
1 

 

ミャンマー日本・エコツーリズム 

 

2014年度、ＭＪＥＴ植林ツアーの記録 
 

８月２3日～８月３１日 

 

 

 

目     次 

           

    要約       2 

はじめに       2 

１． 植林ツアー実施の概要      3 

２． 植林ツアー日誌(4班)     7 

３． 村人と植林する面白さ           11 

４． 交流会      15 

５． 農村生活訪問     17 

６． ゴミ・ゼロ研究     18 

７． 観光事情      19 

８． 健康管理      21 

９． 飲物・食事等     22 

１０．  植林ツアー体験記     23 

１１． In Daing村ゴミ・ゼロ研究基礎調査報告  44 

１２． Kone Tan Kyi村訪問：村民生活及び水資源調査報告 48 

 植林ツアー後記     58 

付録  1. 植林ツアー参加者     59 

     2. 植林ツアー日程表     60 

    3. 写真集      61 

       4. 植林地図      66 

 



2 

 

要約 

目的 ミャンマー中部乾燥地域に位置するバガン郊外の村において、ミャン

マー青少年と交流しながら、協働して植林を行うことによって、地域

の緑化に貢献するエコ・ツーリズムを実施する。 

期間 2014年 8月 23日から 8月 31日まで 

参加者 学生 13名、社会人 8名、計 21名 

植林の場所 Kone Tan Kyi村の共有地他 

成果の概要 

 

1. Kone Tan Kyi 村の共有地において、村人と一緒に、計 1018 本の

苗木を植林することができた。（内 In Daing村で 36本） 

2. 村の人達と一緒に植林し、交流会を行ったことによって、お互い

の理解と親睦を深めることができた。 

3. 「農村生活体験訪問」を通じて、農家を訪問し、その生活環境の

厳しい乾燥した村での森林保護と農村生活条件を見聞することが

できた。 

4. 「ゴミ・ゼロ研究プロジェクト」を In Daing 村において、村人

と一緒に開始することで合意した。 

5. バガンの雄大な遺跡およびポパ山近郊の寺院、風物、地場産業と

ビルマ料理を十分楽しむことができた。 

6. ヤンゴンのミャンマー日本青年協会の会員と交流会を開催して、

相互の理解と親睦を深めることができた。 

 

はじめに  

パートナーの The Nature Lovers Group の U Aung Din は、事前にバガンに赴き、Kone Tan 

Kyi 村の緑化委員会と打ち合わせを行うと同時に穴掘り等の準備を行った。また、In 

Daing 村の緑化委員会と 30本の追加の植林を行う準備を行った。 

植林ツアーにはミャンマー日本青年協会の Daw Thin Thin Yi, U Lin Naing と Ma Shwe 

La Min の３人が同行し、参加者と村人との間のコミュニケーションを円滑にすること

が出来た。 MJET は出発前に 3 回の勉強会と 2 回の打ち合わせ(東京)を開催した。ま

た、特に交流会の準備として、24日、僧院での朝食後、全員が歌と盆踊りの練習を行

った。 

 

植林ツアー参加者 21 名（男性 10 名、女性 11 名; 5 大学から 12 名、小学生 1 名；社

会人 8 名）は、Kone Tan Kyi 村の人々と一緒に約 1000 本の苗木を植林し、交流を行

った。 

 

Kone Tan Kyi村の人達は、ツアー一行を村人総出で大歓迎してくれた。言葉の不自由

さもあったが、片言のビルマ語と手ぶり、身振りで何とか会話し、意思疎通を図るこ

とが出来た。参加者が農家の多くを訪問して歓迎されたことは、特筆すべきことであ

った。 
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1.植林ツアー実施の概要      

神田道男 

 

実施期間：2014 年 8 月 23 日(土)から 9 月３日(水) 

参加者：21 名（内訳：社会人８名 学生・院生 12 名、児童 1 名） 

MJET 会員：4 名、学生部会員：1 名 

日程の概要： 

8 月 23 日（土）：移動（東京－ヤンゴン：ANA 航空利用）（ﾆｭｰ･ｱﾔｰﾙﾎﾃﾙ） 

   24 日（日）：僧院における日本語クラス・付属学校との交流プログラム 

        ：シェダゴンパゴダ参拝 

   25 日（月）：移動（ヤンゴン－ニャンゥー：エアーＫＢＺ）(ﾀｼﾞﾝ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾎﾃﾙ) 

        ：植林状況視察（タン・シン・チェ村、イン・ダイン村） 

        ：講義（バガン地方の植林の現状：環境省林業局） 

   26 日（火）：植林状況視察（イースト・パッソー村） 

：植林活動（コンタンジ村：約 600 本） 

27 日（水）：植林活動（コンタンジ村：約 360 本） 

：コンタンジ村の若者とサッカー試合（15 分Ｘ２）（1:1 ） 

        ：Sun-set、(パゴダ) 

   28 日（木）：A 班：記念の森植林（約 30 本）・ゴミ調査（イン・ダイン村） 

：B 班：農村生活体験プログラム(コンタンジ村) 

：遺跡視察(アーナンダ寺院他) 

        ：村人との交流会（コンタンジ村集会場） 

   29 日（金）：移動（ポパ山→ネピドー→ヤンゴン；高速道利用、バス） 

   30 日（土）：ヤンゴン市内視察（民族村、ボジョウ市場） 

        ：移動（ヤンゴンー東京） 

   31 日（日）：東京着 

  （藤村、神田のみ） 

   31 日（日）：移動（ヤンゴン→ネピドー） 

 9 月 1 日（月）：農業省農業研究局（バガンにおけるネリカ米栽培試験の協議） 

        ：移動（ネピドー→ヤンゴン） 

    2 日（火）：Nature Lovers との打ち合わせの後、移動（ヤンゴン→東京） 

    3 日（日）：東京着 

 

 植林活動 （コンタンジ村） 

  ・植林は 26 日と 27 日の 2 日間、コンタンジ村（タンシンチェ村とイーストパッ

ソウ村の中間）を対象に行った。同村は人口 785 人、177 世帯。 水について

は、イラワジ川からの導水と BAJ（日本の NGO）による深井戸を活用してい

た。 

・植林は２日間にわたり、小学校を囲むように、構内の北側、東側、南側（A 地

区）に 619 本と小学校の北側の深井戸のポンプ小屋の周辺の平地（B 地区）に
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363 本を植林。なお、内訳は下表参照。 

・植林穴は約 1.5ｍ間隔におおよそ 40ｃｍの真四角のものを村の方で準備。また

牛糞を肥料として準備。雨が降らなかったため、村人が 2 日ほど前に穴を掘っ

たとのこと。 

・区画図はパートナーである「Nature Lovers 」により作成されていたが、25 日

に神田と平田で現場確認して修正し、植栽計画図を作成した。 

  ・苗木は「Nature Lovers」が準備し（ジマー、ココ、ユーカリ、イエ・タマー

ル、チーク）あらかじめ搬入してあったものを使用した。 

・参加者を 4 つのグループ（マンゴ―班、メロン班、パパイヤ班、パイナップル

班）に分け、村人も班毎に分けてパートナーを作り、各班毎に協同で植林を行

った。 

 

表１ 植栽地別 樹種別植林概数                  (単位：本数) 

植 栽 地

／樹種 

Kokko Yinmar Teak Eucaly 

ptus 

Yay 

Tamar 

Tamar Meze  計 

Ａ 地 区 

(26 日) 

１５７ ４４６  ９ ７     ６１９ 

Ｂ 地 区 

(27 日) 

 １１  ９７ ２０７  ４７  1 ３６３ 

C 地区 

（28 日） 

 ２１    １５  ３６ 

合計 １５７ ４７８ １０６ ２１４  ４７ １５ １ １０１８ 

注：ＡとＢは Kone Tan Kyi 村； Ｃは In Daing 村 

 

  ・以下のドナーの樹を植林。内訳は、企業の森（１）240 本、恩師の森（１）30

本、家族の森（６）450 本、二人の森（３）160 本、個人（22）120 本 計

1000 本を負担。現地で 18 本を追加して合計 1018 本を植林した。 

       ＊企業の森：MJET Forest 252 本、 

    ＊恩師の森：Yamguchi Memorial Forest 36 本、 

＊家族の森：The  Arpad  Forest 30 本、The Brewka Forest 60 本、 

The  Kishida  Family Forest 30 本、The Arc Nakamura Forest 

30 本、 The Haruyuki Forest 200 本、  The Fujimura and Hirota 

Forest 100 本、 

    ＊二人の森： The Toshio and Ayumi Forest 60 本、The Nobuyuki and Yukari 

Forest 50 本、The Yuji and Azusa Forest 50 本 

＊個人：Sai Kyaw Tun10 本、Tsunemichi  Hirata10 本、 

Yumiko Okamoto 5 本、Sakiko Ishizaka 5 本  Yui Orihara 5 本、

Makoto Takase 5 本、Masahiko Hatumi 5 本、Yutaka Nemoto 5 本、

Nanami Nakazawa 5本 Yurika Fukagawa 5本、Mariko Kojo 5 本、
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Ayumi Yashiro 5 本、Tomomi Ooeda 5 本 Ai Baba 5 本、Michio 

Kanda 5,本、Yoshitomo Fukunaga 5 本、Keiichi Suzuki 5 本、 

Yoshiko Suzuki5 本、Hiroshi Yasuda 5 本、 Mari Suzuki 5 本 

TomoakiYoshida 5 本 Hidemi Yoshida 5 本  

  ・植林後の名札付けは Nature Lovers が名札を作成し、MJET が仮名札を付ける

分担で行ったが、効率的作業は引き続き課題である。 

 

過去の植林の生育状況 

タンシンチェ村 

25 日のバガン到着後、第 28 小学校で歓迎行事があった。3 月のモニタリングで確

認したように、樹種によって生育状況が異なり、メザリ、タマールの生育は順調で

ある。小学校横の地区では、同じ樹種であっても 2008 年から 2011 年までの時期の

異なる植林が見られ成長を比較できる。2008 年のものは、幹の直径が 15cm を越

えている。他方、パゴダ裏のチークは一部を残し枯死したものが多い。 

 

イーストパッソウ村 

洪水により枯死した地区は、村の共同作業場などに使われている。26 日に訪れた時

には、前夜の豪雨により、みず道が多くできており、ポンプ小屋の周辺の植林が枯

死した原因が理解された。第 43 小学校、パゴダ前のチークは順調に生育している。

順調に生育していたユーカリ林はシロアリにより枯死する樹が増加しつつある。 

 

生育状況から判断すると、チークは水に強く、ユーカリは水分が多いとシロアリの

害に合い易いように思われる。例年、この時期には満水に近い貯水池が、今年は、

わずかの水しか見られなかった。 

 

インダイン村 

2012 年に植林した、村の入り口の右側斜面は、ココなどが大きく成長しているの

に対し、その他の樹種は低調な状況である。斜面の場合、場所による生育の違いが

大きいように感じられた。2013 年の植林地は順調な生育が見られた。いずれの地

区も、家畜などの被害にあわないよう、有刺鉄線の垣根が作られている点が他の村

と異なっている。 

 

交流活動他 

・ヤンゴンの僧院、バガンのコンタンジ村、の２か所で交流会を開催した。 

・僧院では、午前中に瞑想を実施。午後に日本語教室の生徒と付属の小中学校の生徒

による盛りだくさんの踊りが披露され、MJET からは歌、手品、踊りが披露され盛

会であった、その後、日本語教室の学生と MJET との間で小グループに分かれて懇

談を行った。 

・村では MJET と村の子供、交互に出し物（歌、踊り等）を行い、村人も多数参加

し盛会であった。雨が予想され、会場が集会場の屋内であったため、十分なスペー
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スがなかったのは残念であった。 

・農村生活視察プログラムとして、コンタンジ村の農家訪問を行った。村内における

菓子づくりや村外で働く若者からの仕送りなど、予想以上にお金が回っていること

が理解された。 

・インダイン村のゴミ調査は、記念の森の植林に時間をとられ、また、突然の豪雨に

より予定通りに行うことができなかったが、植林のために集まった村人の集会を活

用して、ゴミ処理の現状につきヒヤリングすることができた。循環型社会である村

では、ゴミという観念がない、あるいは異なることが印象的であった。 

 

ネリカ米をバガンの村において試験栽培する可能性 

  バガン地区では、雨量や土壌の関係で稲作は行われていない。乾燥地に強いネリカ

米の試験栽培の可能性につき、昨年依頼して実施した農業省の圃場での試験結果を

踏まえ、植林対象地である、タンシンチェ村、イースト・パッソウ村、インダイン

村の農家圃場での試験栽培の可能性について、農業研究局と協議を行い、同局が 3

つの村で試験栽培の準備を進めることとなった。 
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2.植林ツアー日誌(4班)     

マンゴー グループ 

 グループ班長 

石坂咲希子 

 

マンゴー班の活動について振り返っていきたいと思います。 

 

8 月２６日 

コンタンジ村での植林活動初日。私たちマンゴー班のメンバーは学生三人と社会人の

方、それに MJET の神田さんの五人です。神田さんは全体の指示や管理を行っていた

ため、四人での活動が中心でした。当初は午

後から植林を始める予定でしたが、やる気溢

れる村人と共に午前中には目標の半分ほどを

終わらせることが出来ました。植林は概ね順

調にいきましたが、グループ毎に担当する土

地が決められていたにも関わらず、土地の状

況などの影響で、なかなか地図の区分け通り

にはいきませんでした。しかし他の班と協力

して行うことで比較的早く目標の本数を植え

ることが出来ました。炎天下の中、長い時間 

活動していましたが体調を崩した人はいません

でした。 

 

8 月２７日 

植林活動二日目。前日は村人とペアで活動するというよりほとんど個人活動でしたが、

この日は植林前にしっかりとペアを決めてからのスタートでした。午前中には前日の

残りを終わらせ、お昼の休憩をとり午後はコンタンジ村の人々とサッカーの交流試合

をしました。 

 

全体を振り返って 

植林活動では天気に恵まれ、慣れない土地でありながら誰も体調を崩さなかったこと

は非常に素晴らしいことだと思います。四つの班に分けたことにより集合時の人数確

認などをスムーズに行うことが出来ました。植林活動以外で班毎の活動があまりなか

ったのが少し残念でしたが、マンゴー班全員がそれぞれミャンマーを満喫していたと

思います。 

 

 

 

 

 

班ごとに植える位置を確認中 
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メロン グループ 

 グループ班長 

八城明弓 

 

植林ツアーでは実際にグループ一丸となり作業する機会が植林当日の二日間であった。 

まず初めに植林の流れを説明する。植林班長が指示を出し、それぞれが村人２～３人とペ

アを組み与えられた場所の作業を行った。その後、添え木を付ける作業、ネームプレート

を付ける作業を行った。今年に限っては雨が降ったこともあり水やりの作業はなかった。 

 

植林活動は実際とても大変な作業となった。なぜなら連日雨が降り事前に村人が掘ってい

たほとんどの穴が水浸しになっていたからである。スコップやお皿、更には手を使い村の

子供も加わり水の除去を行った。しかし、水を除去しても土が粘土質なのも関係し、なか

なか思うように植えることができなかった。 

 

メンバーも慣れない作業の中自分の与えられたことをパートナーと協力しながら黙々とこ

なし、水浸しになるなどアクシデントがあったものの比較的作業自体は早く終わったので

はないかと思う。そうすることができたのも、今回の参加者が植林をしっかりするぞと、

心構えをしており例年続いていた体調不良者もあまり出なかったからではないかと私は感

じた。 

 

今回一番苦労したことは私含め他のメンバーも、村人の作業の完成像と日本人側の完成像

が違ったことだと思う。村人側は植えれば終わりというように次々次に植林をしていくの

に対して、日本人側は一つ一つ丁寧にしっかり植えていくという異なる完成像を持ってい

た。そのこともあり、大半のメンバーがビルマ語が話せない状況で村人の先へ先へ作業を

進めてしまうことを止めることができずにいたことが問題となった。そのこともあり村人

が植えたものや日本人側が植えて上手く出来なかったところを直す作業が増えてしまった。

このことから言葉が通じなくともジェスチャーや他にも工夫をしてお互いの考えをすり合

わせる大切さを学ぶことができたのではないかと感じた。 

 

このような中で改善するべきだと感じることもあった。まず、ネームプレートは毎年現地

パートナーが手書きで作成をしていてくれているが、今年は苗を植え終えてもネームプレ

ートが仕上がっていなかった。この点に関しては、ツアーメンバーも植林をしに来ている

のであるから日本人も一丸となりツアーの前半に作成時間を設けられると良いと感じた。

実際に私は作成の手伝いをしたが地道な作業であり印刷をするなど効率を良くする考えも

必要なのではと考えた。しかし、手書きだからこその温かみもあるということも忘れては

ならないとも思う。 

 

