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人煙を見ない深山幽谷の治山工事であろうとも、地域
の自治体や集落、住民との関係なく実施できるものでは
なく、その理解と協力の獲得は事業実施にとってしばし
ば死活的に重要。つまり、どんな事業や工事にも「住民
との関係」や「住民の関与」が強弱濃淡こそあれ必ず付
随する。けして避けては通れない。

しからば、それはどこまで密であるべきか、どこまで
意見を聞くべきか、どこまでの関与を認めるべきか。
ケース・バイ・ケースではあるが悩ましい場面も少なく
ない。

現在の私は（国研）森林研究・整備機構の理事である
が、過去には農林水産省林野庁の技官として、国内での

国有林野事業の実施のみならず、国際協力機構（JICA）
の技術協力プロジェクトの長期派遣専門家として赴いた
タイやネパールにおいて、難しい状況に直面した経験が
ある。どちらも単なる緑化や森林保護ではなく、いわゆ
る「社会林業」と呼ばれる住民参加・住民主体を前提と
した取組であったからだ。

特にネパールでのそれは、当時のJICAプロジェクト全
ての中で「住民参加について最も先鋭的」と言われたも
のであり、やりがいも達成感も苦労も半端ないものが
あった。

事業への住民の関与について、とことん突き詰めて、
いわば北極点まで行ってきた事例として紹介させていた

だきたい。

日本での実務経験
（＝貴重なOJT）

私が「住民の方々とのやりとり」
についてどっぷりと実体験を重ね
たのは、昭和の終わり頃の宮崎県
北部の北方町（現在は延岡市の一
部）。人事交流によって2年間にわ
たり町役場の職員として出向した
ときのこと。

当時で人口6千人強の町である。
役場職員に匿名性は欠片もなく、
一方ではベテラン職員ともなれば
世帯の大半を知っている、まこと
に住民と行政は密接な関係にあっ
た。よそ者の私にとって「住民の
顔を知って・自分の顔を知られて
の行政」というものには大変な面
もあったけれども、事業実施に当
たって集落や住民の理解と協力を
得ることや、住民活動への支援に
携わることを通じて、そのための
仕込みや段取り、手練手管を身体
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※著者が携わったのは第2フェーズ
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もに地球規模での気流の流れを変えモンスーンという現
象、すなわちアジアにおける雨季と乾季を生み出した大
地形だ。

ポカラの雨季は厳しい。なにしろ街の北方僅か20km
のところに高さ8,000m、東西の幅60kmのアンナプル
ナ山系が聳え、インド洋から吹き寄せられる湿気を含ん
で熱く重い季節風がその大障壁に激突する。

年間降雨量は多い年には5,000mmを超え、そのほと
んどが5月から9月の間に降る。最盛期は、日本の梅雨
の長雨に盛夏の夕立が加算されて、それが3 ヶ月間、
1日の休みもなく続くようなもの、と想像してほしい。

5 ヶ月で5,000mm、そして最盛期には累積雨量で
300mmを超える日、1,000mmを超える週もある。雨
季の後半ともなれば、もはや降雨は直ちに地表流となる
上に、地中からの流出も加わる。山腹や崖の至るところ
におびただしい数の渓流や滝が出現する。

小さな亀裂や崩壊、植生の劣化。ごく些細なきっかけ

で覚えたことは、その後の私の職業人生の宝物となった。
タイやネパールでつくづく実感したが、住民とのおつ

きあいを上手に進めるためにはスキルが必要で、それは
つまり「芸」であって身体で覚えるものであり、学んだ
だけではものの役に立たない。例えば、テニスの世界
4大大会を見た、有名選手から聞き取った、教本を多数
読破した、しかしテニスをやったことはないという者と、
難しいことはわからないが中学・高校とテニス部だった
という者とが、実際にテニスをすればどちらが勝つか、
考えるまでもない。スキルとはそういうものである。

私のスキルは（日本ではさしたるものではないが）海
外における日本人専門家としては、プロジェクトの運営
だけではなく、欧米専門家との差別化においても大きな
強みとなった。アジアの農山村というものは、宗教や歴
史や伝統文化や風俗習慣による差異をちゃんとわきまえ
ていれば、意外に共通項が多いものである。

