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特定非営利活動法人 Tuvalu Overview
2017 年度活動報告書　「はじめに」

　今期は現地のマングローブ植林と、１１月にボンで開催された COP23 において、大きな成果を収めることができたのが、印

象的な活動となりました。しかし、団体の屋台骨を支えている講演会、写真展事業はまったく振るわず、運営資金も年々目減り

していく一方です。状況を打開するために様々な策を行っていますが、国内の気候変動に対する興味関心は低下したままです。

　この報告書をまとめている時点で、東京では観測史上初の 41.1 度を記録してしまいました。気象庁の担当管の説明には「命

に危険が生じる暑さが続き、『災害』という認識だ。水分と塩分を補給し、健康管理に十分注意してほしい」という一節が盛り込

まれ、この高温状態が自然災害であると警告しています。

　また、2017 年の九州北部豪雨に引き続き、中国地方を中心に発生した激甚な豪雨災害の様相を見ても、気候変動による地球

温暖化の被害が拡大している状況を目の当たりにしているような気になるのは、私だけではないと思います。国立環境研究所・

地球環境研究センター副センター長の江守正多氏は「記録的な猛暑は毎年起こるわけではないが、地球の温暖化が底上げしてい

る可能性がある」と指摘しています。

　世界気象機関（ＷＭＯ）によると、７月にサハラ砂漠で 51.3 度、米国カリフォルニア州で 52.0 度、北極圏でも 33 度を記録。

ノルウェーで 33.5 度、フィンランドで 33.4 度を記録し、50 件におよぶ森林火災も発生していることが、報道されるなど被害

は全世界で拡大している状況です。

　対して、気候変動防止の国際会議では、温室効果ガスの削減を国際的に推進していくことを目標に「パリ協定」を定めていま

すが、自民党政府は温室効果ガスの発生が極めて高い「石炭火力発電所」の 50 基増設など、パリ協定にあきらかに造反する決

定を行ったり、今までイメージ操作で作り上げられてきた北朝鮮の驚異が減少していく中で、さらに軍事増強を図ろうとする姿

勢は狂気以外の何物でもありません。（ちなみに戦争は温室効果ガスの大きな発生源となっており、平和憲法を掲げて戦争のない

世界をリードすることが日本には求められています。）

　海外からは 2020 年に開催を予定している東京オリンピックに対して「オリンピック選手は東京の夏の熱で死ぬかもしれない 

(The time UK)」と酷評を下し、注意喚起を行っているほどです。それに対して、東京都の小池知事が行った対策が「打ち水」だっ

たこと、豪雨災害時に首相以下自民党幹部が二次会までに及ぶ飲み会に興じていたニュースなどを見ると、今後、体たらくな政

治家に任せずに、自分自身でこの危機を乗り越えていくしかない。そういう印象を受ける人も増えていることと思います。

　当団体では、一刻も早い行動の開始を目指して啓蒙活動を続けていきます。同時に、ツバルでの自衛策としてのフナファラ・

エコアイランド・プロジェクトの推進、日本国内での低炭素社会の生活の見本となる「山のツバル」の展開に一層力を入れて活

動を続けていこうと考えています。より一層のご支援をいただけますと幸いです。

2018 年 7 月 30 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

COP23 でのフナファラエコアイランド事業の発表シーン
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アバラウ島　植樹本数一覧

① 05 月 27 日　1662 本　台湾ボランティア

② 06 月 24 日　1820 本　350ORG TUVALU

③ 08 月 19 日　2395 本　台湾 ICD スタッフ

④ 09 月 09 日　3668 本　350ORG TUVALU

⑤ 10 月 07 日　2868 本　350ORG TUVALU

⑥ 12 月 16 日　2640 本　台湾ボランティア

⑦ 12 月 30 日　516 本　民間ツアー参加者

⑧ 01 月 15 日　1092 本　団体スタッフ

⑨　　　03 月 18 日　2244 本　SDA ユース

⑩　　　03 月 31 日　2952 本　350ORG TUVALU

　

　　　　　　　　計 21857 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

アバラウ島植林サイト全景

2017 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）

　現地駐在 2 年目となった松浦克彦氏の献身的な努力により、2017 年度の植林数は 2 万本超えを達成することができました。　

また、現地人との協働作業も拡大しており、種を拾うところから植林まで、一連の作業にボランティアが参加する機会も増えてき

ています。この動きを定着させていくことができれば、将来、ツバル人の有志だけでも植林事業を継続していく体制につながって

いくのではないか？それを目標に次年度も継続的に活動していきます。
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フナフチ環礁、アバラウ島での植林