次に、作業の指示をだれが出すのか事前にしっかりと打ち合わせが必要だとも感じた。 

当然、現地に行かなければ状況など多くのことは分からないが日本で指示はどう出すなど

決めておければ作業効率は格段に上がりミスも減るのではないかと思う。 
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このようにアクシデントを自分がどうしたら上手くいくのだろうと考える良い機会になっ

たと思う。そして村人との触れ合いで多くのメンバーが言葉よりも大切なことを多く学ん

だと思う。 

 

 

パパイヤグループ 

 

グループ班長 

古城真理子 

 

パパイヤ グループは平田さん、高瀬さん、中澤さん、吉田友翠くん、古城の５名で

あった。年齢層はバラバラだったが、植林では協力しながら作業を進められた。まず、

平田さんは助言を下さり、植林班長であった高瀬さんは植林地図を見ながら私たちに

指示をしてくださった。そして中澤さんは村人と楽しそうに木を植えていた姿が印象

的で、友翠くんはツアーの最年少者として誰にも負けない元気で私たちをリードして

くれた。 

 

体力のない私は班長であるにも関わらず、みなさんに付いていくのがやっとで少し足

手まといになっていたかもしれない。今回感じたのは自分が木の名前をあまり知らな

いということで、次回参加する時には木の名前をミャンマー語で覚えていくともっと

スムーズに植林ができるかもしれない。今後の課題としたい。 

 

しかし、時間をかけず、スムーズに木を植えることはもちろん大切だが、それに加え

て農民やツアー参加者同士の交流の時間が十分に取れる植林ツアーが理想であると私

は思う。 

 

     

環境省の事務官が農民に植林について説明  植林直前のようす（コンタンジ村） 
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パイナップル グループ 

グループ班長 

初見昌彦 

 

パイナップル グループで特筆される出来事は、班員全員が役割を持ってきちんと行

動できたことであると考える。その理由として、例えば、副班長であった大枝さんで

ある。大枝さんは、班長の私がミャンマーに到着することが他のツアー参加者よりも

２日ほど遅れてしまったせいで、副班長の大枝さんが、植林ツアーが終わるまで、バ

スの中で班の人数を確認してくれた。班長の仕事として、班全体が楽しく植林と観光

を楽しめるようにチームの融和と強調を維持できるようにリーダーシップを発揮する

という役割があったが、大枝さんは自然とそれらの行動をとることができ、ミャンマ

ーで初めて出会ったときも、大枝さんから私に挨拶をしたりと高い意識を行動してい

たと感じることができた。大枝さんにはとても感謝している。 

 

大学１年生の深川さんは、交流班班長として、シャボン玉を作ってくれたり、イベン

ト準備などをしてくれた。ここからは年上の方々になってしまい、私が物事を述べる

のは大変、おこがましいが、鈴木慶一さんはサッカーの時に、とても上手なキーパー

の姿をみせてくれた。吉田先生は農家訪問の際、ツアー参加者をまとめて頂いた。

MEJT の藤村さんには、私が植林をした際にトゲが刺さってしまったが、健康管理を

しっかりとして下

さり、不安要素を取

り除いて頂けた。こ

のように、班員それ

ぞれが自主的に行

動していたことが、

パイナップル班の

特筆されるべきこ

とであると考えた。

ありがとうござい

ました。 
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3. 村人と植林する面白さ     

マンゴー班 

植林班長 

根本 優 

 

植林を村人と行う楽しさを私は三つ感じることが出来た。一つは言語が通じなくても

非言語でのコミュニケーションが取れることである。私のグループのメンバーは村の

方々と積極的にコミュニケーションを取っていて楽しそうに談笑をしている姿や作業

をして盛り上がっていたのが目に浮かんだ。私自身も、炎天下の中、作業を行いなが

ら笑顔で現地の方と『暑いですね』、『ありがとうございます』などの言葉をビルマ

語や英語、時には非言語で交わした事や一緒に写真を撮ったことを鮮明に覚えている。

何もかもが楽しかった。この経験はきっと普通のことだと思うかもしれないが、植林

も村人との交流も初めての私にとっては大きな経験だった。 

 

二つ目として私の植林に対する考え方が大きく変わった。その考えとは自分が植えた

苗木の成長を来年、自分の目で確認し、新しい苗木を村人と一緒に交流を図りながら

植えていきたいなと思えたことである。その理由は苗木を植える前はあまり木に愛情

はなかったものの、苗木が植えられた一面を見た途端に「また来年も見たい」と思え

るようになったからである。 

 

そして、もう一つ私の中の印象が深かったのは村人の温かい人柄に触れることが出来

たことである。私は、失礼ながら日本人に興味を持った物好きな人とかが来るのでは

ないかと勝手な偏見と警戒をしていたのだが、その警戒がすぐに解けるほど村人の

方々が笑顔で接してくれた。また、率先してお手伝いをしてくれて、しかも植林中で

はない、食事のおもてなし、村人とのサッカーなどでも私達に温かく接してくれたこ

とが大変ありがたく思ったとともに、警戒していた事がすごく申し訳ないと思ってし

まった事を覚えている。 

 

これらの三つは私の人との接し方の意識を大きく変えて

くれた上にこれからの自分の生き方につながる本当に良

い経験になった。 

 

最後に、私は、周りのメンバーと比べて、村人との交流が

深かったわけではないが、少ないながらにもたくさんの良

い発見や良い刺激があったのは事実である。また、来年こ

のツアーに行けるチャンスがあるのなら先にも述べたと

おり今年植えた木の成長を確認し、今年以上に村人との交

流を深めながら植林を楽しみたい。 

 

この写真は私が植えた苗です。こんな小さいものが大きくなることを考えると楽しみです。 
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メロン グループ 

植林班長 

 折原優衣 

 

メロン グループのメンバーは、折原・八城・鈴木（真理）・安田・福永の５人でした。

実際に植林するときは、福永さんはお身体の関係で出来なかったので４人で行いまし

た。メロン グループの範囲は、一日目の小学校の校舎の北側、校舎を正面に見て左

サイドを担当し、二日目は植林エリアを正面に見て一番左側を担当しました。 

 

一日目は、きちんと植林工程の確認ができていないまま植林が始まってしまったのと、

村人の都合もあってその場の状況に応じて、それぞれグループ毎に与えられたエリア

で植林はしなくても良いという指示がきました。しかし、私たちメロン グループの

エリアは個人の苗を植えたスタート地点から校舎裏直線上のエリアではなく、校舎横

の範囲だったのでそのまま他のグループと一緒に校舎裏のエリアをやらず、自分達の

エリアで植林をしていました。その時は何人かの村人と、子供達が手伝ってくれまし

た。みんなが校舎裏の植林をしている中、少ない人数で私たちは黙々と作業をしてい

ました。安田さんと鈴木真理さんがテキパキ村人に指示して植林してくれたおかげで、

無事に自分達のエリアを終わらせることができました。 

 

二日目は、以下の写真のように村人とチームを組み、一人一人パートナーと共に作業

しました。私たちのエリアは、前日の大雨で巨大な水溜りができてしまって、いくつ

か穴が塞がってしまいました。単体で水溜りのあった穴は、村人と八城さんが水を外

にかき出してくれたので植林することができたけれど、いくつもの穴を塞ぐ程の巨大

な水溜りの場所では植林することが困難だったため、違う場所に穴を作って植林しま

した。 

 

メロン グループは、真面目

に黙々と作業するメンバーだ

ったので、他のグループより

終わるのが早かった気がしま

す。植林に慣れている八城さ

んは村人と共にずっと素手で

やっていたので驚きました。

言葉が通じないなりに頑張っ

て村人とコミュニケーション

を取り、一緒に汗をかきなが

ら作業するのは楽しかったで

す。 
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パパイヤ グループ 

植林班長 

高瀬  諒  

 

パパイヤ グループは、平田 経倫、古城 真理子、高瀬 諒、中沢 七海、吉田 友翠の

5 人で植林を行いました。40 度近い酷暑と猛烈な日差しのなか、村の皆さん、小学校

の子どもたちと共にたくさんの苗木を植えました。以下にパパイヤ グループの植林

の様子を写真とともにご紹介します。 

 

   

最年少（小学 5 年）友翠君 一緒に植林した子供達     大学 1 年生 3 人組 

 

 

 

    

   チーク         インマー       ユーカリ 

 

  
 

 

 

今回は、左から順に Teak(チーク)、Yinmar、ユーカリの 3 種類の苗木を植えました。 
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パイナップル グループ 

植林班長 

大枝友美 

 

私たちは 8 月 26 と 27 日の 2 日間にわたってコンタン

ジ村の小学校周辺に、村の人達と一緒に植林活動を行っ

た。まず活動の前に現地の環境省森林局の方から苗木の

植え方や注意点などの簡単な説明を受けた。苗木を植え

る為の穴は、私たちが着いた時点で村の人たちが掘って

くれていた。 

 

植林活動は私たち日本人と村人とのペアで行われた。私たちには予め植林マップによ

って自分が植える箇所が割り振られていた。しかし植林が始まると、村の人達は農作

業に慣れている様子でとても手際がよく、次から次へと苗木が植えられていった。さ

らに村人に自分の植える箇所が決まっていることをうまく説明できなかったのもあり、

植林箇所が混同してしまい、割り振りに関係なく作業が行

われてしまっていたところがあった。植林マップ通りには

できなかったものの、できていないところをどんどん植え

ていくような形で、全体的にはスムーズに植林作業ができ

たと思う。 

 

日中は暑いので、お昼ご飯をごちそうになった後には、子

供たちと遊んだり、タナカと呼ばれるミャンマーの伝統的

なお化粧を塗ってもらったり、村人に鈴木さんの綺麗な歌

を披露したりして交流を深めた。午後には残りの植林と、

苗木の成長を安定させる為の添え木を付ける作業をし、1

日目を終えた。 

 

植林 2 日目も朝から村を訪問し、村の別の場所に植林を行った。グループ毎に植林箇

所が分けられており、グループのエリアが旗で区切られていて分かりやすかった。作

業に慣れてきたのもあり、前日よりもさらに手際よく植林を行えたように思った。パ

ートナーとは、お互いに英語があまりできなかった為にほとんど会話ができなかった
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が、身振り手振りで意思疎通ができた。パートナーの方は作業がとても速く、作業に

不慣れな私のスピードに合わせてくれていた。私もできるだけ足を引っ張らないよう

に一生懸命に取り掛かった。2 日間パートナーと一緒に作業していく中、自然と役割

分担ができ、言葉が通じない中でも心が通じ合えたように感じた。そしてこの日の午

後からネームタグ付けを行った。数名が苗木の種類、植林した位置、作業者の名前を

全て手書きで一枚一枚書いてくれていた。その間、残りの人達は何もすることがない

時間があったので、もう少しこのタグを書く作業を分担すれば、もっと早くタグ付け

を終わらせることができたのではないかと思った。2 日間かけてコンタンジ村でのす

べての作業を終え、達成感を村人と分かち合えた時は、喜びと同時に終わってしまっ

た寂しさも感じたことを覚えている。 

 

今回のコンタンジ村での植林活動の前日に、これまでの植林ツアーで他の村に植えら

れた木々の経過を見に行った。すくすくと育っている木もあれば、気候の影響や土地

の環境によって枯れてしまった木も多く見受けられた。正直その時は木々の成長の喜

びや枯れてしまったことの悲しさをそこまで強く感じなかったが、今回実際に自分が

植林を行ってみて、自分や他の人たちが植え

た木々が将来にわたって大きく育ってほしい

と心から祈った。私たちは苗木を植えるだけ

で、その後のお世話は村人たちに任せるしか

ないので、申し訳ない気持ちにもなった。今

回の植林活動を通して、言葉は通じなくても

村人たちの優しさをたくさん感じ、本当に暖

かい気持ちになった。一緒に何かを成し遂げ

ることの喜びや、その過程で心が通じ合って

いくことの素晴らしさを感じた。 

 

 

4.交流会             

藤村建夫 

交流会はヤンゴンとバガンの 2か所で実施された。 

ヤンゴンでは Dhamma Vihara 僧院の「ミャンマー日本青年協会（MJYA）」との共催

で開催され、同僧院の小学生 100 名と先生に加えて、日本語教室の学生多数が参加し

た。小学生の踊り、MJYA の学生の踊りと歌が披露された。日本側は、鈴木佳子さん

の独唱で「千の風にのって」および全員で、「若者たち」とビルマ語で「北国の春」を

披露した。続いて盆踊りの「東京音頭」と大きなシャボン玉、根本さんの「バナナの

気合い切り」の手品を紹介し、最後にフォークダンスの「マイムマイム」で締めくく

った。僧院の１階の広い教室で行われたので、人数の割に狭いため、やや息苦しく暑

かった。今回は、ミャンマー側の演目が多く、全体として３時間半かかったので、最

後の日本語クラスの学生との会話する時間が少なくなり、押せ押せになった点は否め

ない。しかし、総じて楽しい時間を過ごすことができた。 
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日本語クラスの学生による踊り  小学生の踊りに参加して踊る日本人学生 

 

               

「若者達」を歌う MJETメンバー      小学生の踊り       

 

バガンではコンタンジ村の集会所において、交流会が開催された。雨が降らなければ

広場に舞台を作って開催される予定であったが、生憎、滞在中は夕方に雨が降ること

が多く、リスクを避けるために狭い集会所での開催となった。このため、観客は会場

からあふれ出る盛況で、とても蒸し暑く良い環境とはいえない状況にあった。ミャン

マー側も７つの演目を用意していたので、日本側は手品を割愛して、歌、シャボン玉、

盆踊りとマイムマイムの４つの演目を披露した。場所が狭いため、踊りも十分出来に

くい面もあったが、何とか終了することができた。やはり、広場での交流会が望まし

いと感じられた。村人は非常に感動し、終了後に MJETのメンバーが会場を去る時には、

バスの回りを取り囲み「さよなら」と「有難う」の連呼でみなを見送ってくれた。村

人と非常に心が通ったように感じられた瞬間でもあった。 

   

「東京音頭」を踊る MJETメンバー         村の少女の踊りに参加した MJETの女性 
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5. 農村生活訪問：Kone Tan Kyi村の農家 

鈴木真理 

 

8月 28日 の午前 9時から 13時まで、11人で農家を訪問した。参加者は Thin Thin Yee、

Shwe La Min、安田裕、深川友里加、馬場愛、初見昌彦、平田経倫、吉田秀美、高瀬諒、

中澤七海、鈴木真理である。 

 

最初に村長さんから村の概要について、ブリーフィングを受けたのち、全員が 2 つの

グループに分かれて農家を訪問し、質問を行って村の概要を理解することができた。 

 

１．人口 

世帯数は 174 世帯で人口は 885 人である。（男 385、女 500） 男 385 人以外に男性約

300 人がマンダレーやヤンゴンに出稼ぎに行っている。出稼ぎなどの仕送りなしで農

業のみで生計を立てている家は 60%。平均年齢層は 20 歳代が一番多い。最高齢は 99

歳女性。90歳以上は 2人、75歳以上 35人、高齢者は女性が多い。 

 

２．教育 

小学校は 1 校で、中学は 1 マイル（1.6 キロ）先の村へ徒歩か自転車通学する。幼稚

園生は 8人、小学生 45人、中学生 25人である。小学校、中学校、高校の学費は無料。

小学校 5年（0～4年生）、中学校 4年（5～8年生）、高校 2年（9，10年生）で 5歳か

ら小学校に通学する。授業は朝 8 時～16 時まで。昼休みは 11 時～12 時で皆自宅に帰

り食事する。2 月が終業で 3 月～5 月が夏休み。進学率は小・中学校 100%、高校に殆

どが進学するが、大学は 50%のみ。大学はマンダレーの大学進学が多い。通信教育中

心で 1 ヶ月程度のスクーリングがあり、サイエンス系は土日に授業がある。卒業後は

政府、ホテル、レストランなどに就職するため、村から出ていく。 

 

３．電力 

村は電化していない。今年電化の計画があるが具体的には未定であり実現するかわか

らない。村の僧院に農民がジェネレーターを寄付したので、これを村道の明かりに使

っている。ソーラー＆バッテリー費用は 20 万～30 万チャット以上かかる。スマホ、

家の電灯、ラジオ、テレビに使う。冷蔵庫はない。スマホは 174 世帯中 100 世帯が持

っている。ただし 1 世帯あたり 1 台。3 万チャット以上する。SIM カードは 1500 チャ

ットで政府から順次供給されている。スマホ料金はプリペイドカードを使用する。5000

チャットと 1万チャットの 2種類がある。通話は 1分 50チャット、Webは 1分 4チャ

ット。 

 

