，常

勤職員 5 名以下で運営されていること，そのうち 14 団体，全体の 20%強が，常勤職

員が不在であることが判明した。それら団体の多くが，インターン制度やボランティ

アを活用することにより，事業の運営を支えていることが推察できる。 
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 ５）団体の運営状況 

  予算規模 

 有効回答数 71団体のうち，予算規模が 5,000万円に満たない団体が 52団体（73.2%），

1,000 万円に満たない団体が 25 団体（35.2%）を占めた。 

  会費・寄附金の割合 

 NGO 団体にとって基本的財源である会費・寄附金の割合は，有効回答数 76 団体の

うち，30%に満たない団体が 47 団体 61.8%を占めた。予算規模が 1,000 万円に満た

ない団体 24 団体でも，有効回答数 23 団体のうち，20%に満たない団体が 11 団体

（47.8%）を占めていた。 

 日本経済は一時の危機的な状況から脱却していると言われているが，NGO 活動等

に資金が回るような状態には依然として至っていないと考えられる。 

  助成金・補助金の割合 

 NGO 団体にとって重要な財源の一つである助成金・寄附金については，有効回答

数 78 団体のうち，26 団体（33.3%）が予算の 50%以上を助成金等に依存しており，

特に，予算規模が 1,000 万円以上 5,000 万円未満の団体 27 団体では，16 団体（59.2%）

が予算の 40%以上を補助金に依存していた。逆に，予算規模が 1,000 万円に満たない

団体 24 団体でも，16 団体（66.6%）が予算の補助金への依存度は 40%未満であった。 

  運営管理費の割合 

 職員の人件費や事務所経費等の割合は，有効回答数 75 団体のうち，44 団体（58.6%）

が 20%に満たない予算で運営していた。予算規模が 1,000 万円に満たない 24 団体で

も，21 団体（87.5%）が 10%未満に満たない経費で組織を運営し，むしろ，1,000 万

円以上 5,000 万円未満の団体の方が，予算に占める運営管理費の割合が高くなる傾向

を示した。予算規模 1,000 万円未満の団体（10 団体）のうち，常勤職員を抱えている

団体は 3 団体のみで，それらは定年退職者が代表者と常勤職員を兼ねる団体であった。 

 これらのことは，有給の常勤職員を雇うためには，年間 1,000 万円以上を確保する

必要があることを示していると考えられる。 
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 ６）企業との連携 

 NGO 団体にとって上記のように資金繰りが厳しいなかで，企業との連携によるプ

ロジェクトの実施は，事業費を確保する上でも今後更に期待されている。 

 企業との連携については，平成 26 年度に回答を得られた団体 46 団体が母集団とな

る。今回の調査結果では，46 団体のうち，31 団体（67.3%）が連携の経験があると回

答し，既に連携に向けた取組みが積極的に行われていることが示された。連携に対す

る今後の方針でも，有効回答数 40 団体のうち，27 団体（67.5%）が「積極的に連携

を推進していく」と回答した。また，「内容によって連携を検討する」と回答した団体

が 11 団体（27.5%），連携の経験のない団体では 5 団体あり，団体活動の主旨や現地
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の状況と照らし合わせて慎重に検討していることを伺わせた。なお，連携の実績のな

い団体（15 団体）のうち，「連携の予定はない」と答えた団体は，5 団体（33.3%）で，

これらは団体の位置づけとして，もともと企業との連携を想定していない団体が主で

あった。 
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図－14 民間企業との連携実績の有無  
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 ７）NGO 活動の安定的な基盤の整備に向けて 

 NGO 団体による協力活動の特徴として，「一定の国・地域を対象に長期間活動が行

える。」ということが一般的に言われている。このことは，知見・技術が蓄積され活動

に活かされていく上で有利であるが，財政基盤が弱い団体では，それらが継承されて

いくか否かに不安材料が残されている。特に，古くから活動を行っている団体でかつ

小規模な団体では，スタッフの高齢化がすすみ，活動を継続して行くには次世代の育

成が求められている。スタッフが居着ける環境を整備することが重要であり，そのた

めには安定的な財政基盤を築くことが求められる。 

 そのための一つの方向性として，企業との連携を積極的に推進していくことは有効

である。環境問題に対する意識の高まりや CSR 活動に対する理解の深化により，海

外での植林・緑化活動に貢献したいと考えている企業は増えているといわれ，現地の

事情に明るく，地域との繋がりを持ち，植林等の技術に対し知見を有する，NGO と

連携することが効率的・効果的な事業を実施する上で期待されている。 
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 しかしながら，企業との連携の推進にあたっては，企業，NGO 双方が今後更に価

値観を多様化させる必要があると考える。面積や植栽本数だけで事業成果を図るので

はなく，事業実施が対象地域の住民の生計にどのように貢献したか，生物多様性の維

持・向上にどれくらい貢献したか等を成果の尺度に取り入れていくことが有益であり，

NGO 団体もそれを説明できる知識・説明能力を身につけていくことが求められる。

企業との連携においては，成果に対して寄附金や助成金より厳しい判断がされると考

えられ，それに応えられるような技術の蓄積が NGO 団体に求められている。 

 

 １．３ その他情報の提供・発信 

 技術情報誌「海外の森林と林業」（No.90～92），情報誌「緑の地球」（No.108～110）

を発行し，NGO 団体，農林・環境関係大学，研究機関等に配布するとともに，国際

緑化推進センターが開催したワークショップ・報告会，研修や，その他緑化イベント

で配布した。 

 なお，「緑の地球」については，より広く一般に向けて情報提供・普及啓発を図るこ

とを目的に，108 号から電子配信版を作成して希望者に配信，109 号からは完全に電

子版に移行した。  

 

２． 国際ワークショップの開催等による情報交換 

 海外での森林保全・造成プロジェクトに関し，国内外の専門家等を講師として，森林・

林業関係者や一般市民を交えた意見交換のための国際ワークショップを年 1 回，海外植

林を通じた国際協力事業を行う NGO 等を対象に，吸収源起源による地球温暖化防止対

策に対する理解を深めるための説明会を年 1 回開催した。 

 

２．１ 国際ワークショップの開催 

 途上国森づくり事業の柱の一つである，開発地植生回復支援事業の 4 年間の成果を

踏まえて，問題土壌の発生メカニズム，土地利用状に与えている影響や対策の基本的

方向について整理を行うとともに，インドネシアの石炭採掘の現状と森林回復の取組

の事例を報告し，今後の方策や課題等について会場の参加者も交え議論を行うことを

目的として下記のとおり開催した。 

 

  テーマ：鉱山開発跡地の森林再生 

  日 時：平成 27 年 3 月 17 日（火）13 時～17 時 

  場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

  参加者：約 70 名 

  内 容：基調講演： 

        「森林伐採による強酸性土壌の発生と対策の基本的方向」 
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         国際緑化推進センター 佐々木惠彦 理事長 

