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特定非営利活動法人 Tuvalu Overview
2016 年度活動報告書　「はじめに」

　トランプ政権が始まってから、米国は次々と環境政策を縮小させています。すべて国内のビジネスのためと同大統領は説明し

ています。パリ協定からの離脱、そしてツバル国を始め、多くの島嶼国が適応策の資金として期待している、気候基金（Green 

Climate Fund/GEF）への資金拠出も取りやめると発表しました。

　巻末に 2017 年 6 月に行ったツバル首相へのインタビューを付録しています。その中で、首相は「資金の供給を止めることは、

食べ物の供給を止めるようなものです。これはとても危険なことです。」と述べて、危機感を表明しています。この先どうなるの

か？不安な情勢となっています。

　アメリカ人もあんな大統領を選んで可哀想に・・・と思う人も少なくないことでしょう。しかし、日本はどうでしょうか？国

会でろくな答弁もできず、自分の友だちだけの利益を優先する「お友だち内閣」と揶揄される安倍政権。見ていて恥ずかしい限

りです。同政権からは気候変動に対する的確な政策がまったく見えてきません。そればかりか、時代遅れの原発に固執し、二酸

化炭素排出削減において利点のない石炭火力発電所を新設する方針を打ち出しています。この幼稚な首相を選んでしまったのは

日本国民なのです。この点は、大いに反省すべきところですが、先日の都議会選の結果を見ても、日本人がしっかりと反省して

いるとは思えません。

　対してヨーロッパ各国では二酸化炭素排出削減への具体的な政策が次々と打ち出されています。自然エネルギーの活用推進や

化石燃料を使う自動車への規制などが大きな柱となっています。その動きは中国でさえ加速させています。自然エネルギーへの

注力が今後の大きなビジネスになることが常識となりつつあります。このままでは、日本の産業が衰退していくことも考えられ

ます。いったい私たち日本人はどうすれば良いのか？

　そんなことを考えながら田植えと除草を終えたところです。梅雨入りして九州北部では大規模な豪雨災害が発生してしまいま

した。私が生活の拠点としている鹿児島でも梅雨の季節には豪雨が降り続きます。あきらかに気候変動が進行していると感じま

す。せめてできる人だけでも、という思いで、温暖化防止への取り組みを続けてくださっている人も少なくないと思います。

　冒頭で紹介した首相インタビューで、ツバル首相は「私たちは諦めることはできません。一緒に行動しましょう！」と締めくくっ

ています。諦めずに出来ることから取り組んでいきましょう。まったく酷い状況ですが、気持ちを新たに活動を続けていこうと

思います。

2017 年 7 月 7 日　特定非営利活動法人 ツバル オーバービュー　代表理事　遠藤　秀一

5 月 17 日　議員会館前で共謀罪に反対する人々（右）その反対側には議事堂を見学するための子どもたちの列
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フナファーラ・アバラウ島での植林状況

　ツバル国首都のフナフチ環礁で継続されているマングローブ植林は、順調に植林数を伸ばしています。また首相の強い要望で、

首相官邸前にも植林を行っています。植林開始から 10 年目の 2016 年度は初めてトータルで 1 万本を超える植林を行うことがで

きました。自然相手のプロジェクトなので、なかなか大きな個体に成長していく株は少ないのですが、継続は力なり。そう信じて

炎天下での植林活動が続いています。

　ツバル人の参加も盛んになり、自分たちでツバルを守っていこう！そういう機運もますます高まってきています。エコツアーや

商業ツアーのプログラムの一環としてツバルでのマングローブ植林に参加できる機会もあります。参加したい！という方がいらっ

しゃいましたら、お気軽にお問合せください。

植樹本数詳細

① 5 月 05 日　800 本

② 5 月 18 日　260 本

③ 5 月 21 日　550 本

④ 8 月 29 日　2000 本

⑤ 9 月 03 日　1850 本

⑥ 10 月 31 日　974 本

⑦ 1 月 28 日　500 本

⑧ 1 月 31 日　1500 本

⑨ 3 月 11 日　4416 本

　　　　　　　計 12850 本

首相官邸前

 5 月 16 日　1000 本

 6 月 16 日　135 本

 10 月 29 日　500 本

 1 月 23 日　500 本

　　　　　　合計 14985 本

フナファーラエリア全景

植林エリア［F1］

植林エリア［F2］

アバラウ島

既存②
③ ④

アバラウ島全景

2016 年度活動報告書

マングローブ植林事業

マングローブ植林事業はコスモ石油エコカード基金の支援を受けて実施されています。

［コスモ石油エコカード基金］問い合わせ先　

　http://www.cosmo-oil.co.jp/kankyo/eco/

　エコカード基金事務局 03-3798-3101（平日：9 時～ 17 時）

①

⑤
⑥ ⑦
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フナフチ環礁、フォンガファレ島、アバラウ島での植林