４．訪問先 

雑貨屋は村には計 8 軒あり、その内の 1 軒には日本製のテレビ、バイク、車（村の救

急車として使用）がある。野菜、コメ、菓子、味の素、ばら売りシャンプー、ビンロ

ウなどを売っている。店主は大卒女性。商品はニャウンウーまで行って仕入れる。 

菓子工場はミャンマーの伝統的な菓子を製造している。 

薬の卸業は西洋薬をタイ経由などで輸入している。 

ピーナッツ加工業はピーナッツオイルを作り、殻は牛のエサとなる。 
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６． ゴミ・ゼロ研究      

古城真理子 

         

8 月 28 日、涼しい午前中の時間帯に調査を行った。まず、村に着いた筆者はインダイ

ン村ゴミ・ゼロ研究全体をリードしてくださっている神田理事と共にインダイン村の

どこにゴミが廃棄されているのかを目で見て確認するため、村の内外のゴミ捨て場を

探した。ゴミ捨て場は村の中にはなく、外側で見つかった。ゴミはそのまま捨てられ

ているものもあれば、一度焼いて灰になったものもあった。このゴミ捨て場のゴミの

量と種類を見て、インダイン村にはゴミ（ここでは廃棄するしかなくなった不要なも

のを言う）はあまり発生していないのではないか、と私は推測した。 

     

インダイン村のゴミ捨て場      焼いて捨ててあった廃棄物 

 

次に、村での植林を終えた藤村会長たちと合流した後、村人や村長さん等のゴミ意識

調査を村の集会所で行った。当初の計画では、日本側の調査班が二つのグループに分

かれて村を回り、インタビューする予定であったが、村長さんや学校の先生を含む多

くの村人が集会所に集まって下さったので、全員から多くの意見を聞くことができた。

通訳はアウンディンさんにお願いした。村人が多く集まったので、インタビュー形式

ではなく、全員に対して藤村さんがゴミの問題を提起し、村人がそれに答えるという

形で行われた。この間、猛烈な雨が降り、歩いて村をまわるのは困難な状況になった

ので、集会所での質疑応答は幸いであった。 

 

私は村を訪れるまでは、ミャンマーの発展やバガン観光地の進展によってインダイン

村でもゴミの量が増えてきたとか、ゴミの廃棄の仕方に困っている、といった問題が

出てきているだろうと考えていたが、そのような問題はまだインダイン村には出現し

ていないようであった。つまり、この村では資源循環型社会が現在に至るまで続いて

いるのである。私が提起していた「インダイン村でゼロ・ウェイストを実現するため

には何をすべきか」という問題自体が間違いだったと気付いた。そうではなくて、「イ

ンダイン村は、循環型社会を実践しているが、今後所得が増大し、それにつれて消費

が増大すれば、ゴミが増えることは必定で、いかにしてこの循環型社会を存続させる

ことができるのか、そのため将来に渡ってなすべきことは何か」ということを考える

必要があると思われた。今回のインダイン村の調査は循環型社会とゴミ・ゼロ研究を

行う上で重要な調査となった。 
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7.観光事情 

中澤 七海 

  

私は今回初めてミャンマーの地を訪れた。ミャンマーに到着後一番初めに行った先は、 

ヤンゴンの中心部に存在する寺院“シュエダゴン・パゴダ”である。シュエは金を表

し、ダゴンはヤンゴンの古い名前だそうだ。名前の通り、何枚もの金のプレートで覆

われていて高さは約１００メートルあるという。パゴダの周りを回ることが出来、ゆ

っくり見て回るとだいたい１時間以上はかかるであろう広さであった。ここで私が感

じた日本の寺院との違いは、ミャンマーの寺院は入る前に服装のチェックをしないと

いけないのである。ショートパンツは禁止、靴・靴下は脱いで素足で上がることなど

寺院に訪れる際は必ず守らなければならない。ミャンマーにはもともとロンジーとい

う長い布をスカートに見立てて着る伝統的な衣装があり、あまり女性でも脚を見せる

という習慣がないらしい。パゴダの近くに行くまでの間には長いエスカレーターがあ

り何とも現代的な雰囲気を醸し出していた。観光客も多く訪れる場所だからであろう。

裸足で乗るエスカレターは初めてで少々抵抗を感じてしまった。しかし日本の寺院と

はまったくと言っていいほど違い、美しく幻想的な世界であった。 

  

 

 

 

うお 

 

 

 

 

 

  

 

次に小学校を訪れた時のことについて述べる。私たちが訪れた小学校には家から通っ

てきている普通の小学生と家庭の様々な理由により家にいることの出来なくなった子 
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供達が僧侶として学校で寝泊まりしながら学習している子供たちがいました。皆笑顔

でむかえてくれ、とても親しみやすい子供達ばかりであった。しかしそんな中にもシ

ャイな子もいて何だか日本の子供たちと同じなのだなと感じさせられた。孤児として

小学校に寝泊まりしている子供達は、皆同じ服装でえんじ色の布をまとったような恰

好をしていた。彼らはそこで僧侶としての修業もしているらしい。ミャンマーの僧侶

達は日本にいるお坊さんたちとは違い、現在はどうかとまでは聞き出せなかったが、

生涯結婚をしないと聞き私は驚いた。 

 

ヤンゴンの街を歩いている限りでは観光客というような感じの人々は見受けられず、

あまり観光スポットではないのかな？と感じさせられた。しかしヤンゴンならではの

街並みや車の騒々しさを味わえたと感じている。 

 

次にバガンについてまとめてみたい。バガン訪問の主な目的は植林のボランティアで

あったので観光という観光はあまりしていないが、バガンの地はとにかくパゴダが多

い！という印象が私の中ではとても強く残っており、とくに建物も何もない場所であ

った。バガンはミャンマーの中でもリゾート地と呼ばれていて、どこのホテルもとて

もきれいな所で一瞬ミャンマーにいることを忘れてしまうくらいのところであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんなバガンではサンセットやサンライズを見に行ったりパゴダの遺跡に登ったりし

て、とてもゆったりとした時間を過ごしました。パゴダはヤンゴンにあるものと同様、

服装に関してはとても厳しいものであった。 

 

バガンでの植林活動、村の人々との交流会を終

えヤンゴンに帰る途中にポパ山の途中にある

Taung Kalat という山に登った。山に登るとい

っても頂上まではずっと長い階段になっており、

メンバーの話によると９００段はあったそうだ。

頂上からの眺めは長い道のりの疲れも一気に吹

き飛ぶような最高の眺めであった。その後ポパ

山の見えるリゾートホテルに移動しバガンでの

最後の昼食をとったが、そこから改めて Taung 
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Kalat を見てみるとまさに天空の城のように浮かび上がり美しい限りであった。 

 

ミャンマーに行くのは今回が初めてであり、決して観光出来るような場所ではないと

勝手に思い込んでしまっていたが、そんなことはなく、日本では味わえないような事

ばかりを体験することが出来たと私は感じている。二度三度と行きたくなるミャンマ

ーであった。まだまだ知らない場所もあると思うので再びミャンマーに行きたいと感

じた。 

 

 

8. 健康管理：ミャンマーで健康にすごすために 

馬場愛 

 

私にとってミャンマーにおいての健康管理は、当たり前だが日本にいるときと異なる

ことが多かった。たとえば環境面では、ミャンマー、特にヤンゴンで木の多い所は蚊

に刺されることが多い。さらにそれらの蚊がマラリア、デング熱の原因にもなりうる

ので刺されないよう十分気を付ける必要があった。しかし日本では私の場合、刺され

た時に対処するだけである。さらにミャンマーでは野良犬がいっぱいおり、それらの

犬が狂犬病に感染している可能性がある。したがって、犬にかまれないこと、事前に

予防接種することが必要である。しかし日本では野良犬が狂犬病に感染している可能

性という話の以前に野良犬をほとんどみかけない。また、ミャンマーの水道水の水質

が悪いので、日本の水と同様に使うことは避けるべきである。そのため、ホテルには

ペットボトルに入った飲料水が置いてあり、またそれらを買うとしてもそれほど高く

なく、４００チャット位で日本円にしたら４０円くらいである。例を挙げれば切りが

ないが、ミャンマーと日本の生活環境は異なることが多く、事前に情報を得る必要が

あった。 

 

この環境面の違いはやはりミャンマーは発展途上国であるし、誰しもが想像すること

である。しかし、私は今回のミャンマーの滞在を経て、健康管理のためには、文化面

における違いの面でも配慮が必要だと思った。つまり、文化面での違いがストレスと

なり体調を崩しかねないので、それを配慮する必要があるということだ。私がミャン

マーの料理店で夕飯を食べた時の話だが、白いコップに口紅がついていた。また、頼

んだカレーに虫がたまたま入っていたこともあった。これらのことがある感染症を広

めるなど病気にかかる原因になりうる可能性もあるが、それよりも非常にストレスを

もたらし、それが原因で体調を崩しうる。私は４週間ミャンマーに滞在し、これらの

「ミャンマースタイル」の生活を過ごさざるを得なかった。そして２週間目に発熱し

たがその原因は特にはっきりしたものでなく、ストレスと診断された。これらの生活

で疲れがたまっていたものと思われる。また私と同じように体調を崩した生徒も何人

もいた。このように文化面の違いの面でも健康管理を意識する必要がある。 

 

しかしどう配慮するか、それがとても難しい。まずストレスとなる物は人によって違

う。たとえばミャンマーでは回し食べ、回し飲みがふつうだがそれが苦手な人もいる
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し、虫が嫌いで虫の多さにストレスを感じる人もいる。しかし、文化面による違いで

できるだけ体調を崩さないためにはその違いを極力避けるということになる。しかし、

文化の違いを学ぶために外国に来て、体調を崩すのを恐れて違いを避けていては何も

意味がない。よって、体調を崩さず異文化を学ぶ方法は、私が実際に体調を崩して思

ったのは、徐々に異文化に入ることだと思った。また、もし体調を崩したらそれだけ

「違い」を受け入れたとポジティブになってもいいと思う。このようにミャンマーを

含め海外では、日本の環境はもちろん、文化も違うので、さまざまなことが健康を損

なう要因になっていた。 

 

また、今回体調を崩した身として「海外保険」は非常に重要だと思った。これらのよ

うに異国は予期できる体調不良ばかりではない。ストレスは先に述べたがもちろん、

蚊に刺されるのを十分に防いでいるつもりでも不十分であることもあった。よって、

体調を崩すことを必ず想定し、保険を含め様々な備えをしておく必要がある。 

 

 

9. 飲物・食事等             吉田秀美 

食事 

いろいろとご配慮いただき、ありがとうございました。ここ何年も途上国でおなかを壊し

たことのない私でさえ胃腸が不調になったほど、ミャンマーの食事は油が多くて疲れまし

た。朝食の自由はあるにして、１食くらい抜いておなかを休ませられるよう「希望者のみ」

という日があっても良いかと思いました。 

 

その他 

英語の説明の時は、概要だけでも通訳した方が良いと思います。特に社会人参加者で英語

がそれほど得意でない人には配慮が必要です。ヤンゴンから日本語の通訳の方がいてくれ

たおかげで、理解が深まりました。バスは冷房が効き過ぎでしたが、それ以外の点は快適

でした。ホテルも値段の割に快適でした。 
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11.植林ツアー体験記  

 

石坂咲希子 

法政大学  

 

初めてのミャンマー、初めての植林、今回のツアーは私にとって初めての事ばかりだ

った。事前にミャンマーという国について政治や宗教やインフラという観点から調べ

ていたが、実際に行くとまた違う印象を受けた。やはり現地の人々と直接触れ合うこ

とはその国を知るために欠かせないことだと改めて感じる。今回私が印象に残ったこ

と二点を以下で述べたい。 

 

私がこのツアーで最も印象的だったことの一つに、ミャンマーと日本の仏教の様式の

違いがある。煌びやかで派手な寺院や電飾で飾られた仏像などは、想像していたもの

とは違い最初は違和感を覚えたが、ツアー最終日になるころにはポップな仏像たちが

妙に愛らしく感じられた。初日に訪れたシュエダゴンパゴダの中では熱心にお祈りを

する人、座って談笑している人など様々な人の姿があった。日本では考えられないこ

とであるが、誕生日などの特別な日はパゴダで過ごすことが多いそうだ。仏教に敬虔

な国と言われているミャンマーで、いかに仏教が人々の生活に密接に関わっているか

を実感することが出来た。 

 

二つ目は植林をした村で出会った人々との交流である。お互い言葉の壁があり、円滑

なコミュニケーションとは言えないが、お互いのことを理解しようとし私の覚えた数

少ないビルマ語の挨拶と身振り手振りでのコミュニケーションも、めったにない貴重

な経験になった。去年以前に植林をした村では一度日本人を受け入れたことがあるた

めか、とてもフレンドリーだったのに対し、今回主に植林したコンタンジ村の人々は

とてもシャイで常に私たち日本人を遠巻きに眺めているという印象だったが、それで

も三日間でだいぶ距離が近づいたように思う。村で植林という共通の仕事に取り組む

ことで、お互いの距離が縮まるというのも MJET のエコツーリズムならではで、参加

して良かったと思える点だ。また交流会ではミャンマーの人々の踊りや歌ばかりでは

なく、私たち日本側も浴衣を着て盆踊りや歌を披露したこともいい経験だ。熱帯気候

のミャンマーを浴衣で過ごすのは非常に辛かったが、交流会に参加したミャンマーの

人々がとても喜んでくださり、日本の文化を見直すきっかけにもなった。 

 

以上の二点がこのツアーに参加して私が感じたことである。慣れない土地で慣れない

活動をすることに多少の不安があったが、ミャンマーで体験したすべての出来事がと

ても貴重な経験だったと思う。今回体験して感じたことをこれからの大学での学びに

生かしていきたい。 
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植林ツアー体験記 

折原優衣 

法政大学  

 

この度、初めてミャンマーを訪れ、植林も人生で初めて行い、初めてだらけの旅だっ

たので非常に良い経験ができました。私はカンボジアに２回行ったことがあって、ミ

ャンマーも同じ東南アジアだから似たような雰囲気だと思っていたけれど、カンボジ

アとミャンマーは大きく違うところがありました。 

 

それは、一つ目にミャンマー人は日本人や中国人寄りの顔立ちをしている人が多いこ

とです。それを最も感じたのは、２日目にヤンゴンの僧院の小学校で交流会をした時

で、子どもたちが踊りや歌を披露してくれた際に「ミャンマーの子供達はそれぞれ全

然顔が違うなあ。」と思いました。中には日本人のような顔をしている子もいて、そこ

から非常にミャンマーの人々に親近感を感じました。 

 

二つ目に、車社会であることです。ヤンゴンではオートバイの使用が禁止されていて、

交通手段が車かバスか自転車であることを事前に学んでいました。実際に、ヤンゴン

では車の交通量が非常に多くて、常に激しいクラクションが飛び交っていたので事故

が起こらないか不安でした。中でも最も驚いたのは自転車の多さで、“東南アジア＝オ

ートバイ”というイメージが全くヤンゴンでは感じられませんでした。けれど、バガ

ンの方に行くとオートバイが走っている姿をよく見かけたので、ヤンゴンはものすご

く“都会”だと思いました。 

 

三つ目に、マーケットの人が全然値切ってくれないことです。それは、価格をきちん

とはじめから設定しているからなのかもしれませんが、カンボジアでははじめに言わ

れた値段の三分の一にはできるので、ミャンマーのマーケットで値切った時に「それ

は無理。じゃあ買わなくていいよ。」というような態度をとられて驚きました。このた

め、学生の私はあまり財布の紐がゆるくならなかったです。いい意味で、ミャンマー

の商売をしている人々は自分の商品にこだわりがあるのかなあ？と思いました。 

 

ミャンマーの文化・歴史に触れられたことも楽しかったです。ロンジーやタナカを実

体験し、シュエダゴン・パゴダやバガンの遺跡群、ポパ山など非常に美しい建造物や

遺産を五感で味わえて感動しました。 

 

このツアーに参加して最も印象に残っているのは、幅広い世代、様々な地で暮らす人

と出会えたことです。それは、この植林ツアーのメンバーはもちろん、現地の学生や

一緒に植林をした村の人、行動を共にしていたアウンディン夫妻・シュイラミン・テ

ィティ先生などです。特に、藤村さんをはじめ、それぞれ専門性のある目上の方々か

らのお話は良い経験になりました。学生最後の夏の思い出にミャンマーへ行けて良か

ったです。関わっていただいたみなさんに感謝いたします。チェーズティンバーデー！ 
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植林ツアー体験記 

高瀬 諒 

法政大学 

今回、MJET のミャンマー植林ツアーに参加させていただき、初めてミャンマーを訪

れました。ツアー全体を通して多くの事を学ぶ事ができました。 

 

