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ձᕳ㢌࣓ࢵࢭ࣮ࢪ  JICA ᆅ⌫⎔ቃ㒊ḟ㛗㸦᳃ᯘ࣭⮬↛⎔ቃࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸧 ᡞ୍
1 ᭶ࡣࠊࣥࢻࢿࢩฟᙇࡋࠊྛᴗࢆどᐹࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࠋࡈᏑ▱ࡢ࠾ࡾࠊࣥࢻࢿࢩࡣࠊ
2009 ᖺ⤫㡿௧࡛ࠊ
ࠕ2020 ᖺࡲ࡛ࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟࢆᑐ 2005 ᖺẚ 26㸦ཪࡣ 41 1㸧㸣๐ῶࡍࡿࠖ
࠸࠺ពḧⓗ࡞ィ⏬ࢆⓎ⾲ࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࣥࢻࢿࢩࡢ≉Ṧ
࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊฟ๐ῶ㔞ࡢ⣙ 86㸣ࡣࠊ᳃ᯘཬࡧἾⅣ‵ᆅࡽࡢฟ๐ῶ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᳃ᯘࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡶࡁ࡞㔜Ⅼࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᖺ 8 ᭶ࡣࠊREDD ᗇࡀタ❧ࡉࢀࠊ12 ᭶ࡣึ௦㛗ᐁࡋ࡚ Heru Ặࡀ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ
ࡀࠊᅇࠊ㛗ᐁ࣏ࣥࢺࢆ㡬ࡃࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ㛗ᐁࡽࡣࠊ
ࠕ୰ኸཬࡧᆅ᪉ࡢ࢟ࣕࣃࢩࢸࣅ
ࣝࢹࣥࢢࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊከࡃࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡀ㛵ࡍࡿᴗࡢ᥎㐍࡞ࠊJICA ࡢᨭᮇᚅࡋ࡚
࠸ࡿࠖⓎゝࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࣥࢻࢿࢩࡣࠊᖺ 7 ᭶ࡢ⤫㡿㑅ᣲ࡛ᨻᶒ௦ࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ᪂ᨻᶒࡀࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ
ᨻ⟇ࢆࡿࡢὀ┠ࡉࢀࡲࡍࠋ
ᅇࡢࣥࢻࢿࢩฟᙇ࡛ࡣࠊ᳃ᯘࢭࢡࢱ࣮࡛ࡶ᪥ᮏࡢẸ㛫ᴗࡢືࡁࡀ㠀ᖖάⓎ࡛࠶ࡿឤࡌ
ࡲࡋࡓࠋCSR 2᳜ᯘࡣࠊ࡞ࡾ๓ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⌧ᅾࡶ㠀ᖖࡁ࡞ືࡁ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡕࡻ
ࡗ࢙࢘ࣈ᳨࡛⣴ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶྡࡔࡓࡿᡭᴗࡢ CSR ᳜ᯘᴗࡀࣄࢵࢺࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊREDD+࡞
ࡢⅣ⣲ࣅࢪࢿࢫ㛵ࡍࡿ㛵ᚰࡶ౫↛㧗ࡃࠊᴗࡢⓙᵝࡽ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞࠾ヰࢆ⪺ࡏ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ
ODA ࡢୡ⏺య࡛ࡶࠊ᪂⯆ᅜࡢᨭᢲࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᚑ᮶ࡢຓᢞ㈨ࠊゝ࠸࠼ࢀࡤᨻᗓ㈨㔠
Ẹ㛫㈨㔠ࡀ᫂☜༊ูࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡢࢭࢡࢱ࣮࡛ࡶᙧࡇࡑ㐪࠼ࠊẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮ࡢ㈨㔠ࡼࡿ㛤
Ⓨࡸᨭࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡀ ODA ࡢᐃ⩏ࡢぢ┤ࡋࡶཬࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࡇࡽࠊᅇࡢࠗ⮬↛⎔ቃࡔࡼࡾ࡛࠘ࡣࠊẸ㛫ᴗࡢⓙᵝࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊ≉㞟ࡉ
ࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊⓙᵝࡽࡢࡈពぢࡸࡈせᮃࢆ࠾ᚅࡕࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ




ղࠕ᳃࡙ࡃࡾ࡛ࠖẸ㛫ᴗ㐃ᦠࡍࡿ JICA ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
㹼ࣥࢻࢿࢩࠕಖᆅᇦ࠾ࡅࡿ⏕ែ⣔ಖࡢࡓࡵࡢⲨᗫᆅᅇ⬟ຊྥୖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ㹼
ᐑᕝᑓ㛛ᐙࣥࢱࣅ࣮ࣗ
 ᶆグࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐑᕝᑓ㛛ᐙ࠾ヰࢆ࠺ࡀ࠸ࡲࡍࠋ
 㸦ĺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺሗ㸸http://www.jica.go.jp/project/indonesia/008 㸧
ձࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせࢆ୍ゝ࡛⾲⌧ࡍࡿ㸽
 ᅜ❧බᅬ࡞ಖᆅᇦ࠾ࡅࡿⲨᗫࡋࡓ⏕ែ⣔ࢆࠊⲨᗫࡍࡿ௨๓ࡑࡢᆅ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠕ㒓ᅵᶞ✀ࠖࢆ⏝࠸ࠊ᳜ᯘࡸኳ↛᭦᪂ࡢಁ㐍࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ᅇࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭⛣㌿ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡲࡍࠋ
ղࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࠕᙉࡳࠖࢆ୍ゝ࡛⾲⌧ࡍࡿ㸽
 ᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࠊẸ㛫ᴗࠊᆅඖఫẸ࡞ᖜᗈ࠸㛵ಀ⪅
ࡢ㐃ᦠࡸ࣮ࣟ࢝ࣝࣜࢯ࣮ࢫࡢά⏝ࡼࡗ࡚ࡁࡵ⣽ࡸ
࡞ᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࡍࠋ
 ᯘᴗ┬ᮏ┬ཬࡧ 5 ࡘࡢᅜ❧බᅬࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊᏛࠊẸ㛫ᴗ➼㐃ᦠࡋ࡚ᖜᗈ
ࡃࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊJICA ഃࡢࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࢫࢱࢵࣇࡋ࡚ᯘᴗ┬ࡢ OB ࡸẸ㛫ே࡞
ࡢ࣮ࣟ࢝ࣝࣜࢯ࣮ࢫࢆά⏝ࡋࠊ⌧ሙࡣࣇ࣮ࣝࢻ࣭࣐
ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽࠊࣇ࣮ࣝࢻ࣭࣐
ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡢୗᆅඖఫẸࡽ࡞ࡿసᴗࢢ࣮ࣝࣉࢆ⤌⧊ࡋࠊ⌧ᆅࡢࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓࡁࡵ⣽࡞άືࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ճ࡞ࡐẸ㛫ᴗ᳃࡙ࡃࡾࡢཧຍࢆࡧࡅࡿࡇ࡞ࡗࡓࡢᩍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ
 Ⲩᗫᆅࢆᅇࡋ࡚᳃࡙ࡃࡾࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊࣥࢻࢿࢩᯘᴗ┬ࡢண⟬ࡔࡅࡣ༑ศ࡛ࡋࡓࠋ
㈨㔠☜ಖࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ 1 ࡘࡋ࡚Ẹ㛫ᴗཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
մẸ㛫ᴗࡢཧຍᑐࡍࡿࣥࢻࢿࢩഃࡢᛂࡣ㸽
 ᪥ᮏࡢẸ㛫ᴗࡢཧຍឤㅰࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡣ᪥⣔ࡢẸ㛫ᴗࡔࡅ࡛ࡍࡀࠊᚋࡣࣥࢻ
ࢿࢩࡢᆅඖᴗࡶཧຍ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅඖࡢᴗࡣ┤᥋⏕ែ⣔ࡽࠊ⎔ቃࠊỈࠊ
࠸ࡗࡓᜠᜨࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠋᐇ㝿ࣥࢻࢿࢩࡢ▼Ἔ♫ࡀ CSR ࡛᳃࡙ࡃࡾࢆᨭࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
յẸ㛫ᴗࡀཧຍࡍࡿࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࣥࢻࢿࢩᨻᗓࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆᩍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊẸ
㛫ᴗࡽࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࣥࢻࢿࢩᨻᗓࡀᏛࢇࡔࡇࡀ࠶ࢀࡤᩍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࣥࢻࢿࢩᨻᗓ᪉ࡗ࡚ࠊࡁ࡞࣓ࣜࢵࢺࡣ๓㏙ࡢ㈨㔠㠃ࡢࠊᗈሗ㠃࡛
ࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊẸ㛫ᴗࡢ᪉ඹ᳜ᶞ⚍࡞ࢆࡍࡿグ࡞ࡾࡸࡍࡃࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡸ᳃ᯘಖ࣭
Ⲩᗫᆅᅇࡢ㔜せᛶࢆ୍⯡ PR ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋẸ㛫ᴗࡢ᪉ࡣᗈሗࡢࣀ࢘ࣁ࢘࡞ࡶ࠾ᣢࡕ
࡞ࡢ࡛ࠊࡑࡢⅬ࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࣥࢻࢿࢩᨻᗓ᪉ࡀᏛࡪࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊẸ㛫ᴗ
ࡽ࠾㔠ࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇࡀࠊࣥࢻࢿࢩഃⰋ࠸⥭ᙇឤࢆࡶࡓࡏࡿࡇ࡞ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ㈨㔠ࢆ
ฟࡋ࡚ୗࡉࡿẸ㛫ᴗࡢ᪉᳜ᯘࡢ㐍ᤖࢆሗ࿌ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊ᳜ᶞ⚍ࡢ࣋ࣥࢺࡣ⌧ᆅ
ࡶ࠾ぢ࠼࡞ࡾࡲࡍࠋᙜ↛ࠊࣥࢻࢿࢩഃ࡛ࡣ⤖ᯝࢆฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊⰋ࠸⥭ᙇឤࢆᣢࡗ࡚
ᴗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
ᐑᕝᑓ㛛ᐙࠊࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࢻࢼ࣮ࡢᨭࡀᚓࡽࢀࡿሙྜࡢ࢜ࣉࢩࣙࣥ
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③「森づくり」民間企業アンケート・・・・・・・・・・・JICA プロジェクトと「森づくり」で連携する民間企業の皆様にお話をうかがいました。
インドネシア「保全地域における生態系のための荒廃地回復能力向上プロジェクト」
ベトナム「北西部水源地域における持続可能な森林管理プロジェクト」http://www.jica.go.jp/press/2013/20130809_01.html
民間企業名

①

森づくりのきかっけ

②

森づくりに参加するメリット

③

JICA に期待すること

当社の主要な製造拠点であるインド
ネシアにおいて天然林の減少が深刻
な問題となっています。インドネシ
アで工場を操業し、木材を使用して
いる企業の社会的責任として植林活
動に取り組み始めました。

地球環境や地域社会に貢献できるこ
との他、グループ企業従業員が植林
活動に参加することで自らの社会意
識の向上につながっています。

現地との契約関係や植樹祭などの調
整業務、および苗畑管理や植栽、メ
ンテナンスの技術指導などいつも大
変お世話になっています。引き続き
よろしくお願いいたします。

三井住友海上火災保険株式会社
総務部 地球環境・社会貢献室
次長 秋葉勝敏氏

当社は事業を通じて紙を大量に消費
しており、使用した木の一部を地球
に戻すことが当社の社会的責任であ
ると考えて、また、生物多様性の保
全に努めるとの会社方針のもと、イ
ンドネシアにおいて 2005 年から熱
帯林の再生活動を行っています。

当社では同じインドネシアのパリヤ
ン野生動物保護林において森づくり
の経験がありますが、JICA と協働で
実施しているメラピ国立公園の荒廃
地回復プロジェクトについて、ご支
援をいただき成功に導きたいと考え
ています。