      パネリスト報告： 

      １．「インドネシアの鉱山開発と森林政策」 

         インドネシア環境・林業省 スシロ・インドラルト 森林再生土地保全課長 

      ２．「インドネシアにおける石炭露天掘跡地の森林再生への取組」 

         インドネシア国立ムラワルマン大学 スカルティ・ニンシー 教授 

      ３．「開発地植生回復ガイドラインの策定」 

         国際緑化推進センター 仲摩栄一郎 主任研究員 

      ４．「南カリマンタン州における石炭鉱山開発と森林再生の事例」 

         コマツマーケティング＆サポートインドネシア 坂井睦哉 取締役 

 

ニンシ－教授による講演 会場からは事業適用に向けた具体的な質問がなされた 

 

２．２ 地球温暖化防止に係る説明会の開催 

 COP20/CMP10 の議論の動向について広く関係者に報告するとともに，NGO 等民

間の事業開始に向けて必要な情報を交換・議論をすることを目的として下記のとおり

開催した。 

 民間企業（CSR，コンサルティング），研究機関，行政機関，NGO 団体等から，約

90 名が参加した。 

 

  題 名：COP20 等報告会（森林分野） 

  日 時：平成 27 年 1 月 7 日（水）14 時～15 時 30 分 

  場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

  参加者：約 90 名 

  内 容： １．「COP20/CMP10 (ペルー・リマ) における森林吸収源に関する議論」 

          林野庁森林整備部森林利用課 飯田俊平 国際研究連絡調整官 

       ２．「COP20/CMP10 (ペルー・リマ) における REDD+の議論」 

          林野庁森林整備部計画課 井上泰子 海外技術班担当課長補佐 
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会場参加者との積極的な質疑応答・意見交換が行われた 井上講師（左），飯田講師（右） 

 

２．３ NGO関係事業連絡会の開催 

 平成 26 年度に林業 NGO 等活動支援事業で支援を行った NGO 団体から，事業の実

施内容・成果の報告を受けるとともに，プロジェクトの円滑かつ適切な開始に向けて，

有識者からアドバイスを受けることを目的として開催した。 

 

  題 名： NGO 関係事業連絡会 

  日 時： 平成 27 年 3 月 30 日（月）15 時～17 時 

  場 所： 日本森林林業振興会会議室 

  参加者： 16 名（海外森林保全参加支援部会委員，NGO 団体，国際緑化推進センター） 

  団体名： 認定(特活) ＩＣＡ文化事業協会，(特活) 地球の友と歩む会，(特活) 地球

緑化の会，日本アイアイ・ファンド，マングローブ植林行動計画，(公財) オ

イスカ，(公社) 日本マレーシア協会 

  内 容： １．平成 26 年度の被支援団体からの活動実績の報告 

          （プロジェクト形成調査：5，カウンターパート受入研修：2 団体） 

       ２．意見交換，海外森林保全参加支援部会委員によるアドバイス 
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Ⅲ 多様な主体が参加の森林保全活動促進事業 （事業実行結果） 
 

１． 森林保全モデル林の造成 

 NGO 等による森林保全活動を促進する事を目的として，生物多様性に配慮した森林保

全モデル林を造成し，その課題の整理や課題解決のための手法を，現地調査を通して検討

するとともに，現地調査の対象地や調査の成果を活用して NGO 等への普及啓発活動を行

った（普及啓発活動については，「３．１ 海外森林保全入門研修の実施」を参照）。 

 本事業初年度である平成 22 年度に，熱帯林を対象に生物多様性を念頭に置いた事業を

実施する上での課題を，以下の 6 つに整理した。 

 (1) 荒廃地を森林化することによって生物多様性条件を改善する必要があること。 

 (2) 劣化した二次林を改良することによって生物多様性条件を改善する必要があること。 

 (3) 外来樹種の植栽地を地域産樹種に転換することによる地域本来の生物多様性条件を

改善する必要があること。 

 (4) 地域住民の協力によって生物多様性保全効果を向上させ，持続的に便益を発生させ

る必要があること。 

 (5) 孤立し，断片化した森林生態系を連携し，生物多様性保全条件を改善する必要があ

ること。 

 (6) 地域全体の土地利用システムに反映可能な生物多様性情報を収集し，施策に反映さ

せること。 

 これら多数の取り組むべき課題がある中で，本事業の実施方針を検討した結果，熱帯林

でも対象地域の広い荒廃林地と劣化林地を対象とすることが，限られた実施期間及び予算

のなかで波及効果の高い成果が得られると判断した結果， 

 ① 荒廃地の緑化による生物多様性条件の改善実態の把握 
 ② 劣化林と外来早生樹未利用植栽地の地域産樹種への樹種転換による生物多様性条件の

改善実態の把握 

 に焦点を当てて森林保全モデル林事業を実施することとした。 

 前者については，インドネシア国西ヌサテンガラ州ロンボク島において，国際緑化推進

センターが 1996 年から 2000 年にかけて 350ha の荒廃地復旧造林を行った「日本・イン

ドネシア友好の森フェーズⅠ」を対象地として実施した。 

 後者については，マレーシア国サラワク州において新たにモデル林を造成しつつ，生物

多様性改善実態のための調査を進めた。 

 

１．１ マレーシアにおける現地調査の実施 

 平成 26 年度は，サラワク州サバル地域に造成した森林保全モデル林を対象として

昨年度実施した，植栽木の生長量と生長に及ぼす環境要因（照度）の把握調査の，デ

ータの精度を高めることを目的として，森林保全林での追跡調査及びその周辺地域の
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郷土樹種植栽地における同様の調査を実施した。 

 1) 内 容： サラワク州サバル地域に造成した森林保全モデル林及びその周辺地

域における，植栽木の生長量と生長に及ぼす環境要因（照度）の把握

調査 

 2) 実施者：石塚森吉 （国際緑化推進センター 技術顧問） 

 飯田敏雅 （国際緑化推進センター 主任研究員） 

 3) 訪問先： マレーシア国サラワク州 サバル保全林内及びその周辺地域 

 4) 期 間： 平成２６年１０月１９日～２５日 

 調査成果は，「森林保全モデル林造成事業（平成 26 年度調査報告書）」に掲載し，

ホームページ上で公開した。 

 

１．２ インドネシアにおける現地調査の実施 

 平成 26 年度は，本事業の最終成果品としての「生物多様性の保全増進に配慮した森

林回復ガイドライン」，普及用冊子「Biodiversity Restoration by Plantation」の完成に

向けた打合せ・情報収集，現地と共同しての編集作業に必要な現地調査を下記のとお

り行った。 

 1) 内 容： 普及用冊子作成打合せ・情報収集，社会経済調査・植生調査取りまと

め打合せ 

 2) 実施者：松本和馬 （森林総合研究所東北支所 産学官連携推進調整監） 

 飯田敏雅 （国際緑化推進センター 主任研究員） 

 3) 訪問先： インドネシア科学技術院（LIPI），西ヌサテンガラ州森林局等 

 4) 期 間： 平成２７年３月１日～８日 

 成果としてのガイドラインと普及用冊子の概要については，事項以降を参照のこと。

実物については，両冊子ともに国際緑化推進センターのホームページ上で公開した。

なお，社会経済調査，植生調査の取りまとめ成果については，「森林保全モデル林造成

事業（平成 26 年度調査報告書）」に掲載し，こちらもホームページ上で公開した。 

 