2018 年 01 月 15 日

日本からの 2 人のボランティアを迎えての植林。

左から、酒井氏、現地駐在の松浦、清水イアン氏　

代表理事の遠藤も参加して 1092 本の植林を行いまし

た。植林面積は 2500 平米まで拡大しています。

2017 年 6 月 25 日

赤十字のスタッフとの植林、350ORG TUVALU のスタッ

フも参加してくれています。1820本の植林をしました。

2018 年 3 月 31 日

350Tuvalu、R2R スタッフ、教育省と PWD で働いて

いるオーストラリア人職員、フナファーラにピクニッ

クに来ている家族連れも参加して、2952 本の植林を

行いました。

2017 年度活動報告書

マングローブ植林事業

2017 年 10 月 07 日

350ORG TUVALU のボランティアスタッフに偶然訪れ

ていた観光のお客さんも加わって 2868 本の植林を行

いました。
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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。

2017 年 5 月 13 日～ 14 日
350ORG JAPAN の招きで、原宿で写真展示とトークイベントに参加させていただきました。江守正多さんとのトークイ
ベントには沢山の方々がご来場くださいました。（右写真は 350ORG 提供）

2018 年 2 月 26 日　FoE が開催した、環境難民に関してのワークショップでは、代表の遠藤と、理事の川坂が、ツバル
の現状と、環境難民の現状を説明させていただきました。

2018 年 3 月 2 日　恒例行事になっている神奈川県立平塚
中等教育学校での環境授業

2018 年 3 月下旬　渋谷の「吾亦紅」というセレクトショッ
プで写真展を開催しました。
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COP23 への参加
フランスで行われた COP21 で発効した「パリ協定」のルール作りを目的にドイツのボンで開催された COP23 に参加し
ました。いつものようにツバルの宣伝が目的ですが、今回は、独自に進めてきたフナファラ・エコアイランド・プロジェ
クトの発表がメインの目的です。

2017 年 11 月 6 日～ 17 日まで開催された COP23 のエントランス。　今回は気候変動対策をビジネスに結びつけようと
する企業の出展が多く、国や NGO 関係者のブースにはあまり目が向けられませんでした。それでも、ツバルを知らない
人は多く、沢山の方々にツバルの現状を説明させていただきました。

2017 年 11 月 14 日　会場内のイベントスペースで、ツバルオーバービューが推進している、フナファラ・エコアイラン
ド・プロジェクトの説明を、ツバル国首相、フナフチアイランドチーフの同席のもと行いました。入場制限が出るほどの
人だかりとなり驚きましたが、会場の反応はたいへん好意的でした。

理事の川坂も研究とサポートのために自費で参加しました。
左：川阪　中央：エネレ首相　右：遠藤

開催を主催してくださった SPREP のディレクターの Kosi・
Latu 氏と。
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フナファラ・エコアイランド・プロジェクト
2006 年から少しずつブラッシュアップして各方面に継続的に提案し続けてきたプロジェクトがようやく動き出しました。
その背景には気候変動の影響による大型のサイクロンの影響があります。特に 2016 年のサイクロンパムとウラへの危機
感は強く、海面上昇の影響も無視できなくなっている状況があります。

2018 年 2 月 12 日　フナフチ環礁の最高決定機関の長老会議にて、プロジェクトの紹介を行い、推進の決定をいただき
ました。環礁南端のフナファラエリアを嵩上げして、海抜 10 ｍの人工島を作るプロジェクト、巨額の費用をどうやって
捻出するのか？次の避けられない大きな課題です。

　会議終了後、アイランドチーフのシリンガ・コフェ氏との
記念写真。シリンガ氏は COP23 にも出席し、協働でプレゼ
ンテーションを行ってくださいました。

　コフェ氏はこのプロジェクトに大きく共感していて、フナ
フチタウンカウンシルとツバルオーバービューの共同体制の
構築推進にも尽力してくださっています。　

写真左：遠藤　中央：アイランドチーフ　右：プロジェクト
コーディネーターのイアン

　下の写真は完成予想図。すべて自然ネルギーで運営し、
5000 人からの人工を有することができる人工島です。
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ツバルに生きる一万人の人類　プロジェクト
2007 年にヌクラエラエ環礁でスタートした同事業は 10 年目を迎えて、ナヌメア環礁を目的地に遠征隊を組みましたが、
悪天候などで、目的地に到達することができませんでした。しかし、首都のフナフチで生活している、高学歴のツバル人
を対象にインタビューを行い、大きな成果を得ることができました。　https:// instagram.com/tuvalu/ もご参照ください。