多様な参加者から 

幅広い年代、ジャンルで活躍されている社会人の方々や様々な大学の学生と共に過ご

したことで、多くの刺激を受けました。1 つの物事を見たり考えたりするにも、皆の

持つ視点や考え方が異なり、ツアー中の 1 つ 1 つの事をより多角的に捉える事が出来

たと思いました。また、社会人や学生の先輩方だけでなく、今回のツアーには後輩も

多く居ましたが、後輩たちの持つ素朴な視点や意見というものが、4 年生の自分が忘

れてしまっている考え方や姿勢などを再認識させてくれたと思いました。 

 

植林のイメージ 

今回のツアーに参加するまで「植林」というものについて知っているとすれば、ボラ

ンティア活動や企業の CSR 活動の一環などのイメージしか持っていませんでした。今

回、実際の植林の現場を経験し、「植林」をして 1 人前の木を育てる、森林を回復させ

るというのは難しい事であると感じました。以前に植林された場所を見た際、元気に

育っている木もあれば、すぐに枯れてしまった木も目の当たりにし、厳しい条件のな

かで植林を成功させるという事は難しい事だと痛感しました。 

 

ミャンマーの印象 

今回、初めてミャンマーを訪れて、近接する他のアジアの国々とはまた違った印象を

抱きました。インド、中国というアジア文化の 2 つの大国と接しているなかで、食文

化は中国寄り、仏教寺院は他の国の寺院とは全く異なっていると感じました。食事は

味付け、食材ともに中華寄りの印象が強く、寺院は荘厳な雰囲気ではなく、煌びやか

な色使いのシュエダゴンパゴダなど、ミャンマー人の気風は他のアジアの国々と比べ

ても、独特なものであると感じました。 

 

最後に 

今回のツアーを通して、ただ楽しかったというだけでなく、非常に多くの事を学ぶ事

が出来た事を嬉しく思います。学生最後の夏休みに、このツアーであらゆる初めての

経験をし、自分が知らない世界に触れられて、自分自身が 1 まわり、このツアーに参

加して、成長を実感する事が出来たと思いました。 

 



26 

 

植林ツアー体験記 

初見昌彦 

法政大学 

まず初めに、今回のツアーを企画・運営して下さった MJET の藤村様・神田様、Nature 

Lovers の Aung Din 様などに深く感謝の意を述べたいと思います。ありがとうござ

いました。藤村様や神田様には、植林ツアーが始まる前の講義から、お忙しい中、法

政大学に来ていただき、様々な講師の方々のミャンマーに関する講義を実施してくれ

たことや個人的な予定のため、ミャンマーに到着することが遅れてしまいましたが、

他の参加者とは別にタクシーやホテルの手配などをして下さり、大変感謝をしており

ます。 

 

また、植林をする時や食事をとる時に、ツアー参加者でもありますが、一方で、人生

の先輩である方々から海外でのご経験を話してもらえたことは、自分にとって、また

他の学生にとっても刺激があり、体力的にも精神的にも、能力的にも、ユーモラス的

にも多くの面からより自己成長しなければいけないのだな、と感じることができまし

た。さらに、このツアーを通じて出会ったミャンマー人の学生である Shwe La Min

や他大学の多くの学生とも触れ合えたことも私にとってはかけがえのない出会いであ

り、ミャンマーでの楽しかった思い出を振り返る上で欠かせない友人たちであったと

思います。 

 

植林中では、現地の方々は英語が通じなかったため、ボディランゲージを使い、コミ

ュニケーションをとらなければいけませんでしたが、私が汗を多くかいていたことも

あり、そこから笑いながら植林をできたことがとても良かったです。今回のツアーで

意外だった点は、ポパ山などの寺院にある仏像の後ろから後光が、赤・青・緑などの

色を使ったライトでしっかりと点滅しているところでした。理由として、ミャンマー

は仏教に対して、とても敬虔な国だということを日本にいた時に学んだため、敬虔な

国であれば、仏像などには現代的なものを取り入

れたりしていないだろうな、と想像していました

が、それが覆されてしまったからです。 

 

そして、最も印象的に残っていることは、農村訪

問です。この農村訪問を通じて、外国人の私がで

きることはあるのだろうか、私は何をなすべきな

のか、という問いを改めて感じることができたからです。その理由として、自分の無

力感・ミャンマーの格差を実感することがあったからです。具体的には、農村を訪問

では多くの家を訪問させて頂いた中では、日本製のテレビや車を持っている家やコン

クリートで作られた家、太陽光パネルを持っている家などありました。しかし、一方

で、農村の最高齢である９９歳女性のご自宅にうかがう時がありました。この家では、

その女性の息子たちも年齢を重ねているため収入がなく、薬を買うことができないと

いうことでした。私はこの家庭の状況を聞いたとき、改めて自らの無力感を感じてし

まいました。しかし、大学卒業後は、途上国に関われる仕事に就くことができるので、

ミャンマーでの農村訪問で感じたこの思いや考えを忘れずに、日々、１日１日を大切

して、行動していきたいと考えました。ありがとうございました。 
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植林ツアー体験記 

鈴木真理 

法政大学 

 

Thant Sin Kyae村、East Phar Saw村、In Daing村の村民と 2008年～2013年に植林

した木々のモニタリング 

2008年以降に植林された木々のモニタリングを行った。植林は小学校の校庭の周りで

行われており、涼しい日陰となっていた。当地域は乾燥地帯であるため、木々の成長

には定期的な水やりが必須である。2008年から 6年しか経っていないが、既に森のよ

うになっており、入ると涼しい日陰となっていたのにびっくりした。小学校の校庭は

子供たちによる手入れがなされているので、殆どの木が枯れずに成長している。一方

で空地に植林した木々の中には枯れてしまっているのもあった。木の持続的な成長の

ためには人々のメンテナンスが重要であることを改めて認識した。 

 

Kone Tan Kyi村での植林（1,000本） 

今夏はミャンマーにおいても異常気象であり、私たちが訪れている数日間、毎日豪雨

が降った。このため、植林準備のために土を掘り起こした所が水たまりとなり、道具

が十分でない農村での水の掻き出しは難儀であった。村民は素手で水を掻き出してい

た。炎天下の中、1000本の苗を日本人約 20名及び村民 20名ほどで行い、想像以上に

過酷な作業であった。放課後には子供たちも手伝いに参加し、どうしたら上手く植え

られるのか、彼らなりに話し合いながら植林をしていたのが微笑ましかった。小学校

には木々がないため私たちの植林は酷暑の中の作業であったが、小学校なので手入れ

が行き届き、5年後くらいにはきっと涼しい木陰が出来るであろう。 

 

村民との交流会 

Kone Tan Kyi村での交流会を実施した。日本からは出し物として、浴衣を着て東京音

頭及びマイムマイムを村民と共に踊り、更に大きなシャボン玉を作った。また北国の

春のミャンマー語バージョンを歌った際には、村民一同大合唱となり大盛況であった。

ミャンマーからはミャンマー伝統の踊りを披露された。ミャンマーの踊りはミャンマ

ー語が分からない私たちにも理解しやすく、かつ楽しそうな音楽を生演奏され、とて

も楽しかった。ミャンマーの踊りを習ってみたいと思った。交流会は夜に外で開催さ

れたため、たくさんの虫が電燈に集まっていた。村民が除虫草を電燈近くに設置して

いたので、私は効果の程について半信半疑であったが、本当に虫がまったく集まらな

くなったので驚いた。火や電気を使わずに除虫できるのは安全性が高くうらやましい

と思った。 
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植林ツアー体験記：自分を変えてくれた旅 

                                  根本 優 

玉川大学 

 

旅行紀を書こうと思えばたくさん書けるほど、いい出会い、発見などがありましたが、

私はあえてこの旅行での自分の気持ちの変化について書かせていただきたいと思って

います。 

 

実は、ミャンマーに行く前両親が離婚するのではないかという状況に陥った上に、祖

父が亡くなり自分自身の精神状態が不安定になる出来事が立て続けに起こり、植林ツ

アーの参加も危うい状況でした。けれど、その不安定な精神状態を打ち消してくれる

素敵なメンバーに出会え、そのメンバーと共に食事を食べ、談笑で盛り上がり、絶対

日本では見ることができないパゴダを見ることができ、交流会のためにたくさん練習

し、本番ではたくさん笑い、サッカーでは現地の人の技術に驚きながらも互いを称え

あい、植林を村人との方々と行うなど、とても忙しく充実したスケジュールをこなし

ていくありがたい経験でした。しかし、その中で自分の人間性の欠陥や無知な自分と

対面することもありました。みんながそれぞれこのツアーに参加する目的意識を持っ

ている中で自分は、浅はかな理由で参加していた事に気づかされました。 

 

私は、なぜこのツアーに参加したかというとそれはオーストラリアに留学した友達と

の会話に刺激を受けたからという軽率な理由で、『もっと広い世界に出て物事を考え

なければ』と日本の全体の事もまともに考えられていないのにミャンマー行きを決め

ました。ですが、そのミャンマーには私の想像をはるかに超えてしまう光景が多くあ

りました。例えば、都市だというのに歩道がまともに整備されてない事や遠く離れた

地ではライフラインが通ってない地域があるという事…確かに途上国に行けばこの光

景が普通なのだろうけれど初めての目の当たりにしたときは言葉が出なかったのを覚

えています。ですが、そのおかげで帰国後の生活に様々な意識を変えることができま

した。それは、自分が置かれている生活環境がとても恵まれているということに感謝

をしなければいけないということです。こんな経験をさせていただけたのはものすご

く嬉しかったです。 

 

もし、来年このツアーに参加できる機会があるのなら、今年以上に良いものにしたい

と思っています。本当にいい経験でした。ありがとうございました。 
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植林ツアー体験記 

中澤七海 

玉川大学 

 

私は今回初めてミャンマーという国を訪れた。行く前の私が想像していたミャンマーは、

治安が悪く少々物騒で観光するところなどあまりないのだろうと考えていた。しかし実際

に行ってみるとわたしの想像していたミャンマーの地とは全くと言っていいほど反対のも

のだったのである。 

  

まず私たちの行った一つ目のアクションはヤンゴンにある僧院へ行き交流会を行うという

事であった。僧院に着いたら小学生達がずらりと並んで私たちが到着するのを待っていて

くれたのである。交流会の前に瞑想を皆で行いその後、昼食を頂き交流会をスタートさせ

た。交流会では日本側とミャンマー側とで交互に用意してきた歌や踊りを披露し最後には

一緒にミャンマーの踊りを踊らせてもらった。ミャンマーの子供たちは日本の子供とよく

似ていてシャイであったが、人前に出ると堂々と歌を歌ったり踊ったりしていた。電力が

普及していないせいか、私たちが音楽に合わせて踊っている際など何度も停電してしまっ

ていたのだがミャンマーの小学生達はまたか～とでもいう様なリアクションをしていたの

でそれがとても印象的であった。その後は写真を皆で撮り交流会を終えた。 

 

二つ目のアクションはヤンゴンからバガンへ移動したあとのコンタンジ村の訪問である。

コンタンジ村は今年の植林活動地であり、１７４世帯８８５人の村人たちで形成されてお

り、村の中には小学校もあるのである。今年は１０００本の苗木を村人たちと協力し合い

２日間で植林し終えた。意外とあっという間だとも感じられるが、約３４度の日差しの中、

座って作業し続けることは過酷なことであり、その分多くの達成感を感じられた。村人た

ちも言葉が通じ合わないにも関わらず、ジェスチャーや表情で私のケアをしてくれとても

暖かい人々であった。その後は村人たちとサッカーの試合を行った。大雨が降ってきてし

まい日本側は一時中止をしたが村人達は大雨も関係なく裸足でサッカーをたのしんでいて、

汚れてしまうとか怪我してしまうなどということを気にせずとても自由で良いなと感じた。

コンタンジ村には４日間に渡り訪問してきたが、最終日は村の調査と村人との最後の交流

会であった。村の調査では約７～８件の家を訪問し様々な暮らしぶりを見せていただくこ

とができた。自分が想像していた村の生活よりもはるかに良い暮らしやきちんとした制度

のもと生活できていると聞き、話を聞いている間少々驚くこともいくつかありました。そ

して最後の交流会。内容はヤンゴンの時とはさほど変わりはしないが、４日間に渡って一

緒に活動してきた仲間との最後の交流会であったので最後はとても心細い感じがした。ま

たその時自分の植えた苗木の成長を必ず見に来よう、村人達にまた会いに来ようと思った。 

 

約一週間のミャンマーエコツアー。私が想像していた以上に様々な出会いがあり様々な考

えに触れ、また考えさせられるものであった。日本に戻った後私は一番に日本の便利すぎ

る社会に罪悪感のようなものを感じた。それはきっとミャンマーという国は途上国なのに

もかかわらず不便さを感じさせなかったからである。日本の生活に慣れ親しんでしまって

いる私でもミャンマーで約一週間暮らしていて何一つ不便に感じることがなかった。すな

わち、日本には無駄が多すぎるということを改めて感じさせられた。人々もあたたかく、

きっとこれはミャンマーに一度でも行ってみないとミャンマーの魅力は分からないと私は

感じた。そして、必ずもう一度ミャンマーへいきたいと感じる。
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植林ツアー体験記 

深川友里加                       

玉川大学 

ミャンマーという勉強だけでは想像のつかない国に、私は今年の夏に降り立ちました。 

発展途上国という風に聞いていて、日本とははるかに違うことがたくさんあるのではない

か、文化や新しい価値観を見つけられるのではないかという期待で、ワクワクしていまし

た。でも、実際に行って興味を持ち、知れば知るほど不思議な国でした。 

 

今回植林プログラムが終わり村にいる最後の一日に農家訪問という他国の文化や状況に興

味のある私にとって貴重な体験をさせて頂きました。植林ツアーで村に行くと、かやぶき

屋根や頭に重そうな荷物を運ぶ女性たちと、自分が住んでいる町とは全く違う、まるでど

こかの博物館のようにいるかのような気分でしたので、このひとたちは何の仕事をしてい

るの？水は？トイレは？病院は？子供たちは何をして遊んでいるの？と聞きたいことがた

くさんあるくらい、村にいると不思議な気分になりました。 

 

実際に村長さんに質問させて頂くと、村に病院はなかったり、簡単な薬しか置いてなかっ

たり、水もあまり環境のよくない水を飲み水に使用しているということが分かりました。

びっくりすることも多かったのですが、同時に日本で当たり前に生活できていることは実

は当たり前ではない、ということも分かりました。日本で暮らしいている私たちからすれ

ば、確実に貧困と思えるこの状況。私は以前にインドにいったことがあり同じ貧困具合の

インドの問題は貧困だけではなく盗難や犯罪も多く治安がとても悪いと思いました。 

 

しかしミャンマーはもちろん、犯罪がゼロということはありませんが治安がとてもよく、

私が１週間で接した方々はみんな人柄もとても良かったのです。日本からしてみれば貧困

と思えるこの国で何がそんなに治安をよくしているのだろうと。リンナインさんに質問す

ると仏教の教えがそうさせているという風に聞きましたが、私はそれだけではないのでは

ないか、と思えました。これについては自分自身とても興味深いので今後研究していきた

いと思いました。 

 

植林は事前に少し予習をしてから行きましたが、作業は村の人達が大半手伝ってくださっ

ているにも関わらず体力的にとても疲れました。自分の木を植えたということでこれから

数年、数十年先の自分の木の様子もとても気になりました。植林をさせて頂いて、エコツ

ーリズムにも興味を持ち、担任の中嶋先生はエコツーリズムの研究もなさっているという

ことなので勉強したいと思いました。 

 

それと、現地のゴミ問題は非常に悪く、道にたくさんのゴミが溢れかえっていました。と

ても驚きましたが、自分たちの常識と比較して考えたときに日本の人たちのように、ゴミ

を回収する、分別するなどといった教育が大切なのだと思いました。ゴミが減るだけで町

の環境がずっとよくなり衛生面にも効果があると思いましたし、当たり前のことなのに難

しいと思いました。 

 

今回のツアーを通して感じたことは、このままで終わってはいけない、ということです。

植林ボランティアだからといって、このまま何も学ばず達成感だけ感じてしまうのであれ

ば、これはただの自己満足だと思いました。日本からしてみれば貧しくてもいつも笑顔で
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やさしい現地の方々をみて幸せとは何なのだろう、豊かさとは何のことだろうと思いまし

た。また、日本に帰ってきて数日間、日本の便利さをあまりに痛感してしまい、少し落ち

込みさえしました。また、今回の１８万円があったならば、それをすべて募金したほうが

早いのではないか？という考えにも囚われていましたが、私は、実際に現地にいってたく

さん吸収し、それを日本に持ち帰って研究し、皆に伝える方がはるかに大切だということ

に気づきました。今回の機会を絶対に忘れないでこれから勉強していきたいと思いました。 

 

 

植林ツアー体験記 

古城真理子 

東京外国語大学 

 