2015 年度活動報告書

マングローブ植林事業

2016/05/16

昨年からニュージーランドの支援で首都があるフォン

ガファレ島のラーグーン側に人工ビーチが造られまし

た。

首相官邸前にもビーチができたので、これを守るため

にマングローブを植林して欲しいという首相直々の要

望に答えて 1000 本の植林を行いました。

写真は植林を終えて喜ぶエネレ首相（右）と代表理事

の遠藤。

2016/09/03

フナファラエリアのアバラウ島での植林の様子。赤十

字スタッフと 350org ツバル支部の協力を得て 1850

本の植林となりました。

植林が終了した日の晩には、それを祝うディナーパー

ティーも開催されました。ツバル首相の環境への意識

の高さが窺い知れる一コマです。

造成したてのビーチは砂の動きが大きく、一ヶ月後に

は種はすべて流されてしまったのが残念でしたが、引

き続き挑戦していくことが大切だ！との首相の力強い

アドバイスに押されて、この後数回の植林を行いまし

た。

2016/01/23

3 年ぶりに豪華客船のパシフィックビーナスがフナフ

チに寄港しました。乗船しているお客さんとスタッフ

で、首相官邸前ビーチに 500 本植林しました。暑い中

皆さん本当にありがとうございました。

現地からの報告では、砂の動きが少し落ち着いてきた

ようで、一部の苗が今でも残り成長しているとのこと

です。
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フナフチ環礁、アバラウ島での植林

アバラウ島植林エリアの全景です。まだ背の低い個体

ばかりですが、早く大きく育ってほしいものです。

2016/01/28・31

当団体スタッフのみで 2000 本の植林を行いました。

一部は先日寄港したパシフィックビーナスの皆様から

のご依頼を受けて植林しています。

また、このプロジェクトはコスモ石油エコカード基金

の支援のもと進められています。今回は日本から横断

幕を運ぶことができたので記念撮影も行いました。

左はツバルオーバービュー現地ディレクターのアピネ

ル氏、右は前期から現地に駐在している松浦氏。2 人

とも暑い中頑張って活動を続けています。

2016 年 03 月 11 日

今期最後の植林です。赤十字、350org、台湾大使館の

スタッフが参加して 4000 本の植林を行うことができ

ました。

今期、合計で 14000 本近い植林ができたのは、ツバル

人の参加が増えてきたことも大きな要因です。もっと

たくさんの人に参加していただいて、ツバル人が自ら

国を守る！そういう事業に育てていこうと考えていま

す。

2017 年度活動報告書

マングローブ植林事業
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2016 年度活動報告書

山のツバル事業
山のツバルでは今期ついにオフグリットが完成しました。悪天候時を除いてソーラーパネルからの電力だけで生活できま
す。これでガスを除いてエネルギーの自給が出来る体制となりました。
自然農での米作は数回のアクシデントの割には良い出来栄えでした。畑では、落花生や里芋、サツマイモなどが豊作となり、
恵み多い一年を過ごすことができました。詳しい情報は http://www.yamano.tv を御覧ください。

12 月に発電開始をしたソーラーパネル　廃材で DIY した
薪小屋にも薪がぎっしり収まっています。

電池置き場を作る代表の遠藤

ソーラーパワーを蓄電するための電池群 田んぼでは、梅雨の時期のがけ崩れによる被害や、収穫直
前のイノシシ被害など、アクシデントがありました。

川内原発の再稼働反対のアクションにも参加しました。再
稼働してしまったのは本当に残念です。

サツマイモも豊作でした。肥料をあげないのに、良く育ち
ます。
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2016 年度活動報告書

講演会・メディア出演
この数年、環境講演会は困ったことに年々減少しています。気候変動問題に対する関心がまったく無いと言っても過言で
はない状況が続いています。この問題を沢山の人に伝えることが大切なのですが、、、とても困った状況です。講演会は可
能な限り対応させていただきます。お気軽にお問合せください。

