
FOREST FOR PEOPLE AND WILDLIFE
A SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL PROGRAM

⼈と野⽣動物のための森
持続可能な環境プログラム



ANIMAL RESCUE
動物保護

FOREST RESTORATION
森林回復

ECONOMY REVITALIZATION
経済活性化

MISSION Statement
The foundation of our work

ミッション
私たちの活動の基礎



For a vibrant future of 
the forest in 
Kalimantan

For healthy 
wildlife to 

roam  freely in 
the forest

For economic 
security of 

local 
communities

VISION Statement
The inspiration for our work

ビション
私たちの活動の着想

活気に満ちた未来の
カリマンタンの森

健康な野⽣動物が
⾃由に森を移動する

地元コミュニティの
ための経済的保障



Preservation of 
the Forest 
Ecosystem 

Promotion of 
Sustainable Harmony 
Among the Forest, the 

People, and the 
Wildlife

Cleaner Air for 
the World

OUR MOTIVATION - Driving Factors
私たちの動機
〜原動⼒となるもの

世界の空気を
よりキレイに

森林⽣態系の保護

森林、⼈、野⽣動物の
持続的な調和を推進



Operational

CURRENT SITUATION – A work in progress
Animal Rescue and Release Forest Restoration Economic Development Protecting Forest

Protecting 100.000 hectares of 
forest, involving the local 

community
10万ヘクタールの森を地域
コミュニティを巻き込みなが

ら保護

Growth of Micro and Small 
Enterprises (MSME)
零細・中⼩企業の成⻑

Use of Traditional Dayak Wisdom
先住⺠の知恵を活⽤

Network of Government & Law 
Enforcement

政府・執⾏機関との連携
Purchase of Forest Land for Animal 

Release
動物野⽣復帰のための⼟地購⼊

Reforestation / Trees Planting
森林回復：植林

Animal Rescue Center 
動物レスキュー・センター

Information Network
情報ネットワーク

Animal Release Program
動物野⽣復帰プログラム

現状−進⾏中の活動
動物の保護とリリース



Lesan 
Dayak 
Village

Wehea 
Village

Merasa 
Village

Laung 
Village

Police警察

Military軍

Government
政府

UMB
Berau

Tanjung Pura 
Pontianak

Mulawarman
Samarinda

Kapuas 
Sintang

UNPAR
Palangka 

Raya

IPB
Bogor

UNLAM
Banjarmasin

Gajahmada
Yogjakarta

UI
Jakarta

INDECON
Tourism観光

YKAN
Forest森林

COP
Orangutanオラ
ンウータン

Universities大学
(六角形の中は大学名と地名)

Organization組織 Local Community 地域コミュニティ
(六⾓形の中は村名)

Goverment & Law Enforcement
政府と執行機関

STAKEHOLDERS – Existing and Potential
現在および潜在的なステークホルダー



•Save and release all wildlife in rescue 
centre
•レスキューセンターにいる全ての動
物を保護及び野生復帰させる

•Run the rescue centre
•レスキューセンターの運営
•Restore 5000 ha
•5千ヘクタールの森林回復

Animal Rescue and Forest 
Restoration 動物保護と
森林回復

•Monitor the number of trees planted
•植林した木の数をモニターする
•Monitor the number of trees within the 
protected forest
•保護林内の木の数をモニターする
•Report the data to government officials 
& NGOs
•データを政府関係者やNGOに報告す
る

•Enter the carbon credits market
•カーボン・クレジット市場へ進出

Carbon Credits カーボ
ン・クレジット

•Develop new MSMEs
•新しい零細・中小企業を興す
•Expand existing MSME:
•既存のビジネスを拡大する
•Honey 蜂蜜
•Chocolate チョコレート

•Handicrafts ⼯芸品

Community Economic 
Development 地域の経済
的発展

•Attract responsible tourists
•責任ある観光客を惹きつける
•Develop educational forest for tourist
•観光客向けに教育の森を発展させる
•Develop hiking tracks
•ハイキング道を設置する
•Train volunteers on animal caring
•動物をケアするボランティアの訓練
•Train volunteers on forest restoration
•森林回復に携わるボランティアの訓練

Ecotourism in an 
Educational Forest 教育
の森でのエコツーリズム

2022-2032 – Projected Goals
2022〜2032年のプロジェクトゴール



X

COLLABORATION
2021

2021年の連携

ウータン・森と生活を考える会 CAN (Conservation Action Network)



"Deforestation has caused rivers to dry up and agricultural land to 
be damaged. Now, thicket and fast-growing plants have covered the 
degraded peat swamp. These situation have pushed farmers to 
switch professions to become illegal gold miners, hunters, illegal 
loggers, and convert more and more forest in the mountains -- even 
protected forest areas”