今回のツアーは私にとって 2 回目の参加となった。1 回目は.大学 2 年生のときであった。

大学３年生の時に私はヤンゴンへの留学も経験しており、今回は課題であった村人とミャ

ンマー語で話すことも少し実現できた。ただ、言語の面で言うと私はまだ彼らの言ってい

ることを全て理解出来るレベルには至っていないということも実感した。 

 

私が 1 年間過ごしたヤンゴンは外国人や、国内の少数民族など、多様な人が暮らしている

大都市なので、そこに暮らすビルマ人たちも外国人の話すたどたどしいビルマ語に慣れて

いるのか、分かり易いビルマ語を話してくれるし、理解してくれる。しかし、地方である

バガンでは少し状況が異なっていた。彼らの言葉に慣れるのには時間がかかり、私の言葉

もあまり理解できなかったようだ。大変落ち込んだが、この悔しさをばねにもっとビルマ

語を上達させようと思えた良い機会となった。 

 

さて、今回のツアーは前回までとは違い、ツアー参加者は大学生 12 人、小学生１人、大

人が８人の合計 21 人と少なめであった。私は学生部長として、沢山の学生を集めなくて

はならない、とツアーの前には躍起になっていたのだが、実際に参加してみると、ちょう

どいい人数だったように思える。1 週間という短い期間で仲良くなれる人数は多くても 20

人程度かもしれない。実際に私はこのツアーの中で全員と親しく話せた。大学生のみんな

とは体力の持つ限りミャンマーをエンジョイできたし、小学生の子とはゲームの話をした

りして盛り上がり、大人の方々とはさまざまな深い話をして、皆さんを尊敬するようにな

ったりと、本当に楽しくて濃い 1 週間を過ごせた。 

 

前述したように私はヤンゴンに住んでいた経験が

あり、バガンにも幾度か訪れているので、ミャンマ

ーという場所自体には新鮮や感動を覚えることは

ほとんどないのだが、一緒にいる皆さんがワクワク

しているとその気持ちがこちらにも伝わってきて、

自分自身も初めて来た場所のように胸が高まるの

を感じた。そのため、このツアーでこれまでとはま

た違ったミャンマーやバガンに  

     交流会の後にバスの中で    出会うことが出来た。私は来年度から就職し、学生で

はなくなるが、今後ともＭＪＥＴに携わってゆきたい。



32 

 

植林ツアー体験記 

馬場愛 

東京外国語大学 

 

このツアーを通して思ったことは、まず第一に、私はヤンゴンに３週間滞在したのち

バガンに行ったが、バガンでの農村とヤンゴンの街の違いにとても驚いたとともに私

はミャンマーのほんの一角しか見ていなかったのだと思ったことだ。まず家について

言えば、ヤンゴンの建物は高く、マンションなどもあり, 

それらはコンクリート製だと思われる。しかしバガンの農村は植物で作られ、高さは

高くても二階まで。自然においてもバガンの木の少なさには驚いた。ミャンマーは南

北に長い地形をしていて、主な産業は農業であるが、その南だけにいてさらに農村の

実態を見ないでミャンマーがわかるわけがないはずである。しかしミャンマーは多民

族国家であり、私はまだ主にバマーの住むところしか見ていないので、これからは様々

な民族のところに訪れてみたいと思います。 

 

また、農村訪問を経て私はヤンゴンにいては見られなかったものを見て、疑問に思うこ

とを増やす事が出来た。また疑問に思ったことはミャンマーの農村の構造に関すること

が多かった。そのためか、今まで興味がなかったミャンマーの農村というものに興味を

持った。そして帰国後、「ミャンマーの国と民―日緬比較村落社会論の試み―」著作 高

橋昭雄 明石書店 ２０１２年を読んだ。この本では昔の日本の農村とミャンマーの農

村の違いを比較しているが、最後に高橋氏は日本の農村は高度経済成長などを経て変わ

ってしまったというが、これはミャンマーの農村にもいつか言えることではないかと思

う。ミャンマーは最近様々な国を受け入れるようになり、外資の進出も増えている。さ

らに私たちのように外人とのかかわりもなにか影響を与えるはずである。なので、ミャ

ンマーの農村も外に触れることによって何か変わるかもしれない。そこで、私はこの農

村の変化をこれから追っていきたいと思った。 

 

また、この本ではミャンマー人の人間関係の在り方が書いてあった。ミャンマー人の人

間関係の築きかたは「１対１」を基本とし、集団は「１対１」の積み重ねの結果による

もので、相手を集団の一部と思わない、つまりあるひとりと付き合うとき日本人はそこ

に集団の一部として人を見出すことがあるのに対しミャンマー人は見出さないという。

「１対１」の関係は、ミャンマー人が人への呼びかけに家族の呼び名の「娘」「おじ」な

どを使うことに表れているし、集団は「１対１」の積み重ね、つまり相手をある集団の

一部と思わないのは、日本人のお母さんは息子でも家庭の中で兄だったら「お兄ちゃん」

と呼ぶのに対しミャンマー人は自分から見て息子だったらいつでも「息子」であること

に表れているという。しかしこの人間関係の在り方を今思い返すと正直私にははっきり

わからない。私がわからないのは、ひょっとしたら早くもミャンマー農村が変わってし

まって人間関係の気づき方が変わった結果なのかもしれないが、次に参加した時はミャ

ンマー人の対人関係について検証してみたい。このようにミャンマーの農村を回ること

は普通ではできないし、そのような普通でない経験ができたので、このツアーに参加し

てよかったです。
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植林ツアー体験記 

八城明弓 

拓殖大学 

 

一昨年から三年連続で植林ツアーに参加できたことに心から感謝しております。二年

前初めてミャンマーを訪れた時は何も分からず常に疑問を抱く毎日でした。しかし今

年は環境にも慣れてきたのか冷静に物事を見ることができ、昨年一昨年とは異なる視

点でミャンマーを楽しみ様々なことを考え、また一つ成長したと思います。そうする

ことができたのも MJET、Nature Lovers の皆さまのおかげだと思い体験記冒頭になり

ますが感謝の言葉を先につづらしていただきました。 

  

このツアーで私は人との出会いを大切にして参加しています。植林ツアーであるのに

目的が違うと思う方もいると思います。しかし、実際に私達が行う植林ツアーでは交

流が一番のメーンになっているのだと参加当初から感じていたこともあり私は一番大

切にしている事にしています。そのこともあってか、僧院や農村に伺うと誰かしら私

のことを覚えていてくれて毎年嬉しく思っています。こうした出会いからミャンマー

人の素直さや人への思いやりなど多くのことを学べるツアーだと感じております。 

 

今年の植林活動は例年とは異なり、恵みの雨が予想以上に降り、この三年間で一番大

変でした。植林ツアーでは事前に村の人達がコンポストを植える穴を掘っていてくれ

ているのですが、今年は多くの穴に雨が溜まり一番初めに水の除去から作業が始まり

ました。数少ないスコップやお皿などを使い、水を除去する人、手で水を出す人、そ

れぞれがその場にあるものでできることを自分なりに考えて行動する。この様な体験

は、最先端の物が多くある日本に住んでいたら体験できないと私は感じながら作業を

楽しんでいました。 

 

更に今年は、新しい村で外部の人と植林活動を初めて行う村人たちと作業するという

今までにない体験もできました。私は昨年一昨年と村人が植林作業を経験していると

いうことで、手際の良さに驚き自分の何もでき無さに情けない気持ちを感じていまし

た。しかし今年は逆に私がこれまでの経験を村人に教えることができ、二年間で以前

植林をした村での経験は無駄ではなかったと思いました。しかし、実際に教えるとな

ると、ビルマ語の壁に当たり、言葉で伝えれば早いことも教えることができないとい

う新たな問題がありました。その時も実際に私がさきに作業を大げさに行い、なんと

か理解してもらえた時の嬉しさは言葉では伝えられない様なものだと思います。 

 

この三年間で、私はミャンマーの良いところも悪いところも現地の人達がいたからこ

そ見ることができました。旅行では決して味わうことのできない貴重な体験から、私

は心からミャンマーが好きになり、これからもできる限り関わっていきたいと胸を張

って言えるようになりました。この植林ツアーで出会えた皆さまにこの言葉を贈りま

す。「チェーズティンバーデー」 
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植林ツアー体験記 

 

大枝 友美 

立命館大学 

 

今回のミャンマー植林ツアーは私にとって人生初の海外渡航で、学んだ事や考えさせ

られた事がたくさんありました。ただミャンマーという国を訪問して見聞しただけで

なく、日本を客観的に見ることも出来ました。最初に滞在した首都ヤンゴンでは、車

の交通量が多く、海外企業（特に日本企業）が見られ、スマートフォンがかなり普及

していることに驚きました。途上国で貧しいというのは勝手な想像だったと気づきま

した。治安も想像していたよりはるかに良く、その背景には仏教への篤い信仰がある

ことを知りました。ヤンゴンにあるシュエダゴン・パゴダ（寺院）を訪れた際には、

日常的に多くの人々が参拝していることがわかりました。このパゴダには本物の金や

宝石などが多く使われているのに盗難が一切ないことが、信仰の篤さと治安の良さが

よく示しています。ミャンマーの 90％の人が仏教徒だそうで、ほとんどの国民が同じ

倫理観を持ち、その考えを軸に国が成り立っているところがミャンマーの魅力の一つ

だと思いました。 

 

3 日目からは農村部であるバガンへ移動しました。やはり都市部のヤンゴンとは生活

水準の差がかなりありました。私たちが訪問したコンタンジ村では生活は決して豊か

でなくても、村人たちは家族のように助け合って生活しているようでした。私は知ら

ない時代ですが、古き良き日本とはこんな風だったのかなと思いました。そういった

意味では今私が知っている日本は物質的には豊かですが、寂しい国だと思ってしまい

ました。 

 

一方で現在ミャンマーでは未だに高い新生児死亡率、不安定な電力供給、水質問題な

ど、生活に関わる様々な点で支援が必要とされます。しかし外部からの行き過ぎた開

発で急激に経済成長することによって、ミャンマーで大切にされてきたものが失われ

てしまいそうに思いました。最近では伝統であるロンジーではなく洋服を着て、仏教

の教えを守らずに喫煙や飲酒をする若者が増えてきていると聞きました。また現在学

校に行くことのできない子供たちに無償で教育を行っている僧院もこれから先どうな

っていくのか、都市部と農村部や人々の間の貧富の格差がどんどん大きくなっていく

のではないかと不安になりました。今の私には分からないことが多く、これから大学

で開発経済学について学んでいく中で今回疑問に思ったことの答えを自分なりに見つ

けていこうと思います。 

 

植林ツアーでは素晴らしい出会いがたくさんありました。本当に人に恵まれた旅でし

た。参加者の方たちやミャンマーで出会った人々はみんな優しくしてくださり、とて

も暖かい気持ちになりました。3日間に亘ったコンタンジ村での植林活動や交流会で、

日を重ねる毎に村の人と仲が深まりました。言葉は通じなくても打ち解けたいという
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気持ちが伝わったのが嬉しかったです。それでも、もっと話せたらなと何度も思いま

した。 

 

ミャンマーで経験したこと全てが私にとって印象深く体験記もうまくまとめられてい

ませんが、一番思うことは、実際に自分自身が経験しなければ何もわからないという

ことです。現地の人々と深く関わり、地域に貢献することができるこの植林ツアーは、

通常の観光では決してできない経験ばかりでした。また参加者の健康や衛生面を十分

に気遣っていただいたプランだったので安心して過ごすことが出来ました。できれば

また来年も参加して、今度はミャンマーの事やミャンマー語も勉強した上で行きたい

です。1 回では分からないミャンマーの良さがきっともっと分かるはずです。自分が

植えた苗木の成長を見るのも大変楽しみです。ツアーに誘ってくださった藤村さんを

はじめ、お世話になった全ての人に感謝いたします、本当にありがとうございました。 

 

 

植林ツアー体験記：初めての外国でのサッカー 

吉田 友翠 

和光市立第四小学校 

 

サッカーができると聞いて、ぼくはこのツアーに参加した。ヤンゴンの町をバスの中

から見た時は、ゴミゴミしていて、本当にサッカーができるのかと思った。 

 

バガンに入ってからのホテルは広くてプールがついていた。ヤンゴンとは違って、「ヤ

ッター！！」と思った。ホテルの中庭で根本君とサッカーをした。根本君が色々なこ

とを教えてくれた。 

 

次の日、コンタンジ村で植林をして昼ご飯を食べた後に、村の人とサッカーをした。

初めは、村の人がハダシだったので遠慮をしていたけれど、試合をやって楽しかった

から、ぼくもハダシになった。そしたら、ふだんより足が軽くてサッカーがしやすか

った。村の人は試合中もビンロウをかんでいて、時々コートの中にはき捨てていたの

で、ちょっと気持ち悪かった。 

 

ミャンマーと日本の交流試合の時には、始まる直前に大雨がふりだした。みんなはバ

スに入ったけど、ぼくと根本君は村の人とちょっとだけサッカーを続けた。ビショビ

ショになったけど楽しかった。1 時間くらいで雨がやんで試合が始まった。村の人は

雨の中でもずっとサッカーをやっていたのに全然疲れていなかった。試合の最中には、

「コンタンジ村の人たちは本当に疲れないのか？」と思った。友達とやっている時と

は違って、みんな大人でみんなハダシだったので、すごい迫力だった。試合が終わっ

て、気がついたら１－１の引き分けだった。ぼくは１点も決められなくて悔しかった

けれど、「今までずっと１点差で負けてばかりで、久しぶりに引き分けた」と藤村さん

が言ったので、少しうれしかった。 
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前に学校の特別授業で、浦和レッズの落合監督に外国の貧しい子供たちとサッカーを

やった時のことを聞いていたので、それを自分で体験できて本当に良かったと思う。 

 

ぼくが思うサッカーの良いところは、ボール 1 個で世界中の人と友達になれるところ

だ。これからもっとサッカーの練習をがんばりたい。サッカーのコーチと仲間にはケ

マリをおみやげにした。 

 

＜植林について一言＞ 

ぼくといっしょに植林をしたミャンマー人のおじさんが、1 日目に最初からさそっ

てくれて、ずっといっしょにやっていた。次の日も、おじさんがさそってくれて、い

っしょに植林した。村の人はすごくやさしかった。何年かしたら、ぼくとおじさんが

植えた木をまた見に行きたい。 

 

 

植林ツアー体験記：２回目の植林活動―スタッフの方々との感動的な再会! 

