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１．調査の目的と概要 

１－１ 調査の目的 

プロジェクト実施予定地（ブラジル国パラ州コンコルジア・ド・パラ郡、アカラ郡、

モジュ郡）では森林伐採が今なお続いており、その伐採要因として原生林や二次林を

所有する小農家の離農による大規模牧場主や企業などへの土地の売却がある。近年で

はアブラヤシのモノカルチャーが進み、牧場や農地がアブラヤシ農地に大規模に移行

しており、小農家集落の周辺にはアブラヤシ農地が広がっている。 

当会はこれまで、現地カウンターパートであるトメアス総合農業協同組合等と関わ

りを持ちながら、2001年よりパラ州トメアス郡において環境教育にかかる活動、荒廃

地再生植林活動、小農家支援活動（アグロフォレストリー推進活動）を行ってきてい

る。これは、トメアス郡では日系人が、永年作物を導入しながら年間を通じて収入を

得られるような多様な作物と樹木の混生を図るアグロフォレストリーを推進しており、

これを持続的な営農及び森林再生が可能になるモデルとして捉え、日系農家だけでは

なく、非日系の小農家にも普及しているもので、このアグロフォレストリー推進活動

はトメアス内外から高い評価を得ており、今回、同活動をトメアス郡周辺地域（プロ

ジェクト実施予定地）にも展開できるかを調査することとした。 

本調査は、同地域において、アグロフォレストリー植林による植生回復活動、及び

環境配慮型農林業普及活動を実施する可能性を調査し、残存する森林やアグロフォレ

ストリー農地とのネットワーク形成につながる総合的な森林保全・生物多様性保全活

動を展開していく基礎調査とすることを目的とする。本調査によって、調査対象地域

内でまとまってアグロフォレストリー植林活動を実施できそうな地域を特定し、複合

的環境保全型農林業の技術指導を含めて、持続可能な植林活動へとつなげていく。 

 

１－２ 調査概要と調査団の構成 

現地調査は 2014年 1月に実施し、プロジェクト形成に係る現地の状況、プロジェク

トを実施していく際の体制等について調査し、プロジェクト形成の可能性について検

討するための基礎データ収集及び現地機関、地域住民への協力意志確認等を行った。   

当会とブラジル側のカウンターパートであるトメアス総合農業協同組合（ＣＡＭＴ

Ａ）が共同で調査票を作成し、ＣＡＭＴＡがその調査票をコンコルジア・ド・パラ郡、

アカラ郡、モジュ郡の小農家に配布し、回収し、とりまとめを行った。当会はそれを

基に小農家に対して、営農状況や環境保全意識、アグロフォレストリーに対する意向

等についてヒアリングし、聞き取り調査を行った。同様に、パラ州環境局、トメアス

郡環境局、企業（ブラジル・ベレン・バイオエネルギー社）に訪問し農林業活動状況

及び森林・環境政策等について聞き取り調査を行った。 

これまでＣＡＭＴＡはアグロフォレストリー普及による小農家支援を行っており、
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今回、2012年よりＣＡＭＴＡがアグロフォレストリー普及を行っている小農家への訪

問の提案をＣＡＭＴＡより受けたため、パラ州イガラペアス郡、サンタバルバラ郡の

小農家も訪問し、実証圃場・苗畑の整備状況を確認し、アグロフォレストリーが現地

に根付いているかどうかを評価した。さらに、これまでの当会によるトメアス郡にお

ける苗畑整備事業がミナスジェライス州において形成できるかどうかについての可能

性を調べることを目的として、リオデジャネイロ市に位置する現地ＮＧＯ団体ビオア

トランチカ（ＩＢＩＯ）を訪問した。 

 

なお、現地調査の派遣者は以下の通りであった。 

現地調査特定非営利活動法人野生生物を調査研究する会  

理事 今西将行 

国際協力担当 北村亮 

ブラジルプロジェクトマネージャー 林建佑 

 

１－３ 調査の場所 

プロジェクト実施予定地であるブラジル国パラ州コンコルジア・ド・パラ郡、アカ

ラ郡、モジュ郡は東部アマゾンに位置し、土地面積はそれぞれ 690k ㎡、4,343k ㎡、

9,094k ㎡で、人口は 2010 年においてそれぞれ 28,211 人、53,605 人、69,921 人であ 

る。パラ州の州都であるベレン（人口約 140万人）からは道のりで約 200～300kmの距

離にある。また、プロジェクト実施に向けて参考に訪問したイガラペアス郡とサンタ

バルバラ郡の 2010年における人口はそれぞれ 35,887人、14,141人で、土地面積はそ

れぞれ 786k㎡、278 k㎡であった。 

パラ州内の全人口は 2010年において、7,581,051人で、土地面積は 1,247,958 k㎡

である。パラ州内の小農家は 2006 年の時点で 196,150 戸あり、農地面積は

22,446,026haである。プロジェクト実施予定地であるコンコルジア・ド・パラ郡はグ

アマ川、カピン川流域に位置し、アカラ郡及びモジュ郡はアカラ川流域に位置してい

る。 

プロジェクト実施予定地近隣に位置するトメアス郡では 2001年より現地を訪問し、

トメアス文化農業振興協会（ＡＣＴＡ）、トメアス総合農業協同組合（ＣＡＭＴＡ）な

どと環境教育に関する活動、荒廃地再生植林活動、小農家支援活動（苗畑整備を通し

たアグロフォレストリー推進活動）などを実施している。 
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      図 調査地の位置  

 

図 調査実施地域 

 

