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平成１９年度地球環境市民大学校海外派遣研修 

（インドネシア活動体験コース） 
募集要項 

 

 

 独立行政法人環境再生保全機構（以下「環境再生保全機構」という。）では、「地球環境市民大学

校」の一環として、「海外派遣研修（インドネシア活動体験コース）」（協力：財団法人オイスカ

（以下「オイスカ」という。））の研修生を下記の要領で募集いたします。 
 
 
１ 研修の狙い 

地球環境を保全する上での大きな課題の一つに、開発途上地域の環境問題の深刻化があります。

開発途上地域では、財源・技術・人材等が不足していますが、開発を行う場合にも地球環境への配

慮は欠かせません。このため、政府レベルの支援だけではなく、NGO 活動を通じた民間レベルで

の国際環境協力にも大きな期待が寄せられています。 
本研修は、短期間の環境保全活動歴を有し、開発途上地域での環境 NGO 活動への参加に関心の

ある方を対象に、現地における活動体験等を通じて当該地域の環境問題の現状とその原因、その背

景にある文化や社会状況を学んでいただく入門的なコースとなっております。 
この研修を通じて国際協力の意義・必要性を理解していただき、NGO による地球環境保全面で

の国際協力に貢献できる次世代の人材育成に資することを目的としています。 
 
２ 研修日程及び募集人数 
  この研修コースは、実践活動の体験等を通して開発途上地域における環境保全活動に必要な知識

と経験を取得することを目的に長期の滞在を基本としております。一方、昨今、就業しながら環境

保全活動に参加される方も多いことから、主として社会人を対象に、就業との両立も踏まえて研修

日程を短縮したコース（集約コース）を併設することといたしました。 
  研修日程（予定） コースの概要 募集人数 

（事前研修会） 
平成 19 年 8 月 2 日（木） 

環境再生保全機構において現地研修のオリ

エンテーションを行います。 
（現 地 研 修） 
総合コース：平成 19 年 8 月 16 日

（木）～9 月 13 日（木） 

集約コース：平成 19 年 8 月 16 日

（木）～8 月 30 日（木） 

インドネシアの各地で、環境保全・開発等

に取り組む諸団体を訪問し、農林作業、自

然保護活動の体験、地域住民との交流等を

通じて、現地の状況、開発と環境保全、国

際協力等について学びます。 

 
8 名（集約

コースの参加

者を含む。な

お、集約コー

スの定員は３

名程度まで）

（研修報告会） 
現地研修終了後に実施の予定です。

帰国後、環境再生保全機構において、研修

の報告会を行います。 
 

＊ 航空便等の都合で出発日・帰国日がずれる可能性もありますので、ご了承ください。 
＊ 集約コースの選考に関しては、社会人を優先させていただきます。 

社会人とは、応募日から研修終了日までの期間において、就業されている方（アルバイトを除く。）と

します。 
 

３ 研修先及び日程 
（１） 研修先：インドネシア共和国 
（２） 日 程  （都合により変更する場合があります） 

日 時 内 容 概 略 宿泊地 

8 月 16 日（木） 成田発 10:30 頃 → 経由地→ ジャカルタ着 19:00 頃  ジャカルタ 

8 月 17 日（金） 
～22 日（水） 

オイスカOB会研修センター 講義・実習 

スカブミ県地方開発局 訪問 

インドネシア科学技術院（LIPI）生物多様性動植物研究所 視察 

スカブミ 
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8 月 23 日（木） 
 ～25 日（土） グヌン・ハリムン国立公園 エコツアー活動 視察・実習 