１．３ 生物多様性の保全増進に配慮した森林回復ガイドラインの作成 

 インドネシア国，マレーシア国で実施した調査を事例として用い，生物多様性の

保全・増進のための森林回復活動を促進するためのガイドラインを，NGO の事業

担当者等を対象として，下記内容で作成した。 

 

 1) 題 名： 生物多様性の保全・増進に配慮した森林回復ガイドライン 

       （インドネシア・マレーシアでの事例研究を基にして） 

 2) 対象者： NGO の事業担当者 
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 3) 内 容： 総論：生物多様性への配慮の必要性  

           生物多様性とは？（定義と現状）， 

           保全の必要性と現状， 対象レベル， 生物多様性条約， 

           生物多様性に配慮した森林の保全・造成の意義， 

           生物多様性に配慮した森林の保全・造成の留意点， 

           生物多様性に配慮した森林の保全・造成の課題，  

       各論１：荒廃地を対照とした復旧植林 

         はじめに（背景・目的）， 荒廃地の成立要因， 

            荒廃地の特徴， 荒廃地の復旧植林の考え方， 

         荒廃地復旧と生物多様性（事例紹介） 

    各論２：低質二次林の改良，早生樹植林地における樹種転換  

         はじめに（背景・目的）， 

            低質二次林，不成績造林地の特徴， 樹種転換の考え方， 

         植栽の考え方， 

            樹冠下植栽と適正な育成管理（事例紹介） 

       各論３：生態学的コリドー（緑の回廊）の確保 

         はじめに， 生態学的コリドーの構造 

       各論４：地域住民の生計に対する配慮 

    各論５：多様性の調査手法 

         植物相の調査， 昆虫相の調査， 社会・経済調査 

 

 作成したガイドラインは，NGO 団体に配布するとともに，電子版をホームペー

ジに掲載し，普及に努めた。 

 

１．４ 普及用ブックレット：Biodiversity Restoration by Plantation  

            (Based on the Case Study in Lombok, Indonesia) の作成 

 同じく，インドネシア国で実施した昆虫相の調査を事例として用い，生物多様性の

指標としてチョウ類・カミキリムシ類を用いる意義の解説，荒廃地での植生回復が昆

虫相の生物多様性に与えた影響や天然林との比較，今後求められる取組み等を，一般

に分かりやすく解説した小冊子を， NGO の事業担当者及びインドネシアの自然資源

保護担当者等を対象として，下記内容で作成した。 

 

 1) 題 名： Biodiversity restoration by plantation 

 (Based on a Case Study in Lombok, Indonesia) 

 2) 対象者： NGO の事業担当者，インドネシアの自然資源保護担当者 

 3) 言 語： 英語，インドネシア語（対訳版） 
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 4) 内 容： はじめに（背景・目的） 

  1.  生物多様性回復事業におけるモニタリングの考え方 

 2.  指標としてのチョウ類とカミキリムシ類 

     チョウ類の特徴， カミキリムシ類の特徴 

  3.  インドネシア国東ロンボック県スカローの植林地で生物多様性回

復のモニタリング 

    スカロー地域の植林地及び周辺の荒廃地の現状， 

    スカロー地域における生物多様性のモニタリング 

  4. 荒廃地と植林地間及び異なる調査期間における昆虫相の比較 

     チョウ類に見られた変化 

    カミキリムシ類に見られた変化 

 5. 植林地と天然林との昆虫相の比較 

     Suranadi 自然休養公園と Gnung Tunak 自然公園での調査 

    植林地と天然林とのチョウ類群集の比較 

    植林地と天然林とのカミキリムシ類群集の比較 

 6. 結論（今後の取組みに向けた提言を含む） 

 

 作成したブックレットは，ガイドラインと同様に，NGO 団体に配布するととも

に，電子版をホームページに掲載し，普及に努めた。 

 

２． NGO 等の森林保全のプロジェクト形成能力強化のための支援 

 NGO 等による森林保全プロジェクト活動を人材育成面から支援するための，海外森林

保全入門研修（国際森林・林業協力人材育成研修）と，資金面から支援するための，森

林保全プロジェクト形成調査等（国際会議参加，プロジェクト形成調査，カウンターパ

ート受入研修）への支援を実施した。 

 

２．１ 海外森林保全入門研修の実施 

２．１．１ はじめに 

 熱帯地域等の開発途上地域において森林造成活動を行っているNGO 等の活動家等

に対して，生物多様性を考慮に入れた住民参加型森林保全・造成活動のあり方につい

て，講義や現地視察等，参加者同士の意見交換等を通して，参加者自らが考察し学び

取れる機会を提供することを目的として本研修を実施した。 

 特に平成 26 年度までの５カ年間は，①生物多様性にも配慮した森林保全・造成活

動の意義やあり方について自らが考察し学び取れること，②インドネシア国における

林業政策や現地における住民参加による森林造成などの取り組みや方法論等について

の知識を習得できること，③アグロフォレストリーについての知識を習得できること，
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④生物多様性の評価手法とその調査成果について実際のフィールドでの実習を通して

学べること，⑤インドネシア森林官を含むインドネシアからの研修参加者との積極的

な交流を通して，森林保全・造成に対する意識の向上が図られること，等に留意して

研修を運営した。 

 

２．１．２ 実施場所 

 国際緑化推進センターが 1996 年（平成 8 年）から植生回復協力事業を開始し，他

のドナーや地元NGO 等による多様な植生回復事業が数多く展開されているインドネ

シア国西ヌサテンガラ州ロンボック島を主対象として海外でのプログラムを実施した

（資料－３．２）。ロンボック島では本モデル林事業の調査プロットを設定している日

本・インドネシア友好の森を視察・実習の対象地の一つとして選定し，調査協力者で

あるインドネシア科学技術院（LIPI）の Woro A. Noerdjito 博士を講師として招聘し，

生物多様性評価手法とこれまでの調査で得られた成果について講義及び実習を通して

研修参加者に情報提供を受けた。また，マレーシア国での森林保全モデル林造成事業

のカウンターパートである，サラワク森林公社の John Anak Sabang 氏を講師として

招聘し，サラワクの事業の目的，実施内容，実施状況等について報告を受けるととも

に，情報交換等を通して，日本・インドネシア・マレーシア間の連携強化を図った。 

 なお，インドネシア国内での現地研修に先立ち，研修に必要な基礎的な知識を習得

するため，講義を中心とした国内研修を東京都内で実施した。 

 

