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2007 年度活動報告書

概要
　2006 年から継続事業とさせていただいておりますマングローブの植林事業は、1年目（2006 年）の現地調査の

結果に基づき、ISME（国際マングローブ生態系協会）のご協力のもと、今年度は具体的な植林事業を開始するに至

りました。８月に行った試植に引き続き、11月には植樹式を執り行い、あけて 2008 年 3月には野口健さんをお

招きして植林を行ました。植林事業はツバル政府にも認知が進み、フナフチ州政府においては共同プロジェクトと

いう形で現地参画も順調に進み、２年目にふさわしい着実な成果を残しつつあります。

　また、新規事業として実施させていただきました。雨水タンクの補修事業も首都フナフチ島全域での施行が終了

し、ツバル国内でも高い評価を得ています。現在では、コスモエコカード基金による給水トラックと補修された水

タンクのおかげで、水不足という問題は沈静化しているように見えます。ただし、旱魃などの気候変動の影響も心

配されていますので、この点は、今後も注意深く観察し、必要であれば新たな事業を行うことも検討する余地が残っ

ています。

　当報告書では、主に上半期に行った給水タンク補修工事の後にマングローブ植林事業、の順番でご報告させてい

ただきます。

2008 年 3月 9日　フナファーラ植林サイトにおける植林活動の様子。野口健氏も参加して行われた。フナファーラ村の村

民と子供たちも協力し、約一時間で 490 本を植樹した。
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雨水タンク補修事業　概要
　2007 年度、当法人の現地での事業は、2006 年から引き続いて行うマングローブの植林事業と、今年新たに新設

した雨水タンクの補修事業の２案件となっています。少ない人材と限られた予算で２事業を進めるために、上半期

は水タンク事業を優先して進めることといたしました。その理由として、今年の 3・4月にフナフチ環礁でおこっ

た水不足があります。長期に渡って雨が降らず、島内から水タンクの新設や補修の需要が高まり、要望も多くよせ

られていたので、雨水タンクの補修事業を先行することとなりました。

フナフチ環礁の給水事情
　ツバルの首都フナフチ環礁フォンガファレ島には、4000

人以上の島民が暮らしています。島の面積は 1.9km2 とされ

ていて、その人口密度は 2000 人 /km2 という過密状態にあ

ります。島には、国唯一の滑走路をはじめ、政府庁舎、病院、

学校、などの公共施設などもあるため、住宅用に使用でき

る土地は限られています。

　そのような状況の中で、各家庭では屋根からの雨水を貯

水して生活用水を確保しています、水タンクを置く場所も

限られている上、数十年前に建造された小型の（直径、高さ、

共に 3 m程度）コンクリート製タンクには漏水している物

も多く、住民は常に渇水への不安を抱えて生活しています。

　渇水時には、日本政府の支援により導入された海水真水

造水機からの水を、給水車から各家庭のタンクに有料で配

水しています。造水機はディーゼル発電による電力で稼働

しているため、貴重なエネルギーを使用して製造した水が

漏水してしまっては、資源の無駄使いにもつながりますし、

家計にも影響があります。

　水タンクは個人の住居に付属している物ばかりでなく、

教会が所有している物、コミュニティーが所有しているも

のと、所有形態も様々です。日本政府の援助は公的な所有物へのみ向けられるので、個人や教会が所有している水

タンクの修理は公的な援助の対象にならずに放置されてきました。

　昨今の地球温暖化による気候変動の影響で、すでに降雨パターンは変化してきています。飲み水の確保は人間が

生存していく上で根本的に必要な条件です。NGOの事業であれば所有形態に関係なく援助できるという特色も生か

して事業を推進いたしました。

スケジュール
2007年 05月 13日　ツバル唯一のメディアであるラジオ放送で事業開始を知らせると共に、修理受付を開始

2007 年 06 月 20日　修理応募者の家庭を回って現状の把握を行い、修理対象の絞り込みを行った

2007 年 05 月 26日　2次募集を開始

2007 年 06 月 27日　第一次修理工事を開始　～　9月 30日に終了

よく見られる丸形タンク、樋で屋根につながっている

水の運搬に日々活躍する給水車
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島内のタンクの種類
　フォンガファレ島内で活用されているタンクは、まず、プラ