グヌン・ハリムン

国立公園 

8 月 26 日（日） 
～28 日（火） 

オイスカ OB 会研修センター 視察・実習 スカブミ 

8 月 29 日（水） 
スカブミ → ジャカルタ → ジョグジャカルタ 
（集約コース：ジャカルタ発 18:00 頃→成田 30 日着 7:30
頃） 

ジョグジャカルタ

8 月 30 日（木） 
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 
ジョグジャカルタ

8 月 31 日（金） 
ボロブドゥール遺跡公園整備事業 視察 
プランバナン遺跡 視察 

ボロブドゥール 

9 月 1 日（土） ジョグジャカルタ地震災害復興支援事業 視察 ジョグジャカルタ

9 月 2 日（日） 
 ～6 日（木） 

オイスカカランガニアル研修センター 実習 
カ ラ ン ガ ニ ア ル 現 地 農 民 グ ル ー プ （ Chikara Tani 
Makumur）視察 

カランガニアル 

9 月 7 日（金） 
 ～9 日（日） 

コンポスト事業（Yayasan Bintari）実習 スマラン 

9 月 10 日（月） 
 ～11 日（火） 

マングローブ植林地元グループ（Mangrove BAHARI）と

のマングローブ植林 実習 
研修のまとめ 

スマラン 

9 月 12 日（水） スマラン発 12:30 頃 → ジャカルタ → （経由地） 機中 

９月 13 日（木）  → 成田着 7:30 頃  

＊成田～ジャカルタ間の航空機は往復マレーシア航空（クアラルンプール経由）を利用する予定。 
＊インドネシアでの宿泊は、オイスカ OB 会研修センター、訪問地市内のホテル等を利用する予

定。 
 
（３） 研修・視察訪問先の概要 

訪問先の概要は次のとおりです。 
オイスカ OB 会研修センター 
http://www.oisca.org/project/indones/timenten.htm 

1961 年に設立された日本の NGO「オイスカ」が行っている研修事業の修了生たちが運営して

いる研修センター。地域青年を対象とした有機農業研修、女性生活改善研修、木工研修、また企

業などの支援を得て地域での緑化活動、子供達を対象とした「子供の森」計画を実施している。

その他、災害復興支援事業などを通じて地域開発も推進している。 
 

スカブミ県地方開発局（BAPEDA） 

インドネシアの首都から車で約 2 時間南下した、ジャワ島の南側海岸に位置する県。 
同県は西ジャワ州で最大の面積を有し、森林面積も他県に比して多い。県の方針として今後数

年の間に 3000 社とも言われる工場誘致を行う予定であることから、開発と環境保全の問題に直

面している。この問題への取組みについて県全体の開発計画を担当している地方開発局の講義を

受ける。 
 

グヌン・ハリムン国立公園 
http://www.tnhalimun.go.id/english_version.htm 

 首都ジャカルタから数時間という近郊にあって、約 40,000ha の面積をもつバンテン州と西ジャ

ワ州にまたがる国立公園で、訪問客も多い。国際協力機構（JICA）の支援により国立公園管理計

画プロジェクトが 2009 年まで実施されている。公園内ではエコツアーが体験できる。日本から

専門家が派遣されており、インドネシアでの公園管理のモデルケースとして、今後の同国内での

普及を視野に入れた活動が行われている。 
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インドネシア科学技術院（LIPI）多様性動植物研究所 

生息する種の数では世界で 2 番目とも 3 番目とも言われ、多様性の国、インドネシアと称され

る国であるが、一方でその種の減少が多くの有識者から懸念されている。同研究所では、グヌ

ン・ハリムン国立公園で現在も発見される新種を逐一保存している。現在は森林部門（原生林）

のみとなっているが莫大な数の種の展示を行っており、研修ではこれら動植物の標本を見学する。

同研究所は JICA の支援も受けている。 
 

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） 
http://www.apex-ngo.org/ 

APEX が Yayasan Dian Desa との協力の下に実施している産業・生活排水処理とバイオマスエ

ネルギー開発等の活動を視察する。この事業は、平成１５年から１７年まで地球環境基金の助成

を受けて APEX が Yayasan Dian Desa と協力して行ったものが、現在も発展しながら継続して行

われている。APEX は 1987 年の設立以来、主にインドネシアにおいて、現地の NGO と協力しな

がら、現地に適合的で、環境に負担をかけず、かつ住民が参加しやすい適正技術の開発・普及の

視点から環境の保全や住民の生活向上などに取り組んでいる。Yayasan Dian Desa は環境、農業、

小規模融資など多方面にわたって活動する現地 NGO で、都市の廃棄物管理、生活排水処理、環

境負荷の少ない家庭用コンロの普及など地域に根ざした活動を行っている。 
 
ボロブドゥール遺跡公園整備事業 

世界遺産であるボロブドゥール遺跡周辺にかつて生育していた樹種、絶滅危惧種を中心とした

植林を実施し、古代の景観を再生しようと活動しているプロジェクトを視察する。 
 

ジョグジャカルタ地震災害復興支援事業 
2006 年 5 月に発生した中部ジャワ地震により被災した学校の再建事業。インドネシアに昔か

らあるゴトンロヨン（相互扶助）の考えを基に、外部からの支援に頼らず住民自らが復興作業に

参加して完成させたプロセスを学ぶ。また、未だに復興を果たしていない家屋などの現状と日本

企業等の復興支援活動の現場を視察する。 
 

オイスカカランガニアル研修センター 

http://www.oisca.org/project/indones/karan.htm 
オイスカ OB 会研修センターとは兄弟関係にある研修センターで、インドネシア全土から選考

