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２．事業の概要と成果 

（１）プロジェクト目標の

達成度 

はじめに、第２年次の全体の活動計画について、プロジェクトによっ

て僅かに遅速はあったものの、おおむね順調に進行した。 

ホイエン村とメーパックレ村では、新たに合計１２.８ｈａの植林を実

施。草刈り、補植などの管理作業、および防火帯の造成・整備等を第

１年次の植林地とあわせて行い、指標を上回る８割以上の活着率を得

ている。また、パボン村を含めて実施された各種ワークショップを通

じて、３村平均で裨益者の８６％が森林保全に関する知見を習得した。

とりわけ３村の中で最も教育・啓発活動に注力しているメーパックレ

村では、２月に植林地に隣接する畑地からの火災に見舞われたものの、

過去には火災に対して無関心であった住民による迅速かつ適切な消火

活動により、植林地の被害はごく僅少に抑えられた。住民の意識と行

動の変化という形而上的な観点において、非常に大きな意味を持つ事

案であったと捉えている。 

生計向上の各事業について、いずれのプロジェクトとも大小のさまざ

まな問題に直面しながら検証と対処を繰り返し、前に進んでいる。そ

の中で養豚、養魚、生産物加工のプロジェクトは指標を超える大きな

成果を見せた一方、養蜂と山菜栽培は指標未達であった。前者は特に

前半期における多雨とそれに伴うエサ不足、害虫の影響等によるミツ

バチの活動の鈍化、後者はドクダミの水量管理を違え収穫量が計画よ

り伸びなかったことが影響している。それでも、巻き返しのための施

策は既に済んでおり、双方ともに前年比は凌駕する結果を残した。な

お、タイ国内における感染症の拡大の影響を受けスタートが遅れた育

牛であるが、唯一の種牛が病死したことにより、繁殖計画に遅れが生

じている。代替策として近隣の育牛家から種牛を借りて交配を進めて

いるものの、現状では好ましい結果は得られていない。第３年次に新

たに購入する種牛はそのタイミングや種別、個体特性を見極めながら

対応に注視していきたい。 

本事業に関係する各行政機関とは、定期的な事業の進捗報告や連携を

密に行っている。これらが契機となり、メースアイ郡長によるプロジ

ェクト視察や、地域開発を専攻する学生の視察を受け入れるなど、本

事業は周辺地域へ徐々に認識されつつある。新たに制作した映像等の

広報ツールを有効に活用しながら、山岳地帯における開発計画のモデ

ルケースとして継続的な外部発信に努めていく。 

 

（２）事業内容 

 

＜森林再生と保全＞ 

１． 水源林となる地域への植林および管理（対象：ホイエン村、 

  メーパックレ村） 

①第１年次の植林地管理 

 ２村合計１２．８ｈａの植林地において、補植、および４回にわた 

 る管理作業（草刈り、施肥等）を実施した。 

②第２年次植林、および植林地管理 

２村合計１２．８ｈａの植林を新たに行い、計画どおり完了させた。 

植林直後の８月には補植を行い、その後、３回にわたり管理作業 

（草刈り、施肥等）を実施した。 

※第１年次、第２年次いずれの植林地ともに管理作業は当初の予定 

 より＋１回実施している。これは、専門家からの助言に基づき計画 

 より前倒しで作業を実施していたこと、今年の雨季入りが例年より 

 も早く、雑草の繁茂が想定を上回ったことなどを考慮したためで 

 ある 
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２．水源林の保全 

・ホイエン村、メーパックレ村の２村で、住民や地元関係者への啓発 

 を目的とした植林ワークショップ（対象：２００人／村）を開催。 

 また、住民教育を目的とした水源林保全ワークショップ（対象： 

 ４０人／村）も開催した 

・ホイエン村、パボン村、メーパックレ村の３村で、森林火災対策と 

 乾季における植林地の維持・管理に関する技能習得を目的とした 

 森林火災防止計画ワークショップ（対象：４０人／村）を開催。 

 また、その実践として各村で防火帯の造成・整備と定期的な巡回を 

 実施した 

・ホイエン村、パボン村、メーパックレ村の３村で、年次総括・評価 

 ワークショップ（対象：４０人／村）を開催し、これまでの活動の 

 成果や現状の課題とその対策等を共有した 

 

３．青少年への教育・啓発（対象：メーパックレ村） 

・地域環境の保全に関する青少年への教育・啓発を目的とした 

 １ｄａｙキャンプをメーパックレ小・中学校の小４～６の児童 

 ５０人を対象に開催した 

 

＜森林を生かした経済活動＞ 

１．養蜂（対象：ホイエン村、パボン村） 

・巣箱、巣枠等の管理活動の継続 

・女王蜂の半人工ふ化技術習得に関する２村合同のスタディツアー 

 の開催（１５人／村） 

・資材の供与 

・専門家による講習会の開催（２回／村） 

・採蜜（ホイエン村は４回、パボン村は８回） 

・瓶詰め作業、および販売（適宜） 

・年次総括・評価ワークショップの開催 

 