赤い州がパラ州 

Belém（ベレン）はパラ州の州都 
面積 1,065k㎡ 
人口 1,392,031人（2010年）） 

● 

事業実施予定地 

コンコルジア・ド・パラ郡 
面積 690ｋ㎡ 
人口 28,211人（2010年） 
 

アカラ郡 
面積 4,343ｋ㎡ 
人口 53,605人（2010年） 

 
モジュ郡 
面積 9,094ｋ㎡ 
人口 69,921人（2010年） 
 

※人口、面積はブラジル地理統計院のデータ 

ベレン市 

事業実施地域 

モジュ郡 
アカラ郡 

コンコルジア・

ド・パラ郡 

トメアス郡 
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１－４ 調査の日程 

調査期間は平成 26年 1月 11日（土）～平成 26年 1月 27日（月）の 17日間であ

った。調査の詳細日程を表に示す。 

訪問先は、リオデジャネイロ州ではＮＧＯ団体ビオアトランチカ（ＩＢＩＯ）、パ

ラ州ではカウンターパートであるトメアス総合農業協同組合（ＣＡＭＴＡ）、パラ州

環境局（ＳＥＭＡ）、トメアス郡環境局（ＳＥＭＭＡ）、企業・ブラジル・ベレン・

バイオエネルギー社（ＢＢＢ）、各郡（トメアス郡、コンコルジア・ド・パラ郡、ア

カラ郡、モジュ郡）及びイガラペアス郡・サンタバルバラ郡の小農家であった。 

 

 

日時 内容 

1/11(土)  羽田発（北村） 

関空発（今西、北村） 

ドバイ着、ドバイ発 

1/12(日)  リオ着（今西、北村、林） 

1/13(月) 午前 

午後 

ＮＧＯ団体・ビオアトランチカ（ＩＢＩＯ）訪問 

リオ発、ベレン着 

1/14(火) 午前 

午後 

パラ州環境局（ＳＥＭＡ）訪問 

在ベレン日本国領事事務所訪問、ベレン発、トメアス着 

1/15(水)  トメアス総合農業協同組合（ＣＡＭＴＡ）と会議 

1/16(木)  小農家訪問調査（コンコルジア・ド・パラ郡） 

トメアス郡環境局（ＳＥＭＭＡ）訪問 

1/17(金) 午前 

午後 

ペトロブラス社（ＢＢＢ）訪問 

ＣＡＭＴＡと会議 

1/18(土)  ＣＡＭＴＡ農事部と打ち合わせ 

1/19(日)   

1/20(月)  小農家訪問調査（アカラ郡） 

1/21(火)  小農家訪問調査（モジュ郡） 

1/22(水)  ＣＡＭＴＡと会議 

1/23(木)  小農家訪問（イガラペアス郡） 

1/24(金)  小農家訪問（サンタバルバラ郡） 

1/25(土) 午前 

午後 

ベレン発、ブラジリア着（今西、北村） 

ブラジリア発、サンパウロ着 

1/26(日)  サンパウロ発 

ドバイ着、ドバイ発 

1/27(月)  関空着（今西、北村） 

羽田着（北村） 
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２．調査の内容 

調査地域の自然・社会条件等については文献調査にて調査した。 

 

２－１ 自然条件 

① 気候 

調査対象地域の気候は熱帯湿潤気候であり、年平均気温は 26.5～26.9℃、年平均降

水量は 2,259～2,547mmである。 

 

図 ブラジル気候図（出典：ブラジル地理統計院） 

 

 

図 拡大図（出典：ブラジル地理統計院） 

 

調査地域 

調査地域 

熱帯湿潤気候 
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② 植生 

調査対象地域パラ州の原植生は熱帯雨林であるが、大規模な牧場・農地開発、木材

生産を目的とした森林伐採により、その大部分が失われている。対象地域には、ヴァ

ルゼア林（浸水域に発達する森林）とテラフィルメ林（非浸水域・台地に発達する森

林）があり、前者はアマゾン河流域の 5％（307,300k㎡）を占めている。 

 

図 ブラジルの現在の植生区分（ブラジル地理統計院ブラジル植生地図より） 

 

図 パラ州の現在の植生区分（ブラジル地理統計院パラ州植生地図より） 

調査地域 

調査地域 

熱帯雨林 
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③ 標高 

調査地域の平均標高は 10.0m～48.2m程度（コンコルジア・ド・パラ郡:48.2m、ア

カラ郡:10.0m、モジュ郡:14.8m）である。 

 

図 ブラジル標高図（出典：ブラジル地理統計院） 

 

 

図 拡大図（出典：ブラジル地理統計院） 

 

 

 

 

調査地域 

調査地域 

標高 100m以下 

（緑色の地帯） 
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④ 地質 

調査地域は堆積岩・砂質岩地帯に位置している。 

 

 

図 ブラジル地質図（出典：ブラジル地理統計院） 

 

 

 

図 拡大図（出典：ブラジル地理統計院） 

 

調査地域 

調査地域 

堆積岩・砂質岩地帯 

（黄色の地帯） 
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⑤ 地形 

調査地域は沿岸台地に位置している。 

 

 

図 ブラジル地形図（出典：ブラジル地理統計院） 

 

図 拡大図（出典：ブラジル地理統計院） 

 

 