立川市生涯学習推進センター柴崎学習館さんの主催で、6 月に「立川市子ども未来センター」で写真展、その後は柴崎学
習館にも展示をしていただきました。

平塚中等教育学校での環境授業の様子　　　　　　　　　　　1 月に寄港したパシフィックビーナス船内での講演会

日本のメディアや国民の気候変動への興
味はあいかわらず低いままですが、韓国、
台湾は気候変動にも関心を持ち続けてい
ます。
5 月には台湾の TVBS がツバルオーバー
ビューの活動を取材してくださいまし
た。現地でのマングローブ植林事業など
を取り上げてくださっています。
ご興味がありましたら是非御覧くださ
い。

https://www.youtube.com/watch?v=AWTR9jx5FwM
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ツバル首相インタビュー

エネレ・ソポアンガツバル首相のインタビュー
ー米国トランプ政権のパリ協定脱退発表を受けてー

（インタビュー日 2017年 6月 22日）

１．6 月 1 日に、米国トランプ政権がパリ協定から離脱すると

表明しました。ツバル首相としてどう思いますか？

　米国がバリ協定から脱退するというトランプ大統領の決定に

ついて、私はツバルの首相として、とても残念に思います。また、

小島しょ国が、この件について心を痛め、大きな失望の中にい

るのではないか？と心配しています。というのも、今は、パリ

会議やマラケシュ会議での合意の通り、全ての国が一丸となっ

て対策を進めないといけないとても重要な時期だからです。私

は今回のトランプ大統領自身が下した決断をとても悲しく感じ

ます。

　もし我々がパリ協定を実施するために何の行動もとらなかっ

たら、と考えるととても心配です。もし世界が温暖化対策に失

敗をしたら、ツバルとツバルに住む人々は深刻な問題に直面す

るでしょう。

　しかし、私は、現時点では米国がパリ協定から離脱していな

いという事実が重要だと思います。米国はまだ同協定の締約国

です。そして、他の多くの米国のリーダーたちが発する声に勇

気づけられています。カリフォルニアやハワイを含む 20 以上

の州だけではなく、300 近い都市や郡も、パリ協定の支持を表

明しています。ジェネラル・エレクトリック（GE）、エクソン・

モービル、ゴールドマン・サックス、グーグルのような大企業も、

トランプ大統領を支持せず、パリ協定を支持すると表明してい

ます。

　ツバルの首相として、米国がパリ協定の締約国であり続けて

ほしいと願っています。そして、米国がパリ協定に残るために

トランプ大統領がパリ協定脱退の決断を再考するよう訴えて行

きます。

2.  今回の米国のパリ協定脱退が、パリ協定実施に向けた交渉

に何らかの影響を及ぼすと思いますか？

　確かに、現在の交渉に何らかの影響を及ぼすと思います。し

かし、他の国々のリーダー達はトランプ大統領のパリ協定脱退

の決定を支持しないでしょう。というのも、トランプ大統領の

決定を支持することは、世界中でたくさんの災害が起ることを

容認することになるからです。米国以外のリーダー達が連帯し

て、パリ協定のもと気候変動対策を進めることを強く望みます。

　中国はすでに再生可能エネルギー技術においてリードをして

います。ブラジル、メキシコ、南アフリカ、インド、そして

韓国も中国と一緒に再生可能エネルギー技術について取り組

んでくれることを望みます。これは地球にとってとても大事な

ことです。欧州連合や英国もパリ協定にコミットしています。

COP21 の議長で、この地球上の全ての人間を大切にするフラ

ンスは、特に強くパリ協定に専心しています。これら動きは、

私たちにとってはとても心強いことです。

　ツバル政府や民間で働く多くのツバル人は、米国のパリ協定

離脱について、とても心配しています。さらに、宗教コミュニ

ティー、海外で勉強する学生、ニュージーランド、オーストラ

リア、英国、米国のツバル人コミュニティーもこの状況を不安

視しています。しかし、私は、彼らを励ましていきたいと思う

のです。世界の人たちと一緒に気候変動対策を進めましょうと。

私たちが希望を捨てなければ国際社会から大きな協力が得るこ

とができるでしょう。これは、私たちがリーダーシップを発揮

する大きなチャンスとも言えます。パリ協定を実施する以外の

選択肢はありません。私たちは米国を待つ必要はなく、我々が
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ツバル首相インタビュー

