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1－1 研修の目的 

 地球環境を保全していく上で大きな課題の一つに、開発途上地域の開発等に伴う環境問

題の深刻化がある。財源・技術・人材等の不足する開発途上地域の開発プロセスにおいて

は、より一層の地球環境への配慮が求められている。そのためにも、国際的な環境協力が

必要であり、NGO もその一翼を担うことが期待されている。 

 本研修においては、 

１）現地における実践活動の体験 

２）開発途上地域の環境問題の現状とその原因についての考察 

３）その背景にある文化や社会状況についての把握 

を通じて、環境保全・国際協力の意義・必要性について高い意識を持ち、将来的に NGO活
動に取組もうとする人材の育成を目的とした。 
 
1－2 研修参加者 

 上記の目的に鑑み、本研修の参加対象者は、短期間の環境保全活動歴（初心者レベル）

と開発途上地域における環境 NGO への参加に関心を有する者であって、以下に示す応募要

件を満たすことを条件とした。 

  

(1) 心身共に健康であること。 

(2) 日常生活に困らない程度の英会話能力を有すること。 

(3) 過去に「地球環境市民大学校海外派遣研修」を受講したことがないこと。 

(4) 18 歳以上であること 

 

 参加者の公募は、2007 年 6 月 18 日（月）から約 1カ月間、環境再生保全機構のホームペ

ージ上や NGO を含む民間団体等への募集要項の送付等により行った。応募者のうち、書類

審査により 8名の研修生を決定した（表 1-2-1）。 

 

表 1-2-1 研修参加者 

研修生氏名 所属 

総合コース 

岡本 奈保子 京都学園大学バイオ環境学部バイオ環境デザイン学科 

後藤 正克 (特活)森づくりフォーラム 

鈴木 みちる サーフライダー・ファウンデーション・ジャパン 

長尾 裕士 福岡工業大学 

東 広之 京都大学総合人間学部 

廣田 茜 三重大学生物資源学部共生環境学科 

山崎 洋子 大阪大学開発・環境専攻 

集約コース 

西澤 和彦 (特活)オックスファム・ジャパン/(特活)ブリッジエーシアジャパン 
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1－3 研修日程及び概要 
 

2007 年 8 月 2 日（木）に環境再生保全機構にて事前研修会を行ない、インドネシアの基礎

情報や視察予定先の概要を説明した。続いて、総合コースについては 2007 年 8 月 16 日（木）

から 9 月 13 日(木）まで、また今回から就業との両立が可能になるように期間を短縮して

設けた集約コースについては 8 月 16 日（木）より 8 月 30 日（木）までインドネシアにお

いて環境保全、村落開発等の分野で活動する NGO の現場において実習を行った。また NGO

や地方行政の取り組み等を視察し、関係者と意見交換も行った（表 1-3-1、表 1-3-2）。 

 
表 1-3-1 研修日程 

月日 行程・研修内容 宿泊地 

8/16（木） 成田空港集合 

成田よりクアラルンプール経由でジャカルタへ 

移動 

ジャカルタ 

8/17（金） オイスカ OB 会研修センターへ移動 

オイスカ OB 会研修センターにて 

オリエンテーション 

8/18（土）～8/19（日） オイスカ OB 会研修センターにて実習 

8/20（月） スカブミ県地方開発局訪問 

「ヤマハの森」サイト視察、住民グループとの 

意見交換 

8/21（火） オイスカ「子供の森」（Children’s Forest Program 

－ CFP）実施校（チマング第四小学校）視察・実習 

「トヨタ車体の森」サイト視察、住民グループとの

意見交換 

8/22（水） インドネシア科学技術院（LIPI）視察 

8/23（木） オイスカ OB 会研修センターにて実習 

スカブミ 

8/24（金）～8/26（日） グヌン・ハリムン・サラック国立公園にて 

エコツアー活動 視察・実習 

スカブミ 

（グヌン・ハリム

ン・サラック 

国立公園内） 

8/27（月） オイスカ OB 会研修センターへ移動 

8/28（火） オイスカ OB 会研修センターにて講義･実習 スカブミ 

8/29（水） オイスカ OB 会研修センターよりジャカルタへ移動 

（総合コース）ジョグジャカルタへ移動 

（集約コース）クアラルンプール経由で成田へ移動 

8/30（木） （集約コース）成田着、空港にて解散 

（以下、総合コース）排水処理・バイオマス 

エネルギー支援事業（APEX、Yayasan Dian Desa 

共同活動）視察、ムラピ山・水供給事業視察￥ 

8/31（金） ボロブドゥール遺跡公園整備事業の視察 

 

ジョグ 
ジャカルタ 
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9/1（土） プランバナン遺跡視察 

ジョグジャカルタ地震災害復興支援事業視察    

9/2（日） ジョグジャカルタよりオイスカカランガニアル 

研修センターへ移動 

 

9/3（月） オイスカカランガニアル研修センターにて実習 

9/4（火） CFP 実施校（グンプラック第二小学校）視察・実習

砂漠化した荒廃地モニュメント視察 

カランガニアル現地農民グループ（Chikara Tani 

Makumur）視察・意見交換 

9/5（水） 「ヤマキの森」サイト視察、実習 

「コミュニティフォレスト」視察 

カランガニアル

9/6（木） オイスカカランガニアル研修センターにて実習 

カランガニアルからスマランへ移動 

9/7（金） ドゥマック県ベドノ村にてマングローブ植林地 

視察 

現地住民植林グループ（Mangrove BAHARI）との 

意見交換 

9/8（土） マングローブ植林地元グループ（現地住民植林グル

ープ）とのマングローブ植林実習 

9/9（日） Yayasan Bintari コンポスト事業視察・意見交換 

9/10（月） Yayasan Bintari マングローブ植林、海岸保全活動

視察・実習・意見交換 

9/11（火） Yayasan Bintari 環境教育実習 

スマラン 

9/12（水） スマランよりジャカルタ、クアラルンプール経由で

成田へ移動 
機内 

9/13（木） 成田着 空港にて解散  

 
表 1-3-2 研修概要 

研修受け入れ先 

＜環境問題を考察する上での参考視点＞ 

研修概要 

オイスカ OB 会研修センター 

 

