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2008 年活動報告書

概要
　2006 年から継続しておりますマングローブの植林事業も 3年目を迎え、植林した苗もすくすくと育ち、目に見

える支援といえる大きさにまで成長してきています。最近では海外からの視察調査団も植林サイトを訪問する機会

も増えてきており、嬉しいご感想や評価をいただくことも増えてきています。

　マングローブの植林事業は 5年後、10年後といった長いスパンでの結果と評価を踏まえて進めていかなければ

ならない事業ではありますが、おかげさまで 3年目にして良好な結果に結びついていると思います。

　また、新規事業として実施させていただきました。廃棄物処理に関する啓蒙事業におきましては、指導を委託す

る専門家の選択に時間がかかり、今年度は調査事業を行うに留まりました。しかし、その甲斐があって、貴重な調

査資料と来期に向けての的確な指標を得ることができました。

　当報告書では、マングローブの植林事業のご報告と、廃棄物処理に関する啓蒙事業の調査結果をご報告させてい

ただきます。

---　01　---

2008 年 4月：同年 3月に野口健さんも加わって植林した苗木が並んでいる様子

2009 年 3月：手前の大きく成長している区画は 1年前に野口さんが植林した区画、沖合に植林サイトを拡張している。
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マングローブ植林事業

経過
　2006 年の調査事業、2007 年の植林式を経て、2008 年度はいよいよ植林エリア拡大の年となりました。エリア拡大に際

して、下記のような具体的な植林エリア図を策定し、第一期植林事業 5000 ㎡を 2012 年を目標として進めることといたし

ました。

---　02　---

2007 年度の植林図

本数の後ろの○は、順調に生育していることを示す。

×印は流失した部分。

2008 年度の植林図

区画［F］が流失してしまったが、合計約 2600 本の植林が

完了した。
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【F】2008 年 6月　情報労連北海道エコツアー　300 本

2007 年 Aポイント2008 年 3月　野口健さん植林　E ポイント

2007 年 10 月　植林式　C　ポイント

2008 年 6月

情報労連北海道エコツアー植林

F　ポイント　300 本

フナファーラ植林サイト全景

情報労連北海道からの参加者

種を採取して苗床に一時保管する、3日後に植林サイトへ

　ウルトラマンをメインキャラクターにたて、「ウ

ルトラ警備隊」というユニークな活動を行ってい

る情報労連の北海道支部から 9名がツバルエコツ

アーに参加しました。

　潮目も良かったので、植林事業にも参加してい

ただきました。曇りがちの天候でしたが、砂浜の

上は想像以上に暑く、ツバル人のワーカーと共に

2時間ほどかけてゆっくりと植林を行いました。

　今回植樹した Fポイントの沖合に 2008 年 3月

に野淵健さんが植林した Eポイントがあります。

Eポイントは砂の動きもなく、順調に成長してい

ますが、Fポイントはこの後、予想以上に砂の動

きが活発で、十数本を残して流失してしまいまし

た。

　この事故の反省を踏まえ、写真では分かりにく

いのですが、手前の白い砂より、ちょっと沖（写

真では右上）にある、グレーの砂地が砂の動きが

鈍いので、ここを中心に展開していくこととなり

ました。
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【G】2008 年 9月　135 本

Fポイント　大半が流失している

GポイントEポイント

　別事業推進のために日本から 5名のスタッフがツバル入りした

ので、苗床に保管してあった種子を少しでしたが植林しました。

一年を通して暑いツバルですが、この時期は特に暑く乾燥してい

るため、100 本程度の植林でも体力のいる仕事でした。

【H】2008 年 10 月　477 本

Eポイント

Gポイント

Hポイント

　5名の子どもと、ツバル人スタッフ、日本人のボラン

ティアの女の子の 8名で植林を行いました。10月は一年

でも特に暑い月です。

　砂浜での作業は足下からの照り返しも強く、大人にとっ

ても苦しい作業ですが、子どもたちは遊び感覚で楽しく

植林してくれました。
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【I】2008 年 11 月　360 本
【J】2008 年 12 月　987 本