しなければならない仕事を進めればよいのです。

3．トランプ大統領は、気候変動関連の研究や対策に資金を提

供することを止めると発表しています。これには、国連気候変

動枠組条約や緑の気候基金（Green Climate Fund/GEF）への

拠出も含まれており、GCF はツバルにおける沿岸部適応事業に

も大きな影響を及ぼすと考えられます。これに対してどのよう

な対策を考えていますか？

　ツバルはすでに 4,000 万米ドル（約 5,000 ～ 6,000 万豪ドル）

近い費用がかかる沿岸部適応事業の合意文書（Funded Activity 

Agreements/FAAs）に署名をしました。これらの資金はナヌメ

ア島、ナヌマンガ島、そして、フナフチ島に防波堤を作るため

に使われます。

　米国がすでに決定している国連気候変動枠組条約や同条約の

下で運用される緑の気候基金への資金の拠出を止める決定をし

たことは、とても悲しいことです。アメリカの行為は国連のも

とで形成された多国間協調主義への大きく深刻な脅威です。こ

の件についてより詳しく理解するために、私は 6 月頭にニュー

ヨークで国連の事務総長に会いました。資金の供給を止めるこ

とは、食べ物の供給を止めるようなものです。これはとても危

険なことです。

ツバルは先日署名した FAAs に関しては、条約参加国と一緒に

対策を進めることができます。しかし、今後、世界全体での気

候変動への適応策実施や排出削減を実行するためには、現時点

で条約参加国が拠出を約束している金額でも不足しているので

す。この状況で米国が資金拠出を止めることは大きな痛手とな

します。

もし、米国が「アメリカファースト、ワールドラスト」で動けば、

米国は国際社会から孤立し取り残されてしまうでしょう。

4. 米国がパリ協定から脱退したとしても、パリ協定の脱退規定

を考慮すると正式に脱退するまで４年かかります。それは、ト

ランプ大統領の任期がパリ協定の脱退が正式なものになる前に

ほぼ終わってしまう可能性があることを意味します。それに関

して、トランプ大統領に何かメッセージはありますか？

　一つメッセージがあります。トランプ大統領、あなたは自国

の選挙で勝利をおさめました。それは問題ではありません。お

祝いいたします！世界のリーダー界へようこそ！

　世界のリーダーとして、私たちは、気候変動問題に対応する

ために協働しなければなりません。私たちは同じカヌーに乗っ

ています。我々が乗っているこのカヌーを見捨てたら、カヌー

は沈んでしまいます。そして、米国を含め地球に住んでいる人

は溺れてしまうでしょう。そして、米国は経済を発展させるこ

ともできなくなってしまうでしょう。私たちは、地球に住む家

族として一緒に行動しなければなりません。

　また、パリ協定は再交渉することはできません。一体誰と交

渉するというのですか？世界のどの国も米国とパリ協定につい

て再交渉することに合意した国はありません。私はツバル首相

として、ツバル政府関係者に米国政府関係者と気候変動につい

てどのような議論もしないよう指示しました。

5. 日本の市民は、日本が米国のパリ協定脱退を言い訳に使い、

さらに石炭火力発電所を建設したり、再生可能エネルギーの導

入を怠ったりするのではないかと心配している。日本政府に

メッセージをお願いします。

　日本の市民の心配は理解できるものです。しかし、これは日

本がリーダーシップを発揮する素晴らしい機会でもあります。

どうか、パリ協定の実施のために再生可能エネルギーのさらな

る導入に取り組んでください。私たちが、化石燃料経済より再

生可能エネルギー経済がより発展性が高く、雇用や経済発展に

おいて利益を生み出すことを米国に示すことができれば、彼ら

は自分たちが決定したことを見直すと思います。

　化石燃料の掘削作業ほとんどは機械でおこなわれているた

め、化石燃料産業において大きな雇用の増大を期待することが

できないことを私たちはすでに知っています。地下から石炭を

掘り出す機械を動かすのに必要なのはたった一人です。そう考

えると化石燃料産業に将来はありません。一方、再生可能エネ

ルギー産業はより発展的で利益を生み出します。新しい雇用を

創出し、雇用の増大が期待できます。それ故、世界中で再生可

能エネルギーへの移行が推進しているのです。

　日本の友人たちやパートナー達が言葉だけではなく具体的な

対策を実施することを期待しています。そして、日本が南太平

洋のリーダー達と一緒にパリ協定のもと対策を進めて行くこと

ために、リーダーシップを発揮してくれることを望みます。

　私たちは諦めることはできません。一緒に行動しましょう！
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