調査地域 

調査地域 

沿岸台地 

（水色の地帯） 
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２－２ 社会的条件 

調査地域（コンコルジア・ド・パラ郡、アカラ郡、モジュ郡）はトメアス郡と同

様に大規模牧場・農地開発を目的とした森林伐採が行われ、長年にわたって粗放な

農牧畜が広く行われている地域でもあるが、僅かながら原生林も残っている。 

調査地域の小農家は主としてキャッサバ、トウモロコシを栽培しているが、アカ

ラ郡では近年アサイーも多く植付けられるようになってきている。 

コンコルジア・ド・パラ郡では、近年ビオパルマ社とタトゥア・アブラヤシ社が

バイオディーゼルの生産を目的としてコンコルジア郡においてアブラヤシの単一栽

培を大規模に進めている。これにより小農家の周辺地帯はアブラヤシ畑が広がり、

アブラヤシが大規模に栽培されている。小農家は粗放な農牧畜業を営んでおり、収

入が少なく、経営が上手くいかないため、土地を企業に売ってしまい、離農してし

まうと同時に、多くの土地がアブラヤシ農地に移行してしまっている。同時にアブ

ラヤシ農地の拡大とともに多くの小農家が企業に雇用され、労働力が吸収されると

いう社会的な影響が顕在化してきている。 

調査地域で植林される樹種は商用果樹が多く、原生在来樹種は少ない。当地の小

農家は米や豆などの穀類やキャッサバなどを生産していることが多く、植付け前や

収穫後に裸地化するために、土砂流出も多く、荒廃地化すると土壌の酸性度が強く

なり、中和剤や肥料を投入しなければ植物の成長は非常に悪い。 
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① 農牧地域 

調査地域は農牧地帯であり、農牧畜業が盛んである。 

 

 

図 ブラジル農牧地図（出典：ブラジル地理統計院） 

 

 

図 拡大図（出典：ブラジル地理統計院） 

 

 

 

調査地域 

調査地域 

農牧地帯（黄色の点） 

都市周辺部（赤色の点） 
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② 農牧生産 

調査地域周辺ではダイズ、トウモロコシ、サトウキビ、米、インゲンマメ、キャッ

サバ、ミカン、カカオ等が植えられている。また、10万頭以上の牛も飼育されており、

調査地域周辺では農業ばかりでなく牧畜業も盛んである。 

 

 

図 ブラジル農牧生産図（出典：ブラジル地理統計院） 

 

 

図 拡大図（出典：ブラジル地理統計院） 

 

 

調査地域 

調査地域 

□：55,001～88,000ha の

農地を有する郡 

赤い点：森林火災発生地 
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２－３ 調査結果 

① 小農家訪問調査結果 

ヒアリング調査は全部で 78農家に実施した。その内訳は、コンコルジア生産者

協会 11農家、アカラ生産者協会 18農家、モジュ生産者協会 13農家であった。ま

ず、小農家ヒアリング調査結果を以下に示す。 

 

 

ａ）コンコルジア・ド・パラ郡 

今回調査を行った地域では 50戸の小農家が営農しており、主としてパッションフル

ーツを栽培しており、農家の中には、コショウを栽培し、肉牛を飼育している者もい

る。収穫された農作物はトメアス総合農業協同組合（ＣＡＭＴＡ）等に出荷している。 

営農上の大きな課題としては、基本的な営農法（植栽・施肥方法等）を熟知してい

ないことが挙げられる。現地には農業指導者がおらず、市街地から距離があり、他地

域の小農家や郡の農牧普及公などと交流を図ることが少ないため、パッションフルー

ツ以外の作物の植え方などを知ることができずに粗放な農牧業を行っていることが考

えられる。 

小農家は河畔林を 5～50ha 所有しているが、森林を残している理由としては、環境

のためにではなく、法律上河畔林を残していることが挙げられる。法律上土地の 80％

を保全する必要があるので、これに従って残しているだけである。また、小農家から

は森林が湿地帯にあり、農業に適していないから残しているとの回答があり、環境に

  
コンコルジア・ド・ 

パラ郡 
アカラ郡 モジュ郡 

農家数 50農家 60農家 30農家 

対象農家数      28農家       31農家       19農家 

生産物の 

販売先 

ＣＡＭＴＡ、コンコルジ

ア市の市場 

ＣＡＭＴＡやアカラ郡、

ベレン市の市場、カス

タニャル市の企業 

ＣＡＭＴＡ、ベレン市の市

場 

栽培作物・

家畜 

パッションフルーツ 

コショウ、肉牛 

 

アサイー、クプアスー、

キャッサバ、ププーニ

ャ、カカオ 

パッションフルーツ、コシ

ョウ、キャッサバ、アサイ

ー、クプアスー 

土地利用 

面積 

所有面積：25～250ha     

農地面積：3～30ha         

河畔林面積：5～50ha 

所有面積：38～150ha    

農地面積：6～29ha      

河畔林面積：4～121ha 

所有面積：37.5～47ha      

農地面積：5～7ha         

河畔林面積：32.5～40ha 
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配慮して営農しているようにはあまり見られない。 

今後の展望としては、基本的な技術（植栽方法等）がないため、パッションフルー

ツ以外の作物の植え方がわからないが、様々な作物を植えていきたいとしており、ア

グロフォレストリー植林が実践できた場合は、パッションフルーツ以外にもカカオや

アサイーなどの多種多様な果樹を混植することが可能である。 

 

ｂ）アカラ郡 

今回調査を行った地域では 60戸の小農家が営農しており、主としてアサイーを栽培

し、ＣＡＭＴＡやアカラ郡、ベレン市の市場、カスタニャル市の企業（サンペドロ社）

に出荷している。農場に家畜を入れない、ゴミを捨てない等の衛生管理に配慮した無

施肥・無肥料のオーガニック栽培を行っている。 

営農上の大きな課題としては、農作物出荷先の企業による衛生管理の検査（農場に

家畜を入れない、ゴミを捨てない等）が厳しく、衛生面に配慮した営農を行うことが

難しいことが挙げられる。企業にはアサイーを出荷しているが、衛生管理が厳しく、

毎年企業から調査員が検査に来ている。出荷先は確保されているが、これにより、小

農家は常に衛生管理に配慮した栽培を行う必要があり、今まで粗放な営農を行ってき

た小農家にとってはこれまで栽培してきた粗放な農法とは異なる新たな栽培方法に適

応することが難しいと考えられる。 

小農家は河畔林を 4～121ha所有しているが、森林を残している理由としては、在来

樹種で伐採が禁じられているブラジルナッツノキが河畔林に生育しているため、森林

を残している、ことが挙げられる。伐採が禁止されているものの、ブラジルナッツノ

キからは食用の実を収穫でき、市場で販売し、現金収入となり、利用価値が高いため、

小農家は今後も森林を残していくことが考えられる。 

今後の展望としては、アサイー以外にもクプアスー、トウモロコシ、カカオ、バナ

ナなどの様々な作物を栽培し、作付面積をより一層広げ、生産量を増やしていきたい

としているため、アグロフォレストリーを導入した場合は、アグロフォレストリーに

よって多種多様な作物を混植し、一年中多様な作物を生産し、生産量を増やすことが

可能であると予想される。 

 