２．山菜栽培（対象：パボン村） 

・草刈り、施肥等の管理活動の継続 

・資材の供与と給水設備の拡大 

・専門家による講習会の開催（２回） 

・ドクダミの水量管理に関するスタディツアーの開催（３０人） 

・畑地の拡大 

・山菜の収穫（２４回）と販売（適宜） 

・年次総括・評価ワークショップの開催 

 

３．水供給・浄化装置の設置（対象：ホイエン村、メーパックレ村） 

・管理組合の組織化（５人／村） 

・装置の設置・運営に関する２村合同のスタディツアーの開催 

 （５人／村） 

・業者による装置の設置 

・試運転と装置の引き渡し 

・装置の運用と管理組合による定期的な点検・保守 

 ・年次総括・評価ワークショップの開催 

 

＜村落での収入向上プログラム＞ 

１．養豚（対象：ホイエン村） 

・施餌、小屋の清掃、状態確認等の飼育活動の継続 
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・排せつ物の堆肥化作業（適宜） 

・資材の供与 

・専門家による講習会の開催（２回） 

・販売（適宜） 

・年次総括・評価ワークショップの開催 

 

２．養魚（対象：パボン村） 

・施餌、状態確認等の飼育活動の継続 

・いけすの清掃、移動、および養魚場の拡大 

・専門家による講習会の開催（２回） 

・販売（適宜） 

・年次総括・評価ワークショップの開催 

 

３．育牛（対象：ホイエン村） 

・メンバーの組織化（１０人） 

・事前ワークショップ、および牛舎運営に関するスタディツアーの 

 開催（各１０人） 

・牛舎用資機材の購入と建設 

・飼育用資機材と子牛（雄牛×１頭、雌牛×９頭）の購入 

・施餌、牛舎の清掃、状態確認等の飼育活動の継続 

・排せつ物の堆肥化作業（適宜） 

・専門家による講習会の開催（２回） 

・年次総括・評価ワークショップの開催 

※これまでに種牛となる唯一の雄牛と雌牛２頭が死亡（病死・事故死）。 

 このため、繁殖計画に遅れが生じている。代替策として近隣の育牛 

 家から借りてきた種牛での交配が試みられたが、現時点で結果は 

 得られていない。第３年次に新たに購入する種牛を加えて、引き 

 続き交配を推し進めるが、繁殖、および販売計画については再調整 

 が必要である 

 

４．生産物加工（対象：パボン村） 

・メンバーの組織化（魚の発酵食品グループ、ハチミツ入り石けん 

 グループの２グループ。各１５人） 

・事前ワークショップの開催（１５人／グループ） 

・資機材の購入 

・生産活動、および販売（適宜） 

・年次総括・評価ワークショップの開催 

 

（３）達成された成果 

   

 

本事業による直接裨益人口は以下のとおり。 

※（ ）内は事業申請書記載の直接裨益人口 

・ホイエン村：８４世帯／３４５人（９０世帯／３６６人） 

・パボン村：９８世帯／３１６人（１００世帯／３２２人） 

・メーパックレ村：２０世帯／８８人（２０世帯／８８人） 

上記を対象として活動に従事し、以下の成果を確認した。 

 

＜森林再生と保全＞ 

期待される成果１：植林により当該地域の森林環境の回復と保全が 

         推進される（対象：ホイエン村、メーパックレ村） 

指標１－１：適切な管理作業の継続により、第１年次の植林地で 

      ７０％の生存率を確保 

→住民による継続的な管理作業の結果、２村平均で８６％ 
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 の生存率が得られていることを確認した 

