
 1 

ミクロネシア  

海岸の浸食 

(2011.11の報告) 

バヌアツ  

海水の浸水被害 

(2010.11の報告) 

ミクロネシア 

乾季に雨 

(2011.7の報告) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 ：訓練所「途上国と気候変動」セミナー参加者 

 

編集責任者 ： 青年海外協力隊愛知県ＯＢ会 途上国と気候変動問題研究委員会  

池田 直樹 （H7-2 ケニア 理数科教師） 

 

情報収集支援･協力 ： 青年海外協力隊事務局 

青年海外協力隊駒ケ根訓練所 

青年海外協力隊二本松訓練所 

国際環境 NGO  FoE Japan 

下保木伸悟 OV （H17-１ マーシャル 環境教育） 

馬渡ふじ香 OV （H17-1 グアテマラ 環境教育） 

柳井真結子 OV （H16-１ ニカラグア 環境教育）  

及び 「温暖化に関する教育・啓発活動および調査活動」 

「任地での『日本人がたくさん CO2を排出したから気候変動

のこのような大変な影響が出ている。どうしてくれるんだ?』

の声にこう答えます」 

  2013/8/17 編集版 



 2 

 

 

大洋州 【7 ヶ国/15 件】                             p 3 
p3   ・フィジー 【6 件】 

p5   ・パラオ 【1 件】  

p6   ・サモア 【3 件】 

p7   ・バヌアツ 【1 件】 

p7   ・ミクロネシア 【2 件】 

p9   ・トンガ 【1 件】 

p9   ・マーシャル 【1 件】 
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大洋州 

フィジー                            

 

 (09/05/14 着) 

わたしは首都のスバなので同じフィジー隊員の Aさんとは気

候が違うと思います。 

ほとんど毎日雨が降ります。スコールだったり 1 日中降り続

いたり。パラパラだったり雷と風が物凄かったり。んー。まだよく

わかりません。 

地球の歩き方によると、雨の多いスバも 5 月から乾期のはず

なのですが、その傾向は全く感じられません。フィジアンに聞く

と、乾期なんてないよと言われます。 

また様子を見て何か情報入手できたらお知らせします！ 

 

 

 

 (09/07/15 着) 

温暖化による現象、というのはそんなに聞かないのでお伝え

できることもあまりないなと思っていたのですが、原因となって

いる可能性があるだけでもということなので、同僚たちから聞い

た話を挙げてみます。 

赴任先から車で 1 時間半くらいの Sigatoka という町で、海

沿いにあった墓地が、現在は水面下に沈んでしまっているそう

です。これは温暖化によるものではないかと話していました。 

また近くにあるビーチで洪水のあとのような被害がある場所

を見かけたのですが、これはある日海の水量が増して押し寄

せてきたそうで、原因はわからないけれど温暖化も一因ではと

の話でした。 

写真がとれればと思ったのですが今週は無理そうなので、ま

たとれることがあれば送らせていただきます。 

  

今年 1 月にフィジーは 10 年来の大洪水に襲われ、私の任

地ナンディは大きな被害があったのですが、これが温暖化によ

る気候変動が関わっているという記事等があれば、大きなイン

パクトを持って人々に伝えられると思うのですが。 

少し調べたところお伝えできるよい記事は見つけられなかっ

たのですが、温暖化を疑うものは検索すると出てくるかもしれま

せん。 

  

本当に簡単なレポートでごめんなさい。 

また何かありましたらご連絡させていただきます。 

 

 

 

 (09/07/18 着) 

スバに来てもうすぐ４カ月。最近とても涼しいです！フィジー

は今冬だそうです。夜に毛布が必要だなんて！ 

１日中いいお天気という日が久しくありません。 

１日に雨が降ったりやんだりが３０回くらいあったりします。 

でもこれがスバのお天気だよと地元の人は言います。 

分刻みでお天気が変わったり。すごく狭い範囲で降った地

域と降らない地域があったりします。 

あまりあてにならなくて関係ない情報ですみませんー！ 

 

 

 

 

乾季にスコールも 

海面下に沈んだ墓地の話  

／ 海水に押し流された跡  

／ 半年前に起きた 10 年来の大洪水 

フィジーの“冬” 
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 (09/11/16 着) 

なんだかこれといってたいしたお知らせができませんが・・。 

 