ヒマラヤと雨（前提となる自然条件）
ネパールでは、ミレニアムの頃の2年半にわたり、西

部に位置するポカラを拠点としたプロジェクトのリー
ダーを務めた。住民の住民による住民のための森林や流
域の保全活動への支援、そのためのシステムの構築とノ
ウハウの移転が目的である。

ネパールはプレートがぶつかって巨大な山岳が盛り上
がりつつある、全土が今なお活発な造山帯。地層は歪み
捻れ曲がり、破砕帯は随所にあり断層は多く、当然に地
震もあり、地形は急峻で雨量も豊富。大規模な土砂災害
の多発は宿命とさえ言える国である。

ポカラ盆地も数百年前の氷河湖決壊による超巨大土石
流によって生まれたもので、その際の流出土砂量は約
55億m3と言われていた※1。途方もない数字だが、ヒマ
ラヤの巨大さを間近で見て、現実のポカラの地形を見れ
ば納得できる。1万haほどの丘あり谷ありの複雑な地形
が一気に埋められて単純な扇状地となり、地表面は数十
m以上も高くなった。盆地に流れ込む河川は塞き止めら
れ周囲の山裾に大小の湖が形成された。滞積土砂の浸食
は早いから、顕著な段丘や深い浸食崖が至る所にできつ
つある。観光で訪れては気づかないだろうが、盆地内を
歩き回れば実によくわかる。

およそ山は崩れて低くなるのが長期的には天地自然の
理であるが、日本では人間の必死の営みがそれを止めた
り遅らせたりしている場合が少なくない。しかし、ネ
パールでは予防治山はもとより復旧治山ですら簡単には
実施できないから、あたかも教科書を開くが如く、過去
の土石流の跡、進行中の地すべり、拡大していく土壌浸
食といった自然の営みが粛々と進んでいるのをいくらで
も目の当たりにできる。

その上、ネパールには、地域によって強弱の差こそあ
れ、雨季がある。そもそもヒマラヤこそ、その成長とと

ポカラ盆地の浸食①
浸食と段丘形成の進み具合がわかる。乾季なので茶色が多い

ポカラ盆地の浸食②
規模は左上の段丘平面上の家屋と比較。盆地の中でも一番低い
方なので川幅も広くなっているが、上流部では、同程度の深さ
で川幅が10 ～ 20mのところもある。
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も、この膨大な水量が土砂災害につなげてしまうのだ。

貧困と人口増加（前提となる社会条件）
一方、当時のネパールは1人当たりGDPがおよそ

200ドル/年の世界最貧国のひとつ。加えて人口は25年
ごとに倍増する勢いであった。

この貧困と人口圧力から土地利用は極度に集約的とな
る。山間地域でも階段耕作が可能ならば水田を開く。連
続する棚田の下部と上部の標高差が500mを超えること
も珍しくない。水や気温で制約があれば畑となり、傾斜
が急に過ぎれば牧草地となる。こうした農地の無理な拡
大によって森林は減少。残された森林からの薪炭や飼料
の採取は限界を超えて収奪的となり、その劣化は止まら
ない。農地にしても、水平が確保される水田はともかく、
浸食の観点からは傾斜が許容される畑は危うく、山羊や
牛が縦横に踏み荒らす牧草地は最悪である。

このように、もともと災害多発地域である上に収奪的
土地利用が重なり、土砂災害、土壌浸食や水源の枯渇、
薪炭材・飼料の不足といった問題が山積。

政府や自治体は予算と能力の不足から効果的な対応策
をなかなか実行できない。やむなく住民の自助努力に頼
ろうとしても、その住民は絶対的貧困と高い人口圧の下
で自然資源の収奪的利用に追い込まれている。まことに
厳しい状況であった。