3 月に行ったセレクトショップでの写真展では、実験的な
展示も行いました。上はレコードコーナーでの展示

セレクトショップの棚との親和性を考えたアンチークの額
に収めた写真。　

ボランティアで参加した 2 名。左：酒井ニーナ　右：清水
イアン。高温多湿な環境で頑張りました。2 人にとっては
忘れられない滞在となったことでしょう。

取材シーン。　今回の取材で 3250 人の取材を終えたこと
になります。

ツバル人はただの数値ではない！と訴えるタマラさん。英
語が得意で環境局に勤務しています。

自分で作った防波堤が流されてしまった話をしてくれたエ
リアポさん。
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山のツバル事業
　代表の遠藤が肩を壊してしまって、大物の大工仕事はできなかったのですが、施設内の細かい箇所の修正、ソーラーパ
ネルの増設、稲作畑作業の継続など、一定の成果をあげることができました。薪割りや、重量物の運搬など、体に大きな
負担をかける田舎暮らしです。健康の大切さをしみじみ感じた一年でした。このような暮らしを始めたい人は、40 代前
半くらいから始めることをオススメします。　http://yamano.tv/ に日々の暮らしをアップしています。

著名な尺八演奏家のブルース・ヒューバナーさんが遊びに
いらしてくださいました。

椎茸の菌を打ったホダ木。来年の冬に椎茸をいただくこと
ができるようになります。

自然農の田んぼの仕事も手慣れてきました。成長も良い感
じです。

増設したソーラーパネル。季節に合わせて角度を変えられ
るように作っています。発電効率が凄く良くなります。

ソーラーパネルは 10 枚になり、事務室でクーラーを可動さ
せることにも成功しました。

庭の自然農の畑も、ようやく地力がついたようで、しっか
りと収穫できるようになりました。
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ツバルのためにあなたができる 10 のコト by 清水イアン

気候変動による深刻な被害を受けるツバル。気候変動
の悪化を少しでも防止し、ツバルに住むハッピーな人
類がこれからも幸せに暮らせるために、離れた日本に
住む僕たちに何ができるのか？

私たちに今すぐできる 10 のコトを提案します。個人
の温室効果ガスの排出を減らし、ツバル人の未来にに
希望を与えるナイスガイ・ナイスガールに生まれ変わ
りたければ、今日から 1 コでも実践してみよう！！

責任とか無力感とかじゃなくて

気候変動問題の話をすると、「責任」というテーマがよ
く上がります。

日本人は一人頭、ツバル人と比較して約 9 倍以上の
CO2 を毎年排出しています。1 年間で考えると、日本
の温室効果ガスの総排出量はツバルの 25 万倍に上り
ます。今まで過去に排出してきた CO2 量をまとめたら、
日本はツバルの何千万倍もの温室効果ガスを大気に放
出してきたという結果が出るでしょう。

つまり、日本はツバルよりもはるかに気候変動を悪化
させてきたのです。

大量の CO2 を排出してきた日本には、気候変動に取り
組むべき特有の「責任」があるのではないか。その責
任を全うすることこそが「正義」なのではないか。そ
ういう話です。

もう 1 つ行動について話すときに必ず出てくるテーマ
が「無力感」です。日本人口 1 億 3000 万人。人類 73
億人。その中のたった１人。

Climate Action Now! 「今すぐ、気候変動対策を！」と
か言うけど、惑星規模で展開される気候変動という問
題に個人が全力で取り組んだところで、何も変わらな
いんじゃないの？そういう声が上がります。

「やらなきゃいけない」という責任と「やっても意味が
ない」という無力感の板挟み。

気候変動に取り組むって、大変な気がしてきます。

しかし、僕はツバルから帰ってきて、不思議な感覚を
覚えました。驚くことに、ツバルのために行動せねば！
という強い責任感を抱くことは一切なかったのです。

（それは、ツバル人が日々トドのように日中からグース
カ寝る姿を見てしまったからかもしれない。なんでこ
いつらなんかのために頑張んなきゃいけないんだ！と
思わなかったと言えばそれは嘘になります。）