スティック製の物と、コンクリート製の物に分けられます。今

回の補修事業の対象となるのは後者のコンクリート製タンクで

す。コンクリート製タンクは比較的大型の角形のタンク、家庭

によく見られる丸形のタンクの 2種類があります。角形のタ

ンクは 1960 年代に制作された物が多く、中には第二次大戦中

に米軍が作った物もあります。家庭で使われている丸形のタン

クは 1990 年代にセーブ・ザ・チルドレンが製造した物が大半

をしめています。

　角形タンクはコンクリートブロックを積み上げて作られた物

が多く、外観からは亀裂などは見受けられないものの、劣化し

た部分から漏水している物が多く、丸形タンクはメッシュ状の

鉄筋を筒型にして、その回りをモルタルを塗り、形を整えて作

る簡単な構造のため、10年ほどで内部に溜められた水の重さ

や圧力に耐えられずに亀裂を起こして漏水をしているタンクが

多く見受けられました。

修理対象の選定
　これまでの海外支援団体が行ってきた支援事業は、修理のた

めのセメントを希望者に無償で提供するといった、物品提供型

の支援が多かったために、支援目的とは異なる使われ方がされ

ルケースが多かったようなので、今回当法人が行う支援は、地

元の工事会社と契約を行い、工事管理まで行うことで、貴重な

資金を確実に支援につないでいく仕組みを採用しています。そ

の為、修理対象のタンクも当団体のスタッフが自ら現場に足を

運んで選定しました。

　選定から除かれたタンクは

　・破損が深刻すぎて補修できない物

　・補修困難な形式であるもの

　・破損ではなく未完成品

　・自力で修理が可能と思われる家庭の物

　上記のようなタンクは除外して最終的に 76基のタンクを補

修することとしました。

角形のコンクリートブロック製のタンク

丸形タンク、左はプラスティック製

多数の亀裂が見られる丸形タンク
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修理方法
　人口わずかに4000人しかいないフナフチ環礁には、タンクの修理が出来る人間は数名しか存在しません。その為、

工事会社の選定に関しては、入札などを行わずに、工事経験がある職人が在籍している会社に直接発注を行いまし

た。修理方法も職人の修理工事経験に基づく仕様を採用し、現地にある材料と道具だけで工事が完了できる方法を

採用しています。新しい技術や素材や道具を持ち込まずに工事を行うことは、今後の支援事業へ持続性をもたらす

ために有効な手段ですが、場合によっては、新しい技術の導入が必要な支援もあると思われますので、ケースバイ

ケースで選択することが必要だと思われます。

　修理の手順は次のように行いました。

　1、タンクの表面を清掃して漏水箇所を特定する。

　2、内部の水を抜いて内側の清掃をする。

　3、亀裂箇所をはつり、鉄筋を露出する。

　4、露出した部分にモルタルを充填し補強する。

　5、全体の補強と美観のために、内外の壁面にモルタルを薄塗りをする。

　工事中の作業の様子は添付の CD-ROMにも多数収録されています。

タンク内には予想以上に様々なゴミが
入り込んでいた

補修箇所へのモルタルの充填作業

大型の角形タンクの内部では数人で仕
事を進める

水抜きの際は給水車も活躍した

表面のモルタルの上塗りをする 上塗りが完成したタンク
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補修場所

島の北側エリアで

20基修理済み

島の南側エリアで

10 基 修 理 済 み。

フナファラを含む
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住民の声
　天候にも恵まれて順調に工事が進み、76件のタンク補修を 3ヶ月かけて施工しました。タンク補修を受けた住

民からは「以前はいくら大雨が降って満タンになったとしても 3日ぐらいで空になってしまって生活が大変だった

けど、補修の後はしっかりと水が溜まるようになった。もう水で心配することはなくなった。」(50 代男性、ルペさ

ん ) などといった嬉しい声が多数寄せられています。

　また、補修を受けた住民だけでなく、補修にあたった職人さんからも「住民に喜んでもらえたうえに、私たちも

仕事ができて給料をもらうことができた。とても感謝している。」( セメント職人、ヤコポさん ) といった感想をい

ただきました。施工会社社長のフィアマル氏は「これはフナフチの人にとってたいへん意義のある実用的なプロジェ

クトだと思います。まだ補修を希望する家があるので、今後もこのようなプロジェクトを行ってもらえることを期

待します。フナフチだけでなく、いつかは離島でも同じようなプロジェクトが行われると良いですね」と話してい

ます。このように、本事業は現地の人々にとってのライフラインを作り出すといういう強い意味合いがあり、大変

有意義であると高い評価を受けています。当法人としてもこのような意義深い事業をみなさまのご支援のもとで実

現できたことに深く感謝しております。

　