された研修生を受け入れている。主に畑作を中心とした耕作研修を行っており、近隣にはこの研

修修了生が畑作を実践している。なお、所長のムリヨノ氏はその人材育成の手法と育種技術が卓

越しているとして大統領表彰を得るなど、インドネシア国内で功績が高く評価されている。 

 
カランガニアル現地農民グループ（Chikara Tani Makumur） 

 地域住民と上記研修センターの修了生が中心となって形成したグループ。稲作中心だった農業

に各種野菜の栽培などを取り入れ、販路の確保といった流通面での指導も行い、農民に農業の楽

しさを教えようと活動している。 
 

コンポスト事業（Yayasan Bintari） 

http://www.kita.or.jp/ 

平成１６年から平成１８年まで、地球環境基金の助成を受けて北九州国際技術協力協会

（KITA）がスラバヤで行ったゴミの堆肥化活動がインドネシア各地で波及している。その一例

として、スマランの現地 NGO「Yayasan Bintari」が行っているコンポスト事業を視察、実習を行

う。Yayasan Bintari は日本やドイツなど海外の組織と連携して、セミナーや教材開発を通じた環

境教育、河川の清掃などの環境保全、固形廃棄物処理、工場排水浄化プロジェクトなどの排水処

理のほか、エコツアーやインターンシップなどを実施している。 
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マングローブ植林地元グループ（Mangrove BAHARI）とのマングローブ植林 

マングローブ林の伐採で海岸の浸食が激しくなり、現在では高潮の時は村全体が水没してし

まっている。この村を守るため、Mangrove BAHARI はオイスカが提唱するマングローブ植林活動、

農村の基盤整備活動に参加しており、マングローブ植林実習を行う。 
 
４ 応募資格 

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の活動への参加

に関心を有する者で、次の要件を満たすことを応募資格といたします。 
① 心身ともに健康であること。 
② 日常会話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。（未成年の方は保護者の同意が必要です。高校生は不可。） 

＊環境保全活動歴には、海外の環境保全活動歴（スタディーツアー参加も含む）も含まれ

ますが、選考に当たっては海外での活動歴のない方を優先させていただきます。 
＊事前研修、研修報告会には必ず参加が必要です 

 
５ 応募方法及び申込み締切日 
（１）応募方法 各応募者は、締切日までに(3)の書類を提出して下さい。 
 
（２）締 切 日 平成１９年７月１７日（火）必着 
 
（３）提出書類 ＊様式は、当方のホームページからダウンロード出来ます。 

① 申込書 （ｐ６） 
② 履歴書 ６ヶ月以内に撮影した上半身無帽の写真（寸法４．５㎝×３．５㎝裏面に氏名を 

記入）を貼付すること。集約コースを希望される社会人の方は必ず現職を記載す

ること。 
（ｐ７） 

③ 小論文 ｐ８～９に記載された項目についてまとめること。 
 

（４）提出書類送付先及び問い合せ先 
 
   独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部 地球環境基金課 （担当：勝又、水谷） 
         〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番 
 ミューザ川崎セントラルタワー８階 
 電 話 ０４４－５２０－９５０５ 
 ＦＡＸ ０４４－５２０－２１９０ 
 E-mail c-kikin＠erca.go.jp 
 U R L  http://www.erca.go.jp/jfge 
 
６ 研修者の決定・通知 
  5(3)の提出書類を基に、１の研修の狙いに照らして審査の上、研修者を決定し、７月２３日頃ま

でに応募者に通知します。 
 
７ 研修の中止 

適格者が募集人数に満たない場合（総合コースが５名に満たない場合を含む）や、派遣先地域の

治安状況や災害等により実施が難しくなった場合は、この研修を中止することがあります。 
 
 
８ 研修経費 
  研修参加費は５万円（総合コース、集約コース 同額）。 

上記以外の事前研修、事後報告会を含め、研修に必要な経費（航空運賃、滞在費等）は、環境再

生保全機構が負担します。ただし、次の経費は研修者の負担とします。 
   ア．渡航手続書類等作成代行料金 
   イ．飲食代 
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   ウ．個人的性格の費用（クリーニング代、電話代、娯楽費等） 
   エ．超過手荷物運搬料金    
   オ．傷害、疾病に関する医療費 
   カ．任意の海外旅行傷害保険料 