２．１．３ 参加者の公募 

 先ず，募集要領，募集案内を作成し，それらに基づいて参加者を募集した。 

 応募資格を，「国際林業協力事業参加者（現在，国際林業協力分野や開発協力分野

の事業に携わっている実務者，あるいは，将来においてそれらの活動に携わることを

希望する者）」として参加者を募集した。募集にあたっては，国際緑化推進センター

のホームページに公示するとともに，国際緑化推進センターが作成しているメーリン

グリストの登録者への案内，NGO 支援組織のホームページや環境・森林関係のイベ

ントを告知する掲示板への情報の書き込みを行った。 

 提出された応募書類及び小論文（応募の動機及び研修成果の活用計画を記載）を基

に選考を行い，9 名の参加者を決定した。参加者の内訳は，NGO 2 名，学生 3 名，

民間企業等 4 名となった。 

 

２．１．４ 実施期間 

 研修の期間は 2014 年 12 月 12 日(金)から 12 月 22 日(月)であり，最初の 2 日間は

国内で，講義を種としたカリキュラムを実施した（資料－３．１）。 

 

－ 25 －



２．１．５ 研修プログラム 

 １）プログラムの構成 

 前述のとおり，本研修は国内研修と現地研修の 2 つのパートにより構成した。 

 

 ａ）国内研修 

 国内での研修は，以下の各氏の協力を得て実施した（講義実施順）。 

  ○福山研二（(一社) 国際環境研究協会 プログラムオフィサー） 

  ○森川靖（早稲田大学人間科学学術院 教授） 

  ○酒井正治（(独) 森林総合研究所 研究専門員） 

  ○Opoku Boamah（東京農業大学地域環境科学部） 

 さらに，国際緑化推進センター技術顧問の石塚森吉が，一項目講義を担当した。 

 

 ｂ）現地研修 

 現地研修では，以下の各氏の協力を得た。 

  ○Andi Pramaria 氏（西ヌサテンガラ州森林局長） 

  ○Basuki Winantu 氏（西ヌサテンガラ州森林局秘書官） 

  ○Helmi Rahman 氏（西ヌサテンガラ州森林局） 

  ○Iswanto Suwarno 氏（西ヌサテンガラ州森林局） 

  ○Kurniasih Nur Afifah（西ヌサテンガラ州自然資源保護事務所） 

  ○Woro A. Noerdjito 博士（インドネシア科学技術研究院） 

  ○Tejo Wulan 博士（国立マタラム大学） 

  ○I Gde Mertha 博士（国立マタラム大学） 

  ○Baderun Zainal 氏（元西ヌサテンガラ州森林局） 

  ○John Anak Sabang 氏（サラワク森林公社） 

  また，視察にあたっては，現地NGO や地域住民グループ，西ヌサテンガラ州森林局職 

員の協力を得た。 

 さらに，マタラム大学の大学院生，西ヌサテンガラ州森林局職員等が研修に同行し，

日本人参加者と共に研修プログラムを学ぶとともに，情報提供者として，地域住民との

意思疎通の仲介者として重要な役割を担った。 

 加えて，現地には，国際緑化推進センターの石塚森吉技術顧問が同行し，適宜，技術

的アドバイスを行った。 

 

 ２）各講義・視察のねらい 

 ａ）講義（国内） 

 以下の３項目については，昨年度と同様の目的・内容で実施した。詳細については，

昨年度までの「森林保全モデル林造成事業（年度調査報告書）」を参照。 
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  ○熱帯地域における造林技術の基礎： 石塚森吉 講師 

  ○熱帯林再生の諸問題と解決に向けて： 森川靖 講師 

  ○林業と生物多様性： 福山研二 講師 

 次の２項目について，今年度は，講師の変更に伴い内容を大幅に変えて実施したもの

である。 

 ○熱帯人工林の土壌と持続的生産： 酒井正治 講師 

 土壌について，その定義，分類とその分布，森林破壊や灌漑に起因する塩類集積

等の諸問題，土地利用変化の現状について学ぶとともに，酒井講師が過去に調査を

実施したタイ東北部を対象として，チーク人工林の生長と施業方法及び土壌との関

連について，具体的な事例の紹介を通して学んだ。 

 ○地域住民と森林保全・造成活動： Opoku Boamah 講師 

 住民参加型の森林保全・管理について，その目的，内容，アプローチ手法，便益

や課題等の基本的事項について学ぶとともに，Opoku 講師が調査フィールドとして

いるガーナ国とベトナム国の住民参加型森林保全・管理について，その背景，歴史，

具体的な実施内容や発生した課題とその解決のために取られた方策について，具体

的な事例の紹介を通して学んだ。 

 

 ｂ）講義（現地） 

 以下の６項目については，昨年度と同様の目的・内容で実施した。詳細については，

昨年度までの「森林保全モデル林造成事業（年度調査報告書）」を参照。 

 ○インドネシアの森林・林業： Helmi Rahman 講師 

     （昨年度は，前森林局長 Abdul Hakim 氏が担当した） 

 ○西ヌサテンガラ州の自然資源保護に関する方針と活動： Kurniasih Nur Afifa 講師 

 ○アグロフォレストリーの理論と実例： Tejo Wulan 講師 

 ○企業と地域住民の協働をベースとした燃料木及び非木材林産物による荒廃地の復旧： 

      Baderun Zainal 講師 

 ○生物多様性の評価手法と評価結果概要： Woro A. Noerdjito 講師 

 ○マレーシア国サラワク州における森林復旧事業の事例紹介： John Sabang 講師 

 

ｃ）現地視察 

 以下の６項目については，昨年度と同様の目的・内容で実施した。詳細については，

昨年度までの報告書を参照。 

 ○荒廃地緑化による生物多様性の回復（その歴史と各プロジェクトの特色について）： 

      Tejo Wulan 講師 （12 月 16 日） 

 ○荒廃地緑化による生物多様性の回復（多様性評価手法(昆虫)）：  

      Woro A. Noerdjito 講師 （12 月 16 日） 
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 ○燃料木及び非木材林産物による荒廃地の復旧： Baderun Zainal 講師 （12 月 17 日） 