Eポイント

I、J、ポイントは潮の流れが比較的穏やかなので、3本を 1つの穴に植えるのではなく、1本ずつ植えて、植林面積の拡大を図っ

ています。子どもたちの中には 3回目の植林の子どももいて、作業も早くなってきています。

Eポイント
Hポイント

I ポイント

Jポイント
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---　06　---

【H】2009 年 03 月　690 本

　2008 年度最後の植林を 3 月 18 日に ISME の馬場先生

のご指導の下に行いました。　今回の馬場先生の訪問は、

ISME と馬場先生の活動のよき理解者である名古屋のボラン

ティアチームの方々を連れてのツバル入りでした。火曜日

にツバルに着いて、木曜日には出国するというタイトなスケ

ジュールでしたが、先生の適切な指導もあって無事 600 本

の植林を行うことができました。

　火曜日にツバルについてすぐに種の採取に取りかかりまし

た、写真は、植林できる種とそうでない種の見分け方を指導

する馬場先生。

　大潮ではなかったので、干潮時でも植林ポイントには海水

が残っていましたが、この程度であれば植林可能と言うこと

で、作業を進めました。穴をしっかり掘って種を差し込んで

いけば充分に定着することがわかりました。

　ツバル人側の責任者のアピネル氏とワーカー、最後の最後

まで植えた苗のチェックをしていました。
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メンテナンス
　マングローブは植えただけではなく日々のメンテナンスも重要であるということを、馬場先生に以前からご指導いただき、

適宜メンテナンス作業を行っております。ツバル、特にフナファーラエリアで行っているメンテナンスをご紹介します。

　フナファーラエリアの砂は非常に細かい物が多く、遠浅のビーチには微

生物も多いため、粘着質の浮遊物が目立ちます。これらがマングローブの

葉に付着（写真左参照）すると、光合成も呼吸もできなくなり、結果とし

て種の立ち枯れにも繋がるケースがあるので、葉を一枚一枚丁寧に指で洗

浄する必要があります。

　左の写真は、左側の葉だけを洗浄した状態です。右側の葉には茶色い膜

が張っているのが見られます。

　この写真は双葉をすべて清掃した状態です。このように植えただけでは

なく日々のメンテナンスを行いながら、自然の流れに任せて行う事業なの

で、時間も手間もかかることが分かっていただけるものと思います。
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総括
　2008 年度の植林事業は、前半、種子の不作で植林

ができない時期があり、年間目標数の達成が危ぶまれ

た時期もありましたが、後半、種も順調に収集するこ

とができ、目標数の植林ができました。また、2009

年の雨期（1月～ 3月）は、比較的乾燥した雨期だっ

たので、雨が少なく、大きな低気圧などで植林した種

が流されるようなこともなかったので、植林面積も大

きく拡大できました。

　来期、2009 年度も引き続き 2000 本を超える植林

目標数に向けて、活動を続けていくと共に、今まで植

林した苗が健康に成長していくようにメンテナンス作

業にも、さらに力を入れて取り組みます。

　フナファーラ村の住人は、魚はいつ捕れるようになるのか？と今から苗の生長を楽しみにしてくれていますし、2月には

タウンカウンシル（町役場）とファレカウプレ（長老会）の主要メンバーによる現地視察も行われ、順調に苗が育っている

ことを知って、喜ぶと共に、他の場所にも植林できないのか？など、積極的な質問もあり、今後も Tuvalu Overview と町役

場の連携によるスムーズな植林作業が進行していく見込みです。

　現場での植林のシステムなどもほぼ確立し、苗床などへの設備投資も過大な物は必要ではないフェーズに移りましたが、

専属スタッフや管理人などの人件費をはじめ、当団体だけではまかなえない出費が継続いたします。今後とも皆様からのか

わらぬご支援をよろしくお願いいたします。
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概要
　2005 年頃から、特に首都のフナフチ環礁においてゴミの問題が目立つようになってきています。もともと南太平洋の大

自然に依存した自給自足を生活のベースとしてきたツバル人ですが、1950 年頃から地球温暖化による海面上昇と、糞尿処

理対策の失敗（イギリスの援助によるセプティックタンク導入）、の 2つの要因による地下水の汚染と地下水系に依存して

いる伝統農業への影響、それに伴う消費経済の流入という問題が顕在化しました。特に首都ではこの問題に付加して人口増

加の問題も発生しました。

　近年では、首都のわずかな面積に、総人口の約半数とも言われる 5000 人程

度の人口集中もあり、輸入品に依存しなければならない状況がますます強くなっ

てきてしまっています。

　対してゴミ処理の教育、技術、法整備などは大幅に遅れています。いままで

は自然に帰るグリーンラビッシュが生活廃棄物の主体となっていましたので、

庭先に放置してもそのうち消滅していたのですが、その習慣のまま、プラスチッ

ク、ビニール、ペットボトル、等々を庭先や軒下に放置する状況になっています。

　首都におけるゴミ回収は 1990 年後半には行われていましたが、焼却炉など

の適正なゴミ処理施設が導入されていないため、集めたゴミは分別することも

なく首都の島の北の端の穴（ボローピット：第二次大戦中に米軍が掘り起こし

た穴）に投棄するだけの処理となっています。2005 年以降生活ゴミは急増し、

今後、様々な問題を引き起こすのではないかと危惧されています。

　この状況に対して、台湾政府と EUが 2009 年度より抜本的で総合的な支援

を行うことを表明しておりますが、Tuvalu Overview としては、小さな非営利

団体の長所を活かして、ニッチでの活動を行えないかどうか一年かけて検討い

たしました。この報告書では、首都フナフチの現状と、3月に行いました調査、

その調査から導き出した今後の活動方針などをご紹介します。
1999 年当時の北端の様子

フォンガファレ島北端空撮、ゴミの投棄が広がっている様子が見える。
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現状　