                                   

鈴木 慶一 

茨城県ひたちなか市立高野小学校 

ついこの間のような気がする初めての植林活動から，３年の月日が流れました。前回

の植林活動での現地スタッフの方々の温かな対応，同行したメンバーとの団結力など，

人と人とのつながりの深さに感動した９日間でした。植林活動，村人との交流会，僧

院での交流会以外でも，男子の大学生や JICA 職員（２０代）と共にサッカーの親善

試合をしたり，ホテルのプールでウォーターボーイズの演技をしたりしたことが鮮明

に思い出されます。これらの人生にとって貴重な経験をさせていただいたのも，藤村

先生，神田さん，福永さんはじめ，MJET の会員の皆様のおかげです。 

 

今回の植林活動では，ヤンゴン空港に到着すると，ロビーでアウンディンさんのお迎

えを受けました。３年ぶりの再会に，簡単な挨拶をし，喜びを分かち合いました。リ

ンナィンさんは，「鈴木さん!」と先に声をかけてくれ，近況を報告し合いました。 

 

一日目の夕方には，シュエダゴン・パゴダを見学しました。２回目の見学になります

が，建造物の素晴らしさと歴史，ミャンマー人の信仰心の深さに改めて感動しました。

ホテルに到着後，MOE さんの案内で飲食店に行き，生のタイガービールを飲んだのも

２日目からの活動に勢いをもたらせてくれました。 

  

２日目は，僧院での交流です。幼児から小学生くらいの僧もたくさんいて，僧院の広

い意味での教育的な役割を肌で感じることができました。そして，僧院に対する交流

や支援の重要性を感じました。私たちメンバーの演技も成功し，僧院の方々に喜んで

いただけました。現地の子どもたちや学生の演技も，グループによる特徴があり，す
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ばらしい演技で，無心でカメラのシャッターを押しました。終了時には，MJET のメ

ンバーで僧院の子どもたちにアイスキャンデーを手渡したのも，ふれあいの一つであ

ったと思いました。 

 

３日目は早起きして，ヤンゴンからバガンまでプロペラの航空機に乗っての移動です。

このプロペラの航空機に乗ることは，インディー・ジョーンズのファンの私にとって

たまらない気分の良さでした。植林した場所の現地の状況調査をした時に，長女が２

年前に植えた木を教えて下さったアウンディンさんの奥様とリンナィンさんの心配り

に感動しました。 

 

４日目・５日目は現地の方とペアになって，実際に苗木を植えました。片言の英語と

身振り，手振りで意思の疎通ができ，数を重ねるたびに能率よくできるようになりま

した。私がサボテンのとげで，出血していることを気遣ってくれたパートナーの方の

気持ちがありがたかったです。植林活動をした村で，休憩時間に妻が「千の風になっ

て」と「第九」を歌って披露した時には，村人が集中して聞いていた姿が思い出され

ます。また，意外にも「第九」の方に関心を寄せていました。終わった後で，口ずさ

んでいる方もいて，笑いを誘っていました。村人とのサッカーの親善試合では，適度

な緊張感で引き締まった試合ができました。１対１の引き分けで，お互いにスポーツ

で交流を深めることができました。バレーボールのやり方を実演し，ボールを２個と

空気入れ，ボールネットを寄付しました。 

 

６日目はヤンゴンで TIN TIN KHINE さんのお世話になり，スーチーさんの幼少

時の邸宅を見学したり，買い物をして日本への帰路につきました。 

 

 

植林ツアー体験記：初めての植林活動に参加して（百聞は一見に如かず） 

                                 鈴木佳子 

茨城県東茨城郡城里町立桂中学校 

 

このＭＪＥＴの活動を知ったのが，今から４年前でした。娘（美紀）が東京外語大学

の文化祭で藤村さんの講演を聞いたのがすべての始まりでした。 

 

今から４年前（美紀が大学２年になった時），美紀から「とにかく藤村さんはすばらし

い方なので，両親に会わせたい。」という話があり，それならばとその年の５月に藤村

さんにお目にかかりました。その日は，藤村さんの自宅で，植林活動の様子をパソコ

ンで見せていただいたのが一番最初でした。 

 

さらに，その年の夏，娘から「植林活動の事前打ち合わせ会で手品をやることになっ

たので，その道具を取りに行きたい。」と連絡があり，忙しそうな様子だったので，そ

れならば，「私が，手品の道具を届けながら，手品を教えに行ってあげるよ。」と気楽
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に参加しました。その夜，藤村さんの自宅で，神田さんや福永さんからもいろいろな

話を聞き，ものすごいパワーを感じました。また，その時に，福永さんから「鈴木さ

ん，退職してからミヤンマーに行くなんて言ってないで，是非現職の間に行ってくだ

さい。これからの人生が変わると思いますよ。」と言われたのです。私も「そうだよな

あ。」と思いつつ，当時の上司に話をするものの，「それは，退職してからだな。」と言

われてしまいました。（中学校の教員は，夏休みでも，部活動の練習や大会等で誰かし

ら毎日出勤していますから，私自身が一週間も学校を空けることには抵抗がありまし

た。）しかし，上司が変わったので，ミャンマーの植林活動に参加したい旨を伝えると，

「是非行ってきたほうがいいよ。」と快諾してくれたので，今年初めて植林活動に参加

したわけです。 

  

「百聞は一見に如かず」―まさしくこの一言につきます。私は，今回参加して初めて

このプロジェクトのスケールの大きさを感じました。当初私は植林活動に参加すると

いう認識しかなかったのですが，植林活動を通して多彩な活動・盛りだくさんの内容

に大変驚きました。僧院でのお坊さんの説法や瞑想，そして交流会等貴重な体験がで

きたこと本当に感謝しています。また，植林活動を通して，ミャンマーの教育の現状

を把握することができたことや子どのたちの教育環境の整備に貢献できたことは，教

育現場で働くものにとって大きな喜びです。 

 

また，今回参加したメンバーは同じ目的をもって参加しているので，集団としての質

の高さとまとまりの強さを感じました。また，現地の方々が皆さん温かく私たちを迎

えてくださり，素晴らしい交流ができたと確信いたしました。アウンディンさんご夫

妻はじめ，ＭＯＥさん，TIN TIN 先生や TIN  TIN KHINE さん，リンナインさ

んたちのお人柄にも大変感動いたしました。 

 

最後になりましたが，今回この植林活動に参加して多くの方々と出会えたことに感謝

しています。私たち夫婦は，仕事の関係で最後までご一緒できませんでしたが，夫婦

で共通の体験をすることができたお蔭で，一層お互いに理解が深まった気がします。

ゆくゆくは，私たち家族４人で，この植林活動に参加したいと考えておりますので，

引き続きよろしくお願いいたします。 

 



39 

 

植林ツアー体験記 

平田 經倫 

育林コンサルタント 

 

「異土」に木を植えて林に育てることは、まことに難しいものである。植栽樹種が備える

性質を始め、どのようにすれば順調に成林させることができるかについて、分からないこ

とが多過ぎるのだ。今回ツアーからの帰国直後に、他の NPO 等から「植栽木の枯損率が高

い。」或いは「植栽後２～３年で全部枯死した。」との情報を相次いで得た。 

 

小生は、昨年、初めて MJET の既往及び当年の植栽箇所を訪れた。植栽木は、我が国には

自生しない樹種ばかりであるが、2008 年以来６カ年の３ヶ村における植栽地では、植栽木

がそれなりの本数で残存し、個体差はあるもののそれなりの成長が見られた。 

MJET会長の目算では、事業開始以来 2013年までの合計で、植栽木の残存率は６５～７０％

であるということであり、これは、かなりの好成績である。これを維持し、成長を促進さ

せるには、今後どのようなことを行うべきかを、前回以降、考えてきた。 

 

今回植林を行ったコンタンジ村を含め、４ヶ村ともイラワジ川の本・支流の氾濫原の上に

あり、集落も林地も砂の上である。しかも、土地の年齢が若過ぎて土壌が未形成であり、

年間の降雨量も少ない。当然に、土壌有機物に富み、樹木への養分の供給源となる A 層は

存在しない。また、砂土層であるから、雨水は透過し易く、保水力にも劣る。 

 

加えて、昨年のインダイン村での植林では、植栽苗木のポットの鉢土が気になった。 

ビニールの被覆の中の鉢土は青灰色の、粘性の強そうな粘土であった。被覆を剥がすまで

は元気に見えた苗木が、急に息苦しさを訴えてきた。 

 

そこで、今年は、自分の植付本数の半数（５本）は、苗木から鉢土を外して、持参した椰

子殻粉末を根に纏わせて植栽する小試験を設定した。椰子殻粉末は有機物であり、保水力

にも優れる。ただ、これを見ていた地元森林局の職員からは、懸念の発言。しかし、リス

クを伴わない試験はない。しかも、「異土に異樹種を植える」ことには、分からないこと

が多過ぎる。「だから、やって見なくちゃ分からない。○○○実験で。」（NHK E テレ「大

科学実験」） 

 

（赤色のテープを付したものが供試苗木。樹種は Yinmar ＜センダン科＞） 
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植林ツアー体験記：ミャンマー乾燥地帯植林プロジェクトに参加して思ったこと 

 

安田 裕 

鳥取大学乾燥地研究センター准教授 

 

 

植林のことはよく知らないのですが、乾燥地の植林で大切な水源について考えると、空間

許容最大個体数（ある場所で最大の樹木数）が存在するのではないかと思います。樹木の

成長の過程にあって、水は不可欠です。バガン近傍は乾燥地なので、特に乾季の水源が決

定的な条件になるものと思われます。Thant Sin Kyae 村貯水池下流側の植林が立ち枯れ

を起こしたのは、根群域内の水分量の低下によるのではないかと思われます。 

いま、私は北アフリカの乾燥地帯で樹木と地下水の関係を調査中です。

http://aquaenviron.web.fc2.com/mesquite/mesquite.html  

 

サハラの砂漠拡大を防止すべ

く、FAO などの国際機関が乾

燥に強い樹木として

mesquite (mosquito ではな

い) を砂防林樹種として導入

したところ、在来種を駆逐す

る外来侵入種として排他的拡

散を続けているものです。自

分は工学系地下水屋なので、

生態系樹木には疎かったので

すが、このプロジェクトで、

生態専門の方々と調査をやる

中で、乾燥地の乾季の水分量

が植物生態系生存の重要因子

であるということを理解しました。 

 

さて、ミャンマー乾燥地バガンでの植林に立ち返り考えてみると、年雨量 600 mm という

半乾燥地であることから、場所毎の水分量により植林量・樹種・植林間隔などを考慮すべ

きではないかと思うに至ったものでありました。その場所の土性（粘土、砂・・・）、浅層

地下水の存在などから、場所毎の計画を策定するなどはよい考えかと思うのですが。 

  

ミャンマー 

 私はミャンマーが好きになりました。これまで、私の好きな国は、ラオス、ボリビア・ブ

ータンそしてスウェーデンでした。いずれも田舎の小さな国（面積という意味だけではな

い）です。そういう意味では、ミャンマーはポテンシャルが高かったといえましょう。か

つて JICA のスタッフとして働いていたとき、その後、国際派（自称）として世界のいろ

いろな国を巡ってきました。そんな中で感じ取ったことは、「好きな国」という意味は、そ

の国の人たちを好きということです。景色がきれい、物価が安い、食べ物がおいしいなど

 
雨季・乾季の差違による植生の水環境 

植生の生存のためには、乾季中には地下水などの水源が不可欠

である。 

http://aquaenviron.web.fc2.com/mesquite/mesquite.html
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ということで、その国を好きになることはできません。その国の人たちを好きになるから、

その国を好きになれるのです。 

 

そういう意味で、今回の旅でミャンマーが大好きになりました。バガンの村の子供たちの

澄んだ目をみた時、どこかシャイな若者たちとふれあう中で思いをめぐらしたものでした。

このような、まったりとした空気の流れの中で、もの毎へのとり組みがゆったりとしたミ

ャンマー人とふれあって、自分の気持ちが癒されました。このようなやさしいミャンマー

人たちの心は、田舎の国で、経済発展が遅れているからであるか、それとも仏教の教えに

よるものかはわかりません。 

 

今後の経済発展の 流れの中で、まったり、ゆったりは否定的要素となるかもしれません。

それでも、日本は経済が発展しているわりには治安がよいなどと言われています。ミャン

マーは経済が発展していっても、心優しい国であり続けていてほしいと強く願うばかりで

す。同じ仏教国として、経済発展したやさしい国に成長していくことを望んでやみません。 

 

鳥取大学学生の参加 

鳥取大学学生が MJET エコツアーに参加することが望まれるものでありますが、地方国立

大学学生にとって困難もあるかと思われます。自分としては、何か、ミャンマーに係る海

外プロジェクトについて外部資金を取得して、そのプロジェクトの中で院生を同行するよ

うなことを考えてみたいものです。 

 

鳥取大学では海外派遣授業としてメキシコ西部カリフォルニア半島南端、南バハカリフォ

ルニア州ラパス市に位置する、南バハカリフォルニア自治大学（UABCS）と、メキシコ

北西部生物学研究センター（CIBNOR）に、全学から募集、選抜した最大 20 名の学生を

約 3 か月間派遣し、本学をはじめ、UABCS、CIBNOR の教員・研究者の他、米国カリフ

ォルニア大学デービス校（UC Davis）からも教員を招聘し、英語で講義・調査実習を実施

しています。 http://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/ja/study-abroad-mexico.  このプログラ

ムは費用の本人負担も少なく、単位取得もできるのですが、最近は応募が低調です。この

ような、地方国立大学の実態をふまえて、院生の修論・博論に直結したスキームの確立が

有効ではないかと思うものであります。 

 

 

今後への改善に向けて 

航空券取り扱い 

  ・ツアー時期の調整 

 日本の夏休み最後の週末は大混雑 

  ・web check in の活用 

 

http://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/ja/study-abroad-mexico


42 

 

植林ツアー体験記：潜在力のある村の人たち 

 吉田 秀美 

法政大学人間環境学部准教授 

 

旧知の藤村さんからお誘いいただいて、今年度はミャンマーについてゼミで勉強し、ゼミ

生と一緒にミャンマーへ行くことにした。ゼミで勉強を始めた時、ミャンマーについて知

っている言葉を 5 つ挙げてもらったが、多くの学生になじみのあるカンボジアと違って、

5 つを絞り出すのがやっとだった。私自身も似たようなもので、独自の体験と言えば、学

生時代にヤンゴンの学生デモを軍隊が制圧した写真を見て衝撃を受けたこと、タイを旅行

した時にちょっとだけ国境を越えてミャンマー料理を食べたことくらいだ。自分が長くフ

ィールドにしてきた東南アジアと最近よく通っているインドの間にあって、対外的に開か

れたばかりのミャンマーとは、どんな国なのだろうとワクワクした。 

 

８日間をこの国で過ごし、普通のミャンマーの人たちと接してみて、私が受けた印象は、

「潜在力のある村」であり、「ボーダレス感覚の人々」という予想外のものだった。 

 

ミャンマーの農村には、日本人に親近感を抱かせる何かがある。多民族ではあるけれど、

村の中は比較的均質で、インドのように社会的階層で分断されていはいない。大卒の女性

が雑貨店をやっていたり、床屋さんが村長になっていたりしているし、交流会の晩には村

人が老若男女を問わず一丸となって楽しんでいた。人々は自立心があって、外から来た人

に対して卑下することがない。植林活動をしている時も、農民ひとりひとりが効率よく作

業する方法を考えて自ら動いていた。教育が行きわたり、生まれによって身分が規定され

ていない社会であれば、民主化や経済の自由化が進んで、様々な機会が増えるにつれ、彼

ら自身が自力でどんどん村を発展させていくことができるのではないかと思わされた。 

 

それともう一つの驚きは、「少し前まで閉ざされていた国だから、農村社会も停滞していて

閉鎖的なのではないか」というこちらの勝手な邪推が全く覆されたことだった。コンタン

ジ村の男女の人口比は、３：５で女性が多い。半乾燥地の農業だけでは収入が少なくて、

多くの男性がマンダレーやヤンゴンへ出稼ぎに行っているとのことだった。ミャンマー歴

の長い友人によれば、人々はより時給の高い州や国へと出稼ぎに行っているらしい。これ

は見方によっては、「出稼ぎで人口が流出して農村が過疎化していく」というネガディブな

表現もできるけれど、私自身は「政治的に国が閉ざされている中でも、人々は受け身のま

ま現状維持の人生を送ってきたわけではなく、自らの生活を守るために、州境も国境も関

係なく移動してきたのだ」という点が新鮮だった。また、成人男性が自ら働きに出るので

あれば、教育のない親がだまされて子供を水商売に送り出すような社会よりも、人々の尊

厳が保たれている気がする。実際に村の中を歩き回ってみたら、おそらく出稼ぎ家族の送

金のお蔭であろう、予想以上に現金経済が営まれていた。174 世帯の村に小さな雑貨店が

8 軒もあり、他に薬屋やお菓子屋などもあったし、落花生やゴマを搾油する臼の所有者は

他の村人に料金をとって利用させているとこのことだった。また、小型太陽光発電パネル

と電池もほぼ全家庭が購入していた。 

 

これほど潜在力のある村の人々と外部の人間が関わる時には、彼らの潜在力を引き出す努

力こそすれ、依存心を生むようなことは絶対にしてはいけないと、強く思わされた。 
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植林ツアー報告 

        福永喜朋 

ソーラーエナジー普及促進協会理事長 

 

8 月 25 日 

Thant Sin Kyae 村において小学校の校長先生に再会し、太陽光発電の装置がすべて順

調に稼働していることを確認した。小学生および村人がＬＥＤライトの明かりがつい

た環境を毎日楽しんでいることを知り安心した。政府による公共電力供給は、2012 年

10 月当時、３６戸であったが、現在は５０％に電気が供給されており、更に追加工事

が進行中であるとのことである。私は小学生と村人に歓迎され、安らかな気持ちにな

った。今後、８年後の 2020 年に新しいＬＥＤ用のバッテリーと交換することを約束

した。また、来年の再会を約束してお別れした。 

 

In Daing 村において、村長の U Kyaw Aung と面談し、政府との交渉状況を確認し

た。政府は 32,300,000 チャットの半分の資金を村より寄付願うと申し入れて来たが、

村にはその資金がないこと、および実施時期が 5 年以内と不明確であることから、私

のＮＰＯは、現在寄付金を募集中であり、In Daing 村での太陽光発電の実現は 2015

年頃になると伝えた。 

 

8 月 26 日 

East Phar Saw 村において新任の村長と面談し、約 40％の農家が、篤志家の寄付によ

って公共電力の供給を受けていることが判明した。よって、ＮＰＯによる太陽光発電

の必要性はなく、装置の提供はしないこととした。 

 

Kone Tan Kyi 村において、U Hla Ko 村長と U Khing Shwe 委員と面談し、既設の建

物（小学校）を測定した。建物の床面積は 179.65 M², １階建、木造、天井高 3.18ｍ

であった。地元政府は彼らの計画を何ら開示しなかったが、5 年以内には公共電力が

整備されるものと思われる。村の負担金額も今のところ不明である。In Daing 村の人

口は 174 所帯、830 人と大きい。すでに太陽光発電を実施中の農家が 10 戸ほどあるよ

うだ。 

 

