
樹木は、飛砂防止や防風、木陰による被陰などの機能に
より人々にとって快適な環境を形成します。また、蒸発散作
用等による微気象の緩和や、樹木の樹冠による塵埃の吸着
による大気浄化、CO2吸収による温室効果ガスの削減など
気候変動対策としても注目されています。

ケニアツルカナ地域では、難民キャンプの薪需要の
影響から森林減少が進んでいますが、降水量の低さか
ら自然な植生回復は難しい状況でした。プロジェクト活
動の中でも植林を実施しましたが、過酷な自然条件ゆえ
に成長は遅く木材としての利用は10年～20年の期間
を要することが想定されています。しかし、住民は森林
の景観が戻ったことや、在来種に対する愛着などから、
直接的な利益がすぐになくとも大きな満足を得ているこ
とが分かりました。また、気温の高い乾燥地において、
木陰は大切な環境であり、住民の憩いの場としても役
立っています。（ケニア）

タンザニアでは、学校や教会などへ日蔭の造成、景観
改善用として苗木を配布しました。樹木の環境改善の機
能に着目した植栽については、住民のインセンティブは強
く、生徒や教会信者が共同で作業にあたっていました。

住民がその効果を実感できるものについては、環境
改善のための植林であっても植林が行われることがわ
かりました。また、これらの組織の責任者にインタビュー
したところでは、これらの植林木を利用しようという考
えはありませんでした。今後は、こうした植林木につい
ても、植栽目的をそこなわない範囲で利用することも検
討していく必要があると思われます。（タンザニア）

エコツーリズムとは、自然環境や歴史文化など、地域固有
の魅力を観光客に伝えることにより、その価値や大切さが理
解され、保全につながっていくことを目指していく仕組みで
す。観光客に地域の資源の魅力を伝えることによって、地域
の住民も自分たちの資源の価値を再認識し、観光客を通じ
た経済復興を図り、森林伐採などから自然環境を守り、地域
社会そのものが活性化されていくことが期待されます。

森林土壌が降水を一時貯留し、河川へ流れ込む水量を平
準化して洪水を緩和する機能があります。また、森林土壌
よって雨水等が濾過され水質が浄化される機能もあります。

事例

ポイント ポイント

ポイント

快適環境の創出 観光資源（エコツーリズム）の創出

水質浄化、水源涵養（乾燥地は含まない）

環境植林 学校等への植林

事例

樹木や草本が地面を覆い、その根が土壌を押さえること
により、雨による表面土壌の流出や、土砂災害等が抑制され
ます。また、落葉等が土壌に養分を供給します。土壌保全が
進むことにより、農業などの生産活動にプラスの影響を与え
ることができます。

土壌保全を通じた農産物の生産性向上
地域の住民のほとんどが農業に従事しているルワンダ

ムイラ郡では、年間1,000mmの降水量という恵まれた
気象条件もあり、多くの土地が農地として活用されていま
した。しかし、山の斜面までが農地として使用されている
ことから、斜面の崩壊、土壌の劣化、雨期の洪水拡大など
のデメリットも生じることになりました。

そこで、プロジェクトは斜面荒廃地などでの植林、農地
として生産性が低くなってしまった土地での植林と、斜面
農地でのテラス栽培（階段耕作）と有用樹種の辺縁部へ
の植林を実施しました。これにより、雨期の洪水による土
壌流出の減少、土壌の改善、木材・野菜、果樹の販売によ
る収入や飼料としての利用、などの効果が表れました。

ある農家では、土壌の改善がはかられた結果農産物の
生産量が増加し、さらに樹木から家畜飼料が取れること
で、これまで放牧のため遠方まで行っていたことが必要な
くなり、放牧のための作業時間短縮などの効果があらわ
れました。（ルワンダ）