指標１－２：合計１２．８ｈａの植林を新たに実施し、管理作業を 

経て６０％の活着率を確保 

→住民による植林（合計１２．８ｈａ）と、その後の継続 

 的な管理作業の結果、２村平均で８３％の活着率が得ら 

 れていることを確認した 

期待される成果２：各種啓発活動により地域住民が森林保全等に関す 

         る知識と情報を習得する（対象：ホイエン村、 

         パボン村、メーパックレ村） 

指標２－１：３村で累計２００人を対象としたワークショップを開催 

      し、７０％の理解が得られる 

     →植林ワークショップ、および水源林保全ワークショップ 

      は植林事業を実施した２村（ホイエン村、メーパックレ 

      村）で開催。森林火災防止計画ワークショップはパボン 

      村を加えた３村で開催。これらのワークショップに累計 

      約６００人の住民が参加し、水源林の役割と効果、およ 

      び保全に関する技術的な知見を習得した。年次総括・ 

      評価ワークショップにおけるヒヤリングを通じ、３村 

      平均で８６％の理解が得られていることを確認した 

期待される成果３：青少年への環境教育・啓発活動により、森林保全 

         に対する理解が次世代へも訴求される（対象： 

         メーパックレ村） 

指標３－１：生徒５０人を対象に開催し、８０％の理解が得られる 

     →メーパックレ小・中学校の小４～６の児童５０人を対象 

      に地域環境の保全をテーマにした１ｄａｙキャンプを 

      開催。乾季を前に、特にローカルな問題である野焼き等 

      に起因する森林の劣化や火災による影響、その予防策や 

      対処策を中心に知見を深めた。キャンプ終了後の小テス 

      トを通じ、８１％の理解が得られたことを確認した 

なお、これらの活動によって「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」にお

ける当該目標のうち、目標６（６．６）、目標１２（１２．８）、目標

１５（１５．２）の達成に顕著な貢献を果たしたと考える。 

 

＜森林を生かした経済活動＞ 

期待される成果１：持続可能な手法での産業活動を継続し、住民の 

         所得が向上する（対象：ホイエン村、パボン村、 

         メーパックレ村） 

指標１－１：養蜂は＋１０％、山菜栽培は＋７％の収入を確保（年収 

      ベース。本事業開始時に採取したサンプル比） 

     →第２年次終了時点における各プロジェクトの収支結果か 

      ら算出した数値は以下のとおり 

     ・養蜂（ホイエン村）：＋７.１％（指標比▲２.９％） 

     ・養蜂（パボン村）：＋９.４％（指標比▲０.６％） 

     ・山菜栽培（パボン村）：＋６.２％（指標比▲０.８％） 

指標１－２：８０％以上のメンバーが活動を継続（プロジェクト開始 

      時比） 

     →養蜂については雨季に運営規模が縮小したことに伴い、 

      メンバーが減少。第２年次終了時点で、ホイエン村では 

      ６７％、パボン村では８０％のメンバーが活動を継続 

     →山菜栽培の活動継続者は１００％。さらに５人が新規で 

      加わり、メンバーを増やして活動を継続している 
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期待される成果２：水供給・浄化装置の設置により、地域住民が森林 

         と水の関係について理解を深め、安全な水が利用 

         可能となる（対象：ホイエン村、メーパックレ村） 

指標２－１：２村の全住民（約３００世帯）が安全な水へ平等にアク 

      セスできるようになる 

     →装置が設置完了した後、運用を開始し、２村の全世帯の 

      住民が安全で安価な水へのアクセスが可能となった 

なお、これらの活動によって「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」にお

ける当該目標のうち、目標２（２．３）、目標９（９．１）、目標 

１５（１５．１）の達成に顕著な貢献を果たしたと考える。 

 

＜村落での収入向上プログラム＞ 

期待される成果１：地域特性に見合った産業を継続・創出し、住民の 

         所得がさらに向上する（対象：ホイエン村、パボ 

         ン村） 

指標１－１：養豚は＋６％、養魚と生産物加工は＋７％の収入を確保 

      （年収ベース。本事業開始時に採取したサンプル比） 

     →第２年次終了時点における各プロジェクトの収支結果か 

      ら算出した数値は以下のとおり 

     ・養豚（ホイエン村）：＋９.７％（指標比＋３.７％） 

     ・養魚（パボン村）：＋７.９％（指標比＋０.９％） 

    ・生産物加工（パボン村）：＋７.２％（指標比＋０.２％） 

     ※育牛プロジェクトは第２年次での販売計画が当初から 

      なかったため、データを算出せず 

指標１－２：８０％以上のメンバーが活動を継続（プロジェクト開始 

      時比） 

     →養豚、養魚、生産物加工の各プロジェクトの活動継続者 

      は１００％を記録している 

なお、これらの活動によって「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」にお

ける当該目標のうち、目標２（２．３）、目標１２（１２．８）の達成

に顕著な貢献を果たしたと考える。 

（４）持続発展性 ＜森林再生と保全＞ 

・今年次はメーパックレ村において森林火災が発生し、当該植林サイ 

 トの一部にも被害が生じたが、管理グループを中心とした住民らの 

 迅速な消火活動により、被害を最小限にくい止めることができた。 

 これは各ワークショップによる教育・啓発、そして防火帯の造成・ 

 整備など日々の実践活動の成果であると考えている。森林再生と 

 保全は、本事業の持続性を担保する核心的な活動であるが、この 

 事案によって徐々に創出されつつある地域の森林（＝植林サイト） 

 に対するオーナーシップの意識の高揚も汲み取ることができる。 

 植林を行っている２村では質の高い管理活動が継続され良好な活着 

 率を得ているが、第３年次は新たに苗木プロジェクトを立ち上げ、 

 当該植林地の持続的な管理を容易にするだけでなく、地域のさらな 

 る緑化にも資すると考えている（対象：ホイエン村、メーパックレ 

 村） 

 