かと言って、えーい！ミジンコみたいに小さな自分が
何をしようと意味ないんだ！と「無力感」に苛まれ、
ツバルはどうせ沈む運命なんだ！と結論付け、何も変
わらず日々を過ごそうとも思いませんでした。

責任感ではない。ただどこからか「何かしよう！」と
いう感覚がふつふつと湧き上がってくるのです。なん
でだろう・・・？

ツバルに行って最もぶったまげたこと、それは国民の
幸福度の高さでした。気候変動の被害を受ける「悲劇」
の国と聞いて訪れてみたら、腰が抜けるほどそこに住
む人々は幸せに暮らしていたのです。満面の笑みでパー
ティに迎え入れてくれるし、すれ違えばタロファ〜と
挨拶の声をかけてくれる。

そんな国民の生活そのものが、ほとんど加担していな
い気候変動により奪われてしまうかもしれない。今回
はそのギャップというか、矛盾、に多くを感じる旅で
した。

これまで気候変動にまつわる活動をずーっと続けてき
ましたが、ツバルに行って初めて「あ、そっか。気候
変動って人の幸福を奪うんだ」と理解しました。
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ツバルのためにあなたができる 10 のコト by 清水イアン

笑顔でインタビューに答える二児の母が、気候変動の
話題になった途端顔をしかめるところを見たり、道端
で楽しそうに遊ぶ小僧達が見知らぬ土地に移住するこ
とを想像しながらそう思いました（もちろん、移住が
幸せな決断であるケースがあることは理解してますが、
多くの人はその選択を望んでいません）。

同時に、ツバルと似た状況にある国・地域・人々が世
界中にあるんだ、と気付きました。気候変動は無情に
も人々の生活に大きな変化を余儀無くさせ、世界をよ
り不幸な場所にしてしまう問題なんだ。ちょっとセン
チでゆるふわな話ですが、そういうことを理解しまし
た。

そんなの嫌だ。学校の校庭で楽しそうに遊ぶ小僧たち
の未来を少しでもいいものにしたい。選べるなら、ツ
バル人の底なしの笑顔が続く世界の方がいい。だった
ら、自分の日々の行動からできることをやろう。

肩にドッシリと重くのしかかる「責任」から取り組む
のではなく、ちっぽけな自分には何もできないという

「無力感」に押しつぶされるわけでもなく、笑顔がチャー
ムポイントのツバル人のために、ちょっといい選択を
しよう！そう思ったわけです。

ツバルの人々がハッピーでいられるためには何ができ
るのか？長くなりましたが、それではどうぞ。僕から
皆さんへの、10 の提案です。よければ実践してみてく
ださい。

レッツトライ！
地球にもツバルにもいい10のコト！
 

1. パワーシフト！再エネを選ぼう
2016 年 4 月に「電力自由化」がされたことで、自分
が好きなところからエネルギーを購入できることを。
知ってましたか？ TEPCO からそのまま電力を買って
るあなた、電源構成の 80% が CO2 をガンガン排出す
る火力発電だってことを。電力が自由化されたことで、

再エネをメインに扱う電力小売会社から電気を買える
のです。せっかく選べるんなら、CO2 を排出しない再
エネを選ぼう！変えるのめんどくさい？ナンセンス。
電力会社さえ選んじゃえば申し込みは５分もかかりま
せん。さー、電力選びの旅へ行ってらっしゃい！
どの会社を選んで良いのか分からない方はパワーシフ
ト・キャンペーンを利用してみてください。

2. 国産品を買おう
好きなお水はフランスのエビアン？好きなキノコはイ
タリア産のポルチーニ？気持ちはわかります。ですが
考えて見てください、それらが日本に輸送される時に
排出される莫大な量の CO2 を。水は富士山。キノコは
雪国まいたけ。国産を選びましょう。食品に関してい
うと、国産品を選ぶことで、CO2 の排出を 2/5 に抑え
られると言われています。洋服も食器も木材も、なん
でもなるべく国産品を選ぶことは、CO2 の排出を減ら
すだけでなく、衰退の一途を辿る国内産業・地方経済
の盛り上げにも貢献します。

3. ダイベストしよう！
ATM に吸い込まれれていくあなたのお金、銀行によっ
てどのように使われているのでしょうか？実は、気候
変動を悪化させる化石燃料に大量に投資・融資されて
いるかもしれません。350 Japan という日本で活動す
る環境 NGO が、化石燃料に投資・融資を行っていな
い「地球にやさしい銀行」を紹介しています。ほぼ毎
日使う銀行だからこそ、気候変動を悪化させていない
ところを選びましょうぜ。