住友林業株式会社
（インドネシア）
PT. Sumitomo Forestry
Indonesia 西修平氏

住友林業は、
「再生可能で人と地球に
やさしい自然素材である『木』を活
かし、
『住生活』に関するあらゆるサ
ービスを通じて、豊かな社会の実現
に貢献する」という経営理念に基づ
いて、森づくりに取組んでいます。
（インドネシア）
「住友林業の家」の
主要構造材の伐採から建築までに発
生する CO2 を新たな植林でオフセ
ットする、ブロモ国立公園での植林
を含む Project Earth は、お客様と共
に、気候変動問題だけでなく、地域
社会・生物多様性にも配慮しながら
取り組める植林活動として展開して
います。
（ベトナム）REDD+は、途上国の森
林減少・劣化の防止等により気候変
動を緩和する取組みとして注目して
います。

森づくりを行うことにより、環境保
全面で世界的な問題である熱帯林の
減少問題の改善に役立つとともに、
当社が営業活動を行っているインド
ネシアにおいて地域への貢献が可能
となり、当社として企業の社会的責
任を果たすことができると考えてい
ます。
（インドネシア） 当社がこれまで
積み上げてきた植林のノウハウを生
かし、気候変動問題、地域社会貢献、
生物多様性に貢献することができる
ものを考えております。また、この
ことを家づくりと連動させること
で、商品の差別化になると考えてい
ます。
（ベトナム）当社と JICA の双方が
有するノウハウを共有し、ベトナム
ディエンビエン省の REDD+計画に
沿って連携して活動を実施すること
により、同省の森林保全活動が強化
され、地球温暖化対策に貢献すると
ともに、地域住民の生計向上を図る
ことが期待されます。また、この活
動を通じて、REDD+に取り組むため
の知見が得られるものと考えていま
す。

ヤマハ株式会社
人事・総務部 総務室
CSR 推進担当課長
阿部裕康氏
インドネシア
インドネシア・ベトナム

（ベトナム）
山林・環境部
チームマネージャー
佐藤裕隆氏
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（インドネシア）民間企業に有する
ことが困難な中央・地元政府との強
いネットワークや、対象国の仕組み
づくりに関わるという点は、JICA の
支援において強くなると考えます。
引き続き、民間企業が現地で活動す
るための環境整備をしていただけれ
ばと思います。
（ベトナム）REDD+は国際的な枠組
みの元で推進される活動であり、民
間の企業や団体が単独で進めるべき
ものではありません。ホスト国の中
央政府や現地地方政府の方針や実施
体制との調整や実施能力の向上な
ど、JICA の支援により、日本の民間
団体がプロジェクトを実施しやすい
環境が整っていくことを期待いたし
ます。

④ その他ひとこと、関連情報
森の形成には長い年月を要しますの
で、単に植林をするだけではなく植
樹祭などを通じて近隣の住民の皆
様、お子様たちに森の保全に対する
理解を深めていただくよう努めたい
と思います。
関連情報：
http://jp.yamaha.com/about_yamah
a/csr
関連情報：インドネシア熱帯林再生
プロジェクト
http://www.ms-ins.com/company/su
stainability/environment/rainforest/in
dex.html

（インドネシア）森づくりと同様、
現場での活動では一筋縄ではいかな
いこともありますが、共に取り組ま
せていただき、地元の人々だけでな
く、日本の方々に誇れる活動になれ
ばと思います。
（ベトナム）実証活動の現場では、
多くの問題が起き、プロジェクトの
実施にはさまざまな困難が待ち受け
ていることと思います。はなはだ力
不足ではありますが、ともに困難に
取り組み、解決することで、連携活
動のよい事例となれば幸いです。
関連情報：
きこりんの森 http://kikorin.jp/
インドネシア Project Earth
http://kikorin.jp/pje/

民間企業名

⑤ 森づくりのきかっけ

⑥

森づくりに参加するメリット

⑦

JICA に期待すること

⑧

その他ひとこと、関連情報

当社はオフィスの必需品であるコピ
ー用紙を日本国内で大量に販売し、
それらはインドネシアへ製造委託し
ています。この背景から、ビジネス
の持続可能な発展と森林資源の持続
可能性の両立を目指すための課題解
決と学習の場として森づくりに参加
しています。

森林資源を巡るサプライチェーンの
課題を理解し、自らが解決に参加で
きることでより競争力が高まると考
えています。よって、自社が商品を
調達する地域と密接に関連がある、
つまり本業の係わり合いのある国や
地域での産業植林と環境植林に参加
することが、お客様の安心安全につ
ながると考えています。

ODA 分野で培われた技術協力や、ロ
ーカルな合意形成のノウハウを、開
発（経済）と環境の両立に積極的な
民間企業にも開放いただきたく思い
ます。当社は、アジア地域の森林資
源管理に関心があるため、アジア地
域の森林管理と住民の生計向上に寄
与されてきた JICA の技術・知恵を学
べる場が増えることを期待していま
す。

途上国の持続可能な成長と、地球環
境保全の両立に貢献したいと当社は
考えています。経済活動を継続する
なかで、事業者が対象国にどんな貢
献ができるのか、政府・NGO・事業
者の適正な役割分担を具体的な行動
を通じて追求していきます。
関連情報：
ASKUL オフィス用品通販サイト
http://www.askul.co.jp/
ASKUL 産業植林と環境植林サイト
http://1for2.askul.co.jp/
活動ブログ
http://1for2.weblogs.jp/blog/

ヤンマー株式会社
農機事業本部
ソリューション推進部
小西充洋氏

当社が掲げるミッションステートメ
ントの中に「未来につながる社会と
より豊かな暮らしを実現します」と
あります。未来につながる社会とは
資源循環型社会であり、物質循環の
最上流にあたる森林は弊社の事業フ
ィールドである農地・都市・海洋へ
大きく影響するので、森づくりはよ
り豊かな暮らしの実現に貢献できる
領域と考えたからです。