ｃ）モジュ郡 

今回調査を行った地域では 30戸の小農家が営農しており、主としてパッションフル

ーツを栽培しており、生産物はＣＡＭＴＡやベレン市の市場に出荷している。 

営農上の大きな課題としては、モジュ郡から農産物の出荷先（ベレン市の市場、Ｃ

ＡＭＴＡ）まで遠く、輸送に時間がかかり、トラックの燃料代がかかることである。 

また、農業に関する基本的な知識、技術が不足しているので、作物が病気になって
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も対処できないことが挙げられる。この要因としてはモジュ郡小農家が伝統的に粗放

な営農をしてきており、小農家が他の集落や農牧普及公社等の機関と交流が少なく、

情報交換がなされておらず、基本的な対処法を知らないことが考えられる。 

小農家は河畔林を 32.5～40ha所有しているが、森林を残している理由としては、自

然環境を保全するために残していることが挙げられる。現地では自然林が農地や牧場

に移行し、失われていることから、自然環境に配慮した農業を実践する必要があると

小農家は考えていることが推測される。 

今後の展望としては、小農家は河畔林を保全しながらより多くのパッションフルー

ツ、コショウを植え付け、他の作物も混植し、生産量を増やしていきたいとしている。

アグロフォレストリーを導入した場合は、多種多様な作物を植え付けることが可能で

あると考えられる。 

 

問．アグロフォレストリーがどのような農法か把握しているかどうかについて 

【回答】 

 

 

 

 

 

 

問．トメアスでは毎年アグロフォレストリーセミナーが開催されているが、このセ

ミナーに参加し、アグロフォレストリーがどのような農法か知りたいかどうか

について 

【回答】 

 

 

 

 

 

 

問．ワークショップ後にワークショップ、アグロフォレストリーについて家族と情

報共有や意見交換をし、アグロフォレストリーがどのような農法か伝えてもら

うことは可能かどうかについて 

【回答】 

  
コンコルジ

ア・ド・パラ郡 
アカラ郡 モジュ郡 

はい 7（25.0％） 6（19.3％） 2（10.5％） 

いいえ 21（75.0％） 25（80.7％） 17（89.5％） 

  
コンコルジ

ア・ド・パラ郡 
アカラ郡 モジュ郡 

はい 20（71.4％） 25（80.7％） 16（84.2％） 

いいえ 8（28.6％） 6（19.3％） 3（15.8％） 
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問．もし、苗畑を設置することになった場合、共有して皆で使うことは可能かどう

かについて 

【回答】 

 

 

 

 

 

 

問．自然環境に配慮しながら営農する必要があるかどうかについて 

【回答】 

 

 

 

 

 

 

ｉ）コンコルジア・ド・パラ郡 

 アグロフォレストリーがどのような農法であるかを知っている小農家は少なかった

ものの、アグロフォレストリーセミナーに参加し、アグロフォレストリーがどのよう

な農法か知りたいという小農家は多く、関心が高いことが考えられる。 

また、セミナー後に家族にアグロフォレストリーがどのような農法か伝えてもらう

ことができると答えた小農家も多く、同農法がどのような農法か理解している農家を

増やすことが可能であると考えられる。 

 自然環境に配慮しながら営農する必要があるかの問いに対し、「いいえ」と回答した

小農家が多く、理由としては自分の生活で精一杯であり、生産量を上げるにはより多

くの土地を開墾し植え付けをしていくことが必要であるため、自然環境には配慮して

いないということが挙げられた。「はい」と回答した理由としては、自然環境に配慮し

なければ、自然、特に森林が伐採や火入れにより失われていく一方であるため、火入

  
コンコルジ

ア・ド・パラ郡 
アカラ郡 モジュ郡 

はい 19（67.9％） 25（80.7％） 16（84.2％） 

いいえ 9（32.1％） 6（19.3％） 3（15.8％） 

  
コンコルジ

ア・ド・パラ郡 
アカラ郡 モジュ郡 

はい 16（57.1％） 22（71.0％） 17（89.4％） 

いいえ 12（42.9％） 9（29.0％） 2（10.6％） 

  
コンコルジ

ア・ド・パ郡 
アカラ郡 モジュ郡 

はい 10（35.7％） 20（64.5％） 15（78.9％） 

いいえ 18（64.3％） 11（35.5％） 4（21.1％） 
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れをあまり行わないような環境に配慮した営農を行う必要があることが挙げられた。 

 

ｉｉ）アカラ郡 

アグロフォレストリーがどのような農法であるかを知っている小農家は少なかった

ものの、アグロフォレストリーセミナーに参加し、アグロフォレストリーがどのよう

な農法か知りたいという小農家は多く、関心が高いことが考えられる。 

また、セミナー後に家族にアグロフォレストリーがどのような農法か伝えてもらう

ことができると答えた小農家も多く、同農法がどのような農法か理解している農家を

増やすことが可能であると考えられる。 

自然環境に配慮しながら営農する必要があるかの問いに対し、「はい」と回答した理

由としては河畔林にはブラジルナッツノキのような有用樹種が生育しているため、伐

採せずに保全し、同時に営農するべきであることが挙げられた。「いいえ」と回答した

理由としては、すでに衛生管理に配慮した農業を実践しているため、さらに環境保全

に配慮した農業を実践することは難しいことが挙げられた。 

 