北端のゴミ捨て場の様子。回収車で集められてきた

ゴミはココに投棄され、重機で奥の方に押し込まれ

る。たまに勝手に火をつけて燃やす人がいるが、野

焼きは違法である。

北端からあふれ出したゴミの山（2006/11） ゴミの種類も数を増している

居住地の周辺にもゴミが散乱する。

このまま海面上昇が続くと、現在の廃棄場からゴミが

流出する可能性も考えられる。写真は浮遊して珊瑚に

絡むプラスティックバック。自然環境に与える影響は

多大である。
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現地調査
　悪化するばかりの廃棄物の状況に対して何かしらの手当ができないものかと考え、昨年、コスモエコカード基金様に廃棄

物管理に関する啓蒙活動への支援金の申請を行い受理をいただきました。当初、現地での活動依頼を予定していた専門家か

ら一度専門家の手による総合調査を行った方が良いだろうという指導をいただき、2008 年度前半に専門家のリサーチを行

いました。

　10月になってようやく日本工営の平田氏と打ち合わせを行い、同社とこの事業に関する調査・事業コンサルティング契

約を結びました。その後、数回の打ち合わせを経て準備を行い、2009 年 2月に現地調査を無事行うことができました。2

泊 3日という厳しい調査スケジュールでしたが、暑い中精力的な調査をしてくださった平田氏にはあらためてお礼を述べさ

せていただきます。ありがとうございました。調査レポートと次年度の事業展開などは別添させていただきます。

長老会議との意見交換会 投棄場の視察

フナフチに住む離島出身者のコミュニティー代表者との懇談 家の前に廃棄されたゴミのチェック

内務省廃棄物担当者への聞き込み調査 裏庭のバナナ畑に不法に廃棄されたゴミ



2008 年活動報告書

廃棄物処理啓蒙事業

---　12　---

次年度の活動予定
　今回、改めて総合的な調査を行った結果と、台湾政府や EUなどの支援の内容を考えると、Tuvalu Overview のような小

規模な非営利団体が行えるのは、ハードウエアーの導入を伴うような支援よりも、ソフトウエアー重視で行うことができる

教育支援に限定することが望ましいという結果を得ました。

　調査を行ってくださった平田さんのネットワークと過去の経験の中で、ぬり絵を使った啓蒙活動が適しているのではない

かという提案をいただきました（別添書類参照）。ぬり絵であれば、小さい子どもから楽しんで取り組むことがでるし、場

所や時間も特に限定しないので、効果的に活用できるのではないかと考えています。一定数のぬり絵が集まった時点で、

そのぬり絵を使って絵本のような物を作ったりと、形に残る活動に繋げていけるという点も有効ではないかと考え、来期

2009 年度は、ぬりを使った啓発事業に取り組むと言うことで準備を進めております。

　啓蒙の内容はまずゴミとは何か？を認識できるようになるところから始まります。現在のツバルの子どもたちの意識の中

に「ゴミ」という明確な定義が根付いていません。庭に落ちている石ころとペットボトルは彼らにとっては同じ「役に立た

ない物」という意識しかないようです。そこで、落ちている物の中でも、役に立つ物、危ない物、そこに置いておいて良い物、

当たり前ですが、そのような区別が付くようになる

のが第一歩だと考えています。

　マングローブの植林事業でも子どもを積極的に参

加させて、小さい頃からの意識作りを目指して活動

しておりますが、廃棄物管理はより個人に属する問

題でもあるので、時間がかかるかもしれませんが、

子どもたちに向けて根気強く啓蒙活動を行うことは

非常に大切なことだと言えます。今後、当団体では

活動を一歩一歩進めていきます。

尚、マングローブ植林事業と廃棄物処理啓蒙事業は

コスモエコカード基金さまからのご支援金をベース

に取り組ませていただいております。毎年のご支援

本当にありがとうございます。 ゴミが浮く池の中でも楽しく遊ぶ子どもたち

北端のゴミ投棄場をラグーンから見たところ、今にもゴミがあふれ出しそうである。