現在のところ、当方の募金活動は海外と日本国内で募集中であるが、反応は乏しい。

他の団体にもアプローチを行っている。 
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１１．In Daing 村ゴミ・ゼロ研究基礎調査報告 

       神田道男 

Ｉ．調査概要 

１ 目的と背景 

発展しつつあるミャンマー経済を考慮し、観光地バガンの良好な環境保全の一助とす

るため、周辺集落におけるゴミ処理の現状を調査し、将来の適切なゴミ処理方策を探

るための基礎調査を行う。 

 

２ 対象集落と概要 

対象村落はイン・ダイン村（In Daing, Nyaung-u District, Mandalay Province, 

Myanmar）である。イン・ダイン村は 空港のあるニャンウー町の東南方５km ほど

のところに所在し、世帯数約 150、人口は 780 人程度で、小学校、中学校が所在する。

集落の成立は第二次世界大戦後であり、村の道路は格子状に形成されている。 

 

３村の生活 

生活水は溜池（雨季のみ）、イラワジ川からのパイプ水（政府による敷設、MJET によ

るコンクリート水槽の供与）、深井戸(日本 NPO の協力)の３施設があり、雨水をため

る水槽を持つ家もある。電気の供給はなく燃料は薪である。ヘルスポストはなく、僧

院は旧村に所在する。 

 

年間雨量は、600ｍｍ程度で、雨期（5 月―10 月）と乾期（11 月―4 月）に明瞭に分

かれる。半乾燥地のため、稲作(陸稲)は出来ず、落花生、ゴマなどを栽培し、油に加工

して販売し米を購入している。加工の過程で出るゴミは燃料や堆肥に活用されている

と思われる。 

 

II 調査結果 

調査期間が短いため、2 つの調査を行った。 

 

１ゴミ廃棄の現状調査 

１） 概要 

・集落の内部、周辺の街路（小河川を含む）、で観察調査を行い、ゴミの廃棄状況 

を把握し、あらかじめ用意したグーグル地図に廃棄場所の位置を記入した。な 

お、小学校、中学校、僧院の調査は降雨のため調査未了である。 

・調査日は、2014 年 8 月 28 日（木）、午前 10 時～11 時に実施（神田、古城） 

 

２） 調査結果 （別添 地図参照） 

・村内の道路は清掃されており、牛の糞以外のゴミはない。 

・村外は以下の 5 か所にゴミの投棄が認められた。（別添 地図参照） 

＊村の正門から村の境に沿い北に向かう道路に沿って、3 か所の投棄場所が見られ

た。 
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＊正門から 30 メートルのところに小規模な投棄が見られた。（番号①） 

＊正門から 50 メートルの道路と畑の境に比較的大規模な投棄が見られた。（番号②） 

＊正門から 100 メートル、集落の途切れるあたりに小規模な投棄が見られた（番号 

③） 

＊番号①から②にかけての道路沿いに、ビニール袋等のゴミが散在していた（隣接 

する屋敷からの投棄とも考えられる） 

＊村の正門から南に向かう道路の正門から 100 メートル程度の畑と間に投棄の場所 

があり、最近焼却して整地した跡がある。（番号④） 

＊村の裏門から南に向かう道路が分岐するあたりに小規模な投棄が見られた。 

(番号⑤） 

 

２関係者へのインタビュー調査 

 １）概要 

 ・村長、村幹部、小学校の校長他のインタビューを行う予定であったが、村長を

含む村民の集会において、集団でのインタビューとなった。 

  ・2014 年 8 月 28 日（木） 午前 11 時～12 時 

・In Daing 村 集会場  村長他村民約 30 人（主婦約 15 名、小学校教師 1 名を含

む） 

 

２）インタビューの結果（質問概要案参照） 

  ・ゴミ管理に関する村のルールはない。 

  ・決められたゴミ捨て場はない。 

  ・生ゴミは、家畜の餌としている。 

  ・枯葉は集められて、涸れ川に捨てる（洪水で流れる）。場合により焼却する。 

  ・その他のゴミ： 

   ＊ボトル、カン、ビン等は廃品回収業者が月に 2 回各戸を訪問し、回収している。

回収は、特定の業者が行っているが、別の業者が来ることもある。（水のプラスチ

ックボトルは村では 5 チャット、ニャンウンの町へ持っていくと 10 チャットに

なる） 

   ＊家具などの廃棄物はない。 

   ＊買い物用、菓子のプラスチックの包装用紙などは、落ち葉のように川に捨てる。

場合により焼却。 

   ＊学校教育では、ソーシャルサイエンスの時間にゴミや病気など衛生面での話をし

ている。 

   ＊学校にはゴミ捨て場があり、紙ゴミが主体なので焼却している。 

 ＊学校が生徒から廃品を回収して経費に充てることは無い、必要な場合は現金によ

る寄付を募る。 
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３調査結果の考察 

 １）ゴミ質 

・調査結果から、村のゴミは、生ゴミ、落ち葉、飲食品の包装容器・プラスチック

の 3 種に分けられる。電気の供給がないため、家電製品などの廃棄物はない。 

・量的な把握は今回の調査ではできなかった。 

 

２）ゴミの処理 

・生ゴミは、各家庭において、家畜の餌として活用され、ゴミとして排出はされな

い。 

・落ち葉は、焼却するか、枯れ河川へ投棄され（雨季の洪水で下流に流される）て

いる。（村内の道路は牛の糞（乾燥後、肥料にされる）以外はなく清掃されている） 

・ペットボトル、ビンは定期的に廃品回収業者により対価を得て回収されているた

め、廃棄されずリサイクルされている。（村外に認められた 6 カ所のゴミ集積地で

もペットボトルは認められなかった） 

・菓子や食品のプラスチックの包装紙は、枯葉と同様に扱われ、焼却か、河川ある

いは村外の道路沿いに投棄されている。 

・ゴミは、結果的に各家庭で分別され、学校がリサイクルの拠点になっていること

はない。 

３）ゴミ集積の状況 

・村では、「ゴミ」という観念はなく、「ゴミ」に関する村の規則は存在していない。 

・プラスチック等の包装紙は、枯葉と同様に扱われるため、村外の道路沿いの特定

の場所に結果として集積している。集積している場所の位置の特徴は、2 カ所の

村の門（出入口）から適当な距離にある道路沿いの畑の畦の交差する地点にある。

耕作に出向く途中で廃棄されるためと思われるが、村の規則で場所を定めたわけ

ではない。 

・村の南側（番号④）の地点では、最近の道路整備の際、ゴミを焼却した跡が認め

られた。 

 

III 今後の対応策の考え方 

・村の近代化（電気の供給、消費物質の増大）に対応した、循環型の社会の考え方

を取り入れた対策が必要と思われる。 

・ペットボトルなどの分別によるリサイクルは結果的に行われており、また、生ゴ

ミは、飼料として、牛糞は肥料としてリサイクルされているため、包装紙、プラ

スチックなどの廃棄物の処理方法を明らかにしていく必要がある。 

・このため、村の生活に、「ゴミ」とい観念を共有し、村としての規則、慣習を定め 

ていくことが、基本の対応策となる。 

・現在、実態としてゴミ集積場となっている場所があることを村全体で認め、村共 

有のゴミ捨て場を定め、焼却や衛星埋立方式を定着させることが必要である。 

・また、小学校教育の中で、村外の道路沿いのゴミ集めとゴミ捨て場への投棄、あ

るいは、例えば年に 1 回の村の清掃日の設定などが考えられる。 
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・ゴミ捨て場としては、村の共有地であり、現在自然の凹地となっている山口記念

の森の隣接地などが考えられる。（村の入り口から少し遠いかもしれない） 

 

（参考） 

 表 関係者への質問概要案 

村長 村のゴミに対する考え、ゴミ処理のルールの有無、ゴミ処理場の

問題 

その他村の課題 

村幹部複数名 ゴミの種類、廃棄方法、その他 

村の売店 ビンやペットボトルなどの扱い 

小学校の校長/教員 小学校で出るゴミの処理、小学生への教育内容、分別収集の可能

性 

中学校の校長/教員 中学校で出るゴミの処理 中学生への教育内容、分別収集の可能

性 

 

 

別添 インダイン村とゴミ集積地 

・

 

⑤ 

④ 

③ 

② 

①  
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12．Kone Tan Kyi 村訪問：村民生活及び水資源調査報告 

鈴木真理 

安田 裕 

 

 
 

日時：2014 年 8 月 28 日 9 時～13 時 

場所：Kone Tan Kyi 村 

参加者：Thin Thin Yee、Shwe la Min、安田裕、深川友里加、馬場愛、初見昌彦、平

田経倫、吉田秀美、高瀬諒、中澤七海、鈴木真理 

調査方法：村長及び村人へのインタビュー 

 

コンタンジ村の農家を訪問したところ、最初に村長さんから、村の概況についてブリ

ーフィングを受けることができた。その後、2 組に分かれて農家を訪問した。これら

の訪問で以下の概要を知ることができた。 

 

１．人口 

世帯数は 174 世帯で人口は 885 人（男 385、女 500）。男は 385 人以外に約 300 人がマ

ンダレーやヤンゴンに出稼ぎに行って、工場やレストランで働いており、村や家族行

事の際には帰郷する。出稼ぎなどの仕送りなしで農業のみで生計を立てている家は 60%

である。平均年齢層は 20 歳代が一番多く、最高齢は 99 歳女性が 1 人、90 歳以上は 2

人、75 歳以上が 35人いる。これらの高齢者は女性が多い 

 

２．教育 

小学校は 1 校で中学は 1 マイル（1.6 キロ）先の村へ徒歩か自転車で通学している。

幼稚園生は 8 人、小学生は 45 人、中学生は 25 人である。小学校、中学校、高校の学

費は無料であるが、小学校の制服は自己負担で 5000 チャット必要である。教科書は政

府から支給されている。先生の学歴は大卒で政府から給料を得ている。プライベート

スクールは都市部のみで村にはない。 

 

教育制度は、小学校 5 年（0～4 年生）、中学校 4 年（5～8年生）、高校 2 年（9，10 年

生）で、5 歳から小学校に通学する（外務省データで再確認済み）。小学校はミャンマ



49 

 

ー語、英語、数学、化学、社会の 5 科目で、担任が全科目を教えている。中学は 5 科

目に歴史と地理が追加され、科目毎に先生がいる。授業は朝 8時から午後４時までで、

昼休みが 11 時～12 時までとなっており、生徒は自宅に帰って昼食をとり、再び学校

に戻る。2月が終業で、3月～5月が夏休みとなる。夏休みの間、週 2 回、お坊さんに

よるブッダの教えについての説教があり、サッカーなどクラブ活動もある。 

 

進学率は小・中学校が 100%、高校には殆どが進学し、大学進学は 50%である。大学は

マンダレーにある大学への進学が多い。通信教育中心の大学で、1 ヶ月程度のスクー

リングがあり、サイエンス系は土日に授業がある。卒業後は政府、ホテル、レストラ

ンなどに就職するため、村から出ていく。大卒が村から出ていくことについて農業の

担い手不足への影響はないとのことである。 

 

３．保健 

医療機関は村になく、他の村の保健師（医師ではない）に診てもらい、軽度なら処置

対応してもらう。手に負えない様であればニャウンウーの病院へ車で行く。保健師の

ところまで患者が直接行く事もあるし、往診を依頼することもあり、その場合は電話

で依頼する。 

 

多い疾患は暑いため頭痛と高血圧である。死亡原因は老衰が多く病気が原因ではない。

（医療環境が整っていないことから診断がついていないと推測される）薬は各家庭に

ミャンマー伝統薬（漢方のようなもの）があるが、西洋薬はない。伝統薬はニャウン

ウーの市場などで購入する。 

 

４．農業 

村全体の生産高、販売高は把握していない。(個々人で市街地、市場へ持参する為、農

協のような組織は無い) 主な農産物はピーナッツとゴマ。トウモロコシは少しだけと

れる。ピーナッツは 3 月と 6 月の 2 期作で、村内で消費又はニャウンウーの市場で各

自が売っている。殻は取って 1 Viss (1.63kg)あたり 1500 チャットで販売する。ごま

は 1 Vissあたり 3000チャットで販売する。年 1 回しか収穫できないので単価が高い。

野菜は家の周りで少し栽培し、店でも売っている。米は周辺ではとれないためマンダ

レーの精米を買っている。30 Viss（48.9 kg）で 2 万チャット。1 ヶ月 5 人家族で 1

袋（約 48 kg）が必要である。 

 

農業機械はない。農薬はミャンマーの伝統的なもので市場から買う。農薬による健康

被害はない。肥料は牛糞のみで植物は混ぜない。牛にはピーナッツの殻を与えている。 

農業用水は雨水のみで川の水は使っていない。乾季が長く続き、作物がとれない場合

には出稼ぎに行く。天水灌漑であるため、降雨変動により農業生産性は安定しない。 

共同水栓（村にある「水場」で河川水を揚水している）を使うのは人間と動物のみで

農業には使わない。学校付近にある 2 つの井戸は味が悪い（塩味）ため使用していな

い。 
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Sub-surface hydrological condition of Kone Tan Kyi 

Village 

 

５．電力 

村は電化しておらず、今年電化の計画があるが具体的には未定であり、実現するかわ

からない。村の僧院に農民がジェネレーターを寄付したので、これを村の道に使って

いる。ソーラー＆バッテリー費用は 20 万～30 万チャット以上かかる。スマホ、家の

電灯、ラジオ、テレビに使う。冷蔵庫はない。スマホは 174 世帯中、100 世帯が持っ

ている。ただし 1 世帯あたり 1 台のみ。価格は 1 台 3 万チャット以上する。SIM カー

ドは 1500 チャットで政府から順次供給されている。スマホ料金はプリペイドカードを

使用している。5000 チャットと 1 万チャットの 2 種類があり、通話は 1 分 50 チャッ

ト。Website は 1 分 4 チャットかかる。 

 

６．生活用水 

村では、生活用水を河川水･地下水の揚水により得ている。一部では飲用水の購入が行

われている（下記ガロン瓶）。 

 

 

 

 

 

 

 

給水場 

主たる共同給水場は、東門近傍の共同給水場

２カ所（北西・南東）であり、北西部のもの

はイラワジ川からの揚水によるものである。

南東部共同給水場近傍井戸からの揚水は塩分

濃度を感じさせないものであったが、住民の

説明によると河川水と混合しているとのこと

であった。検証が必要である。 

 

地下水源 

南東部共同給水場そばに掘り抜き井

戸があり、地下水深はおよそ 7-8m と

推定された。当該地区の地下水面が

7-8m深であることから、ある程度成

長した樹木は、乾季には地下水から

吸水していると考えられる。ただし、

この井戸の地下水は帯水層によるも

のではなく、周辺土層の重力水が集

まったものである可能性がある（集

 

Kone Tan Kyi Village 水利用施設 

 
Gallon bottle 
(3gallon, 12L?)   
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Kone Tan Kyi Village 掘り抜き井戸 

地下水深 7-8m。直径およそ 2m。人力で掘削したものと考

えられる。最近、リハビリ（掃除）したことにより、大量

の廃棄物が井戸の向こうに見える。  

水渠）。いずれにせよ、10m 深近傍に不透水・難透水層が存在し、高水分域を形成して

いることから、植生の水源として有意であると思われる。この地下水は浅い層である

ため、農薬（肥料・殺虫剤）、生活排水の浸透が懸念される。 

 

このほかに小学校敷地内、共同給

水場近傍に井戸が掘られているが、

地下水が塩水化しており利用はで

きない。インディアンポンプが設

置されたこの井戸の水深は 60m ほ

どであり、地下水は数千 mg/Lの塩

分濃度を感じさせるものであった。

高塩分地下水が 60m 深にあること

から、海成層が形成されているも

のと推定される。地形的には

Ayeyarwady (Irrawaddy) 川の伏流

水域と考えられるが、年平均雨量

600 mm を勘案すると、 

Ayeyarwady 川との相互作用はな

いものと考えられる。 

 

この村の生活用水について改善すべき点は、表流水 河川水は汚染されているので、

何らかの浄水処置が必要であるということであり、簡易濾過などの方法を検討すべき

である。 

 

また、地下水については、塩水化など水質上の問題が多い。東南アジア全般にわたっ

て指摘されているヒ素の含有も懸念される。浅層地下水の利用・雨水の地下貯留など

の方策を検討したい。Ayeyarwady (Irrawaddy) 川河道近傍で人工涵養を行い、この地

下水を揚水するような方法が検討される。 

 

７．訪問先 

雑貨屋 3 軒：村には計 8 軒あり、その内の 1 軒に

は日本製のテレビ、バイク、車（村の救急車とし

て使用）がある 

                        