なぜ住民参加なのか（どうしてそこまでやるか）
こうした自然・社会条件を前提として開始されたのが、

我々の「サビハ」（「村おこしと緑のプロジェクト」のネ
パール語名であるサムディアック・ビカス・タタ・ハリ
ヤリ・アヨーザナの頭文字）。ポカラ周辺の山地の10村

（88集落・約8千世帯）を対象として、森林と流域の保
全のための住民参加による村落資源の総合的な管理を目
指す5年間のプロジェクトであり、その活動から得られ

るノウハウ、磨かれる人材、できあがるモデル集落を通
じて、ネパール側への技術移転を図ろうとするもので
あった。

サビハは森林保護や植林、河川の保全といった、住民
に短期的・直接的メリットの少ない事業をいきなり中心
に据えることは避けた。何しろ住民は貧しい。ドナーが
資金を潤沢につぎ込むならばいざ知らず、住民にも負担
を求めて活動を進める場合、「担い手である住民の生活
向上とともに森林や流域の状況も改善される」というよ
うな、いわば助走を長く取ったアプローチしか実施し得
ないし、それは回り道のように見えて結局は最も効果的
である。

どうして貧しい住民に自助努力まで求めるのか、と言
えば、「自助努力は日本の援助の大原則」ということも
あるけれども、何よりも、そうでなければ持続性がない
し、ネパールの他地域への展開もできないからである。

ネパールでは国も自治体も住民も貧しい。そこでの活
動の持続性を求め他地域への展開を求めるのであれば、
小さな支援を無駄なく確実に活かしていく仕組み、そし
て、住民が強いオーナー感を持って自己負担も受け入れ
る仕組みをつくるしかない。実際にポカラ周辺で他の国
際機関や援助団体が実施した丸抱えのプロジェクトの終
了後の無残な状況を見れば、それは明白であった。

援助が存在する間は100で、終わったら0とか5とか
に落ち込むのではなく、援助が存在する間は50で、終
わっても7掛けの35くらい、他地域で真似をしてもさら
に7掛けの25くらいは維持できる、そういうものを目指
したのだ。

また、極めて厳しい状況だからこそ、なおさら最終的
な判断は住民に委ねることが不可欠であった。

農地が足らないから米が足らない、牧草地が足らない
から牛が大変、森林が足らないから薪が手に入らない。
そういう状況下で例えば植林をすれば、直ちに牧草地や

山地の農地化①
階段耕作のほとんどが天水の水田。裸地の斜面は牧草地

山地の農地化②
斜面の編み目状の模様は山羊が歩き回った結果



寄　稿

5sabo Vol.122 Summer2017

農地の減少につながる。それは集落にとって是か否か、
どうしても必要なことか。

貧しい国には事実上「補償」というものは存在し得な
いので、事業実行によるデメリットは住民がまともに被
る。それでもやるのか、やるべきなのか、やらねばなら
ないのか。そういう厳しいゼロサムの問題について結論
を出して良いのは、そこに暮らして、メリットもデメ
リットも引き受ける住民だけである。住民が、自らの置
かれた状況を認識して、自分でぎりぎりの判断をする。
それでこそ、集落としても個人としても納得できるだろ
うし、倫理的観点から見ても正しいやり方である。

このように、そこには住民参加の必要性、住民が主体
となるべき必然性があった。

サビハの仕組みと実行 
（日本を先駆事例としてネパール向けに調整）

具体の仕組みは、先行プロジェクト（第1フェーズ）
の苦労を踏まえ、日本での町役場での経験や林野庁補助
事業も参考として、ネパール政府職員と話し合いながら、
一連の流れとして組み立てていった。

まず、集落に農地や水源、森林など、どんな資源がど
れだけあるのか状況の把握、そこにどんな問題・課題が
あるかの認識、それらが克服された後の望ましい状況の
イメージ、それに近づくための実施可能な事業や工事の
選択、その実行計画の立案、自助努力を基本とした実
行、結果の反省と次期計画の策定、といった一連の行為
を、JICAからの小さな補助とネパール政府職員による現
場での技術的支援を受けつつ、すべて住民自らが行うと
いう野心的な取組である。当然、ネパールの農山村の社
会的・文化的状況に合わせた入念な調整にも努めた。当

時のポカラ周辺の山村における識字率は低く、読み書
き・計算ができる成人が少数しかいない集落も普通に
あったが、それすらも前提として、それでも実行可能な
手法・手順を組み立てた※2。