 ○ロンボック島の植生（国立公園地域の植生）： 

      I Gde Mertha 講師，Tejo Wulan 講師 （12 月 18 日） 

 ○地元 NGO によるアグロフォレストリープロジェクト： 

      Tejo Wulan 講師 （12 月 18 日） 

 ○森林の持つ生物多様性： Tejo Wulan 講師，I Gde Mertha 講師 （12 月 19 日） 

 次の３項目については，今年度，新たにカリキュラムに取り入れた，あるいは，内容

や対象村を変更して実施したものである。 

 ○中部ロンボック県 Batu Jangkih 村における住民インタビュー： 

      Tejo Wulan 講師他 （12 月 17 日実施） 

 昨年度までは，Mankung 村を対象地として実施していたが，今年度は住民参加

型の森林復旧の２方式（HKM と HTR）に，より積極的な取り組みを行っている

Batu Jangkih 村を対象に実施し，各方式の特徴（法規制や政府からの支援），住民

のモチベーションに与えている影響等をインタビューにより聞き出すとともに，方

式の違いが造成された林分の樹種構成や植栽方法に与えている違いについて，各林

分の状況を比較することにより学んだ。 

 ○PT. Sadhana Arif Nusa の苗畑運営： Baderun Zainal 講師 （12 月 18 日実施） 

 PT. Sadhana Arif Nusa 社が地域住民と共同して実施している荒廃地復旧活動

の現地は 12 月 16 日に視察したが，現地に苗木を供給している，コンテナを用いて

先進的な育苗を行っている施設を視察し，苗木の特性や育苗方法等について学んだ。 

 ○Grebgan 地域における統合的なアプローチ手法による森林・土地保全の実例： 

      Tejo Wulan 講師他 （12 月 19 日実施） 

 養蜂や飼料木の生産，バイオガスの生産等の小規模経済活動を組み合わせて，住

民参加への動機付けを行いながら実施されている森林・土地保全事業について，グ

ループリーダーからの活動の内容や状況の報告を受けるとともに，その手法につい

て実例の観察を通して学んだ。 

 

ｄ）その他 

 ○グループ別課題研究 

 本研修では，講義・視察による一方通行の情報提供を避け，参加者の自発的・積

極的な情報収集を促すため，国内研修時に参加者をグループ分けし，各グループが

課題を持って研修に臨むことを義務づけている。「生物多様性」，「森林の保全・

造成」，「住民参加」をキーワードとし，講義・視察を通して得られた情報を基に，

「自分達であればこのようなプロジェクトを策定する」という提案を作成し，ロン

ボク島での研修の最終日に現地関係者の参加のもと報告会を開催し，関係者との質

疑応答を通して，現地の状況に即した現地の意向とうについて確認しながら学び取
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れる機会を提供した。 

 

２．１．６ 研修参加者からのコメント（評価・感想） 

 研修参加者には，研修開始時に，①「研修に対する期待・意気込み」を，研修実施期

間中に講義・視察内容等に対して，②「研修に対する評価」を，研修終了時に，③「「研

修を終えて」当初の期待・意気込みと今を比較して」を，記載して提出することを義務

づけている。その中で，生物多様性及び住民参加を強く前面に押し出して実施したプロ

グラム及びプログラム全体に対しての，研修参加者からのコメントを以下紹介する。 

 

 １）講義：「林業と生物多様」 福山研二 講師 （12 月 13 日実施） 

 - 生物多様性は，全ての生命が存立する基盤を整え，人間にとって有用な価値を持ち，

豊かな文化の根源となり，将来にわたる暮らしの安全性を保証するものであること

を理解した。 

 - 講義内容は基礎的なもので，新たな観点や知識は示されなかった。しかし，参加者

のバックグラウンドが様々であることから，基礎知識を得るには重要な講義だと感

じた。 

 - 人工植林が生態系に与える影響に関して，考えるきっかけとなった。 

 - 熱帯地域での生物多様性を維持していくためには，種子や動物の供給源となる step 

stone を作っておくことの重要性が理解できた。 

 - 国内での自分の仕事の成果を，異なった角度から見ることができそうだ。 

 - CDM について初めて本格的に学ぶことができた。 

 - CDM 植林の仕組みは理解できたが，実際のプロジェクトの活動や施行方法につい

て，具体的な事例をより詳細に知りたかった。 

 - 生物多様性の話になると，森川講師との講義内容とも関係があることから，連携を

図ると良いと感じた。 

 

 ２）講義：「地域住民と森林保全・造成活動」 Opoku Boamah 講師 （12月13日実施） 

 - ガーナでの改良型タウンヤシステムについて，その理論や手法について理解するこ

とができた。でき得ればベトナムの事例についても詳細な説明が欲しかった。 

 - 具体的な事例の紹介は参考になった。特に，失敗をどのように成功に導いたかとい

う話は興味深く参考になった。 

 - PFM (参加型森林管理)のためには，住民の意識付けをきちんとすること，繰り返し

説明をして権利と責任を理解してもらうことが重要なことを理解した。 

 - 細かくルールを設け，粘り強く活動することが，現地事業を成功させるのに重要な

ことが理解できた。 

 - 責任を課すると同時に目に見える形で利益を配分すること，モニタリング調査を行
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うこと，の重要性を理解できた。 

 - 植林を行った人のためにも，モニタリングが不可欠との話には納得がいった。 

 - 参加型森林経営の重要性は理解できたが，途上国では住民からの理解を得ることが

困難な課題であると感じた。 

 - 限られた土地の中で植林場所を工夫するという技術面の話だけでなく，参加型に不

可欠な住民の心を納得させる手法についての話も素晴らしかった。 

 

 ３）講義「西ヌサテンガラ州の自然資源保護に関する方針と活動」 

                 Kurniasih Nur Afifah 講師 （12 月 15 日実施） 

 - 国立公園における活動方針，ミッション，問題点，生物多様性に配慮した管理シス

テムについて理解することができた。 

 - 山火事や違法伐採等，インドネシアの森林管理上深刻な課題について知識を新たに

するとともに，地域住民との合意形成等，日本の森林管理と共通する課題について

も参考になった。 

 - 管理に当たり，ファシリテーターやステークホルダーの重要性を認識した。 

 - 保全活動の取り組み自体は，参加型により，かなり先進的な方針で行っている事が

理解できた。 

 - 自然資源を保全していくためには，住民の教育が大切であると感じた。 

 - 概況は理解できたが，実際のプロジェクトについての説明が欲しかった。 

 

４）講義「生物多様性の評価手法と評価結果概要」 

                 Woro A. Noerdjito 講師 （12 月 15 日実施） 

 - 指標としてある種の昆虫を使うことによって，その生態に必要な動植物のあり方が

判ることが確認でき，興味深い内容であった。 

 - 詳細な説明により，昆虫 2 種が指標に適している理由を理解できた。英語は聞き取

りにくかったが，スライドに情報が多く書かれていたため内容を把握できた。 

 - 生物多様性の研究により森林の現状を知り，それを保全することが森林を守ること

に繋がることが理解できた。 

 - 森林の状況を評価するのに様々な手法があることを認識した。 

 - 調査対象地域(Selaroh)における雨季と乾季の生物相が大きく異なることに驚いた。 

 - 統計的手法での生物多様性評価についての説明がなかったのが残念だった。 

 