 

＜農業・人材育成＞ 

・オイスカインドネシア開発団活動全体の説明 

・研修センター農場視察 

・農業実習（有機堆肥づくり、養鶏、蔬菜等） 

・インドネシア語の学習 

スカブミ県地方開発局 

＜行政の視点と取組み＞ 

・スカブミ県の開発計画の説明（開発・環境） 

 

ヤマハの森 

 

＜環境保全・企業と NGO の協働＞ 

・植林地（スカブミ県プラブハンラトゥ郡）の視

察 

・住民グループとの意見交換 

トヨタ車体の森 

＜環境保全・企業と NGO の協働＞ 

・植林地（スカブミ県カドタンピット郡）の視察

・住民グループとの意見交換 

インドネシア科学技術院（LIPI） 

＜生物多様性保全・研究・二国間援助機関の取

組み＞ 

・微生物学等研究プロジェクトの説明 

・センター標本管理体制の説明 

・研究施設内見学 

ジョグ 

ジャカルタ 

 4



グヌン・ハリムン・サラック国立公園 

 

＜自然観察・二国間援助機関の取組み・伝統文

化の保全＞ 

・公園管理計画の説明 

・熱帯雨林トレッキング 

・保全地区モデル村訪問（村落リーダーとの意見

交換、部落内農場視察） 

排水処理・バイオマスエネルギー支援事業

（APEX、Yayasan Dian Desa 共同事業） 

 

＜環境保全・地域支援・適正技術、地球環境基

金助成先＞ 

・適正技術による排水処理事業・廃棄物を利用し

たバイオマスエネルギー事業の説明、視察

（APEX） 

・ムラピ山・水供給事業の現場視察（Yayasan Dian 

Desa） 

ボロブドゥール遺跡公園整備事業 

＜環境保全・景観保全＞ 

・オイスカによる公園内の植林事業(1999～2003)

の視察 

ジョグジャカルタ地震災害復興支援事業 

 

 

＜地域支援＞ 

・オイスカが校舎再建の支援を行ったケボンダラ

ムロル小学校の視察 

・トラウマセンター（震災後の子供のケア施設）

視察 

オイスカカランガニアル研修センター 

 

＜農業・人材育成＞ 

・インドネシアの環境問題に関する講義・意見交

換 

・農業実習（野菜畑での収穫・摘葉・誘引作業等）

カランガニアル現地農民グループ 

（Chikara Tani Makumur） 

＜農業・自立発展＞ 

・メンバーの畑の視察 

・メンバーとの意見交換 

オイスカ「子供の森」計画 

 

 

 

＜環境保全・環境教育＞ 

＜チマング第四小学校＞ 

・環境教育実習（ネイチャーゲーム） 

＜グンプラック第二小学校＞ 

・生徒と植林地清掃・管理作業実習 

・教職員との質疑応答 

ヤマキの森 

 

 

 

＜環境保全＞ 

・植林地･水源地（カランガニアル県ナガゴソヨソ

郡）視察 

・セゴログヌン第一小学校（3～5 年生約 20 人）

と植林実習 

・教職員との意見交換 

マングローブ植林地元グループ 

（Mangrove BAHARI） 

 

＜環境保全＞ 

・オイスカによる過去の植林場所の視察 

・水没しつつある部落（ドゥマック県）の視察 

・住民グループからの聞き取り、意見交換 

・ベドノ第一小学校（5年生 20 人）と植林実習 

Yayasan Bintari 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜コンポスト事業＞ 

・活動全般に関する説明 

・現地（ジョンブラン地区）住民グループによる

生ゴミ堆肥化プロジェクト視察、住民グループ

との意見交換 

・廃棄物最終処分場（スマラン市）視察 

＜マングローブ植林・海岸保全活動＞ 

・海岸（ドゥグ郡タパック村）での清掃活動およ

びマングローブ植林実習 
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＜循環型社会形成・環境保全・環境教育、地球

環境基金助成普及例＞ 

・青年グループ（クレダ マンダラ）との意見交

換 

＜環境教育＞ 

・ニジョー第三小学校 5年生（32 人）へ「森の役

割」をテーマに環境教育実習 

 
＜研修同行者＞ 
独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部 平田明日香（8月 16日～8月 30日） 
         〃             勝又麻祐子（8月 27日～9月 13日） 
財団法人オイスカ 国際協力部         斉藤 梢 （8月 16日～8月 30日） 
         〃             斉藤ゆい （8月 27日～9月 6日） 
         〃             森田 章 （9月 6日～9月 13日） 
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視察地位置図（インドネシア・ジャワ島） 

オイスカ研修センター

スカブミ県地方開発局

ヤマハの森

インドネシア科学院 

ジョグジャカルタ地震災害復興支援事業、 
排水処理・バイオマスエネルギー支援事業 

ボロブドゥール遺跡

マングローブ植林（Mangrove Bahari) 

コンポスト事業（Yayasan BINTARI） 

オイスカカランガニアル研修センター 

カランガニアル現地農民グループ（Chikara tani Makmur)

ジャワ島

グヌン・ハリムン-サラック国立公園
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