私がリーダーであった2年半で、仕組みをつくりあげ、
ネパール政府の了解を取り付け自治体の賛同を得て、集
落ごとに住民への事前研修を行い、そして実際に88集
落で住民によって3年間の計画が策定され1年目の事業
が回されるところまで、何とか進めることができた。

その時点では、計画された事業数は400余、受益世帯
数は延べ2万5千、事業費に対するJICAからの補助率は
平均4割。これらの活動のかなりの部分は歩道改良や簡
易水道など村おこし関連であるが、植林や山腹工、渓間
工、調整池など、森林や流域保全の活動も全体の1/4を
占めていた。

こうした森林や流域保全の活動がJICAや政府の指導
によってではなく、住民が自分で必要不可欠なものと判
断して選び取った、というところに重要な意味がある。
JICAの調査に基づいて流域保全の重要性を訴えたところ
で理解も共感も得られない。住民が自分で集落の状況を
見て考えて「この事業をやろう」と決める。そこに生ま
れるオーナー感が大切なのであり、それあればこその自
助努力であり持続性である。

実際の施工には、また別の制約要因や苦労があった。
車道がないから資材の運搬は全て人肩（または驢馬）。

重機がないから施工は全て人力。予算が小さいからセメ
ントの使用は限定的。いきおい渓間工では番線を用いた
布団籠や蛇籠が多用される。

現場での施工を担うのも住民である。住民参加スタイ
ルというより現実的な理由。車道のない山間僻地に工事

集落での話し合い
政府職員（画面中央の紙を広げている白い服の男性）の説明を聞く村人
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業者を連れていくような金のかかることは論外だから、
結局、現地での施工は現地の住民が主体とならざるを得
ない。前掲のとおり工事は高度なものではないから、現
場でのネパール政府職員からの技術的支援があれば何と
かなる。

人力施工のため堰堤や護岸の床堀や袖の根入れが不十
分になりがちなのが難点で、平年の雨季の防災・減災に
役立っても、特に雨量の多い年には布団籠もろとも流出
し、かえって被害を大きくしているのではないかと懸念
することもあった※3。それでも一定の有効性は確かにあ
り、不安定土砂の堆積や山脚固定はもとより、土石流に
も耐えて被害を緩和した事例も見ることができた。

住民の中には「ハイテク」日本に対する過剰な期待も
あった。しかし何しろ人肩運搬・人力施工であるからハ
イテクも何もあったものではなく、土木技術的には近代
というよりむしろ近世。

我々がネパールに移転したのはハードのテクノロジー
ではなく、住民が自ら森林や流域保全に係わる問題を把
握し、解決策を見出し、実施するためのソフトウェア
パッケージであり、そして、それはまずまず成功したと
自負している。あれから20年近くが経過して、今でも
ネパール各地で政府の支援と現地の自助努力によって