「現地ニーズにあった方法により、
現地側が主体的に取り組む活動を支
援しながら、森林保全と地域の持続
的発展が両立されるモデルの確立を
目指す」という取組みのなかで、現
地の環境保全や生計向上にどんなソ
リューションが求められているかを
感じられる点です。

「現地ニーズ」を抽出し、「現地側
が主体的に」取り組める事業の推進
が重要と考えております。山間地や
小さな農村の状況は、なかなか伺い
知ることが難しいため、貴重な情報
を共有させていただけたらと存じま
す。

昨年 3 月にカントーにベトナム農業
研究所（駐在事務所）を開設いたし
ました。JICA の方々ともよい関係を
保ちながら、事業推進をして行きた
いと考えておりますので、今後とも
よろしくお願いいたします。

ベトナム

アスクル株式会社
B to B カンパニー
ソーシャルマーケティング
部長 東俊一郎氏
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 2014 ᖺ 2 ᭶ 6 ᪥㹼7 ᪥ࠊᅜ㐃Ꮫ࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡓᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕREDD+ᣢ⥆ྍ⬟࡞᳃ᯘ
⤒Ⴀ 㸫᳃ᯘ࣭ᯘᴗᨻ⟇Ẽೃኚືࢆࡘ࡞ࡄ㸫ࠖ㸦᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤ࣭FAO ദࠊJICA ➼ඹദ㸧
ཧຍࡍࡿᶵࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊREDD+ SFM ࡘ࠸࡚ᑡࡋ㢌ࡢᩚ⌮ࢆࡋ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ŶREDD+ࡣఱ?
 REDD+ࡘ࠸࡚ࡣࠊCOP16 ࢝ࣥࢡࣥྜពࡢ୰࡛௨ୗࡢάື(activities)ࡀᑐ㇟ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
(a) Reducing emissions from deforestation㸦᳃ᯘῶᑡࡽࡢฟ๐ῶ㸧
(b) Reducing emissions from forest degradation㸦᳃ᯘຎࡽࡢฟ๐ῶ㸧
(c) Conservation of forest carbon stocks㸦᳃ᯘⅣ⣲✚ࡢಖ㸧
(d) Sustainable management of forests㸦᳃ᯘࡢᣢ⥆ⓗ⤒Ⴀ㸧
(e) Enhancement of forest carbon stocks㸦᳃ᯘⅣ⣲✚ࡢᙉ㸧
 ࡇࢀࡽࡢ୰࡛ࠊ+㒊ศ(c)ࠊ(d)ࠊ(e)ಀࡿάືࡋ࡚ࠊ࠼ࡤࠊಖㆤ༊ࡢタᐃࡼࡿ(c)ࡢ㈉⊩ࠊ
᳜ᯘ࣭ኳ↛᭦᪂ࡢಁ㐍ࡼࡿ(e)ࡢ㈉⊩࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡀࠊ(d)᳃ᯘࡢᣢ⥆ⓗ⤒Ⴀࡣάື࠸
࠺ࡼࡾࡣࠊ(a)ࠊ(b)ࠊ(c)ࠊ(e)ಀࡿάື࡚ࡀྵࡲࢀࡿᴫᛕᤊ࠼ࡿ᪉ࡀศࡾࡸࡍ࠸ࡶ▱ࢀࡲ
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ࡏࢇࠋ࠼ࡤࠊᣢ⥆ⓗ࡞᳃ᯘ⤒Ⴀࡢ୍⎔ࡋ࡚ఆ᥇᪉ἲࠊᦙฟ㊰ࡢᕤኵ࡞ࡼࡿపࣥࣃࢡࢺ
ఆ᥇(Reduced Impact Logging: RIL)ࢆᑟධࡋࡓሙྜࠊࡑࡢᡂᯝࡀ(b)ࠊ(c)ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࢣ࣮ࢫ
࡞࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺+㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊゎ㔘ḟ➨࠸ࡗࡓឤࡀ࠶ࡾࠊUNFCCC-COPྵࡵᅜ㝿ⓗࡶ㆟ㄽ
ࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸≧ἣ࡛ࡍࠋࡑࡢほⅬ࡛ࡣᅇࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣ࡚ࡶ⯆῝࠸ࢸ࣮࣐
ࡀタᐃࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᣢ⥆ྍ⬟࡞᳃ᯘ⤒Ⴀ(SFM)ࡣఱ?
Ŷᣢ
 ᣢ⥆ྍ⬟࡞᳃ᯘ⤒Ⴀ(Sustainable Forest Management㸸SFM)ࡣఱ࡛ࡍࡀࠊ2007ᖺ➨7ᅇᅜ
㐃᳃ᯘࣇ࢛࣮࣒ࣛ(UNFF)㸦ཬࡧࡑࡢᚋࡢᅜ㐃⥲㸧࡛᥇ᢥࡉࢀࡓࠕ࡚ࡢࢱࣉࡢ᳃ᯘ㛵ࡍࡿ
ἲⓗᣊ᮰ຊࢆకࢃ࡞࠸ᩥ᭩(Non-Legally Binding Instrument㸸NLBI)࡛ࠖࡣࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞᳃ᯘ⤒Ⴀ
ࡣࠊࢲࢼ࣑ࢵࢡࡘ㐍ࡍࡿᴫᛕ(dynamic and evolving concept)ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾཬࡧᑗ᮶ࡢୡ௦
ࡢࡓࡵࠊ࡚ࡢࢱࣉࡢ᳃ᯘࡢ⤒῭ⓗ࣭♫ⓗ࣭⎔ቃⓗ౯್ࢆ⥔ᣢཬࡧᙉࡍࡿࡇࢆ┠ᶆ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠖ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
వㄯ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡢࡢ΅ࡢ┠ⓗࡣ᳃ᯘ᮲⣙ࢆసࡿྰ࡛ࠊ᭱⤊ⓗࡣNLBI࠸࠺ἲ
ⓗᣊ᮰ຊࡢ࡞࠸ᩥ᭩࡛Ỵ╔ࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ΅ࡢ㐣⛬࡛SFMࢆᐃ⩏(definition)ࡅࡍࡿྰ࡛㆟