4. エネルギーの消費を減らそう！
そもそも消費するエネルギーの量を減らすことも大切
です。2013 年度の家庭でのエネルギー消費の内訳を
みると、37.8% が家電を動かす動力＆照明、27.8% が
給油、23.1% が暖房です。こまめに照明を消したり、
お風呂に入る回数を減らしたり（そして銭湯へ Go!）、
暖房ガンガンに炊かずセーターを一枚羽織ったりする
だけで割と大きなインパクトをもたらせます。目指せ
再エネ＆省エネのダブルパンチ！
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5. 木を植えよう
待機中から CO2 を吸収し、酸素を放出する凄まじいテ
クノロジーが存在します。その名も木。植林に参加す
ることで大気中の CO2 の量を抑える活動に貢献し、つ
いでに森林浴も楽しみ、その場にいる人と仲良くなっ
ちゃおう作戦に参加しませんか？植林活動を行ってい
る団体は探せばたっくさんあります。

6. 肉の消費を減らそう
日常普通に食べているお肉。実は現在地球に生存する
哺乳類の 80% が家畜で、全世界に存在する農地の 83%
が家畜の生産に使われています。そこから発生される
温室効果ガス（主にメタンと CO2）の量は凄まじく、
全体の 15% 近くに上ります。肉の消費を減らすことは、
EV に乗り換えることよりも、飛行機の使用量を減らす
ことよりも、環境への負荷を低減する行動だという調
査結果が、最近発表されています。まずは Meat Free 
Monday! に参加して、月曜日はお肉を抜く習慣を始め
てみてはどうでしょう？

7. ゴミをなるべく出さない生活をしよう
最近話題のプラごみ。プラスティックは、世界の石油
の消費量の６％に相当します。かといってプラスチッ
クを現代で使わないのは不可能に近いので、まずはで
きることから。ストロー、ペットボトル、ポリ袋、プ
ラコップなどの使い捨てプラスチックの使用を減らす
ことで、生産の過程やリサイクル・焼却の過程で排出
される温室効果ガスの削減に貢献してみようぜ YEAH。
温室効果ガスは置いておいたとして、最近の海洋プラ
スチックの問題からみて取れるように、プラスチック
の使用を減らすのは懸命なチョイスです。

8. 新車は EV にしよう
EV 車 が排出する温室効果ガスの排出量は、全体のラ
イフサイクル（生産から廃棄まで）でガソリン車の約
半分であると言われています。新車を買うなら EV を
ゲッツしましょう。車欲しいけどあまり使わない人は、 
EV カーシェアしちゃいましょう！

9. 知り合いや家族と話してみよう
まずは隣の人に伝えることから。なかなか環境につい
て話すことって難しく感じる日本ですが、そのからを
破っ話してみると「あ、意外とこの人も興味あるんだ」
といった意外な発見があるかも。SNS だけではなく、
オフラインで色々な人と思いや考えを共有することは
とっても大切です。難しい人は、ボランティアを募集
している環境団体を探せばいくらでもあります。話せ
る仲間を持ちましょう！そしてそういう仲間達と積極
的にアクションを起こしていこう！

10.Tuvalu Overview に寄付しよう
今回の旅が実現できたのは、20 年間ツバルで地道に
活動を続けてきた Tuvalu Overview があったからです。
Tuvalu Overview は気候変動の悪化やその影響を防止
するために、ツバルへのエコツアー企画・マングロー
ブの植林・気候変動の啓発活動などを精力的に行っ
ています。Tuvalu Overview は寄付によって成り立つ 
NPO です。ぜひこの機会にご支援を！

NPO Tuvalu Overview
郵便貯金ぱ・る・る　記号　10180　番号　
80005971
名義人：ツバルオーバービュー
1,000 円でマングローブ 1 本の植林ができます。
5,000 円で１人のツバル人のインタビューができます。

------------------------------------------------------------------------------
 　この文章を寄稿してくれた清水イアン氏は 2018 年
１月〜 2 月にかけて、ツバルに滞在し、幾つかのプロ
ジェクトに参加してくれた後に、この文章を書きまし
た。　自分自身が何かを始めなくては！ツバルに来る
と多くの人がこの気持を共有することができます。
日本に暮らしていても、この気持ちを共有し、行動を
始める人が増えるように、活動を続けていきたいと思
います。皆様の温かいご支援をお待ちしています。

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