「サビハ」をモデルとした活動が続けられている。住民参
加をとことん貫徹した姿勢は正しかったのだ※4。

技術的に正しいか（それとも政治的に正しいか）
その当時、現場で苦闘するネパール政府職員達と話し

合いを重ねた結果の、ひとつの到達点があった。
それは「住民が望む事業や工事が、技術的合理性に即

したものではない場合はどうするか」への答である。
まず、技術者としての知見と良心に基づき助言する。

反対されても罵声を浴びても粘り強く説得する。しかし、
どうしても住民が聞き入れないのであれば、予想される

事態について留意を促した上で、住民の希望に沿った計
画立案と事業実施への支援を行う。

それは「技術者として無責任」と思う向きもあろう。
しかし、住民が最大のリスクを取るのだから、やはり、
最終的な決定権は住民のものだと考えた。

そのような考え方はサビハのみのものではなかった。
ある日の出張の折、自治体による車道の架橋工事を見る
と、予算も資材も乏しく橋脚を立てられないため、河岸
を両側から埋め立てて流路を狭めて架橋するという大胆
な手法を採っていた。流量は雨季と乾季で数十倍は違う
ので乾季の施工は容易だが、見たところ流路断面は半分
以下になるから雨季にもちこたえられるとは思えない。
案の定、雨季を過ぎた頃に通りかかると橋は流亡してい
る。その後に首長に会う要件があり、その話をしたとこ
ろ、最初から覚悟していたとのことだった。どうしても
車道を延長して欲しいという住民の強い要望の前に、い
くら科学的・技術的説明を繰り返しても理解されなかっ
た、実際に施工して橋が流亡するのを見せなければ納得
してもらえない、乏しい予算をそのように無駄にするの
は耐えがたいが、しかし、そうしなければ住民はおさま
らなかった、と首長は語った。これは自治体予算による
事業であり住民主体の取組ではない。しかし悩みは同様
なのだった。予算の浪費という自治体の痛み、完成した
ばかりの橋の流亡という糠喜びさせられた住民の嘆きは、
いわば民主主義のコストとも言うべきものなのだな、と
感じ入ったものだ。

こうした状況を「住民には間違いを犯す権利がある」
という一言で表現した、私の先人もいらっしゃった。私
も同感であった。

終わりに
さて、ここまでは美しい話を述べてきたが、ネパール

の農民とて純朴で優しい人たちばかり、というはずもな

治山工事①
完成後、ある程度経過してダムに堆砂した状況

治山工事②
完成直後の渓間工。袖の根入れが甘いのがわかる
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く、住民の間で様々な我欲や嫉妬、怨恨やしがらみが渦
巻いているのは当たり前のこと。おおむね気持ちよく仕
事できたが、ときには理不尽な要求や徒党を組んでの突
き上げもあれば、内輪の誹謗中傷を聞かされることも
あった。我々は技術論に専念するとか、正論を吐いてき
れいごとですませるとか、そういう逃げを打つことはで
きない。日本人はまだしも距離がとれたが、ネパール政
府職員は泥沼の中に首まで浸かってもがくようなことも
あった。

村長や郡長といった地方政治家や地元選出国会議員は
素晴らしい方々で、随分と助けてもいただいたが、いわ
ゆる政治的な動きというものはあるし避けて通れるわけ
もない。というか、それを含めての社会・文化条件であ
るから、逃げずに飛び込んで真っ向から対応するのが最
善策であった。
「住民参加」には、そういった諸々が漏れなく附いて

くる。
熱意や使命感もさりながら、狡知とか奸智とか言われ

るものも必要だな、と真剣に思った。日本での行政経験
は、自治体のものも霞が関でのそれも、こういうことに
も本当に役に立つのだな、とも感じた（前掲のとおり、
アジアの農山村には共通項が少なくないのである）。

そして、かっこうよく言えば、泥沼の中に首まで浸か
ることになっても、そこに蓮の花を咲かせようとする姿
勢、それを持ち続けることが大切なのだ、とも考えた。

集落での話し合い
代表を選んでいるところ。背景はアンナプルナ山系で、中央のピラミダルなピークはポカラからのヒマラヤの景色のシンボルともいえ
るマチャプチャレ（6993m）。両側に見えるアンナプルナの主峰群より1000mほど低いが、手前にある山なので高く見える。

と、まあ、ここに掲げたのは、ネパールで私が従事した
プロジェクトでの事例である。

日本の現場に直ちに当てはまるようなものではない。
まさに極論であって、簡単に一般化すべきものでもない。

さりながら、こうした「住民の関与のあり方」の極北
のようなところまで経験したこと、つまり、住民とのお
つきあいについて、どこまでやるのか、やるべきなのか、
とことん突き詰めた検討や議論や実務経験は、その後の
私の技官としての視点と仕事の幅を広げるにはずいぶん
と役に立ったと実感している。

皆様の参考ともなれば、まことに幸いである。

※ 1「�Thirty�Years�in�Pokhara」�P.2,�Dorothy�Mierow,�1997,�Pilgrims�
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html
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（出展　砂防学会HP）http://www.jsece.or.jp/event/conf/
abstruct/2002/pdf/2002O054.pdf

※ 4�ネパールの森林保全を支える「SABIHAAモデル」とは？（出典　
国際協力機構HP）https://www.jica.go.jp/topics/news/�
2014/20140822_01.html




