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第 1 章 研修の概要 
 

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・人材などの不足する開発途上地域において、開発を行う場合にも地球

環境への配慮は欠かせないものであり、そのためにも、国際的な環境協力が必要であり、NGO もそ
の役割を担うことが期待されている。 
 本研修は、地球環境保全という視点を持って国際協力に貢献できる人材の育成に資するよう、開

発途上地域における環境問題の現状とその原因や、現地 NGO の環境問題への取組みについて
学び、NGO相互間で共通課題などの討議を行うことを通して、国際（民際）協力について高い意識
をもった人材育成を目的としている。 
 
1-2. インドネシアで研修を行う理由  
 研修実施国のインドネシア共和国（以下「インドネシア」という）は 1 万 7 千以上の島々を有する世
界最大の島嶼国家であり、地球の表面積から見れば、その 1.3％にすぎない。しかし、そこに存在
する、哺乳類、鳥類、爬虫類の種数はいずれも世界で 3 位以内に入っている。少なく見積もっても、
全世界に存在する生物種のうち、インドネシアには、顕花植物の 11％、哺乳類の 12％、両生類お
よび爬虫類の 15％、鳥類の 17%、魚類の 37％が生息していると考えられており、世界でも有数の
「メガダイバーシティ国家(生物種や固有の種が多い国)」として知られている。 
このように高い生物多様性を誇るインドネシアの自然は世界的に大変貴重な遺産であるが、産

業発展による土地需要の増加や天然資源開発の活発化により、現在その劣化・消失が懸念されて

いる。 
本研修では、インドネシアにおいて生物多様性を守る活動を実施してきた現地 NGO 等との意見

交換および環境保全活動が行われている現場の視察を行う。本研修で得られた知見は、参加者

が帰国後、環境保全分野における国際（民際）協力を進めていく上で大いに役立つものと考えられ

る。 
 
1-3. 研修参加者  
 前述の目的を踏まえ、以下の条件の下に研修生の募集・選考を実施した。 

 

（１） 所属している環境 NGO が国際的な環境保全活動の実績を有する NGO、または今後国

際的な環境保全活動を予定している NGO であること。 

（２） （１）に所属し一定の活動歴を有する者で、団体からの推薦が得られること（専属職員だけ

でなく、ボランティアやインターン等として関わっている方でも構わない。但し、イベント等で

の単発的なボランティア参加は除く）。 

（３） 過去に地球環境基金が主催する海外派遣研修に参加していないこと。 

（４） 研修に必要な英会話能力を有すること（現地組織においての説明及び質疑応答が英語

で行われる場合があるが、英語の通訳は同行しない）。 

（５） 環境問題の基礎的な知識と所属団体の活動分野における相応の知識を有すること。 

（６） 心身ともに健康であること。 

（７） 日本語でのミュニケーションに支障がないこと。 

（８） １８歳以上であること（未成年の方は保護者の同意が必要）。 

（９） 一時的な短期滞在者でないこと。 

（注）短期滞在者とは、外国人登録をしていない者、過去１年間日本に滞在していない者、

１年以内に日本を離れる可能性がある者とする。 

（１０） 事前研修、現地研修、研修報告会の全てに参加できること。 
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参加者の公募は、2007 年 8 月～9 月末までの約 2 ヶ月間、環境再生保全機構のホームページや

NGO 団体等への募集要項郵送により実施した。応募者のうち、選考の結果、表 1-1 に示した 4 名

を研修生として選考した。 

 
 研修員の氏名と所属は表 1-1 のとおりである。 
 

表 1-1. 研修員の氏名と所属（あいうえお順） 
氏 名（ふりがな） 所 属 

倉田 麻里（くらた まり） 環境 NGO イカオ・アコ 

小菅 千絵（こすが ちえ） （特定）北海道カリマンタン交流協会  

佐藤 智宏（さとう ともひろ） （財）国際湖沼環境委員会 

原田 公（はらだ あきら） 熱帯林行動ネットワーク（JATAN） 
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1-4. 研修日程および研修場所  
研修日程および活動概要(ヒアリング・討議内容等)は表 1-2 に示した通りである． 

 

表 1-2. 研修日程および活動概要 

月日 行動・研修内容 宿泊地 

12 月 
2 日(火) 

成田(11:00)→デンパサール(17:25) 《GA 881 便》 

デンパサール→(20:00)→ジャカルタ(20:45) 《GA 417 便》 
ジャカルタ 

○Yayasan Alam Lestari (アラム・レスタリ財団) 
ウミガメ保護の取り組み/国際環境協力の実践手法と課題等. 