ｉｉｉ）モジュ郡 

アグロフォレストリーがどのような農法であるかを知っている小農家は少なかった

ものの、アグロフォレストリーセミナーに参加し、アグロフォレストリーがどのよう

な農法か知りたいという小農家は多く、関心が高いことが考えられる。 

また、セミナー後に家族にアグロフォレストリーがどのような農法か伝えてもらう

ことができると答えた小農家も多く、同農法がどのような農法か理解している農家を

増やすことが可能であると考えられる。 

自然環境に配慮しながら営農する必要があるかの問いに対し、「はい」と回答した理

由としては、河畔林が減少しているため、河畔林を保全しながら営農していきたいこ

とが挙げられ、「いいえ」と回答した理由としては、小農家が他の作物も混植しながら、

生産量をもっと増やしていきたいため、自然環境に配慮できないことが挙げられた。 

 

本調査では、アグロフォレストリーがまだ実践されておらず、ＣＡＭＴＡに農産物

を出荷し、ＣＡＭＴＡとつながりのある地域を対象としたが、コンコルジア・ド・パ

ラ郡、及びモジュ郡の小農家は農業に関する知識・技術（植栽方法等）が不足してい

るため、現地、あるいは、トメアス郡にてＣＡＭＴＡの技術普及員が講習会を開催し、

基本的な営農法や経営法について指導する必要があるだろう。自然環境に配慮して河

畔林を保全する小農家もあれば、生活で精一杯で配慮できていない小農家もあるため、

環境保全は重要であるが、まずは彼らの生活を安定させることが必要である。 

また、アグロフォレストリーがどのような農法であるのかを知らない小農家が多く
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見られた。小農家はアグロフォレストリーを実践することは難しいと捉えているが、

関心を示した農家が多かったため、今後ＣＡＭＴＡの農業技師を通して彼らにアグロ

フォレストリーについて講習し、毎年 8月にトメアス郡で開催されるアグロフォレス

トリーセミナーに参加することで、彼らは自然配慮型農業がどのような農法か理解す

ることができるであろう。  

コンコルジア・ド・パラ郡のある小農家は、近年の企業によるアブラヤシ栽培を通

した小農家支援プロジェクトが同郡においても広がってきたため、アグロフォレスト

リーの普及は実施しにくのではないか、アグロフォレストリーをもし実践すれば、新

たに土地を開墾し、整地し、植付けや施肥等を行う必要があり、より多くの労力が求

められ、離農した労働者も多いため、労働力が足りないのではないかと述べている。 

今後は現地の状況、小農家の意思をふまえつつ、どの郡の小農家に対してＣＡＭＴ

Ａの技術普及員による講習会を開催し、アグロフォレストリーがどのような農法であ

るか小農家に理解してもらい、またどの郡において苗畑を設置できるかどうかの優先

順位をつけ、アグロフォレストリー植林が実践できるかについて当会とＣＡＭＴＡが

協議し、検討していく必要がある。 

 

  

コンコルジア・ド・パラ郡小農家集落周辺の

様子 

コンコルジア・ド・パラ郡小農家に対する

インタビューの様子 
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アカラ郡小農家生産者協会敷地内の様子 アカラ郡小農家に対するインタビューの様

子 

  

モジュ郡小農家に対するインタビューの様

子 

モジュ郡小農家に対するインタビューの様

子 

 

    ②現地行政・企業等訪問調査結果 

１）パラ州環境局（ＳＥＭＡ）訪問 

ジョゼ・アルベルト環境局次長及び環境企画課職員と環境管理課職員らと森

林環境政策について協議することを目的として、パラ州環境局（ＳＥＭＡ）を

訪問した。 

ＳＥＭＡは環境保護と保全及び生活の質の改善を保証することによって、持

続可能な開発と調和がとれ、効果的で統合された環境管理を促進することを目

的とし、2013年 5月にパラ州政府によって制定された環境規制プログラム（Ｐ

ＲＡ）に基づき、パラ州における自然環境回復、荒廃地修復事業、小農家支援

を行っている。ＰＲＡはパラ州における農村部の所有物と所有権の環境規制を

図るものであり、パラ州でのみ構築されたプログラムである。同プログラムは

農村部の土地と所有権を環境規制に適合させるために、農村部の土地所有者と



 - 20 - 

不法占拠者が行うべき活動とイニシアティブを統合したものである。 

パラ州シングー地域では、ＳＥＭＡは環境省、ヨーロッパ委員会、国連食糧

農業機関（ＦＡＯ）と共同で、森林伐採の減少のための協定プロジェクトを実

施している。このプロジェクトはアマゾンにおける森林伐採の減少及び温室効

果ガスの削減に貢献するばかりでなく、森林伐採を監視し管理するために土

地・環境管理に適した手段を有する自治体を生み出し、最も森林伐採が進んで

いる地域からシングー地域を外すことを目的としている。ＰＲＡは農家の環境

上のさまざまな負債を解決することから森林法においても最も重要な法律の一

つであるとみなされている。また、法定保全地域と永年保全地域の回復及び農

地の環境への適応を目指している。 

ＳＥＭＡは、パラ州における自然環境回復、荒廃地修復事業、小農家支援を

行っていることから、これまで当会が実施してきたトメアス郡における苗畑整

備事業によって小農家が支援されると同時に、荒廃地が修復されている点につ

いて多大な関心を示し、ＰＲＡや森林環境政策への活用を検討したいとしてい

る。しかしながら、そのためには事業内容や課題をしっかり把握しなければ、

政策として検討することは難しいという意見がジョゼ・アルベルト環境局次長

よりあり、ＳＥＭＡは当会の苗畑整備事業をパラ州の政策に取り入れるかどう

かを検討するために、ＷＲＳのこれまでのトメアス郡での苗畑整備事業の内容

（事業内容、成果、成功要因、課題等）をポルトガル語あるいは英語で文章化

し報告書を提出して欲しいとしている。 

 