「森林伐採により、川が⼲上がり、農地が劣化しました。今で
は藪と早⽣植物が、劣化した泥炭湿地を覆っています。これら
の状況により、農⺠は職業を変えて、違法な⾦鉱夫、ハンター、
違法な伐採業者になりました。そして、どんどん森の奥へと切
り開いていきました。保護された森林地域でさえも」



"Many high conservation value forests in mountainous areas 
have been damaged by fires in 2015-2019. The forest 

destruction has damaged the whole ecosystem of Kalimantan,  
the source of life for the local communities and wildlife”

「2015 年から 2019 年にかけて、⼭岳地帯にある多くの保
護価値の⾼い森林が⽕災によって被害を受けました。森林
の破壊により、地域社会と野⽣⽣物の⽣命の源であるカリ

マンタンの⽣態系全体が損なわれました。」



FOREST CONVERSION

LOSS OF WATER CATCHMENT

SOIL LOSING ROOTS

LANDSLIDE

RIVER DAMAGE

森林の転換

保⽔⼒の低下

⼟壌が根っこが抜ける

⼟砂崩れ

河川への被害



RIVER DAMAGE
河川への被害



Wildlife and human conflicts continue to occur in Indonesia, especially in Kalimantan. Deforestation occurs due to land clearing, meanwhile 80% of the protected wildlife lives outside the 
conservation area. Therefore, CAN and HUTAN Group carry out restoration activities in protected forest, and also forest areas with high conservation value but do not have legal conservation area 

status. We believe the loss of these areas will further exacerbate wildlife and human conflicts that cause wildlife deaths, and more baby animals entering our rescue center.

インドネシア、特にカリマンタンでは、野⽣⽣物と⼈間の衝突が続いています。森林減少は開墾によって発⽣しますが、保護対象の野⽣⽣物の 80% は保護区外に住んでいます。
したがって、CAN と ウータンは、保護林だけでなく保護価値が⾼いが法的に保護の地位を持たない森林地域で森林回復活動を⾏っています。これらの地域が失われると、野⽣

⽣物と⼈間の衝突がさらに悪化し、その結果野⽣⽣物が死亡したり、より多くの動物の⾚ちゃんが私たちのレスキュー センターにくることが予想されます。



Since 2019, HUTAN Group and Conservation Action Network have been working in 
Kelay Landscape, East Kalimantan to restore forest through agroforestry concept, to 

create a sustainable forest for community and wildlife. 

2019年よりウータンと Conservation Action Network は、東カリマンタンの
クライ川地域において、地域コミュニティと野⽣⽣物のための持続的な森林
を創出するために、アグロフォレストリーを通した森林回復に取り組んでき

ました。



"The big idea is to work with communities to create forests that have long, medium, and short-term economic 
value. Various types of fruit crops and agricultural crops will be planted to support this program. It is expected
that the fruit trees planted will be able to restore the ecosystem around the area, so the community and wildlife
will both benefit from it”
「コミュニティと協⼒して、⻑期的、中期的、短期的な経済的価値を持つ森林を創出することが全
体の構想です。このプログラムを⽀えるために、さまざまな種類の果樹や農作物を植えます。植え
られた果樹が地域周辺の⽣態系を回復できることを期待しており、それによって地域住⺠と野⽣⽣
物の両⽅が植林の恩恵を受けることができます。」

Community Local Farming
地域住民の農地

Wildlife Corridor
野生生物のため
の回廊

Wildlife Habitat
野生生物の生息域

Wildlife Habitat
野生生物の生息域

Community Local Farming
地域住民の農地



Planting a combination of fruit variety
様々な果樹を組み合わせて植える



“Developing the water catchment area along with 
the community to reduce the impact of flooding. and 

expand the forest landscape for wildlife habitat”

「地域住⺠と⼀緒に集⽔域を発展させることで
洪⽔の影響を減らす。そして野⽣⽣物の⽣息地

のための森林を拡⼤する。」



"Forest restoration for food security and 
wildlife habitat restoration”

「⾷料安全保障と野⽣⽣物⽣息地回
復のための森林回復」



2019 2022



The entire restoration area in the Kelay landscape was then referred to as 
‘HUTAN HARAPAN’ which means the forest of hope, symbolizing the effort
of Dayak community in maintaining and preserving the surrounding forest.
クライ地域内の森林回復地全体は「HUTAN HARAPAN（希望の森）」
と呼ばれることとなった。これは先住民コミュニティによる周辺の森の
保全・維持の努力を象徴する。



空気中から炭
素を吸収し

て樹⽊や⼟壌
中に貯蓄

⽣物多様性

地域住⺠が栄養価
の⾼い⾷料を⼊⼿

⾷料及び
収⼊の保障

強い⽇差しや⾬・⾵から
植物を守ることにより
「微気候」を創出

⼟壌に⽔が
保たれる肥沃な⼟壌



Let’s create a better Forest for People and Wildlife
人々と野生生物のためにより良い森を一緒につくろう！

THANK YOU
ありがとうございました


