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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。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中で、既に国際協力を実施ある

いは取組みを予定している、国際協力について高い意識をもった NGO、その担い手を育て

ることを目的としている。 

 

 

1-2. 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、または今後そう

いう活動を計画している 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) 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。 

(4) 心身共に健康であること。 

(5) 研修に必要な英会話能力を有すること。（英語の通訳は同行しない。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。） 

(6) 今後も環境 NGO で継続的に活動し、海外での環境保全活動の希望を有すること。 

(7) 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。 

(8) 18 歳以上であること。（未成年の者は保護者の同意が必要） 

＊ 事前研修、研修報告会には必ず参加が必要。 

  

 参加者の公募は、2007 年 7 月～9 月の約 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 6 名を

研修生として選考した。 

 

表 1-1 研修生一覧 

氏 名 所 属 

石塚 勝己 特定非営利活動法人 循環共生社会システム研究所 

大木 一  NGO AVENUE 

太田 昌宏 インドネシア教育振興会 

菊地 格夫 秋田県地球温暖化防止活動推進センター（ACCCA） 
特定非営利活動法人 環境あきた県民フォーラム 

的場 知之 コンサベーション・インターナショナル 

門奈 逸代 特定非営利活動法人 地球の緑を育てる会 
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1-3. 研修日程及び訪問先位置図 

 海外派遣研修日程は、表 1-2 に示したとおりである。 

 

表 1-2 海外派遣研修日程 

月日 行程・訪問団体等 宿泊地 

11/25 

日 

成田 → ハノイ 

 ハノイ 

11/26 

月 

ハノイ → ビエンチャン 

☆アジア農山漁村ネットワーク(NARC) 活動視察：ナムスワン養殖開発

センター(NADC)・NARC が支援している複合養殖農場視察、交流会 ビエンチャン

11/27 

火 

☆NARC 活動視察：ポンケオ村における NARC 活動、周辺環境など視察、

村人との交流会 ビエンチャン

11/28 

水 

☆国際協力 NGO・IV－JAPAN ラオス事務所訪問、昼食 

☆WWF ラオス事務所訪問 ビエンチャン

11/29 

木 

☆メコン・ウォッチ訪問 

ビエンチャン → ハノイ ハノイ 

11/30 

金 

☆JICA ベトナム事務所訪問 

ハノイ → ホアビン省 

☆JICA:RENFODA プロジェクト事務所訪問・現地視察 ホアビン省 

12/1 

土 

☆FPSC Vietnam 事務所訪問 

ホアビン省 → ハノイ ハノイ 

12/2 

日 

資料整理 

ハノイ 

12/3 

月 

☆Mangrove Ecosystem Research Center(MERC)事務所訪問 

☆BirdLife International in Indochina(BII)面談（MERC 事務所） 

☆UNDP ベトナム事務所訪問 

☆Vietnam National Parks & Protected Areas Association(VNPPA)事

務所訪問 ハノイ 

12/4 

火 

ハノイ → タイビン → スアンスイ 

☆MERC・BirdLife International in Indochina 活動視察 

スアンスイ → タイビン タイビン 

12/5 

水 

タイビン → ティエンハイ 

☆MERC 活動視察：農林業研究センター 

ティエンハイ → タイビン → ハロン ハロン 

12/6 

木 

ハロン → バイトゥロン国立公園 

☆VNPPA 活動視察 

バイトゥロン国立公園 → ハイフォン → ハノイ ハノイ 

12/7 

金 

☆日本国際ボランティアセンター(JVC)ハノイ事務所訪問 

研修ふりかえり（意見交換） 機中泊 

12/8 

土 

ハノイ → 成田 

成田空港にて現地解散  

 



図 1-1 訪問先位置図 
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ホアビン省 

・JICA：RENFODA 事務所

・FPSC 事務所 
ハノイ 

・JICA ベトナム事務所 

・MERC 事務所 

・BII（事務所） 

・UNDP 事務所 

・VNPPA 事務所 
バイトゥロン国立公園 

・VNPPA 活動サイト 
スアンスイ国立公園 

・MERC 活動サイト 

・BII 活動サイト 
 

ポンケオ村 

・NARC 活動サイト
 

ビエンチャン 

・NARC/NADC 

・IV-JAPAN 事務所 

・WWF ラオス事務所 

・メコン・ウォッチ
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1-4. 国内事前研修及び研修報告会 

 

国内事前研修 

 平成 19 年 10 月 26 日（金）、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 に示したとおりである。 

 

表 1-3 事前研修の主要プログラム 

時間 内容 担当（敬称略） 

11:00～11:30 
開会、主催者挨拶、事務局関係者紹介 

研修生自己紹介 
環境再生保全機構 

自然環境研究センター

11:30～12:00 
昨年度研修参加者プレゼン 

～研修のポイント、現在への活用方法～ 

神名清文（インフォメ

ーションセンター） 

12:00～12:30 
日本の国際協力 NGO プレゼン（英語） 

～自然環境保全における国際協力（仮）～ 

クリスティ･ノザワ（バ

ードライフ・アジア）

12:30～13:30 昼食  

13:30～13:40 
地球環境基金の紹介 

 
環境再生保全機構 

13:40～14:30 
渡航の際の注意事項 

研修日程、訪問先の概要等 
自然環境研究センター

14:30～14:40 休憩  

14:40～16:10 

討論＆研修生役割分担調整 

＊海外派遣先で何を学んできたいか 

＊各研修生の役割分担調整 

16:10～16:30 
質疑応答、その他諸連絡 

閉会 

環境再生保全機構 

自然環境研究センター

 

 

研修報告会 

 平成 20 年 2 月 1 日、環境再生保全機構（川崎市）において、研修報告会を実施した。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 帰国報告会の主要プログラム 

プログラム 発表者、テーマ、参加者 

＜第１部＞ 

研修生より報告 

・各自のテーマに基づく報告 

・質疑応答 

＜発表者、テーマ＞ 

① 石塚「自然との共生した社会生活の再確認」 

② 大木「１．ベトナム・ラオスにおける NGO 活動」「２．自然

環境保全と開発のバランス」 

③ 太田「ラオスとベトナムにおける環境保全活動と住民組織と

の関係」 

④ 菊地「PCM 手法や PDM と活動との Linkage」 

⑤ 的場「ベトナムとラオスにおけるエコツーリズムの可能性」

⑥ 門奈「有機物の有効循環」 

＜第２部＞ 

研修のふりかえり 

・参加者討論 

＜参加者＞ 

研修生：石塚、大木、太田、菊地、的場、門奈 

環境再生保全機構：陶山、平田、田中 

自然環境研究センター：依田、川瀬 

 


