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ました。その後、APP は同グループの議

の浄水設備で処理された清浄な水を

インドネシアは世界で 4 番目に人口

長に選任され、水の問題の解決に率

地域に供給する社会貢献活動が実

が多い東南アジア最大の国ですが、国

先して取り組んできています。ここでその

施されています。
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活動事例の一端を紹介させていただき

上が清浄な水を使える環境になく、さら

ます。
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おり、そうして集められた資金は設備の
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水の確保と公衆衛生に関する取り組

修繕や維持に使われています。

題となっている「清浄水の利用」に焦点
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Habitat for Humanity
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上水道設備導入の遅れから水道水は

の実現を目指す国際 NGO であり、

部会は、洪水の影響を受けやすい景

飲料として使用できず、下水道も十分

APP は 2010 年から貧困地域での住

観地域に 95 万本のバイオポアを造成

に整備されていないのが現状です。こう

宅の建設や衛生問題の改善に共同で

しました。

した複合的で困難な課題を克服する

取り組んでいます。

SDGs の達成がむずかしくなっています。

には複数のステークホルダーと協力した

APP グループのインダ・キアット社は

パリ島での成功事例

取り組みが必要であり、APP は国連グ

Habitat for Humanity Indonesia

パリ島はジャカルタ港から高速船で

ローバ ル・ コン パ クト 行動 部 会のメ ン

と協力して井戸を掘削するなど、清浄

45 分の小さな島で、観光地としても知
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世界「水の日」のセミナーを国連機関
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Development Goals/SDGs）の 3
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訪れる観光客の水の利用方法は改善
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Compact

対する意識啓発」というユネスコの新事
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業に発展しています。パリ島でのこうし
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