５）講義「マレーシア国サラワク州における森林復旧事業の事例紹介」 

                 John Sabang 講師（12 月 15 日実施） 

 - 保全・造成した森林を継続して管理することが大事だと感じた。 

 - インドネシアとマレーシアの法制度の違いなどの前置きがなかったため，やや唐突

－ 30 －



に具体例の説明があり戸惑いを感じた。 

 - プロジェクトの材料 (Input) 及び手法，施行方法，ステークホルダーについての情

報や，苦労話や失敗談など，現場の体験談を聞かせて欲しかった。 

 

６）視察「荒廃地緑化による生物多様性の回復」（12 月 16 日実施） 

           Sri Tejowulan 講師，Woro A. Noerdjito 講師 （12 月 16 日実施） 

 - Sekaroh地域での，JIFPROプロジェクトやその他のプロジェクトについて，方針，

施行方法，ルールについて理解できた。今後は，住民の生計向上に向けた方針や施

策の改善が求められると感じた。 

 - 熱帯地域では，植栽後 10 年余りの期間でも樹木が大きく生長することに驚いた。 

 - 人数が多かったため，講師と離れたところにいた人は聞き取りにくかったのでは。 

 - 設置された看板は月日が経ち塗料が剥げ落ちていた。大した費用ではないと思われ，

新たに設置するか塗り直すことが必要である。 

 - 各種トラップが興味深かった。 

 

 ７）視察「中部ロンボック県Batu Jangkih村における住民インタビュー」 

                  Sri Tejowulan 講師他（12月17日実施） 

 - 民有地では，住民自らが資金調達を行うことが必要なことが理解できた。 

 - 住民から直接話を聞くことができたのは良かった。 

 - 有意義な時間だったが，もっとインタビューに時間を割ければ良かった。 

 - でき得れば，森林局担当者意見も聴取し，住民・地元 NGO・森林局職員の 3 者が

参加したミーティングに研修参加者が合流して問題点への対策を話し合う機会があ

ると，効果的な視察になると思う。 

 

 ８）視察「ロンボック島の植生 － 国立公園地域の植生」 

           I Gde Mertha 講師，Sri Tejowulan 講師（12 月 18 日実施） 

 - 視察地用の資料(樹種特性等)が用意されていたため，理解が促進された。 

 - 同じロンボック島内でも地域によって植生が全く異なっていることに驚いた。 

 - 国立公園内に棲息する他の生物(ほ乳類，鳥類，昆虫類等)についても説明できる専

門家が参加して，生物多様性の観点から講義を受けられると良いと思った。 

 - 研修には，国立公園のレンジャーをしているインドネシア人も参加していたので，

彼からも話を聞きたかった。 

 - 至る所にゴミが放棄されており，行く行くは環境教育等，普及啓蒙活動を行うこと

が必要だと感じた。 

 

 ９）視察「地元 NGO によるアグロフォレストリープロジェクト」 
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                  Sri Tejowulan 講師他（12 月 18 日実施） 

 - 対象地は，以前は貧しい地域であったそうだが，現在では作物が様々な木々の下に

育ち，生計向上活動が成功しているという印象を受けた。 

 - それまで家畜飼育と樹木の植栽をばらばらに行っていた住民が，プロジェクトの導

入により，相互に売買を行って補いながら生計向上を行えるようになったのは良い

と思った。 

 - 水が容易に得られる地域では緑化が比較的容易であることを理解した。 

 - プロジェクトの背景やステークホルダーにつての説明が事前にあると，より理解が

深まったと思う。 

 

 10）視察「Grebgan地域における統合的なアプローチ手法による森林・土地保全の実例」 

                  Sri Tejowulan 講師他（12 月 18 日実施） 

 - 地元 NGO のスタッフが活動的に事業に従事している様子がうかがえた。 

 - 牛糞を発酵させてガスとして利用するシステムを初めて知った。ガスの生成・生活

への利用はアグロフォレストリーの恩恵であり，住民が緑化を主体的に進める動機

付けになると認識した。 

 - 住民の暮らしの様子や水管理システム，バイオガスの利用が興味深かった。 

 - 事業が始まって数年であるが，周囲の山々は 10 数メートルのチーク林で覆われて

いた。改めて熱帯樹種の成長の早さ，日本の樹木との生長の違いに驚いた。 

 - 誰がどのような立場で資金支援しているかの情報があると，より理解が深まった。 

 - 住民と話をする機会は設けられていたが，ファシリテーター受け答えが長かった。 

 - 苗畑の管理や苗木の生育状況について，Tejo 講師から説明を受け概要は把握できた

が，でき得れば苗畑の管理を実際に行っている人々からの話を聞きたかった。 

 - 住民へのインタビューでは，コミュニティリーダーからの説明と質疑に対する応答

を受けたが，女性グループとの対話時間が設けられていれば良かった。 

 

 11）視察「ロンボック島の植生 － Pusuk 地域の植生」 

           I Gde Mertha 講師，Sri Tejowulan 講師（12 月 19 日実施） 

 - 人間にとって有用な樹種（ex. 薬用植物）が熱帯の森林には多く含まれていること

が理解できた。 

 - ロンボク島の自然林には非常に多くの有用樹種が生育していることが理解できた。

アグロフォレストリーに，こうした樹種を取り入れることは重要であると思われ，

今後の調査研究の実施が望まれると感じた。 

 - Sebau 地域と Pusuk 地域との地勢，気象，土壌の違いや，森林の構成樹種，生物

多様性の比較についての説明があると良かった。 

 - 現地の生態系保全と住民との関わり方に課題があるという印象を受けた。 
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 12）プログラム全体に対する意見 

 - 「住民参加型の森林保全・造成事業についての考察」がテーマなので，住民グルー

プとの話し合いに多くの時間を割き，より問題点を掘り下げた討議ができると良か

った。 

 - 現地視察での説明はマタラム大学の先生方で良いが，住民レベルの話し合いや質疑

応答については住民リーダーを前面に出して進行すれば，住民達の直接の声が参加

者に理解できると思った。 

 - 現地でのプログラムの開始前に，インドネシア人関係者も含めた，アイスブレイク

ゲームを 20～30 分程度催すなど，参加者同士が仲良くなれる仕掛けが必要だと思

った。 

 - 現場の状況の変化に応じてスケジュールが変更されるのは仕方ないが，前日の夕方

に次の日のスケジュールと集合時間を確認する時間を設けたいと思った。 

 - 現地での度重なるプログラムの変更に苦慮した。また，視察先の情報を補足するた

めの資料が用意されていなかった。 

 - 今後一層の啓発活動やアドボカシー活動，学生へのそれらの活動への参加の呼びか

けの必要性を感じた。 

 - ロンボク島でもバリ島でも，日本の海外協力が少なからぬ力になっていることを知

り，勇気が湧いた。 

 