  

環境局職員と写真撮影→左から三人目

がジョゼ・アルベルト環境局次長 

パラ州環境局庁舎正面 

 

２）トメアス郡環境局（ＳＥＭＭＡ）訪問 

トメアス郡担当アニージオ・ジョゼ環境管理官出席のもと、ジョゼ・マリア

環境局長、小長野道則農務局長、郡環境局職員と森林環境政策について協議す



 - 21 - 

ることを目的としてトメアス郡環境局（ＳＥＭＭＡ）を訪問した。 

ＳＥＭＭＡは、トメアス郡のアグロフォレストリーの導入と農産物に関わる

コミュニティの発展を目的とした「環境回復州計画」に基づいて、トメアス郡

における自然環境回復、荒廃地修復を目指してアグロフォレストリーの導入に

よる小農家支援を行い、持続的にアグロフォレストリーを実践していくために

苗を生産していく意向である。 

ＳＥＭＭＡに対して、当会のこれまでの苗畑整備事業について説明したとこ

ろ、ＳＥＭＭＡは多大な関心を示し、ＳＥＭＭＡとしても郡において苗畑整備

を行い、アグロフォレストリーを持続的に実践していくための苗を生産したい

としている。また、トメアス総合農業協同組合（ＣＡＭＴＡ）、ＷＲＳと協定を

結びたいとの旨の意見が環境局長からあり、その場で合意が得られた。 

今後ＳＥＭＭＡは農務局が所有している苗畑の横に環境局の苗畑を設置し、

苗を生産したいとしている。 

 

  

環境局職員と記念撮影→左前列から小

長野道則農務局長、ジョゼ・マリア環境

局長、後列左から二人目がパラ州環境

局・環境管理課トメアス担当アニージ

オ・ジョゼ管理官 

トメアス郡環境局庁舎正面 

 

３）ブラジル・ベレン・バイオエネルギー社（ＢＢＢ）訪問 

 ブラジル・ベレン・バイオエネルギー社（ＢＢＢ）を訪問し、マルシクレイ

ア・ペレイラ氏(小農家支援事業担当)らに対し小農家支援事業について協議し

た。 

ＢＢＢは、アブラヤシ油を原料としたバイオ燃料を生産し、販売している。

ブラジル国内のみならずポルトガルやスペインへのバイオ燃料輸出の契約を結

んでいる。 
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ＢＢＢは近年エコ・アブラヤシプロジェクトを実施し、小農家支援を行って

きた。このプロジェクトは、アマゾニア銀行がトメアス郡やタイランジア郡の

小農家に融資し、ＢＢＢが小農家１家族あたりに７～１０ヘクタールの土地を

貸し付け、アブラヤシ苗を有償提供し、植付け講習・研修を行い、小農家に栽

培させ、収穫期に達したアブラヤシを将来的に購入していく、というものであ

る。これにより、彼らの生計向上を図っている。このようにＢＢＢは小農家た

ちと協力し、小農家の生活に根差した事業を行っている。今後アブラヤシ栽培

ばかりでなく、アブラヤシを取り入れたアグロフォレストリー植林による小農

家支援事業を展開していきたいとしている。 

 

 

職員との話し合いの様子→右から 2人目

がマルシクレイア氏(小農家支援事業担

当) 

 

４）現地ＮＧＯ団体ビオアトランチカ（ＩＢＩＯ）訪問 

リオデジャネイロ市に本部を置くＮＧＯ団体ビオアトランチカ（ＩＢＩＯ）

に訪問しエドゥアルド・フィゲイレード代表らとミナスジェライス州における

苗畑整備事業の実施に向けた方針について協議した。ＩＢＩＯはミナスジェラ

イス州のドセ川流域に焦点を当て、ドセ川の流域管理委員会から指定管理者と

して指定され、ドセ川支流の小流域委員会においても管理者となっている。流

域管理者として、上下水道料の徴収・管理を行っており、収入・予算の関係上、

水関係の事業の大部分は上水道整備や下水処理が占めているが、ドセ川におけ

る大きな懸念は、利水問題であり、昔から土地利用が進んでいる同地域におい

ては、既にコーヒー農場などで灌水ができないなどの水不足問題が生じている。

2013年 8月にはエスピリトサントス州知事、ミナスジェライス州知事、両州環

境局・農務局とともに水資源使用協定を結び、これらの州行政が河川流域の小

農家に対する農業サプライチェーンにおける水利用に関する研修、ダム建設を
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行っている。ヒベイロン・ド・ボイ川流域では、小農家に焦点を当て、行政、

NGO、農家間でネットワーク化を図り、団体としてのガバナンスを強化し、土地

の環境管理・回復を推進している。また流域の基礎情報をデータベース化し、

水資源の増減をシュミレーションしている。 

協議の結果、ＩＢＩＯはミナスジェライス州あるいはバイーア州において苗

畑整備事業の実施を検討したいとしている。今後、今年 5月の申請（三井物産

環境基金活動助成）に向けてプロジェクト内容について当会とともに調整して

いくことで合意した。 

 

  

エドゥアルド代表による業務説明 職員と写真撮影→左から三人目がエドゥ

アルド代表 

 

５）イガラペアス郡、サンタバルバラ郡小農家訪問 

 ＪＩＣＡ草の根プロジェクトにより東京農工大学が実施しているアグロフォ

レストリー普及の先進地を視察し、実証圃場、苗畑の整備状況を確認し、アグ

ロフォレストリーが小農家に根付き、普及しているかどうかを評価するために、

トメアス郡から 100～200kmほど離れたイガラペアス郡、サンタバルバラ郡の小

農家集落を訪問した。イガラペアス郡の小農家は長年にわたり営農してきてい

るが、一方でサンタバルバラ郡の小農家は以前にベレン市から移住してきた

人々であり、元々農家ではない。 

 