雨季のはずなのに最近雨が少ないです。 

しばらく前までやたら雨だったのに。 

 

例年より寒いそうです。暑くなるなると言っていて、なかなか

暑くなりません。昼間の日差しは強くても、まだまだ朝夜涼しい

です。 

マンゴーの熟すのが遅くなっているみたいです。完熟マンゴ

ーが楽しみです！ 

 

写真は水

シャワーが最

近ちょっと辛

い仲良しなお

兄さん、セラ

２５歳です。 

 

こんな情報でもよろしいでしょうか？ 

あちこちで深刻な状況なのになんだか申し訳ない気がしま

すが・・。 

よい講座になりますように☆ 

 

 

 

 (10/3/17 着) 

こんにちは。いつもいつもお見舞いや情報提供を、ありがと

うございます。 

 

今回のフィジーサイクロンはかなり大型で全国に外出禁止

令まで出たものの、被害は北部と東部の島々での停電や洪水

はありましたが、首都のあるスバや私の任地の西部地区では

大きな損害や影響はありませんでした。 

私の知っている限りでは、北部では 1 名サイクロンのために

亡くなっています。 

 

私の任地では、昨年 12月のサイクロンのときの方が、大きな

被害を受けました。 

地域によっては 2週間～1カ月以上電気や水道が復旧しな

いところもあり、私の配属先である役場の保健課は、町の清掃

や衛生管理が主な業務であるためサイクロン後 2 週間は町に

散乱した木々やゴミ、停電後の食品管理等の業務にスタッフ

は日夜駆り出され隊員活動どころではない・・・ということがあり

ましたので、今回も被害が最小限であるように祈っていました。 

幸いにも任地では、被害はほぼ皆無です。 

 

ご存じかどうかわかりませんが、私の赴任前、昨年1月に、フ

ィジーでは 10 年来となる大雨、大洪水があり、そのときは町の

建物 1 階部分は天井まですべて水に浸かるという甚大な被害

でした。 

4 月の赴任後もその爪痕は町のあちこちで見られましたし、

そのときに閉じてしまったビジネスもあり、その後の復旧作業に

要した費用は今でも町の財政を圧迫していると聞きます。 

政治的混乱なども影響していますが、このときの洪水も少なか

らず観光客減少につながっていると感じます。 

 

昨日オフィスが閉まり、家で退屈していたので、近所の人と

雑談していたところ、以前はこんなに頻繁にはサイクロンは襲

ってこなかったと話していました。せいぜい数年～10年に一度

くらいだったところが、ここ 4 年ほどは 1 年に 2 回くらいは必ず

くるようになったとのこと。 

似たような話は同僚からも聞いたことがあります。 

地球規模の気候変動が肌で感じられるようになってしまったこ

と、昨日話していた地元の人も、恐ろしいと感じているようでし

た。 

少雨の雨季／例年より寒い 

サイクロン 3 月に襲来(1) ／ 被害が

大きかった前年 12 月のサイクロン⇒

隊員活動停滞 ／ ｢サイクロンが頻繁

に来るようになった｣ 
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フィジーで温暖化の影響と思われる海岸浸食の写真を見た

ことがあり、お送りしたいと思ったのですが、データをいただくこ

とができませんでした・・・ので、また機会があれば調べてみた

いと思います。 

個人的にはやはり客観的なデータで示すことで説得力が得

られると思うのですが、今のところはこうしたレポートでご容赦

願います。 

また、全世界のボランティアからの報告は、それだけで、大きな

メッセージとなることを願うところです。 

 

それでは失礼いたします。 

 

 

 

 (10/3/22 着) 

こんにちは。いつもお見舞いや情報提供を、ありがとうござ

います。 

今頃のお返事ですみません。別の方のメールで充分伝わっ

たと思います。 

 

ここは首都スバなので被害はなかったのですが学校が２日

休みになったその後に、私の家だけ停電が４日続きました。電

線が切れたそうです。２次災害とでもいうのでしょうか。 

 

この３日間、被害が大きかったといわれる島へ行ってきまし

た。かなり大きくて太い木が根こそぎバタンバタン倒れていまし

た。家もたくさん壊れたようです。プレハブの家が大半なのでど

うしようもないと思います。 

 

たいしたことのない情報ですみません。ご心配ありがとうござ

います。それでは今後も張り切って活動します。 

 