２．１．７ 研修成果の定着・発展に向けて 

 本研修は，「生物多様性を考慮に入れた住民参加型森林保全・造成活動のあり方につい

て，講義や現地視察等，参加者同士の意見交換等を通して，参加者自らが考察し学び取る」

ことを目的として実施した。 

 しかしながら，研修期間が短いこと，生物多様性や住民参加について参加者の事前の知

識レベルが限られているため，本研修への参加を持って，即座に役立つ実践的な知識・技

術を身につけ得たと評価するのは困難だと感じている。 

 そのため国際緑化推進センターでは，これまでにも研修参加者間のネットワーク構築と

情報を促すとともに，関連するセミナー等に参加を呼びかけることにより，アフターフォ

ローを行ってきており，各参加者との長い繋がりを維持している。今後とも同様の取り組

みを続けるとともに，今後は年度を超えたネットワークの構築についても努めていくこと

が必要である。 

 また，研修参加者間のみならず，現地でのプログラムを通して作られた，日本－インド

ネシア－マレーシア間の繋がりも維持することが，今後，NGO等民間団体が当該地域での

事業化を志した場合の，円滑な開始・運営に資することが可能となる。 

 特に，本研修実施に対する補助金が平成26年度で終了し，自己資金や参加費のみでの研
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修継続の見通しが立たない中で，これまで培われたリソースを確保・維持し，リソース間

の情報交換を通してお互いを高めあっていくために活用できるよう，働きかけを行ってい

くことが重要である。 

 

 

２．２ 森林保全プロジェクト形成調査等への支援 

 NGO 等による森林保全・造成プロジェクト活動を支援するため，森林保全・造成

プロジェクト形成調査，カウンターパート受け入れ研修，国際会議への参加等に対し

支援を実施した。 

 実施要領，交付規則を作成し，それらに基づいて事業を実施した。 

 案件は公募し，公募にあたっては，以下の方法により，広く一般に周知した。 

  - 国際緑化推進センターのホームページへの募集記事の掲載 

  - 海外での植林・緑化活動の実績のある団体へのダイレクトメールの送付 

  - 環境・国際協力関係の情報を扱っている掲示板への記事の書き込み 

  - 環境・国際協力関係の情報を扱っているメールマガジンへの記事の掲載依頼 

  - JIFPRO が過去に実施したワークショップ等への参加者への情報提供 

 公募案件の審査にあたっては，途上国森づくり事業・海外森林保全参加支援部会の

中に，利害関係者を除いた審査委員会を設置し，支援対象等を検討した。 

 

１）国際会議参加 

 林業 NGO が国際機関等と連携してその活動を強化し，熱帯林の保全造成等を推

進することを目的として国際会議等に参加するために必要な経費一部を支援した。 

 平成 26 年度は，1 団体 1 件の申請があり，審査委員会で検討した結果，特定非営

利活動法人日本国際湿地連合の「ラムサール条約アジア地域会合」への参加を支援

することが決定された。会議参加の目的，活動内容・成果は以下のとおり。 

  
  会議名称 参加組織 

 1 ラムサール条約アジア地域会合 特定非営利活動法人 

日本国際湿地保全連合 

  期 間： 平成 26 年 11 月 1 日から 8 日，1 名 

内 容： カンボジア国のシェムリアップで開催された「ラムサール条約アジア地域会合及びアジア湿

地シンポジウム」に参加し，当該団体が国際的な湿地の保全・再生を目的として作成してい

る「湿地の文化と技術 33 選」を用い，水質浄化のための植林事業や，マングローブ植林に

よる生態系の回復・観光資源の創出など，ワイズユースの事例紹介をするとともに，情報収

集を行った。特に，インドネシアからの参加者には，波打ち際でのマングローブ植林にあた

っての技術的課題や対策の詳細についてヒアリングを行った。会議には，ラムサール条約

事務局，各国政府関係者，研究者，NGO 団体等，約 160 名が参加した。会議参加を通し，

アジア各国の関係者との人材ネットワークを構築できた。また，会議で得られた情報を，こ

れまで集めた「湿地の文化」の事例に加え，日本語版・英語版の報告書を作成した。今後，

この報告書を活用し，アジア地域のマングローブの保全・再生を各国に働きかけていく。 
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２）プロジェクト形成調査 