3 日(水) 

○WWF インドネシア (ジャカルタ事務所) 
インドネシアの生物多様性保全をめぐる問題の概要/WWF の取り
組みと今後の課題 等. 

ジャカルタ 

○WALHI (インドネシア環境フォーラム) 
インドネシアの森林減少の現状と背景/森林減少防止のために求め
られる施策/適切な森林管理の推進のために NGO に求められる取
り組み等. 

ジャカルタ→ボゴール《車:1.5hr》 

4 日(木) 
 

○インドネシア科学院生物学研究所 
インドネシアの生物多様性研究の現状等. 

ボゴール 

○ボルネオ・オランウータン救援財団 
オランウータン保護活動の意義/インドネシアにおけるオランウータ
ン保護の取り組み概要/オランウータン保護の課題と展望等. 5 日(金) 

○ボゴール植物園 

ボゴール 

○国際協力機構「グヌンハリムン・サラク国立公園管理計画」ボゴール事
務所 

グヌンハリムン・サラク国立公園管理計画の概要/公園管理におい
て直面している問題/JICA がこれまでおこなってきた公園管理の取
り組み/国際環境協力の課題等. 

ボゴール→カバンドゥンガン《車: 3hr》 
6 日(土) 

○グヌンハリムン・サラク国立公園管理事務所 
ジャワ島の生物多様性の概要/都市近郊の国立公園の現状/多様
なステークホルダーを巻き込んだ公園管理の歩み/実効性の高い
公園管理にむけた取り組み等. 

カバンドゥンガン 

7 日(日) 
○グヌンハリムン・サラク国立公園エコツアー 

都市近郊の公園管理の現状/エコツーリズムの実際等. 
チカキニ 

8 日(月) カバンドゥンガン→ボゴール《車: 3hr》 ボゴール 
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○Telapak (テラパック) 
生物多様性の脅威としての違法伐採の現状/違法伐採のメカニズ
ム/違法伐採防止のための国際環境協力のあり方等. 

○Sawit Watch (アブラヤシ・ウォッチ) 
インドネシアにおけるアブラヤシ農園開発の現状/アブラヤシ農園開
発が地域社会および生物多様性に与える影響/アブラヤシ・ウォッ
チの活動の現状と課題等. 

ボゴール→ジャカルタ《車: 1.5hr》 

9 日(火) 

○中間とりまとめ 

ジャカルタ 

10 日(水) 
ジャカルタ(08:30)→バリクパパン(11:35)《ＧＡ512 便》 

バリクパパン→サマリンダ(東カリマンタン)《車:3hr》 

サマリンダ→ボンタン《車:2hr》 
ボンタン 

11 日(木) 

○クタイ国立公園エコツアー（Borneo Discovery Tour） 
保護と開発をめぐる現況①：オランウータン・エコツアー，公園管理
事務所職員とのディスカッション（クタイ国立公園の設立経緯と管理
体制，違法伐採と不法占拠の問題など） 

メントコ 

12 日(金) 
○クタイ国立公園エコツアー（Borneo Discovery Tour） 

保護と開発をめぐる現況②：公園内の不法占拠者の村でのヒアリン
グ，サンガタ川エコ・ツアー 

ボンタン 

○クタイ国立公園管理事務所 
カリマンタンの生物多様性の概要/開発フロンティアにおける国立公
園の現状と課題/違法伐採問題、希少野生動物の密猟の問題と解
決に向けた取り組み/求められる NGO との協働のあり方 等. 

○マングローブ植林地視察 

ボンタン→サマリンダ《車:２hr》 

○オイルパーム農園視察 

13 日(土) 

○東京大学大学院サマリンダ・フィールドステーション(FS) 
講義①「東カリマンタン西クタイ県における森林の協働管理の取組
み」（棚橋雄平氏） 
講義②「オイルパーム農園開発に代わる地域発展戦略はあるか？」
（河合真之氏）. 

サマリンダ 

14 日(日) 
サマリンダ→バリクパパン《車:３hr》 

バリクパパン(16:20)→デンパサール(19:20)《GA 545 便》 

デンパサール→ウブドゥ《車:1hr》 
ウブドゥ 

○バリ伝統舞踏バロンダンス鑑賞(バトゥブラン) 

15 日(月) ○マングローブ情報センター 
マングローブ・トレイル・ツアー/マングローブ保全、エコツアーを通じ
た環境教育の取り組み等. 