農地土壌改善

ポイント

2
に

森づくりは、物質生産を直接的に提供するだけでなく、環境の改善といった間接的な貧困削減への効果を提供することが可能
です。例えば、土壌改善や樹木の防風、被陰効果は、農業や牧畜などの林業以外の生産活動や住民の住環境にも良い影響を与
えます。森林は樹木や草、コケなどの植物や、菌類、土壌微生物、昆虫、鳥、爬虫類、哺乳類など様々な生き物の生息・生育の場と
なっています。生態系保護による生物多様性保全は、遺伝資源の保存や種の多様性を維持し、途上国のみならず世界中の人々
の生活にとって重要です。
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プロジェクトでは、新たな技術を習得するために住民向け
研修を通した指導が行われます。しかし、1回の研修を受け
ただけではなかなか知識は定着しません。より確実な知識
の定着を図る場合は、活動の中で作業実施をしながら技術
を習得していくon the job trainingか、もしくはフォロー
アップとして何度か研修を繰り返して実施するということも
有効です。新しい知識や技術は何度も何度も繰り返し実践
することで身についていきます。

ポイント
OJT研修、フォローアップの実施

ケニアでは、研修でトレーニングを受けた住民が、別
のコミュニティの研修講師となって、研修を実施しまし
た。講義を受けただけの知識とは異なり、人に教えるた
めに、知識がより深く定着し、理解が深まるという効果
がありました。このように、他人に技術を伝えるというの
は、理解を深めるための常とう手段であり、そのことか
らも、研修に参加した代表者が、コミュニティ内で伝達研
修を行うというようなやり方は、非常に高い効果が期待
できます。（ケニア）

生計向上活動などで現金収入を得るようになると、資
金の管理が必要となってきます。途上国の貧困層では、
銀行口座などは身近でない場合が多く、現金の管理を
どのようにするかという課題があります。

ケニアでは、牧草、蜂蜜の販売で得た収入をグループ
メンバーへ配分するだけでなく、グループの共通口座に
て管理しました。政府承認の組織となったことで、銀行口
座開設の手続きが容易になったことが一つの要因です。
ただし、銀行のある町とは離れた場所に住んでいるた
め、頻繁なアクセスはできません。このグループには定
期的に町との往復があるメンバーがいたことで利用が
容易になった背景があります。共通資金の使用用途は、
コミュニティ住民向けのローン資金で、これまでの実績
では、子供の学費、病院、葬式費用に、使用されました。

ルワンダでは、政府が銀行利用を農民に推奨している
という背景があり、各地方にも農民向けのパブリックバン
クが存在します。よって、銀行へのアクセスも近く個人で
も資金管理することが比較的容易な状況にありました。

事例
OJT研修

資金管理

木炭生産グループの形成

事例
組織づくり

プロジェクトの活動を実施する場合、個人個人が活動に
参加するよりも組織を形成することが有効に働くことがあ
ります。プロジェクトが投入する資源が対個人である場合
は、必ずしも住民の組織化は必要ありませんが、多くのプロ
ジェクトでは灌漑施設、井戸、学校などの公共施設などを投
入する場合、持続的な維持管理のため活動の担い手である
住民の組織化が多く見られる手法となっています。共有地
での森林資源もこの例に当てはまります。住民が組織化す
ることの利点として、(1)生産活動、資源調達、及び労働の
効率化、(2)情報共有、技術普及の効果、などがあげられま
す。組織化の手法は、国・地域や、コミュニティの伝統や慣習
などにより異なるため、新たにグループを形成するだけで
なく、既存の組織を活性化することも有効ですし、新たにグ
ループを形成する場合も、現地の実情を知る専門家や行政
関係者と共に検討し、住民の自主性を取り入れながら、住民
の組織化を進めることが求められます。 