 森林保全・造成プロジェクトや森林資源の持続可能な活用等のためのプロジェク

トを形成する調査を支援した。 

 平成 26 年度は，8 団体 8 件の申請があり，審査委員会で検討した結果，5 団体 5

件の活動を支援することが決定された。プロジェクト形成調査の目的・背景，調査

内容・成果は以下のとおり。 

 
  調査名称 実施機関 

 1 「ケニア北部トゥルカナ湖南東部における貧困削減のためのアグロフ

ォレストリー事業」のための事前調査 

認定特定非営利活動法人 

ＩＣＡ文化事業協会 

  対象地： ケニア国東部州 

期 間： 平成 26 年 11 月 15 日～11 月 28 日，2 名 

内 容： 対象地としているケニア北部のトゥルカナ湖周辺地域は，本来，降水量の乏しい乾燥地域

であり，近年は旱魃が連続的に発生し，住民は慢性的な貧困状態に陥っている。さらに，

2011 年に東アフリカ地域を襲った大旱魃が，多くの住民を飢餓状態に陥らせた。飢餓状態

からの脱却のため，当該団体が食糧配布や給水施設の整備等を行ったが，貧困状態の根

本的な解決には至っていない。その解決策として，住民の生活と密着した樹種の植栽によ

るアグロフォレストリーを導入することとし，植栽樹種の選定や住民のニーズの把握調査，

住民の合意形成のためのワークショップ開催等を行った。樹種は耐乾性の高い５樹種が推

奨樹種として選定された。また，ワークショップでの議論を通して，地域環境団体と観光団

体との連携が構築され，3 年間の活動計画が策定された。また，州政府から事業実施の許

可を得ることができた。 

 2 持続可能な農業と環境保全をめざしたアグロフォレストリー推進のた

めのプロジェクト形成調査 

特定非営利活動法人 

地球の友と歩む会 

  対象地： インド国タミルナドゥ州 

期 間： 平成 26 年 8 月 21 日～9 月 15 日，平成 27 年 2 月 5 日～18 日，延べ 2 名 

内 容： 対象地としている南インドタミルナンド州ディンディグル県トッパンパティ郡では，1970 年代

に農地への土地利用転換により森林が減少し，地下水位が低下したため，1980 年代を境

に井戸からの飲料水の確保が困難になったという。また，化学肥料の多用により，土壌が

劣化して土地生産性が低下するとともに，人体への健康被害も発生しているという。そのた

め，有機農法によるアグロフォレストリーを導入することとし，5 ヵ村 406 世帯を対象に，PRA

手法を用い，資源量の変遷，森林・植生の変化，水資源の変化，住民の生計状況等の調

査を行い，問題点を抽出した。また，有機肥料の資源量や治水工事必要個所等の調査を

合わせて行った。また，住民の代表者による先行事例の視察を通し，アグロフォレストリー

に対する理解を高めた。視察を通し，農耕地保全のために植林が必要であるとの認識が生

まれ，検討委員会を設置し，具体的な植林計画を策定していくことになった。 

 3 タンザニア国森林造成調査プロジェクト 特定非営利活動法人 

地球緑化の会 

  対象地： タンザニア国モロゴロ州 

期 間： 平成 27 年 2 月 20 日～3 月 1 日，3 名（参加者の内，2 名分を支援） 

内 容： タンザニア国モロゴロ州キロサ県において，BOP 層を対象とした持続可能なアグリビジネス

を構築するため，当該団体がこれまで首都ドドマの近郊地域で培ってきた村落林業の知見

を，現地調査を通して整理するとともに，その知見のキロサ県への適用のあり方について

検討した。キロサ県では，河川沿いの植林が地域政府により推奨され，地下水位が高いこ

とによりチーク等有用樹種の成長が驚くべく高く，日本の家具メーカーとの連携による事業

展開（企業のＣＳＲ活動）の可能性があることを確認した。また，対象地には放棄されたサイ

ザル農園が広大に存在することから，その跡地を活用したアグロフォレストリーの展開や，

農林産物の加工推進をプログラムに取り入れることとした。また，地域の貧困層への対策と

して，「貧困削減のための森づくり支援事業」として行われた木炭原木の生産活動を，維

持・継続できる体制をプロジェクトにとりいれることにした。 
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 4 マダガスカル，アンジアマンギラーナ監視森林周辺地域での植林適

地調査 

日本アイアイ・ファンド 

  対象地： マダガスカル国マジュンガ州 

期 間： 平成 26 年 10 月 7 日～11 月 15 日，2 名（出張期間の内，30 日間分を支援） 

内 容： 対象地としているマダガスカル国のアンジアマンギラーナ地域は，西部乾燥地域の中でも

生物多様性と生物地理学的観点から，マダガスカル国の中でも最も重要性の高い地域とし

て，監視森林に指定されている。しかし，違法伐採や放牧のための野焼きの延焼等により，

保護活動のみで監視森林を保全していくことは難しい現状にある。そのため，当該団体は，

積極的な植林活動により森林保全を図ることとし，政府・地方自治体の責任者，集落長，学

校長および NGO 関係者に植林計画の有無，意欲，希望樹種等を聞き取るとともに連携の

可能性を確認した。また，現地調査により，森林現況の確認，植栽適地の選定を行った。調

査の結果，アイアイの食糧となるラミー等の郷土樹種のエンリッチメント・プランティング，住

民の燃材確保等を目的としたアカシア類の植栽，防火帯としての機能を期待したマンゴー

の河川沿いへの植栽を，ゾーニングをしながら実施していくことになった。 

 5 ミャンマー・エーヤワディー河口域におけるアグロフォレストリ推進調

査 

マングローブ植林行動計画

  対象地： ミャンマー国エーヤワディー管区 

期 間： 平成 26 年 11 月 14 日～12 月 6 日，4 名（参加者の内，3 名分を支援） 

内 容： 当該団体は，ミャンマー国のエーヤワディー河口域において，15 年間で 1,500 ヘクタールの

マングローブ林修復活動を，地域住民の参加を得て実施してきた。しかし，マングローブ林

構成樹種の植栽のみで住民の生計向上を図ることは困難で，対象地の住民は依然として

貧困状態から脱却できずにいる。そのため，非感潮域において住民の生計に資する有用

樹種の植栽と，その樹冠下でのコンニャク等の栽培によるアグロフォレストリーを導入する

こととして，樹種選定やコンニャクの活用の可能性の判断に必要な調査を実施した。樹種選

定については，樹木の植栽が積極的に行われている 3 地域において，11 世帯のホームガ

ーデンを対象とし，98 種の有用樹種をリストアップした。コンニャクは，現地ではこれまで未

活用であったが，食用となること，住民の反応も良いことがワークショップの開催により確認

できた。今後，コンニャクの生産・加工組合の組織化，栽培技術の開発，技術移転等を図り

ながら，アグロフォレストリーを展開していく計画である。 

 

３）カウンターパート受入研修 

 途上国の森林保全・造成協力活動を実施している民間団体が，カウンターパート

を受け入れ技術向上を図る研修の実施を支援した。 

 平成 26 年度は，2 団体 2 件の申請があり，審査委員会で検討した結果，公益財団

法人オイスカと公益社団法人日本マレーシア協会の実施する研修への支援をするこ

とが決定された。研修の内容・成果は以下のとおり。 

 
  研修名称 実施機関 

 1 地域住民主体の森林管理及び自然災害に対する地域社会の強靱

性（レジリアンス）強化を目的とした森林再生プロジェクト担当者能力

向上研修 

公益財団法人 

オイスカ 

  期 間： 平成 26 年 10 月 19 日～10 月 20 日，2 名 

内 容： 当該団体がフィリピン国イロイロ州アホイ地域で実施している，水源涵養林造成プロジェクト

から２名のカウンターパートを招き，山梨県，宮城県，東京都内において研修を行った。ア

ホイ地域は，2013 年の台風により植林地に大規模な被害を受けたことから，防災のための

森林整備のあり方を学ぶ目的で宮城県のプログラムを取り入れた。山梨県では，丹波山村

の民有林及び県森林総合研究所を訪問，宮城県では，当該団体が実施している海岸林再

生プロジェクト事業地を訪問，東京都では団体本部にて研修成果の取り纏めを行った。研

修を通し参加者は，生物多様性向上のための郷土樹種の活用の必要性，住民の生計向上

のための果樹の導入の必要性，防災機能向上ための間伐の必要性，地方行政機関・住民
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組織やボランティアとの連携の重要性を学び，それらを今後の植林計画に取り入れることと

している。 

 2 マレーシア・サラワク州での熱帯雨林再生現場における地域住民参

加型の森林保全活動の視察と研修 

公益社団法人 

日本マレーシア協会 

  期 間： 平成 26 年 10 月 19 日～25 日，2 名 

内 容： 当該団体がマレーシア国サラワク州で実施している熱帯雨林再生活動から２名のカウンタ

ーパートを招き，埼玉県，静岡県，広島県，福岡県で研修を行った。埼玉県では東大の秩

父演習林を訪問し，研究の場としての森林確保の必要性や取組みについて，静岡県では

日大の国際関係学部を訪問し，地域住民参加型の活動のあり方について，広島県では地

元 NPO 団体の現場を訪問し，環境教育活動と連動した森林保全活動のあり方について，

福岡県では北九州市立大学等を訪問し，産学官の仕組みや活動内容について，それぞれ

学んだ。研修成果を活かし，産学官の連携のもと，適性樹種選定のための調査や，学生や

村人等を対象とした ESD（持続可能な開発のための教育）活動を導入による，定期的な植

樹活動を展開していく。 
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