 

パラオ                            

 

 

 (09/05/15 着) 

気候変動に関する情報ということで、簡単ではありますがカ

ウンターパートに聞いてみました。 

・ 熱帯特有の雨季と乾季の違いがわかりにくくなってきてい

る。 

  （乾季に主食のタロを植え、雨季を越えて収穫するという伝

統的な農業にも影響が出るのでは？） 

・ 特に満月で潮が高いとき、海抜の低い地域は海水に漬かっ

てしまうことがある。 

・ 年配の方は、最近本当に暑くなったと言っている。 

  

以上、唯一のカウンターパートから世間話程度に聞いたこと

ではありますが、もし参考になるのなら。 

雨季と乾季の違いがなくなってきているのいうのは、JICA メ

ンバーからも聞いたことがあります。ちなみに、雨季の始まりと

聞いている今はたまにスコールが降る程度です。 

ただ、日々の生活の中で温暖化について話すことはありま

せんし、「何か違うな」とは思うものの特に生活は変わらないと

いうのは日本と同じです。 

 

 

サイクロン 3 月に襲来(2) 

⇒島によっては家屋倒壊 

「雨季と乾季が不明瞭」 

／「海水進入」／「最近は暑い」 
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サモア                              

 

 

 (10/2/9 着) 

 お世話になっております。このたび初めてメールさせていた

だきます。 

  

 情報提供というレベルに値するかわかりませんが、ここ大洋

州のサモアでも今年は例年以上に暑いという話をよく聞きます。

これは間もなく帰国する隊員はもちろんのこと、現地のサモア

人などもそのように言っているようです。（私は赴任間もないの

でよくわかりませんが） 

  

 また、下記に記すように、サモアに長年在住している日本人

の H さんという方も同様のことをおっしゃっていましたので、参

考までにお知らせしておきます。 

 

H さんコメント （2010/1/27 付け） 

この１０日ほどサモアも雨が良く降りました。とうとう早朝

にサイクロンＮＩＳＨＡがサモアの東を通り抜けアメリカンサ

モアにニアミス、目下南下しています。サイクロンはときど

き戻ってくるのでまだ油断できません。 

ずっと蒸し暑く４０年近いサモア滞在の中で一番暑く感

じるこの頃です（周りの人に聞いてもすごく暑い！私が年

を取ったからではなさそうです）。夕方のウオーキングも１

時間歩くとびっしょりの汗をかきます。 

 

  ※サイクロンの数は年によっての多少はあり、数年に一度大きな被

害を出しているようです。 

  

 日本は寒波と温かさで体調を崩しやすい昨今のようですが、

お体にはお気をつけて。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 (10/2/17 着) 

(……中略……) 

なお、ちょうど先週末にサモアおよびトンガ周辺をサイクロン

が通過しました。幸い、大きな被害はなかった模様ですが、ニ

ュースや新聞でも大きく取り上げられ、金曜は午後から省庁や

学校などは半休になり、久々に緊張感のある天候でした。 

 

 

 

 (10/2/20 着) 

H さんから返答がありました。 

ちなみに H さんはサモアで長年旅行代理店をやっており

（ちょうど協力隊がサモアに来た年から）、地球の歩き方にも 1

ページを割いて紹介されています。サモアに来る人で名前を

知らない人はいないのではないのではないでしょうか？ 

さすが長年在住しているだけあって説得力のあるコメントです。 

 

H さんからのメール文面より 

（前回の）文面は１月２７日にメールをだしたようです。その近

辺１０日ぐらい前から天候が毎日はっきりしてませんでした。  

なお暑さは昨年１１月ぐらいからとっても暑いと感じてまし

た。今年になってとうとう２年ぶりにエアコンを自宅で時々使

うようになりました。最後に今の家でエアコン使ったのが２０

０７年の１２月でした。  

毎日歩くアピアのビーチロードから見る海も海面が満潮

時になるとぎりぎりの感じ。この護岸が出来た当時（１９９３－

４年）には気がつかなかったことです。 

熱 波 (1) 

サイクロン襲来情報 

熱波(2) ／ 海面上昇 
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海面もわずかながら上昇？インドネシアの大地震の２日