補修を終えたタンク、手前の蛇口から新鮮な水が流れ出ている。
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マングローブ植林事業　概要
　2007 年は、2006 年の調査を受けて、植林実施のスタートの年となりました。調査の結果、砂が堆積傾向にある

フナファーラエリアを植林サイトと位置づけ、現地州政府からの許認可申請などの準備を行い、8月に ISME から

鈴木氏をお招きし試植をするところから具体的な植林事業がスタートしました。この報告書では、時系列にそって

今年の活動をご紹介させていただきます。

［活動スケジュール］

2007 年 04 月 フナフチ州政府への許認可申請の打ち合わせ開始

2007 年 05 月 許認可申請書提出

2007 年 07 月 許認可受諾

2007 年 09 月　ISME 鈴木氏による試植

  苗床整備

2007 年 10 月 植樹式を開催

2008 年 03 月 野口健さんをお迎えして植林活動の実施

  苗床整備

---　07　---

植樹式の時の植樹の様子、小学生も参加してにぎやかに行われた。
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9 月の試植と苗床整備
　2006 年度の調査結果に基づき、フナフチ環礁フナファーラ島で試植を行いました。試

植の指導をして下さったのは ISME のスタッフの鈴木拓馬さんです。キリバスのタラワに

行かれる途中にツバルにも寄ってくださいました。

試植は下記のスケジュールで行いました。

 9 月 01 日　タネの採集

 9 月 02 日　フナファーラでの試植

 9 月 03 日　苗床の試作

　天候にも恵まれ、総ての作業が順調に進み、予定通りの成果を得ることが出来ました。

この試植によって、フォンがファレ島に自生するマングローブが、フナファーラエリアで

も根がつき、成長することができることが証明されました。

フナファーラ試植ポイ
ントで、ISME の鈴木
さんと、当団体職員の
アピネル氏

タネの採集状況、足場の悪い礁湖周辺
での作業

タネの整理をする鈴木氏 苗床に植えるためのタネ

フナファーラでの作業の様子、炎天下
の中 150 本を植える

植えた後に足でタネの回りを踏み固める作業をしている様子。黄色い Tシャツの
男性は現地駐在員の綱島氏

礁湖のそばに苗床を制作している様子、
今後、苗床である程度成長した苗を、
フナファーラに移植する予定

試植を行った場所

A地点　75本植込

B地点　75本植込

A
B



2007 年度活動報告書　マングローブ植林事業

植林開始式典
　10月 17日、ツバル国内務省、およびフナフチ州政府の主催による「フナファーラエリア・マングローブ植林事

業開始式典」が開催されました。フナファーラ村で開催されたセレモニーには政府関係者、州政府関係者、そして

日本からはこの事業に多大なご支援をくださっているコスモエコカード基金近藤理事長代理の鴇田環境室室長も出

席されました。

［主な出席者］

・副首相兼天然資源省大臣タバウ・テイ氏

・内務省イエテ氏

・フナフチ アイランドチーフ　メサコ氏

・コスモ石油環境室　鴇田氏

・ISME 代表　馬場琉球大学教授

・Tuvalu Overview　遠藤代表理事

［式次第］

13時 00分 フナファーラ・ファレカウプレにて式典開始

  コスモオイル 鴇田室長より挨拶

  副首相兼天然資源省大臣タバウ・テイ氏より挨拶

  内務省イエテ氏より挨拶

  フナフチ アイランドチーフより挨拶

  司祭 ピトイ氏より祈祷の言葉

13時 45分 食事会開始

14時 30分 マングローブ植樹式開始

15時 15分 植樹式終了

　夕方からはホテルでディナーパーティー形式の式典も開催され、たくさんの関係者で賑わいました。

［式次第］

19時 00分 ディナーパーティー開始

  ファスター ビトイから開始の言葉

  コスモオイル 鴇田室長より挨拶

  環境局 ペペトゥア氏より挨拶

  アイランドチーフより挨拶

  馬場琉球大学教授より挨拶

  遠藤 NPO Tuvalu Overview 代表より挨拶

　政府、および州政府関係者が一堂に会しての式典を行えたことは、このプロジェクトが地元主導のプロジェク

トとしてスタートしたことを意味しており、理想的な事業推進体制が整いつつあることを物語っています。今後、

Tuvalu Overview としてもこの関係を活用しながら事業を推進していきます。

---　09　---

祝辞を述べるタバウ・テイ天然資源省大臣
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植林開始式典
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フナファーラで行われたセレモニーの様子、中央奥がタバウ・テイ大臣、左奥がメサコアイランドチーフ