キ．予防注射接種費      
 
 
９ その他 
（１） 現地研修終了後、１ヶ月以内に研修レポートを提出していただきます。 
（２） 環境再生保全機構は、研修生全員の海外旅行損害保険に加入します。研修中の不慮の事故等

による損害の環境再生保全機構の補償は、以下の範囲に限られます。 
 
 

傷害 死亡 ５０００万円 治療 ８００万円 
疾病 死亡 ３０００万円 治療 ８００万円 
賠償責任  ５０００万円 
携行品    ５０万円 
救援者   ６００万円 
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平成   年   月   日 

 

平成１９年度地球環境市民大学校 

海外派遣研修（インドネシア活動体験コース）申込書 

 

独立行政法人環境再生保全機構 

   理事長 田中 健次 殿 

 

 住 所 

 氏 名                印 

 

 

 下記の通り、平成１９年度地球環境市民大学校海外派遣研修（インドネシア活動体験

コース）に参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。 

 

記 

 

   関係書類  １ 履歴書 

       ２ 小論文 

   コース（該当するものに○をしてください） 

   １、総合コース 

         ２、集約コース 

 

 

（以下、未成年の方のみ保護者による記入を願います。） 

 

 （応募者氏名）           の本研修への参加に同意します。 

 

                 （署名）             （続柄    ） 
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履 歴 書 
下記のとおり相違ありません。                      平成   年   月   日 

ふりがな 
 氏  名                       

印  

男
 

・ 
女 

ローマ字 
（姓）                   （名） 

 生年月日 １９    年    月    日生 （年齢 満    歳） 

 ふりがな 

 現 住 所     〒                                                                      TEL 
                                     FAX． 
                                      E-mail 
 ふりがな 
〒                                    TEL 
                                     FAX． 

 ふりがな 

  国 内 
  緊 急 
 連 絡 先     
  連絡者 

 本人との関係 

 健康状態 良好 ・ 普通 ・ 治療中  既往症   治療中の疾患  

年  月 最終学歴・職歴 年  月 職歴 

    

    

    

最 終 学

歴・職歴 

    

開始年月 終了年月 所属団体名 活動内容 

    

    

    

    

    

    

    

NGO・ 
ボランティア

活動歴 

    

これまでに参加した海外研修（スタディーツアーを含む） 

研修名 実施団体名 研修地 研修期間 

    

    

    

    

  英会話能力 英検      級  TOEFL       点 
語学力 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

Ａ：流暢に会話ができる  
Ｂ：日常会話にそれ程困らない程度 
Ｃ：挨拶程度 
Ｄ：ほとんどできない  TOEIC      点 

その他 

 特種技能 
 （その資格名） 
 

 本研修をどこで知りましたか？ （具体的に：                           ） 

 7月19日～23日上記住所へ連絡つきますか？□はい □いいえ  
（「いいえ」の場合、連絡先/期間/TEL等：                                      ）

その他 

パスポートをお持ちですか？     無  ／  有  （有効期限：     年     月） 

 

写 真 

 

3.5cmx4.5cm 

6 ヶ月以内撮影 

無帽上半身 
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氏名：  
小 論 文  

 １．応募の動機   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．研修で得たいことは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．帰国後、この経験をどのように活かしたいですか？ 
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                氏名：              

 

４．私の環境保全活動（現在行っている・関心のある環境保全活動及び今後についても記載のこと）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

研
修

予
定

地
地

図
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 オイスカ「子供の森」 

 

 

 

お問い合わせ先 

 

独立行政法人環境再生保全機構  地球環境基金部  地球環境基金課 

 （担当：勝又、水谷） 

       〒212-8554  神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 

ミューザ川崎セントラルタワー8Ｆ 

TEL：044-520-9505  FAX：044-520-2190 

E-mail：c-kikin@erca.go.jp   

URL：http://www.erca.go.jp/jfge 

 

実 施 協 力 

  

財団法人オイスカ （担当：森田） 

       〒168-0063 東京都杉並区和泉 3-6-12 

             TEL：03-3322-5161  FAX:03-3324-7111  

            URL：http://www.oisca.org/ 

 (この募集要項は、再生紙を使用しています)    
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