ㄽࡀ⣮⣕ࡋࡲࡋࡓࠋᙜ᪉࡞ࡣࠕᐃ⩏ࡅࡍࡁࠋ᰿ᖿ࡛࠶ࡿSFMࡢᐃ⩏ࡀ࡞࠸᮲⣙ࡣ࠶ࡾᚓ࡞
࠸ࠋࠖᙇࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀᑐࡋ⡿ᅜ➼ࡀᙉ◳ᑐࡋࠊ᭱⤊ⓗࡣࠕᴫᛕࠖࡢ⾲⌧࡛
ᢡࡾྜࡗࡓグ᠈ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᴫᛕࡣࡉ࡚࠾ࡁࠊࡑࢀ࡛ࡣSFMࡣලయⓗఱࠊ࠶ࡿ࠸ࡣఱࢆࡶࡗ࡚SFMࡢྲྀ⤌ࡳ≧ἣࢆุ᩿
ࡍࡿࡘ࠸࡚ࡣࠊUNFF࡛௨ୗࡢ7せ⣲(seven thematic elements)ࡀㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
(1) Extent of forest resources㸦᳃ᯘ㈨※ࡢᗈࡀࡾ㸧
(2) Biological diversity㸦⏕≀ከᵝᛶ㸧
(3) Forest health and vitality㸦᳃ᯘࡢᛶάຊ㸧
(4) Productive functions of forest resources㸦᳃ᯘ㈨※ࡢ⏕⏘ⓗᶵ⬟㸧
(5) Protective functions of forest resources㸦᳃ᯘ㈨※ࡢಖㆤⓗᶵ⬟㸧
(6) Socio-economic functions㸦♫࣭⤒῭ⓗᶵ⬟㸧
(7) Legal, policy and institutional framework㸦ἲⓗ࣭ᨻ⟇ⓗ࣭ไᗘⓗᯟ⤌ࡳ㸧
 ࡇࡢ7せ⣲ࡣࠊ1992ᖺࣜ࢜ࢧ࣑ࢵࢺ௨㝆ࠊୡ⏺ࡢせ࡞᳃ᯘࢱࣉẖྲྀ⤌ࡳࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓ
9ࡘࡢࠕSFMࡢࡓࡵࡢᇶ‽࣭ᣦᶆ(Criteria and Indicators㸸C&I)ࠖࣉࣟࢭࢫࡢඹ㏻ࡍࡿせ⣲ࢆᢤࡁฟ
ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡕ࡞ࡳ᪥ᮏࡣ ᖏᯘ࣭ᐮᖏᯘࢆᑐ㇟ࡍࡿࣔࣥࢺ࣮࣭ࣜ࢜ࣝࣉࣟࢭࢫཧຍࡋ
࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡣᅜ㝿⇕ᖏᮌᮦᶵ㛵(ITTO)ࡢC&I࡞ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ୖグ7せ⣲᳃ᯘⅣ⣲㸦࣮࢝࣎ࣥ㸧ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠼ࡤࠊ࣮࢝࣎ࣥ㔞ࡢᢕᥱࡢࡳࢆ⪃࠼
ࡿሙྜࡣࠊ(1)ࠊ(3)ࠊ(4)ࠊ(5)ࡀ┤᥋ⓗ࡞㛵ಀ࠶ࡿࡶ▱ࢀࡲࡏࢇࡀࠊໟᣓⓗ࡞REDD+ࡢྲྀ⤌ࡳ
࠾࠸࡚ࡣࠊࢭ࣮ࣇ࣮࢞ࢻࡢ୍⎔ࡋ࡚⏕≀ከᵝᛶಖࠊᆅᇦ
ఫẸࡢ㓄៖ࠊ᳃ᯘ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢྥୖ࡞⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑ࠺࡞ࡿ(2)ࠊ(6)ࠊ(7)ࡶ㛵ಀࡋ࡚ࡁࡲࡍࠋ
ŶࠕREDD+SFMࠖཬࡧJICAᨭࡢ᪉ྥᛶ
 ᅇࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊᅜෆእࡢ᭷㆑⪅ࡽ⯆῝࠸Ⓨ⾲ࡀᩘ
ከࡃ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞࡞ࠊ࠸ࡉࡉᭀ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍ
ࡀࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᡂᯝࢆࡦゝ࡛ゝ࠺ࡍࡿ࡞ࡽࠊࠕSFMࡣ
REDD+ࢆྵࡴໟᣓⓗ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊREDD+ࡢ᥎㐍ࡣSFMࡶ
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㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㛗ᖺࢃࡓࡿSFMࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࣭ᩍカࡣ
REDD+ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠖࡇࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ๓ྕ࡛⤂ࡢ࠶ࡗࡓJICA⮬↛⎔ቃಖศ㔝ᴗᡓ␎㸦㸧ࡢᰕࡢ1ࡘ࡛࠶ࡿࠕᣢ⥆ⓗ᳃ᯘ⟶⌮ࢆ
㏻ࡌࡓẼೃኚືᑐ⟇ࠖࡶࡲࡉࡋࡃࡇࡢ⪃࠼᪉㌶ࢆ୍ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
࡞࠾ࠊྠࢭ࣑ࢼ࣮ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢREDD◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࢆࡈぴୗࡉ࠸ࠋ
 ࠙㛵㐃ሗࠚhttp://www.ffpri.affrc.go.jp/redd-rdc/ja/seminars/reports/2014/02/06/01.html

ն࠙᪂⏬ࠚ࢟ࣕࣜᙧᡂࣥࢱࣅ࣮ࣗࢥ࣮ࢼ࣮㸸ᚋ⸨᭷ྑࡉࢇ㸦࣮ࢫࣥࢻࣄ࣮࣐ࣗࣥࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ㸧
ࢭࢿ࢞ࣝᅜຎᅵተᆅᇦ࠾ࡅࡿᅵᆅຎᢚไ࣭᭷ຠ⏝ಁ㐍ࡢࡓࡵࡢ⬟ຊᙉࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᑓ㛛ᐙ㸦⥲ᣓ㸧