ぐらい前にアピアの護岸をあるいていて海面があがってい

たようですごい水しぶきが護岸をこえてはいってきてびっく

りしました。南海岸のシナレイの浜辺を以前は良く歩きまし

たが（３つの村を海岸沿いに）地形が変わったりしていまし

た。 

A さん（注：この情報を提供してくれたボランティア）も海が見えるのでしたら

毎日のように見ていてください。海にも喜怒哀楽ありかな。  

ではお元気で 

 

 

 

 

バヌアツ                              

 

 

(10/11/26 着) 

いつもメールでの配信を興味深く拝見させていただいてい

ます。 

情報が中々入ってこない任地では貴重な情報源ですので

重宝したいます。 

  

私は南太平洋に浮かぶ島国、バヌアツのマレクラ島という離

島で Amal Krab bay Taboo Eria通称 AKTE（アクテ）と呼ばれ

ている禁漁区を設定し、地域住民による資源管理を行ってい

る所でのエコツアーや環境教育の実施を行っているのですが、

活動先であるクラブベイで気候変動の影響で海面上昇が起こ

り一部で海水の浸水が起きています。とは言っても満潮時のみ

ですが地球温暖化の影響だと思います。現地の人も昔はそん

なことは無かったと言っています。 

また昨年は雨季が遅れたり、あまり雨が降らなかった等の声

も聞きます。 

 

 

 

 

 

ミクロネシア                         

 

(11/7/11 着）  

ミクロネシアチューク州に派遣されています。 

駒ケ根訓練所では自主講座に来ていただき、ありがとうござ

海面上昇／雨季の遅れ 

乾季に雨  マンゴー結実時期の遅れ 
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いました。 

  

こちらの状況がまだよく分かっていませんが、私のカウンタ

ーパートに確認したところ、 

「今年はとにかく異常気象で、今は乾期なのに雨が降ってしょ

うがない。 計画されている道路の整備も、これでなかなか進ま

ない(※この記事の文末に写真)。 気候変動の影響だ。」 

とおっしゃっていました。 

 

他の州の隊員にも確認したところ、マンゴーが採れる時期が

遅くなっているそうです。 

  

証拠は何もありませんが、現地からの声を情報共有させてい

ただきます。 

  

よろしくお願いいたします。 

 

【池田 補足】  

気象庁の HP「世界の天候」のサイトには、ミクロネシ

ア・チューク州の気温、降水量のデータが下のように示さ

れています。 

 

このサイトの URL は 

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/climatview_jp/Obs

Month?y=2011&m=06&t=60&n=91334 

 

これをみると、2011 年 6 月の雨量は、平年値の 2 倍以

上となっています。 

過去5年間で平年の2倍以上の雨量を記録した月は一度

もないようです。 

  

 

 

(11/11/22 着）  

池田様 

  

いつもありがとうございます。ミクロネシア連邦チューク州から

です。気候変動の影響を大きく受ける太平洋の島国から報告

させていただきます。 

  

添付した写真を見ていただくと分かるように、海外沿いでは、

ココナッツの木が倒れているのを良く見かけます。 

 

こちらの専門の行政職員に聞くと、「これは気候変動による

海面上昇の影響を受け、海岸が浸食を受けているからだ」とお

っしゃっていました。 

その他にも、チューク州では、一部の地域が海面上昇により、

海岸は浸食 床下浸水に畑の塩害も 

～海面上昇の影響～ 

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/climatview_jp/ObsMonth?y=2011&m=06&t=60&n=91334
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/climatview_jp/ObsMonth?y=2011&m=06&t=60&n=91334


 9 

近年、床下浸水のような状況に常になっていたり、畑が塩害に

より使い物にならなくなるなど、実際の生活に影響を与えてい

ます。 

これらの問題は食料の安全保障の観点からも、州政府の間

で何度も会議が行われています。 

先日は、パナマで行われた気候変動に関する国連会議の

作業部会に、私の同僚が国を代表して出席していました。 

  

日本にいた頃は、気候変動の問題は将来の問題として捉え

ていたため、正直あまり実感はありませんでしたが、こちらに来

てから、こうした現状に触れ、世界が今すぐ取り組むべき喫緊

の課題であることを認識しております。 

 

今、自分が出来ることとして、まずはこうした情報を日本にい

る人たちに伝えさせていただくことだと考えています。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

トンガ                            

 

温暖化に関する教育・啓発活動および

調査活動 

(10/10/14 着) 