ケニアでは、25人以上（女性は3割を超えること）の
メンバーで申請することで、オフィシャルな組織として
政府から承認を受けることができます。組織化にあたっ
ては、地方行政機関の普及員などがサポートをしていま
す。ケニアでは組織化をすることで国内外の援助への
申請が容易になるため、いくつかのグループは、この事
業で組織化したことを機に、自発的に他の援助機関から
資金供与を受け、活動のための追加の巣箱、フェンス等
の資材を入手しました。

住民は、個人よりも銀行などのローンへのアクセスが
容易であること、プロジェクト形成などによりファンドを
呼び込むことが可能であることを住民組織化のメリット
として実感していました。（ケニア）

　木炭原木モデル林を造成した村の木炭生産者を構成
メンバーとする20名弱の木炭生産グループを結成し、
植林による木炭原木調達方法や木酢液の採取を含む炭
焼き研修を実施しました。
　木炭生産は違法伐採行為である場合が多く、木炭生
産者間のマーケットや生産技術に関する情報交流など

も少なく、こうした生産者グループを形成することは極
めて有意義と考えられます。
　しかしながら、植林木が木炭原木として利用可能にな
るまでには、5-10年という長期間を有するため、木炭
生産グループの活動の継続性が危ぶまれます。
　このため、プロジェクトとしては取り組みませんでした
が、村落保存林※（village forest reserve）を持続的に
活用して、木炭生産活動を継続させるといった方法が考
えられます。（タンザニア）

住民の組織化 

ポイント

3
プロジェクトで活動を実施するためには、その活動の担い手となる住民の参加が必要となります。そして、プロジェクト終了後もそ
の活動が継続的に実施されるためには、住民自身が技術や知識を得て活動していくための基盤作りをプロジェクトの中で実施す
ることが必要となります。また、新たに組織を作るだけでなく、既存の組織の活性化・強化を図ることも効果的なアプローチです。

※ 村落保存林（village forest reserve）
タンザニアでは、土地利用計画の策定とともに、村落保存林（Village Forest Reserve) の形成が進められています。村落保存林では、森林資源調査を行ったうえで、
県の森林部局が認めた場合は伐採利用の可能になりますが、県・村行政組織の脆弱性、技術・資金の不足により調査等の実施が困難な場合も多いようです。
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住民の組織化が多く見られる手法となっています。共有地
での森林資源もこの例に当てはまります。住民が組織化す
ることの利点として、(1)生産活動、資源調達、及び労働の
効率化、(2)情報共有、技術普及の効果、などがあげられま
す。組織化の手法は、国・地域や、コミュニティの伝統や慣習
などにより異なるため、新たにグループを形成するだけで
なく、既存の組織を活性化することも有効ですし、新たにグ
ループを形成する場合も、現地の実情を知る専門家や行政
関係者と共に検討し、住民の自主性を取り入れながら、住民
の組織化を進めることが求められます。 

ケニアでは、25人以上（女性は3割を超えること）の
メンバーで申請することで、オフィシャルな組織として
政府から承認を受けることができます。組織化にあたっ
ては、地方行政機関の普及員などがサポートをしていま
す。ケニアでは組織化をすることで国内外の援助への
申請が容易になるため、いくつかのグループは、この事
業で組織化したことを機に、自発的に他の援助機関から
資金供与を受け、活動のための追加の巣箱、フェンス等
の資材を入手しました。

住民は、個人よりも銀行などのローンへのアクセスが
容易であること、プロジェクト形成などによりファンドを
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　木炭原木モデル林を造成した村の木炭生産者を構成
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　木炭生産は違法伐採行為である場合が多く、木炭生
産者間のマーケットや生産技術に関する情報交流など

も少なく、こうした生産者グループを形成することは極
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　このため、プロジェクトとしては取り組みませんでした
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住民の組織化 

3
プロジェクトで活動を実施するためには、その活動の担い手となる住民の参加が必要となります。そして、プロジェクト終了後もそ
の活動が継続的に実施されるためには、住民自身が技術や知識を得て活動していくための基盤作りをプロジェクトの中で実施す
ることが必要となります。また、新たに組織を作るだけでなく、既存の組織の活性化・強化を図ることも効果的なアプローチです。