ウブドゥ 
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○資料まとめ・研修ふりかえり（意見交換） 

16 日(火) 
ウブドゥ→デンパサール《車:1hr》 

デンパサール(20:30) 発)《GA880 便》 

機内泊 

17 日(水) 成田着(07:20)《GA880 便》 帰国 
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■場所：バリ 
■日程：12 月 14 日～16 日  
■活動内容・訪問先  
 バリ伝統舞踏バロンダンス鑑賞  
 マングローブ情報センター 

■場所：ボゴール 
■日程：12 月 4 日～10 日  
■活動内容・訪問先  
 インドネシア科学院生物学研究所  
 ボルネオ・オランウータン救援財団  
 ボゴール植物園  
 国際協力機構「グヌンハリムン・サラク国立公園
管理計画」ボゴール事務所  
 グヌンハリムン・サラク国立公園エコツアー 
 Telapak 
 Sawit Watch 

図 1-1. 訪問先位置図 

■場所：ジャカルタ 
■日程：12 月 2 日～4 日  
■活動内容・訪問先  
 Yayasan Alam Lestari 
 WWF Indonesia 
 WALHI 

■場所：東カリマンタン 
■日程：12 月 10 日～14 日  
■活動内容・訪問先  
 クタイ国立公園ツアー 
 クタイ国立公園管理事務所  
 マングローブ植林地視察  
 オイルパーム・プランテーション視察  
 東京大学大学院サマリンダ・フィールドステーション(FS) 
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1-5. 事前研修および帰国報告会  

(1) 事前研修 

 平成 20 年 10 月 30 日（木）、環境再生保全機構(川崎市)において、国内事前研修を実施した。

当日の主な実施プログラムは表 1-3 のとおりである． 

 

表 1-3. 事前研修プログラム 
時間 内容 担当（敬称略） 

10:00-10:05 開会 環境再生保全機構:ERCA 
自然環境研究センター:JWRC 

10:05-11:00 参加者自己紹介 参加者全員  

11:00-11:15 地球環境基金の活動についての説明  藤井秀仁(ERCA) 

11:15-12:15 研修ガイダンス 笹岡正俊(自然環境研究セン
ター:JWRC) 

12:15-13:30 昼食 ― 

13:30-14:00 昨年度の研修生による発表  
「海外研修にあたって」 

大木一(株式会社トデック) 

14:00-15:30 講義「インドネシアにおける自然保護問題と

NGO の役割～開発と保全の狭間で」 
安部竜一郎(日本インドネシア
NGO ネットワーク運営委員・杏
林大学大学院国際協力研究

科非常勤講師) 

15:30-15:40 休憩 ― 

15:40-17:10 ディスカッション 
・個別テーマ（暫定）について説明・質疑応答  
・報告書作成の役割分担についての話し合い 

 

17:10-17:15 閉会 青山銀三(JWRC) 
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(2) 帰国報告会  

 平成 21年 2月 6日(金)、環境再生保全機構（川崎市）において、帰国報告会を実施した。約 10

名の聴衆の参加の下、活発な質疑応答が行われた。当日の主な実施プログラムは表 1-4.に示した

とおりである。 

 

表 1-4. 帰国報告会プログラム 
時間 内容 担当（敬称略） 

14:00-14:05 開会 藤井秀仁 (ERCA) 

14:05-14:15 全体行程概要 笹岡正俊(JWRC) 

14:15-15:15 第一部  研修員による研修課題の報告  
「インドネシアの自然・社会・文化」 
「インドネシアの環境問題：生物多様性を中心に」

「日本の NGO に求められること」 
「総括」 

 
小菅千絵 
佐藤智宏 
倉田麻里 
原田公 

15:15-15:20 休憩 ― 

15:20-16:40 第二部  研修員による個人テーマの報告  
「NGO から地域への情報発信」 
「森林管理への地域住民の参加」 
「開発途上国で求められる環境教育」 
「森林環境と地域社会における新しい脅威と

NGO の対応」 

 
小菅千絵 
倉田麻里 
佐藤智宏 
原田公 

16:20-16:40 休憩 ― 

16:40-18:15 研修ふりかえり：自由討論  ERCA, JWRC, 研修員 

18:15-18:20 閉会 青山銀三(JWRC) 
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