池田さん、こんにちは！！！ 

日本は、めっきり寒くなってきたと聞いております。寒暖の差

で、風邪など、ひいてませんでしょうか？私は、やっと活動が軌

道に乗り出してきました。 

 

今回、メールさせて頂くのは、本来の趣旨と逸れるのですが、

是非とも、お知らせしたいことが、２点あったからです。 

  

それは、「途上国でも、温暖化への取り組みをしている」とい

うことです。 

本来の趣旨の、環境変化の現状をお伝えしたいところです

が、まだ赴任して日が浅いので、何が本来と違うのか、例年と

違うのかが把握できておりません。その上、聞き取りの出来る

ほど、現地語も出来ていません。 

本当にあしからずで、大変申し訳ございません。 

  

さて、具体的な内容ですが、先日、トンガの環境省の

【Ozone Depleting Substance Technical Group】というグループ

が、オゾン層破壊・地球温暖化のプレゼンテーションしておりま

した。（もちろん、見に行きました！） 

 

内容は、ドラえもんが登場するオゾン層破壊や温暖化のつ

いてのVTRと、オゾン層破壊による温暖化・皮膚ガンや視力へ

の人体被害についての講義です。 

  

もうひとつは、私の任地であるトンガ・ハアパイ諸島リフカ島

における海面上昇に関する新プロジェクトが気象局を中心に

始まりました。 

 

すでに、ツバル等の国々では、さまざまなプロジェクトが開始

されており、トンガでも潮位計の設置がオーストラリアの援助で

行われてきました。 

今回のプロジェクトは、トンガでもっとも影響が心配される、

ハアパイ諸島リフカ島において、その脆弱性とその後の対策に

ついて議論されるものです。 
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12日には、会議も開催されました。（私は参加しておりませ

ん！） 

  

以上の２点が、是非、“何かの”参考になればと思っておりま

す。 

 

それでは、失礼致します。 

 

 

 

マーシャル                          

 

任地での『日本人がたくさん CO2を排出し

たから気候変動のこのような大変な影響が

出ている。どうしてくれるんだ?』の声にこ

う答えます  

 

（ 訓練所でマーシャルの温暖化のプレゼンをやったコンサ

ルタント Sさん(愛知県OB会）より    10/8/25 着 ） 

 お世話になります。温暖化対策キャンペーンでお世話にな

りました、Sです。 

  

私も環境教育隊員のハシクレとして南方(マーシャル)で活動

していた時期がありまして、隊員当時に本件のテーマとなって

いるような突っ込みを入れられることがありました。 

その当時はそのようなモットモな指摘に対して、胸を張って

答えることができず、曖昧に言葉を濁してしまったような気がし

ます。 

  

では今だったらどのように答えることができるのでしょうか・・・。

今でも胸を張って答えることができるとは思えませんが、相手と

対話を深めることはできるように思います。 

- 日本が CO2 を大量に排出していることは間違いない。 

- 日本はその点を省みて、技術開発を行っており、今では

CO2を大幅に減らしたり、全く出さないような  技術が実現

しつつある。 

- そのような技術を世界に広めることも日本は国を挙げて取り

組んでいる。無償で提供したりもしている。 

- 日本は国内のみならず、世界各国の CO2 排出抑制の取り

組みを支援しており、各地で多くのプロジェ  クトが進行し

つつある。 

- 日本や先進国の CO2排出を正当化することはできないが、

それと同じ道をこれから発展する国がたどることは避けた

い。 

- そのために日本は自分の経験と技術を他の国で活かす努

力をしている。 

- CO2削減、温暖化対策という世界共通の問題には、世界み

んなで取り組む必要がある。 

  

最後の方は、公害問題と同じだろうと思います。 

私の派遣先の国は日本よりよっぽどキレイなのですが、そこ

で「海を汚すな」と、「海が汚い国」から来たヤツがいう。 

「お前に言われたくない」との突っ込みを受ける状況は、

CO2 の話と共通するかと思います。それも、上にあげたような

理由で説明できるのかな、と思います。 

公害で問題を起こした経験のある国じゃないと、汚染防止の

意義や必要性を説明することはできません。 

CO2 に関しては、政治や外交等、外観からは分からないさ

まざまな Issueがあるのだと思いますが、イチ国民としてホットな

議論が交わせるといいなぁと思います。 

  

失礼しました。 