ａ）イアガラペアス郡 

イガラペアス郡の実証圃場は 2013年 2月に設置され、施肥をしている農地

と無施肥の農地に試験的に分け、作物の成長を比較するために、カカオ、バ

ナナ、コショウ、インガ（マメ科樹種）、アサイー、パッションフルーツ等が

植栽されている。コショウは生木（マメ科）の支柱に植え付けられていたが、

枯れているものが見られ、作物の成長はあまり良好ではなかった。パッショ



 - 24 - 

ンフルーツの成長もあまり良好には見られなかったが、小農家は実証圃場の

隣に自主的に圃場を設置し、営農し始めていた。 

 

ｂ）サンタバルバラ郡 

サンタバルバラ郡の実証圃場は2012年3月に設置され、カカオ、アサイー、

バナナ、インガ等が混植されているが、病虫害の発生やショウガ科等の草本

類との競合に負けてしまうことにより作物の成長は良好ではなかった。整地

の仕方（植え付け前に十分に除草・耕耘されていない）や土壌（砂地で作物

が定着しにくい）に問題があるように考えられる。一方で苗畑はしっかり整

備され、苗の成長も良好であり、天然林由来の在来種の苗も多く整備されて

いた。小農家は実証圃場の隣に積極的に圃場を整備し始め、植え付けしよう

としていた。 

 

実証圃場及び苗畑は設置されたものの、作物の成長が病害虫や土壌の影響

によりそれほど良好ではなかったため、アグフォレストリーを現地で実践す

ることは多少なりとも難しいと考えられるが、どちらの小農家も実証圃場の

隣に新しく自ら圃場を整備し始めており、小農家が少なくともこの展示圃場

と苗畑を基に自主的に持続的な営農を実践していくことが予想される。 

この先進事例を基に当会は、苗畑整備事業を進める際にはその土地の土壌

の状態や住民の営農に対する意欲の程度や積極性をしっかり把握した上で進

めていく必要がある。 

 

  

展示圃場の様子（イガラペアス郡） 展示圃場の様子（サンタバルバラ郡） 
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苗畑の様子（サンタバルバラ郡） 苗の様子（サンタバルバラ郡） 
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３．プロジェクト形成についての考え方 

今回の調査によって、現地農家がアグロフォレストリー植林について関心が高いことが

明らかになり、苗畑設置による種子の配布、技術指導・研修をセットにした苗畑整備プロ

ジェクトが形成しうる可能性が示唆されたが、苗畑を整備する前に調査地域の状況につい

てより理解し、課題を解決することが求められる。 

コンコルジア・ド・パラ郡の小農家は、主としてパッションフルーツを栽培しており、

ＣＡＭＴＡの農事部の農業技術普及員の指導により、パッションフルーツ農場にアグロフ

ォレストリーを取り入れることは可能であると考えられたが、現地まで少し遠く（トメア

ス郡から 40km。車で約 50分）、距離の問題がある。また、技術普及員がコンコルジア・ド・

パラ郡、あるいはトメアス郡で指導するのか、どの程度の頻度で現地を訪問するのか、費

用がいくらかかるのか、普及員が足りるのかなどについて当会とＣＡＭＴＡの技術普及員

がしっかり協議する必要がある。一方で栽培が難しいパッションフルーツを小農家が栽培

し、栽培技術を持っていることに対してＣＡＭＴＡの技術普及員は高く評価している。 

アカラ郡の小農家は、以前アサイーの出荷先であったドイツ系企業（アマゾン・オーガ

ニック社）から、農場に動物を侵入させないなどの衛生面に配慮したオーガニック農法を

指導され、実践してきており、基礎的な知識、技術（植栽方法、施肥方法等）を有してい

る。苗畑やアサイー等の苗はすでに整備されているが、設備も古いため、ＣＡＭＴＡの技

術普及員が今後オリエンテーションを行い、新しく苗畑を設置することも可能であると考

えられる。また、共同で苗木生産を行っており、農家間で十分にコミュニケーションが図

られていると考えられるが、ＣＡＭＴＡの技術普及員からは、小農家が企業からの指示で

アサイーを栽培しているだけで、本当に自ら意欲的に自主的に営農しているかがまだ判断

できないため、苗畑を整備してもしっかり苗畑を管理できるかの懸念があるとの意見があ

り、当会とＣＡＭＴＡが小農家と協議を重ねることにより、苗畑整備ができるかどうかを

しっかり見極める必要がある。 

モジュ郡の小農家は、パッションフルーツ、コショウ、キャッサバ、アサイーなど多く

の作物を栽培し、各農家が共同で作物を収穫し、ＣＡＭＴＡへ出荷しており、営農に対し

て大変意欲的であるが、中には政治的に活動しようとする者がいるため、苗畑を設置して

良いかどうかを見極める必要がある。また、出荷先のＣＡＭＴＡにはパッションフルーツ

が熟していない状態で入ってくることがあるため、単に苗畑を整備するだけでなく、同時

に付随的に基本的な収穫法や農法についてもしっかり指導する必要があり、そのためには、

講習会の開催場所を決定し、参加人数を把握し、ＣＡＭＴＡの技術普及員が現地を訪問で

きるかどうかなどについて当会とＣＡＭＴＡの技術普及員が協議することが重要である。 

苗畑を設置するにあたり、以上のような懸念（苗畑を持続的に管理できるか、政治的に

活動しようとする小農家の有無、基本的な収穫や出荷ができていない）や課題（小農家集

落までの距離、技術指導の頻度・場所・費用・人員）があるため、今後の当会とＣＡＭＴ
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Ａの協議によりこれらを取り除き、解決し、適切な指導体制を確立していくことが求めら