※ 村落保存林（village forest reserve）
タンザニアでは、土地利用計画の策定とともに、村落保存林（Village Forest Reserve) の形成が進められています。村落保存林では、森林資源調査を行ったうえで、
県の森林部局が認めた場合は伐採利用の可能になりますが、県・村行政組織の脆弱性、技術・資金の不足により調査等の実施が困難な場合も多いようです。
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苗木生産

ポイント
苗木生産、保育（アフターケア） 

事例

事例

植林プロジェクトで非常に重要なことは土地の所有権、利
用権の確認です。植林前に明らかにしておかなければ、植林
後にせっかく植えた木の所有や、利用が不可能になってしま
うリスクがあります。また、途上国は土地登記や境界の設定が
あいまいな場合もあり、また、個人の私有地ではなく複数人で
共有地として持っている場合は、共有地住民が個人としてど
のような権利があるのかを明確にしておく必要があります。

土地問題
（所有権のあいまいさ、収穫後の所有権の確認）   

土地所有について

苗木の取扱いについて

植林木のアフターケア

ケニアでは家畜から植林木を守るためのフェンスを作
設しましたが、スチール素材などは地元では調達できず
お金もかかります。そこで、アカシアやプロソピスなどの
トゲを持つ樹木の枝などの現地資源で柵を作り、材料費
を節約しながら植林木を囲う工夫をしました。

また、ルワンダでは、病虫害を防ぐため、植林木の周り
に、毒成分があり家畜避けとなるユーフォルビアを植え
たり、シロアリ避けとなる灰をまいたりするなど、現地の
伝統的な知識や技術を活用しました。特に、殺虫剤や肥
料などの化学薬品は、購入する費用が賄えないことがあ
るため、このように地元素材を活用した植林木のケアが
出来ることが、活動の持続のためにも重要です。

タンザニアでは、植林の周辺に枯れ木や枯れ枝を置い
て家畜の侵入を防ぐとともに、野火の危険がある乾季に
は、監視人をおいて、植林地の管理を行いました。村当局
の説明では、野火の危険は少ない地域であるとの説明で
したが、植栽後4年目に一部に野火が入り、植え直しを余
儀なくされました。途上国では焼畑ばかりでなく、農地や
放牧地への火入れが頻繁に行われており、その防止対策
に切り札はありませんが、植林地の監視体制を強化する
ことや植林地の周囲ばかりではなく、植林地内にもこま
めに防火帯を切るようにする必要があります。

ケニアでは、政府機関の森林研究所支所で育苗した苗木
を使用しましたが、植林前の山出し管理、植林地までの移動
の際の管理、に問題があったために、植林がうまくいかな
かったことがありました。このように、植林成功のためには、
苗木の質、植林直前の管理方法などにも気を配る必要があ
ります。

ルワンダでは、また異なる苗木の問題がありました。住民
による植林を展開するために政府が無償で苗木を配布する
ことが習慣化しているため、住民にとって苗木を自分で買う
ことがなく、苗木に対して価値をあまり感じないという状態
になっていました。そのため、政府は自前の予算で苗木を作
るしかないのですが、予算は常に不足しているため、安く請
け負う業者による質の悪い苗木が出回っており、各プロジェ
クトが独自に苗木生産するなどの流動的な対応にならざるを
えない状況です。

タンザニアでは、都市部では観賞用の苗木を中心に苗木
が流通していますが、農村部では、海外から支援により苗木
生産が行われ住民への無償配布が行われているのが一般
的です。植林活動に熱心な現地NGOが自力で苗木生産を
行っている例もありますが、果樹や庭園木は別にして林業用
の苗木の需要はあまりないようです（キロサ県では自己所有
地にTectona grandis（チーク）やGmelia arborea（グメリア
アルボレア）を植林している例を見かけました。種子はアカ
シア類などについては、公的な種子センターで販売していま
すが、在来種などは山林からの種子採取となり、結実時期等
の知識が必要です。