菓子工場 3 軒：ミャンマーの伝統的な菓子、その

内 1軒はテレビがある。 

薬の卸 1 軒：西洋薬をタイ経由などで輸入している。   荷台に患者を乗せる 

家が立派である。 

ピーナッツ加工業 1 軒：ピーナッツオイルを作る、殻は牛のエサとなる 

99 歳の最高齢者の家は、訪問した他の家々と比べると質素な家である。 



52 

 

【詳細】 

雑貨屋①：野菜、コメ、菓子、味の素、ばら売りシャンプー、ビンロウなど売ってい

る。店主は大卒女性。商品はニャウンウーまで行って仕入れる。店主の息子は高校生

で寮に入っている。ばら売りシャンプーと乾物はパンテーン 100、その他のシャンプ

ー50チャット。 

 

 

雑貨屋②：雑貨屋①のすぐ近くにある。商店は村の入り口のメインストリートに集中

しているようである。家族 5 人で子供は女性１人、大卒でニャウンウーにて銀行員を

している。建物は１階が商店で上が居住空間。建築は 15 人くらいの村人が 10 日間で

準備した後、5日間で 5 人の大工が作った（計 15日間、20 人）という。飲み水は村の

入り口の井戸を利用している。ソーラー設備はなく、バッテリーでラジオを聴いてい

る。 

 

菓子工場①：ミャンマーの伝統的な菓子、ココナッツやピーナッツ餡のお菓子を作っ

ている。ヤンゴンでも食べられているがピーナッツの産地であるため、バガンの方が

美味しい。約 10 日間日持ちする。1 個 50～100 チャット。子供のおやつ代は 1 日 100

～200 チャットくらいが一般的である。以前、日本人が来て菓子のラッピングをもっ

と綺麗にしたほうが良いとアドバイスを受け包装を改良した。 

 

ココナッツ餡の菓子とピーナッツ餡作り 
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菓子工場の屋根に設置されているソーラーパネルと室内のバッテリー＆テレビ 

 

 

テレビが綺麗に映っている、携帯電話も持っている。家族は 6人、他の村からお嫁さ

んが来ている。お嫁さんはマンダレーで男性 4，5人とお見合いし、ここの息子を選ん

だ。 

 

菓子工場②：ソーラー設備あり。「ちんすこう」に味が似ている菓子を作っている。1

週間日持ちする。 

 

1パック 500 チャット、昼休み中に帰宅して台所でお昼ご飯 

 

 

99 歳最高齢者の家：女性は寝たきり。病気はしていないが老衰している。家族が介護

をしているため十分に働けず薬が買えない。 

 

B 班 

菓子工場 

5人家族で農業を営む傍ら、菓子を製造、

販売している。3 人のお子さんのうち、2

人は大学進学が決まっている。 
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農家 

ゴマ、ピーナッツを生産する農家を訪問した。写真の機械はゴマ、

ピーナッツの搾油の機械であり、エンジン、牛による牽引どちらで

も動かすことが出来る。個々の農家による大きな農業機械の所有は

少なく、他の農家に有料で貸出し(1 回 1,000 チャット程度)も行っ

ている。 

   

 

縫製業 

縫製を生業としているご家族を訪問した。3世代で 1つの家に居住

している。農家の家庭に比べて家屋も大きく、液晶テレビ、DVD プレーヤー等の電子

機器も見られた。 

 

どの家庭を訪問しても、共通の食材が見られた。(豆、バナナ、揚せんべい等) 

 

 

村長宅 

理髪店を営んでいる。 

 

その他 

○乳児の育て方について 

日本と同様に、乳児は母乳で育て始める。1歳ごろから量、食材の硬さ等を調節しな

がら離乳食として徐々に普通の食事に慣らしていく。 

 

○農業機械の普及 

農業機械の普及は進んでいないようであった。村の数軒のお宅を訪問する中で、トラ

クターを見かけたのはこの 2台のみで、農機具に限らず、バイクはあるが自動車は 1

台も見られなかった。 
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○選挙 

村の小学校にて国政選挙の投票が行われ、50％程度の投票率となっている。しかし、

ニュースや政治等を見聞きする、また政治・選挙等について学ぶ機会が無いため、候

補者、公約等を考慮・判断がなされて投票がなされているわけでなく、体裁上、投票

が行われているだけとなっている。 

 

 

付録１ 地下水 

バガン近傍乾燥地の帯水層につき表のような分類がある (International water 

management institute 2013)。Kone Tan Kyi Village 共同水栓の掘り抜き井戸は浅層地下水

で表中では Alluvial、小学校のインディアンポンプ設置井戸は Pegu の範疇にそれぞれ

含まれるものと思われる。 

 

 

East Phar Saw Village の

揚水地下水は良質であ

り、ミャンマー中央政府

も地下水利用を推奨し

ているが、村人は長年の

習慣で、河川水を飲用に

用いている。 

 

 

 

 

付録２ 植生の水源 

Kone Tan Kyi Village における植林の活着に関しては、浅層自由地下水面上の層状構造

（と思われる）にある vadose zone の高水分が条件であると推察された。植林の活着に

は浅層根群域に高水分域が存在することが不可欠である。特に、乾季における、根群

域の水分分布が有意である。 

 

Table ミャンマー乾燥地帯の主要帯水層 

Main aquifer of the dry zone in Myanmar (International water management 

institute 2013) 
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根群域に対応する地下空間水分量による最大個体数の限界が存在することが推察され

る。季節変動も勘案するべきである。 

 

付録３ 将来の水供給 

Kone Tan Kyi Village の農業用水は天水（雨水）によるものである。住民の聞き込み調

査では、渇水時には都市部へ出稼ぎに行くということであった。生活用水はポンプで

地下水、河川水を揚水しているものであるが、農業用水の揚水は多大な予算を要する

ものである。Ayeyarwady (Irrawaddy) 河は谷状の河道を持ち、周辺農地は河川水位より

も数十 m 高くなっている。 

 

農業用水は現況、天水灌漑によるものであり、渇水時には耕作を放棄して都市部に出

稼ぎにいくような実態である。農業用水の可能性として、河川水からの取水が提案さ

れるが、河川水 Ayeyarwady (Irrawaddy) 河本流河川水位に対し、周辺村落地盤標高は

数十 m 高くなっており、大量の農業用水を揚水することは、費用・設備の点で農民に

大きな負担となる。 

 

上流部にダムを建設し、重力落下式に灌漑することが有利と思われるが、用地確保な

ど問題も多い（巻末 参考資料）。 

 

溜池については、十分な地質調査を実施し、雨季の雨水を地下貯留するような方策が

提案される。 

 

地下水の揚水利用については、上記表にあるように、浅層地下水以外は水質が良くな

いので、浅層地下水の利用を検討したい。将来的には、地下構造を探査し、地下貯留、

人工涵養の可能性を打診したい。東南アジアでは地下水のヒ素汚染が報告されている

こともあり、水質の調査は十分に行うことが必要である。 

 

ミャンマー国が農業のさらなる発展を望むならば、上流高位部にダムを建設し、重力

落下により下流に送水するのが選択肢の一つである（例：エジプトのアスワンハイダ

ム）。しかし、これには莫大な予算が必要である。日本、米国、世界銀行、アジア開発

銀行などによる融資が期待される。一方で、住民の立ち退き、環境破壊などには十分

な配慮が必要である（巻末参考：日経新聞電子版） 

 

 

提言 今後の植林、援農活動に向かって 

雨量データを入手する。ツアー中、環境省森林局 zonal officer による説明があった。降

雨量時系列の変動につき質問したところ、年平均雨量、24 inch, 過去最大･最小 40. 13 

inch (mean 600, max. 1000, min. 325 mm) とのことであった。過去数十年分の月雨量時系

列を入手できれば、長期的視野にたった、植林・援農計画の策定に資するところ大で

あることが期待される。  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

参考 

日経電子版 巨大ダムの建設中断表明 ミャンマー大統領  

  2011/9/30 

 

ミャンマーのテイン・セイン大統領は2011/9/30日、北部カチン州のイラワジ川上流に

中国と共同建設中の水力発電用ダム「ミッソンダム」の工事を中断すると表明した。

流域の自然環境や住民に与える影響が大きいと国民から批判が強まり、同地区の少数

民族武装勢力との衝突の一因にもなっていた。大統領の判断は国民和解や民主化進展

といった改革姿勢を示す半面、米欧の経済制裁下にあるミャンマーに影響力を拡大し

てきた中国との関係悪化を招く可能性が高い。 

 

テイン・セイン大統領は首都ネピドーで開催中の国会で「この巨大ダム建設は国民の

意思に反している」と工事中断の理由を説明、「（５年間の）私の任期中は建設しな

い」と言明した。ただ同事業に投資し、発電される電力の大半の購入を決めている中

国側の反発は必至で、計画が完全に中止されるかは不透明だ。中国はイラワジ川で他

に６件のダム建設計画があるが、影響は避けられない。 

 

８月中旬にダム建設への反対を表明していた民主化運動指導者アウン・サン・スー・

チー氏は同日、最大都市ヤンゴンでアウン・チー労働相と会談後、記者団に「国民の

声に耳を傾けたのは素晴らしいこと」と大統領の決断を支持した。 

 

ミッソンダムは最大出力が原子力発電所６基分相当の600万キロワットに達する巨大

発電事業。2006年に中国と共同建設に合意、昨年着工した。総事業費は36億ドル（約

2800億円）に上り、発電電力の９割を中国に輸出する計画だった。 

 

ただダム建設で周辺の生態系が破壊される恐れがあるだけでなく、すでに１万 2000 人

の住民が移住を強制されていた。建設に反対する少数民族武装勢力のカチン独立軍

（KIA）とミャンマー国軍との間で戦闘が起きるなど、国境地帯での緊張も高まってい

た。（バンコク＝高橋徹） 
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植林ツアー後記                 

藤村建夫 

ミャンマー日本エコツーリズム会長 

 

今年の植林ツアーは、以下のような特色があった。 

１） 男女の比率と成人と学生のバランスがとれていた：男女比率は 10 対 11；成人対

学生比率は 8 対 13 

２） 5 つの大学から 12 名の学生が参加し、さらに 1 名の小学生が参加した。加えて学

生の構成も 1 年生から 4 年生まで多様性があった。 

３）植林ツアーに水門・育林・農村開発の専門家が参加したことにより、より専門的

な見地から植林の進め方について助言を得ることができた。 

 

上記のような参加者の構成によって、参加者は仲良くなり情報交換をしながら長旅を

楽しむことができた。今回から全日空の直行便を利用することになり、往復の乗り換

えが無くなったので、便利になった。ビザを取得した学生のパスポートの有効期限が

到着日以降、必要な 6 カ月に 1 日不足するケースがあり、全日空の搭乗時に一筆を取

られれたが、入国はまったく問題がなかった。全行程で移動手段には問題はなく快適

であった。 

 

今回で 7 回目の植林ツアーとなったが、今後のツアーでは以下の点で改善を要する。 

１． 名札の作成を効率的に作成する。 

毎回、植林した苗木に名札をつけているが、その作成に多大の時間と労力を要し

ている。その間、他の人は待っている時間が長く、手伝って早く終了することを

考えたい。 

２． 植林するパートナーを予め決めておく。 

コンタンジ村での初日に、グループ毎の植林パートナーが定まっていなかったた

め、植林方法の指示がうまく伝達されなかった。これは、Aung Din さんが In 

Daing 村の緑化委員会と村長派との調整に手間取り、パートナーを決定時にする

ときに不在であったことによるものである。次回以降は、予め村の緑化委員会に 

パートナーを決めるプロセスを伝えておく必要がある。 

３．交流会も班毎に演目を実施することを考える。 

 

MJET の春の勉強会（5～7 月）と 8 月の事前準備のための勉強会とは、もともと別の 

活動として位置づけらていたが、現実の受講者が植林ツアーの参加者が中心になった

ことから、今後は両者を関連付けて考える必要がある。吉田先生からの指摘でこの課

題がより明確になった。来年度においては、これらを整理して、植林ツアー参加者は

全員事前勉強会に出席し、学生が自分たちで課題を見つけて学習する方式を取るよう

にしたい。 

 

最後に、植林ツアーの終了後、イェジンにある農業研究局を訪問し、副局長と相談の

後、ネリカ米の試験栽培をバガンの 3 つの村の農家の土地で実施してもらうことで合

意したことは、画期的なことであり、特筆しておきたい。 
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付録 １．植林ツアー参加者 

参加者：２１ 名 （内訳：MJET 会員５名（含む学生１名）；一般学生１１名： 

小学生 1 名、一般社会人参加４名） 

学年 氏名 所属先 

大学生 石坂咲希子 法政大学 

大学生 折原優衣 法政大学 

大学生 高瀨 諒 法政大学 

大学生 初見昌彦 法政大学 

大学生 鈴木真理 法政大学 

大学生 根本 優 玉川大学 

大学生 中澤七海 玉川大学 

大学生 深川友里加 玉川大学 

大学生 古城真理子 東京外国語大学 

大学生 馬場愛 東京外国語大学 

大学生 八城明弓 拓殖大学 

大学生 大枝友美 立命館大学 

小学生 吉田 友翠 和光市立第四小学校 

大学教員 吉田 秀美 法政大学人間環境学部准教授 

ＮＧＯ 藤村建夫 ミャンマー日本エコツーリズム会長 

ＮＧＯ 神田道男 ミャンマー日本エコツーリズム理事 

ＮＰＯ 福永喜朋 ソーラーエナジー普及促進協会理事長 

小学校教員 鈴木慶一 茨城県ひたちなか市立高野小学校 

小学校教員 鈴木佳子 茨城県東茨城郡城里町立桂中学校 

コンサルタント 平田経倫 育林コンサルタント 

大学教員 安田裕 鳥取大学乾燥地研究センター准教授 

 

  Myanmar 側パートナー参加者 

会長 U Aung Din The Nature Lovers Group 

職員 Daw May Khin The Nature Lovers Group 

会長 Daw Thin Thin Yi Myanmar Japan Youth Association 

幹事 U Lin Naing Myanmar Japan Youth Association 

学生 Shwe La Min Myanmar Japan Youth Association  
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付録 2. 植林ツアー日程表      

 Tentative Itinerary in Myanmar for August23--August 31, 2014   

 Leave  Arrive  AM PM Overnight stay 

8/23 

Sat 

Itami/ 

Narita 

Narita 

Yangon 

07:50 by NH2176 at Itami to arrive at Narita 

at 09:05;  

11:00 by NH913 at Narita   

 

15:40 NH913 to arrive at Yangon 

20:00 Swe Dagon Pagoda 

Yangon 

New Ayar Hotel 

8/24 

Sun 

Leave 

hotel 

 08:30---09:00 The Dhamma Vihara 

Monastery: Practice meditation 

11:00—12:30 Practice of entertainment 

shows (dancing, singing, etc.) 

15:00 Exchange programme with MBYA  

 

18:30 Visit Shwedagon Pagoda 

Yangon 

New Ayar Hotel 

8/25 

Mon 

Yangon Bagan 06:15 by Air KBZ arriving at 07:35  

09:30 Observation of planted trees and 

    Planting trees in Thant Sin Kyae villag 

14:00 Briefing on the dry zone 

16:00 Observation of planted trees in In Daing 

village; 

Bagan, Thazin 

Garden Hotel 

8/26 

Tue 

    08:00 Observation at East Phar Saw village 

 

10:30 Observation of Kone Tan Kyi village 

15:00 Tree planting in Kone Tan Kyi village 

Writing name tags  

 

Bagan, Thazin 

Garden Hotel 

8/27 

Wed 

  08:30 Tree-planting in Kone Tan Kyi village 

 

14:00 Friendship football match at Kone Tan 

Kyi village 

15:00 Sakura Hotel and Lacquer ware shop 

18:00 Sunset observation 

Bagan, Thazin 

Garden Hotel 

8/28 

Thu 

  09:00 Home visits at Kone Tan Kyi village 

09:30 Field work in In Daing village 

 Interview and survey on the waste and 

garbage 

14:00 City tour 

 

19:00 Exchange programme at Kone Tan Kyi 

village 

Bagan, Thazin 

Garden Hotel 

8/29 

Fri 

Bagan Yangon 08:30 Check out Thazin Garden Hotel & 

leave for Popa, lunch at Popa Mt. Resort 

Hotel 

 

14:00 Leave Popa for Yangon by chartered 

Highway Bus 

22:30 Checking in the hotel in Yangon 

Yangon 

New Ayar Hotel 

8/30 

Sat 

Yangon 

 

 09:00 City tour in Yangon (Ethnic village) 14:00~    Free 

 

21:45 by NH914  

(To stay in flight) 

8/31 

Sun 

 

Narita 

Narita 

Itami 

06:50 NH914 to arrive in Narita 

11:00 by NH0021 for Itami 

12:05 to arrive at Itami 
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3. 写真集 
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