小学生２０人も参加して、未来を作る為に植林を行った。
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植林開始式典
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マングローブの種子を興味深げに観察する生徒達 一カ所一カ所丁寧に植え込みをしていく様子

大臣も進んで植林に参加し

た。
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植林開始式典
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フナファーラ植林サイト北側 C地点 フナファーラ植林サイト南側D地点

　植樹式用に小学生を含めた参加者全員が初めての植林を実践しました。潮目もよく、1時間ほどの作業時間で 1000 本近

い数の植林を行いました。今回は初めての本格的な植林となりましたが、植林ポイントと植林の形態には、どの高さに植林

していけば根がつきやすいか、どの場所が砂が動きやすいか、を把握するという目的があります。今回の植林の後の種の残

り方をみて、今後の植林方法の検討を進めていくことになります。

　夜のディナーパーティーで挨拶をするメサコアイランドチーフ、その隣は、ツバル語から日本語の通訳を担当した Tuvalu 

Overview 職員の荒木晴香氏
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植林後の状況検査

A・B 地点　（2007 年 8月に植樹）

C・D 地点　（2007 年 10 月に植樹）
根が付く確率が高く安定して成長している。

C地点では３割程度の残存率、D地点では砂の動きが大きく、ほぼすべての苗が流された。この結果、C地点の中でも赤丸内、

低い方が砂が動かず、植林に適している高さであることが判明した。

A
B

C

D

C 地点 D地点
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2007 年度第 2回目植林
　2007 年 10月の植林結果を踏まえ、2008 年 3月 9

日に野口健氏とコスモ石油鴇田氏も参加して、第 2回

目の植林を行いました。植林地点はフナファーラ C地

点の海側、前回タネの残存率が高かった場所を横に拡

張する方向に植林を進め、490 本を植林しました。 2007 年 10 月

の植林エリア

↑

海

側

陸

側

↓

タネの残存率が高かった部分

今 回（2008 年 3 月 ）

に植林をしたエリア

2007 年 10 月の植林後の C地点
残存率が高かった部分

今回植林を進めた部分

　　　　↓

植林をする野口健氏と遠藤代表 植林をする鴇田氏と遠藤代表
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2008 年 3月中旬の植林サイトの状況

↑
A地点

↑ B地点

↑
C地点

2007 年度活動の総括
　2007 年度は継続事業のマングローブ植林事業と雨水タンク補修事業の 2事業を無事遂行することができました。

　雨水タンク補修事業は地元からの評価も高く、本当に必要な援助を必要なタイミングで行うことができ、大きな成功を収

めることができました。フナフチ環礁事業終了後、離島からの要望を沢山いただいております。Tuvalu Overview では、離

島でのプロジェクト継続が可能かどうかを検討して参りましたが、現在、プロジェクト管理を行っている日本人職員がツバ

ル事務所に 1名しかおらず、その職員が離島での管理業務のために首都の島を不在にすることが不可能なため、次年度での

継続事業とすることを断念いたしました。今後、日本人職員の増員を待って、調査後に必要があれば離島での雨水タンクの

修理も検討することといたします。

　マングローブ事業に関しては、植林開始年度で 1500 本以上の植林ができたことは、タネの数が少ないフナフチ環礁に

おいては大きな成果であったと思います。また、3回の植林において、より有効な植林地点の把握も進みつつあり、今後、

ISME 様のご指導のもと、苗床を活用して、少し成長した苗を植えていくなど、植え方の方法も追求しながら、植林サイト

の拡大に努めていきます。

　また、ツバル政府、フナフチ州政府、フナファーラ村住民との協同体制を強化し、将来的にはツバル人が主導して進めて

いける体制作りも視野に入れて、人的資産形成にも力をいれていくことになります。

　２年目でこれだけの成果を得られましたのは、みなさまからの貴重なご支援の賜であります。今後とも手厚いご支援をい

ただきますようお願い申し上げます。また、貴重なご指導をくださっております ISME の馬場先生にも改めてお礼を申し上

げます。今後ともなにとぞよろしくお願いいたします。

2008 年 3月
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※今回ご報告した２事業はコスモ石油エコカード基金（http://www.cosmo-oil.co.jp/kankyo/eco）の支援を受

けて実施しております。カード会員の皆様には心からのお礼を申し上げます。