＜森林を生かした経済活動＞ 

・養蜂、山菜栽培の各プロジェクトの収支結果について、いずれも 

 指標未達であったが、今後に向けて悲観視していない。養蜂の運営 

 規模の劇的な回復に貢献した新たな技能の習得や、山菜の畑地の区 

 画再整備と自主的な拡大など、既に巻き返しの施策は採られている。 
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 これらはいずれも本事業で開催したスタディツアーをきっかけにし 

 た取り組みである。実際、大小さまざまな問題に直面しながらも、 

 収支は前年を凌駕する結果を得た。これら試行錯誤の繰り返しが 

 着実にメンバーたちの経験として培われており、今後のプロジェク 

 トの持続・発展性に期待が持てると考えている（対象：ホイエン村、 

 パボン村） 

・各プロジェクトとも自主的なミーティングや勉強会を継続的に催す 

 など、メンバー間のコミュニケーションは活発である。当初は予定 

 のなかった養蜂、水供給・浄化装置も含め、年次末にはすべての 

 プロジェクトで年次総括・評価ワークショップを開催し、課題の 

 抽出や対応策、今後の取り組みについて情報共有を図った。間断の 

 ない前向きな姿勢は、本事業に対するメンバーの高い意欲と大きな 

 期待の表れであると考えられる（対象：ホイエン村、パボン村、 

 メーパックレ村） 

・水供給・浄化装置の運用が開始され、同時に組織化された管理組合 

 によって日常的な点検・保守、売上金の管理が行われている。売上 

 金は装置の保守だけでなく地域の水源林保全に係る資金として分配 

 され、この組合によって管理されている。本装置の設置は、地域の 

 水の安全を確保することと、地域の水源林を守る取り組みを一枚岩 

 で進めるための体制づくりに貢献している（対象：ホイエン村、 

 メーパックレ村） 

 

＜村落での収入向上プログラム＞ 

・販売計画が当初からなかった育牛を除いて、プロジェクトの収支 

 結果は、いずれも指標を凌駕している。この観点でプロジェクトは 

順調に推移しているといえるが、何よりもメンバーの創意工夫（豚 

の人工授精、魚のエサづくり、石けんのラインナップ強化など）は 

このことに大きく貢献している。養蜂や山菜栽培と同様に、大小さ 

まざまな問題に直面しながらも、試行錯誤の繰り返しが着実にメン 

バーたちの経験として培われており、今後のプロジェクトの持続・ 

発展性に大いに期待が持てると考えている（対象：ホイエン村、 

パボン村） 

・各プロジェクトとも自主的なミーティングや勉強会を継続的に催す 

 など、メンバー間のコミュニケーションは活発である。当初は予定 

 のなかった養豚、生産物加工、育牛も含め、年次末にはすべての 

 プロジェクトで年次総括・評価ワークショップを開催し、課題の 

 抽出や対応策、今後の取り組みについて情報共有を図った。間断の 

 ない前向きな姿勢と、事業開始から今に至るまでメンバーの離脱が 

 皆無である継続率の高さは、本事業に対する意欲と大きな期待の 

 表れであると考えられる（対象：ホイエン村、パボン村） 

 

＜その他＞ 

・森林再生と収入向上を並行して進める本事業システムは、タイ国 

 政府が奨励している同国山岳地帯の開発計画に合致するもので、 

 そのモデルケースとしての期待は大きい。本年次はメースアイ郡長 

 によるプロジェクト視察や、地域開発を専攻するチェンマイ大の 

 学生の視察受け入れを行うなど、周辺地域への認知は徐々に広まり 

つつある。オイスカでは本年次に制作した広報ツール（映像、ノボ 

リ等）を有効に活用しながら、引き続き公的機関との連動を図り、 

積極的な外部発信を継続していく 

・第３年次に予定している追加的なプロジェクト（展示会へのブース 
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 出展、日本への視察研修、最終報告会の開催）では、各プロジェク 

 トの自立、および公的機関（県、郡、天然資源環境省、自治会、 

 学校等）との継続的な関係性の維持を目的とし、各村でのプロジェ 

 クトの運営を担う、あるいは補完する重要な要素として位置づけて 

 いる。これらのプロジェクトを通じて事業終了後の持続・発展性の 

 さらなる強化を図っていく 

・オイスカの指導の下、各プロジェクトは組織化されたメンバーに 

 よる運営、マネジメントがなされており、事業終了後の永続的な 

 活動に向けた基盤は既に整いつつある。現地提携団体スタッフによ 

 る日常的な巡回とあわせ、必要に応じて日本の企業・団体等から 

 側面的なサポートを検討できるなど、活動の持続性を支える体制 

 構築にも取り組んでいる 

 