 ྕࡽࠊ⮬↛⎔ቃಖศ㔝࡛ࡈά㌍ࡍࡿ᪉ࠊ࢟ࣕࣜᙧᡂ㛵ࡋ࡚࠾ヰࢆ࠺ࡀ࠸ࡲࡍࠋ
ㄞ⪅ࡢⓙࡉࢇࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂࡢཧ⪃࡞ࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ➨ 1 ᅇࡣᚋ⸨᭷ྑࡉࢇ࠾ヰࢆ࠺ࡀ࠸
ࡲࡍࠋ
ͤ௨ୗࠊᚋ⸨ᑓ㛛ᐙࢆ㸦ᚋ㸧ࠊᒸ⏣ࢆ㸦ᒸ㸧␎グࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㸦ᒸ㸧ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡲࡎࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒Ṕࢆ⡆༢ᩍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ
㸦ᚋ㸧1987ᖺ୕㔜Ꮫ㎰Ꮫ㒊㸦⌧⏕≀㈨※Ꮫ㒊㸧ࢆ༞ᴗᚋࠊ
㟷ᖺᾏእ༠ຊ㝲㸦JOCV㸧ཧຍࡋࠊࢭࢿ࡛࢞ࣝάື㸦⫋✀㸸
㎰ᴗᅵᮌ㸧ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋᖐᅜᚋࡣ୕♸ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢶධ
♫ࡋࠊᅜෆࡢタィᴗົࢆᢸᙜࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ1996ᖺ
⌧ᅾࡢᡤᒓඛ࣮ࢫࣥࢻࣄ࣮࣐ࣗࣥࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ♫
ࡢタᦠࢃࡾࠊ⌧ᅾ⮳ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ2005ᖺࡣ♫
ேᯟࢆά⏝ࡋ࡚༤ኈྕ㸦㎰Ꮫ㸧ࢆྲྀᚓࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦ᒸ㸧Ꮫ༞ᴗᚋ9ᖺ┠࡛♫ࢆタ❧ࡉࢀࡓࡢ࡛ࡍࡡࠋࡋࡶ
JOCVࡸ♫ேᯟࢆά⏝ࡋࡓᏛ㝔㐍Ꮫ࡞ከᵝ࡞⤒㦂ࢆ✚ࡲࢀ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡡࠋࡑࢇ࡞ᚋ
⸨ࡉࢇࡀࠊᅜ㝿༠ຊࡢ㛵ࢃࡿࡇ࡞ࡗࡓࡁࡗࡅࡣ࡞ࢇ࡛ࡍ㸽
㸦ᚋ㸧JOCVࡢཧຍ⤒㦂ࡀࡁ࡞ࡁࡗࡅࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋึࡵ࡚ࣇࣜ࢝᮶࡚ࠊ2ᖺ㛫㐣
ࡈࡋࡓࡑࡢ༳㇟ࡣᙉⅯ࡛ࡋࡓࠋࡲࡓJOCVࡋ࡚ࡢ௵ᮇࡀ⤊ࢃࡗࡓឤࡌࡓࡢࡣࠊ⮬ศࡀ⌧ᆅ࡛
ఱຊ࡞ࡿ࠸࠺ࡼࡾࠊࡴࡋࢁᩍ࠼ࡽࢀࡿࡇࡤࡾࡔࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢࠊᑓ㛛ᛶ
ࢆ㌟ࡅࡓୖ࡛ࡧ㏵ୖᅜ࡛ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠊឤࡌࡲࡋࡓࠋ
㸦ᒸ㸧☜ࣇࣜ࢝࡞㏵ୖᅜ࡛⏕άࡋࡲࡍࠊࡑࡢࣃ࣮࣡ᅽಽࡉࢀࠊ㨩ࡉࢀࡲࡍࡼࡡࠋ
ࡕ࡞ࡳJOCVཧຍࡉࢀࡓࡁࡗࡅࡣఱ࡛ࡋࡓ࡛ࡋࡻ࠺㸽
㸦ᚋ㸧ᐇࢆゝ࠺Ꮫ4ᖺࡢࡲ࡛JOCVࡢࡇࢆࢇ▱ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋᛂເࡢࡁࡗࡅࡣࠊ
Ꮫᙇࡗ࡚࠶ࡗࡓJOCVࡢ࣏ࢫࢱ࣮࡛ࡋࡓࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ୡ⏺ࢆぢ࡚ࡳࡓ࠸ࠊ࠸࠺ዲወᚰࡽᛂ
ເࢆỴࡵࡲࡋࡓࠋ
㸦ᒸ㸧࡞ࡿࠊࡑࡢࡢዲወᚰࡀࡑࡢᚋࡢே⏕ࢆỴࡵࡓࡢ࡛ࡍࡡࠋࡉ࡚ࠊᅜ㝿༠ຊࢆ⏕ᴗࡍ
ࡿேࠊ≉ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢ᪉ࠎࡗ࡚ᑓ㛛ᛶࡣ㠀ᖖ㔜せࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ⮬↛⎔ቃಖศ
㔝ࡢᑓ㛛ᛶࡣࡢࡼ࠺ࡘࡅ࡚࠸ࢀࡓࡢ࡛ࡍ㸽
㸦ᚋ㸧Ꮫ࡛ຮᙉࡋࡓ㎰ᴗᅵᮌࡢศ㔝࡛ࡶࠕே⮬↛ࡢඹᏑࠖࡢほⅬࡽ⮬↛⎔ቃಖࡢศ㔝
㔜」ࡍࡿ㒊ศࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀጞࡲࡾࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡉࡽከࡃࢆᏛࢇࡔࡢࡣ♫ேᯟࢆά⏝
ࡋ࡚⟃ἼᏛᏛ㝔༤ኈㄢ⛬㐍ࢇࡔࡇ࡛ࡍࠋ≉⇱ᆅᕤᏛ◊✲ᐊ࡛ࡣࠊᑓᨷࡋ࡚࠸ࡓᕤᏛ
⣔ࡢ◊✲ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⇱ᆅ㛵ಀࡍࡿࡢศ㔝ࡢ◊✲ࡘ࠸࡚ࡶᏛࡪᶵࡀᚓࡽࢀࡲࡋࡓࠋ⮬
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ศࡢᑓ㛛ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊศ㔝ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⪃࠼࡚ᶓ᩿ⓗᏛࢇࡔࡇࡀᑓ㛛ᛶࢆᗈࡆࡿୖ࡛ᙺ❧
ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝ࡢከࡃࡢ◊✲⪅ࡢ᪉ពぢࢆࢃࡍᶵࡀᅽಽⓗቑ࠼
ࡓࡇࡶࠊᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿୖ࡛ࡁࡃᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᒸ㸧ࡘࡲࡾࠊᚋ⸨ࡉࢇࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ࡛࢟ࣕࣜࢫࢸࢵࣉࢵࣉࡍࡿࡁࡗࡅࡣࠊᏛ㝔㐍Ꮫࡔ
ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋ
㸦ᚋ㸧ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡑࡢࡁࡗࡅ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᏛࡢഐ⫈࡛ࡋࡓࠋࡑࡢᏛࡢඛ⏕ヰࢆ
ࡍࡿ࡞࡛Ꮫ㝔ࡶ♫ேᯟࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡾࠊࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚ࡳࡼ࠺Ỵពࡋࡲࡋࡓࠋ᪤
♫ேࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᏛ㝔࡛Ꮫࡪࡶ┠ⓗព㆑ࡀ㧗ࡗࡓࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔ
ࡋࠊ◊✲ࢆ୧❧ࡍࡿࡣᐙ᪘ࡢ⌮ゎࡶᚲせ࡛ࡋࡓࡋࠊ㛫ࡢㄪᩚࡶⱞປࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦ᒸ㸧☜ࡼ㧗࠸┠ⓗព㆑ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ◊✲ࢆ୧❧ࡋࠊᐙෆᖹࢆᏲࡿࡇࡣ࡛ࡁ
ࡲࡏࢇࡼࡡࠋࡑࢀ࡛ࡣ᭱ᚋࠊࡇࢀࡽ࢟ࣕࣜᙧᡂࢆ⪃࠼ࡿⱝᡭࡢⓙࡉࢇ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ࠾㢪
࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ᚋ㸧ඛࡢࡇࡤࡾࢆ⪃࠼࡚ࡶࠊࡑࡢ㏻ࡾ࢟ࣕࣜᙧᡂࡀ࡛ࡁࡿࡣ㝈ࡾࡲࡏࢇࠋ㔜せ࡞ࡇ
ࡢ1ࡘࡣࠊఱࡼࡾࡶࡲࡎࠊ⮬ศࡢ⨨ࢀࡓ❧ሙ࡛ࡢᑓᛕࡍࡿࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡇࡣ
ࡑࡢᚋࡢ࢟ࣕࣜࢵࣉࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢࡸᙺ❧ࡘࡶࡢࡀࡁࡗ࠶ࡾࡲࡍࠋࡶ࠺1ࡘࡣࠊ⮬ศࡀ⯆
ࢆࡶࡘศ㔝ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡛ࡍࠋ᪥࡛ࡣ⮬ศࡢ⯆࠶ࡿሗ᥋ࡍࡿᶵࡸᡭẁࡣ
ࡓࡃࡉࢇ࠶ࡾࡲࡍࠋⰋ࠸ሗࢆ㑅ᢥࡋࠊ⮬ศ࡛ぢࡘࡅࡓ࢟ࣕࣜࢵࣉࡢ✀ࢆ⫱࡚ࡿࢶ࣮ࣝࡋ
࡚ୖᡭࡃά⏝ࡍࡿⰋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㸦ᒸ㸧ᚋ⸨ᑓ㛛ᐙࠊ࠾ᛁࡋ࠸୰ࠊࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸸ᆅ⌫⎔ቃ㒊᳃ᯘ࣭⮬↛⎔ቃಖ➨ㄢ ᒸ⏣⠜
ࣉࣟࣇ࣮ࣝ㸸2010ᖺJICAධᵓࠊᅜ㝿༠ຊேᮦ㒊㸦ྵࡴ࢚ࢳ࢜ࣆົᡤOJT㸧
ࢆ⤒࡚ࠊ2012ᖺ5᭶ࡼࡾ⌧⫋
ឤ㸸ᚋ⸨ࡉࢇࡣࠊࡦࡻࢇ࡞ࡇࡽ⏕ࡌࡓே⏕ࡢ㌿ᶵࢆ⏕ࡋࠊࡑࡢࡑࡢ
ຊ࡛ྥࡁྜࡗ࡚ࡇࡽࢀࡓࡽࡇࡑࠊࡢ࢟ࣕࣜࡀ࠶ࡿࡢࡔࣥࢱࣅ
࣮ࣗࢆ㏻ࡌ࡚ᐇឤࡋࡲࡋࡓࠋ⚾ࡶᖖຊ࡛≀ྥࡁྜ࠸࡞ࡀࡽࠊ࢟ࣕࣜ
ࢵࣉࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
շ࣋ࣥࢺሗ
Ŷ࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙ົᒁ㛗᮶᪥グᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
 ʊୡ⏺ࡢ‵ᆅಖࡢࡓࡵࠊࡘ࡞ࡀࡿࠊࠕ࣡ࢬ࣮ࣘࢫࠖࡢ▱ᜨʊ
 ࡇࡢࡓࡧ࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙ົᒁ㛗 Christopher Briggs Ặࡢ᮶᪥ࡢᶵྜࢃࡏ࡚ࠊグᛕࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࡲࡍࠋࢃࡀᅜ࠾ࡅࡿ࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙Ⓩ㘓‵ᆅࡢ⟶⌮ࡢ≉ᚩࡸㄢ㢟ࠊᆅᇦ࡛ࡢ
ྲྀ⤌ࡳࢆ⤂ࡋࠊࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊົᒁࡸྛᆅࡢⓏ㘓‵ᆅࡢ㛵ಀ⪅ࢆࣃࢿࣜ
ࢫࢺࠊ‵ᆅࡢ࣡ࢬ࣮ࣘࢫ㸦㈼᫂࡞⏝㸧ࡸᚋࡢᒎ㛤ࠊୡ⏺ࡢ㈉⊩ࡘ࠸࡚ࠊሗ࿌࣭㆟ㄽ
ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
᪥㸸2014 ᖺ 4 ᭶ 10 ᪥㸦ᮌ㸧 16  00 ศ㹼18  30 ศ
ሙᡤ㸸JICA ᕷࣨ㇂ࣅࣝ 2F ᅜ㝿㆟ሙ ͤhttp://www.jica.go.jp/hiroba/about/map.html
   1F య㦂ࢰ࣮࡚ࣥ‵ᆅಖ㛵ࡍࡿࣃࢿࣝᒎ♧ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ
ദ㸸࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙ົᒁࠊ⎔ቃ┬ࠊᅜ㝿༠ຊᶵᵓ㸦JICA㸧ࠊ᪥ᮏᅜ㝿‵ᆅಖ㐃ྜ㸦WIJ㸧ࠊ
ࢲࣀ࢛࣮ࣥ࢘ࢱ࣮ࢬ࢜ࣈࢪࣕࣃࣥ㸦࢚ࣅࣥ㸧
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ᚋ㸸እົ┬㸦⏦ㄳ୰㸧ࠊ࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙Ⓩ㘓‵ᆅ㛵ಀᕷ⏫ᮧ㆟ࠊࣛ
࣒ࢧ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮ࠊ࣒ࣛࢧ࣮࣭ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᪥ᮏ
ཧຍ⏦㎸᪉ἲ㸸௨ୗࣜࣥࢡඛࡼࡾ࠾⏦㎸ࡳୗࡉ࠸
https://docs.google.com/forms/d/1AMnob51wYdAwp5mxoZXTJnO77Ts
pU3m6RVTRQb3uWvk/viewform
ཧຍ㈝࣭ධሙᩱ㸸↓ᩱ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ͤ᪥ⱥྠ㏻ヂ࠶ࡾ㸧
ྖ㸸ྡᇳ ⰾ༤㸦WIJ 㛗㸧
16:00㸫16:10 㛤ᣵᣜ㸸 ⎔ቃ┬⮬↛⎔ቃᒁ㛗 ᫍ㔝 ୍
16:10㸫17:40 ➨ 1 㒊㸸ㅮ₇      
  ᇶㄪㅮ₇ 㸸“ Update on the work of Ramsar Convention ”
࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙ົᒁ㛗 Christopher Briggs 
   ࠕ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙ᇳ⾜యไࠖ ⎔ቃ┬
   ࠕࢥ࢘ࣀࢺࣜ㔝⏕ᖐࢆ㏻ࡋࡓே⮬↛ࡢ㛵ࢃࡾࡢฟࠖ ㇏ᒸᕷ ᐑᇉ ᆒ
   ࠕ࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙‵ᆅ“∦㔝㬞ụ”࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙Ⓩ㘓‵ᆅ㛵ಀᕷ⏫ᮧ㆟ࡢ
    ྲྀ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠖ ࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙Ⓩ㘓‵ᆅ㛵ಀᕷ⏫ᮧ㆟㸦ຍ㈡ᕷ㸧ᒣᮧ ᗣ
ࠕᆅᇦୡ⏺ࢆࡘ࡞ࡄ JICA ࡢྲྀ⤌ࡳࠖ JICA ᆅ⌫⎔ቃ㒊 ᡞ ୍
17:40㸫18:20 ➨ 2 㒊㸸ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
  
   ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸ྡᇳ ⰾ༤㸦WIJ 㛗㸧
18:20㸫18:30 㛢ᣵᣜ㸸 JICA ᆅ⌫⎔ቃ㒊㒊㛗 ◚ 㞞ᐇ

㸦ὀ㸧࠺ࡲࡃ࣮࣌ࢪࡀ㛤࡞࠸ሙྜࡣࠊURL ࢆࢥࣆ࣮࣭࣮࣌ࢫࢺࡋ࡚ࣈࣛ࢘ࢨࡢࢻࣞࢫࣂ࣮㈞ࡾࡅ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ

᭱ᚋࡲ࡛࠾ㄞࡳ࠸ࡓࡔࡁࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ͤ㔜せͤ Ⓩ㘓ሗࡘ࠸࡚
㓄ಙⓏ㘓ࢆᕼᮃࡍࡿ᪉ࠊ㓄ಙࡀせ࡞ࡗࡓ᪉ࠊ㓄ಙࢻࣞࢫࢆኚ᭦ࡉࢀࡓ࠸᪉ࡣࠊ࠾ᡭᩘ࡛
ࡍࡀୗグົᒁࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ࡲࡓ࠾▱ࡾྜ࠸ࡢ᪉࡛᪂つⓏ㘓ᕼᮃ⪅ࡀ࠾ࡽࢀࡲࡋࡓ
ࡽࠊ࠾▱ࡽࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡳ࡞ࡉࡲࡽࡢሗᥦ౪ࡸ≉㞟ྕࡢࣜࢡ࢚ࢫࢺࡶḼ㏄࡛ࡍ㸟 ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࣂࢵࢡࢼࣥࣂ࣮㸦බ㛤୰㸧
http://www.jica.go.jp/activities/issues/natural_env/nature_info.html
JICAᆅ⌫⎔ቃ㒊 ᳃ᯘ࣭⮬↛⎔ቃࢢ࣮ࣝࣉ ⮬↛⎔ቃಖㄢ㢟ᨭົᒁ
TEL : 03-5226-6656 /FAX: 03-5226-6343
E-mail: jicage-nature2@jica.go.jp
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