ケニアツルカナ地域では、伝統的なコミュニティランド
で活動しています。一部では、土地の境界は厳密なもの
ではなく、親からの口伝によって把握されている状態で
した。土地について曖昧な場合は、現地の政府機関など
とも連携し問題が起こらないよう配慮がなされました。

ルワンダでは、国有地か私有地がほとんどでコミュニティ等が所
有する共有地という形態はほとんどありません。地方政府の所有地
で植林をしたところ、住民の意志では伐採、利用ができず、間伐、枝
打ちなどの作業も無許可で実施することができませんでした。現在、

住民に森林管理の技術研修をするための『教育の森』として活
用し、小規模な利用をしながら森林の維持がなされています。

タンザニアでは、村ごとに土地利用計画を策定し（海外のド
ナーが技術的資金的支援を行った場合に可能となる場合がほと
んどと考えられる）、そのなかで森林保存地（village forest 
reserve）に指定された土地については、県から承認された森
林管理計画に基づいて、村の責任で管理経営を行うことが可能
です。共有地（パブリックランド）に植林を行う場合は、その土地
の利害関係者の範囲が明確でない場合が多く、植林後の維持管
理に大きな支障をきたすと考えられます。また、住民に使用権が
ある土地については、所有者の判断で植林することができます。

植林プロジェクトの留意点として、植林後の植林木のケ
アという問題があります。植林木がだめになってしまう要因
として、害虫、家畜によるダメージ、自然災害、干ばつなどの

植林プロジェクトに多く見られる問題の一つに、苗木の問
題があります。植林と言うと、木を植えること、その後の木
を適切に管理することに重点が置かれる傾向にあります
が、実は、「苗木」への配慮が非常に大切となります。なぜな
ら質の悪い苗木を植えてしまえば、植林の失敗につながる
からです。日本でも戦後、種苗法が整うまでは苗木の品質が
低く、植林の失敗につながることもあったほどです。途上国
では、苗木をどこから（誰から）調達するか、という点が大変
重要です。 

水不足があります。特に、家畜によるダメージ等を防止する
ために有効なのはフェンスですが、放牧が行われている地
域では、家畜から植林木を保護しなければなりません。

フェンスはスチール素材などを使うため高価で、住民に
とっては入手しづらく持続性も低いです。ただしどんなに
しっかりした素材を使ってフェンスを設置したとしても、必
ず補修やメンテナンスは必要となり、人為的にフェンスを
やぶる意志のある盗賊から完全に守ることは難しいです。
そのため、フェンス設置とあわせて住民の自主的なパト
ロール体制や修繕方法、メンテナンス費用の捻出などもあ
わせて考慮が必要です。

事例
植林木の保護対策について

ポイント

森づくりで植林活動をする場合には、森林に関する専門的知識が必要となります。現地の林野庁などの行政機関、植林を行う
NGO機関などのサポートを得ることが重要ですが、途上国などで植林を行う時に留意すべき点を知っておくことも必要です。た
だし、森づくりは国や地域の自然条件に大きく影響されるため、その地域にあった技術や慣習を考慮する必要があります。

参
考
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ために有効なのはフェンスですが、放牧が行われている地
域では、家畜から植林木を保護しなければなりません。

フェンスはスチール素材などを使うため高価で、住民に
とっては入手しづらく持続性も低いです。ただしどんなに
しっかりした素材を使ってフェンスを設置したとしても、必
ず補修やメンテナンスは必要となり、人為的にフェンスを
やぶる意志のある盗賊から完全に守ることは難しいです。
そのため、フェンス設置とあわせて住民の自主的なパト
ロール体制や修繕方法、メンテナンス費用の捻出などもあ
わせて考慮が必要です。

事例
植林木の保護対策について
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