れる。調査地域においては、ＣＡＭＴＡの技術普及員から評価され、アカラ郡とモジュ郡

と比べてトメアス郡から近く、技術指導以外の懸念（苗畑を持続的に管理できるか、政治

的に行動する小農家はいないか）がないため、距離の問題や指導体制の課題を解決した後

にコンコルジア・ド・パラ郡を優先して苗畑を実施することが良いと考えられる。アカラ

郡、モジュ郡については、懸念と課題をしっかり取り除くことができれば、苗畑を実施し

ても良いと考えられる 

パラ州環境局およびトメアス郡環境局の森林環境政策は小農家を支援し、アグロフォレ

ストリーによる荒廃地修復を行う点で一致しており、特にパラ州環境局は苗畑整備による

小農家支援、アグロフォレストリーの普及に対して関心は高い。当会の苗畑整備事業が州

政府の環境規則化プログラム（ＲＮＡ）、及び州の「環境回復州計画」に組み込まれること

になれば、より一層苗畑事業が州政府及び当会の活動として拡大していくことが予想され

る。 

ペトロブラス社は、現在は主としてアブラヤシ栽培による小農家支援を実施しているが、

トメアスのアグロフォレストリーについては強い関心を持っているため、今後ＣＡＭＴＡ、

当会と協力しながら苗畑整備事業をアグロフォレストリーによる小農家支援を行っていく

ことが考えられる。 

このように、当会だけでなく、それぞれの団体が苗畑整備による小農家支援及びアグロ

フォレストリー植林を推進することにより、アグロフォレストリーがより一層普及し、生

物多様性保全に貢献していくことが期待される。 

パラ州環境局

苗畑整備・

アグロフォレスト
リー植林

WRS

小農家
コンコルジア・ド・パラ郡

WRS CAMTA

協議、課題（距離と
指導体制）の解決

トメアス郡環境局

CAMTAWRS

ペトロブラス社

CAMTAWRS

小農家
アカラ郡

WRS CAMTA

協議、課題（持続的な
苗畑管理ができるか
どうか）の解決

小農家
モジュ郡

WRS CAMTA

協議、課題（政治的活
動を行う小農家の有無、
技術指導）の解決
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４．現地調査写真票 
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５．現地調査参考資料 

 

問．小農家が抱えている営農上の課題について 

【回答】 

１）コンコルジア・ド・パラ郡小農家 

 ・雨が降らなければ、作物の成長が悪く収量が減少するため、灌漑システムが必

要であるが、整備費がかかる。 

 ・基本的な経営法・営農法を知らない。 

 ・苗代、肥料代などコストがかかる。 

・農業指導者がいないため、作物の植え方や施肥量がわからない。 

２）アカラ郡小農家 

・農家全体の管理、経営が難しい。 

・労働力が不足すると、営農が難しい。 

・農作物出荷先の企業による衛生管理の検査（農場に家畜を入れない、ゴミを捨

てない等）が厳しい。 

３）モジュ郡小農家 

 ・農産物の出荷先まで遠く、輸送に時間がかかり、トラックの燃料代がかかる。 

・トラックの台数が足りていないため、もっと増やす必要がある。 

・農業に関する基本的な知識、技術が不足しているので、作物が病気になっても

対処できない。 

・燃料代だけでなく、肥料代も営農上のボトルネックになっているので、もっと

資金が必要である。 

 

問．河畔林を残している理由について 

【回答】 

１）コンコルジア・ド・パラ郡小農家 

 ・法律上河畔林を残している。環境のためにではない。 

・湿地帯で農業に適していないから残している。 

２）アカラ郡小農家 

・在来樹種で伐採が禁じられているブラジルナッツノキが河畔林に生育している

ため、森林を残している。 

３）モジュ郡小農家 

 ・自然環境を保全するために残している。 

 ・河畔林を伐採する必要はない。 
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問．今後実践していきたい農法について 

【回答】 

１）コンコルジア・ド・パラ郡小農家 

  ・パッションフルーツの値段が良ければ、植え続けるが、値段が下がり、市場が

無くなった場合は、牧畜を中心にしていきたい（牛の値段はあまり変動しない

ため）。 

  ・法律上、土地の 80％を保全し、自然環境に配慮した農業を行う必要があるが、

土地の 20％しか利用することができず、自分の生活で精一杯であるため、多様

性保全にあまり関心がない。 

  ・基本的な技術がないので、パッションフルーツ以外の作物の植え方がわからな

いが、様々な作物を植えていきたい。 

  ・夢は牧畜を拡大させていくことだが、他の作物も植えていきたい。 

  ・パッションフルーツとコショウを植え続けていきたい。 

・法律に従い、農業（主としてパッションフルーツ栽培）と牧畜業を実践してい

くべきである。 

  ・河畔林を保全しながら、パッションフルーツを植えていきたい。 

 

２）アカラ郡小農家 

  ・小さな土地から営農しはじめたが、もっと作付面積を広げていき、生産量を増

やしていきたい。 

  ・アサイー以外にもクプアスー、トウモロコシ、カカオ、バナナなどの様々な作

物を栽培していきたい。 

・衛生管理に留意しながら無農薬・無肥料栽培で環境に優しいオーガニック農法

を実践していくべきである。 

  ・森林を残しながら、アサイーを植え続けていきたい。 

 

３）モジュ郡小農家 

  ・他の作物も混植しながら、生産量をもっと増やしていきたい。 

  ・パッションフルーツ、コショウをもっと植えていく。 

・河畔林の維持が重要であるので、河畔林を保全しながら、これまでの農法を続

け、植え付けを行っていくことが必要である。 

  ・自然に配慮して営農するべきだが、植え付け前は農地を焼くべきである。 

 


