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第一章 研修の概要 
 

１ はじめに 
２ 研修の目的 
３ 参加者 
４ 実施概要 

 
１ はじめに 
「海外派遣研修（活動体験コース）」は、独立行政法人環境再生保全機構が毎年実施している研修事

業の一つで、平成 21年度は、ラムサールセンター（会長：安藤元一／事務局：東京都大田区南久が
原２-10-３）が受託し、平成 21年度「海外派遣研修（タイ・バングラデシュ活動体験コース）」とし
て、2009年８月 27日～９月 19日、総合コース 24日間と集約コース 13日間（総合コースの前半）、
タイとバングラデシュ２国で、以下のように実施された。 
 
２ 研修の目的 
研修は、開発途上地域における NGOを主体とする環境保全活動への参加に関心をもつ若い人たち

に、海外での活動の入門的知識の習得と経験の場を提供し、開発途上地域における環境国際協力活動

についての理解や参加の意欲を高めてもらい、環境 NGOによる国際協力の振興と実践活動をになう
人材の育成に資することを目的としている。 
この目標達成のため、アジア地域で環境教育に優れた実績を有し主導的役割をになっているタイ国

のマヒドン大学（バンコク）と沿岸海域の開発によって消失したマングローブ林の再生に環境教育と

住民参加で取り組むタイ国の NGO ウエットランド・インターナショナル・タイ（WIT）、地球温暖
化・気候変動に起因する自然災害の脅威にさらされるベンガル湾沿岸低湿地帯の貧困住民のリスクマ

ネジメント開発に取り組むバングラデシュ国の NGOバングラデシュ・ポーシュ（BDP）の３団体の
協力をえて、それぞれの実践的取り組みを学習、体験するよう立案した。 
 
３ 参加者 
本研修の参加者の募集は、地球環境基金部ホームページでの公募と関係方面へ送付した募集チラシ

（約 2200枚）により、６月初旬からはじまり、７月８日に締め切られた。 
応募者は 53人で、外国籍者が 1人だった。都道府県別にみると、北海道から九州・沖縄まで分布
していたが、東京都の 11人など都市部が多かった。年齢別では、20歳代が 15人と最多で、30歳代、
40歳代とつづいていた。10歳代は 5人、最年長は 61歳だった。男女比では、男性が 22人、女性が
31人だった。 
ただちに、書類選考、審査がおこなわれ、申込書と履歴書からはこれまでの海外活動・研修の実績

と英会話能力を中心に、小論文からは研修目的や環境問題に関する認識と活動への取り組みを中心に、

総合的評価をおこない、採点により、８人（総合コース６人、集約コース２人）を研修生として内定

し、通知した。なお、集約コースの１人が、事前研修に参加後、体調不良で現地研修への参加を辞退

したため、最終的な研修生は、総合コース６人、集約コース１人となった。 
現地派遣研修の参加者（研修生、随行者）は次のとおり。 

 
＜研修生＞ 
・総合コース（８月 27日～９月 19日）／６人 
花村さくら  19歳  山梨県立大学国際政策学部総合政策学科 
高津戸佑嘉子 20歳  立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部 
古橋愛    22歳  東京外国語大学フランス語学科 
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建部恵世   24歳  NGOスタッフ 
池田廉    22歳  宇都宮大学農学部農業環境学科 
川合晋平   23歳  神戸大学大学院国際協力研究科 
・集約コース（８月 27日～９月８日）／１人 
松原和紀   36歳  立教大学大学院 21世紀デザイン研究科 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜随行者＞ 
・地球環境基金課職員 
長倉恵美子（８月 27日～９月８日／集約コース引率として途中帰国） 
合谷真弓 （９月７日～９月 19日／総合コース引率として途中参加） 
・ラムサールセンタースタッフ 
武者孝幸 （８月 27日～９月 12日／集約コースと総合コース前半を引率） 
中村玲子 （８月 27日～９月 19日／総合コース引率） 
市川智子 （８月 27日～９月 19日／総合コース引率） 
岩崎慎平 （８月 27日～９月 19日／総合コース引率） 

前列左から 
建部恵世、花村さくら

高津戸佑嘉子 
後列左から 
古橋愛、川合晋平 
池田廉、松原和紀 
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４ 実施概要 
現地派遣研修は、以下のように計画どおり実施された。なお、現地の事情、講師の都合などで一部

のプログラムには入れ替え、変更があった。 
現地ではマヒドン大学、ウエットランド・インターナショナル・タイ(WIT)、バングラデシュ・ポ
ーシュ(BDP)のスタッフが随行し、研修の指導にあたった。移動はミニバスを借り上げ、使用した。 
 
８月 
27日(木) 成田空港(11：35)～TG641～バンコク空港(15：30)～バス～マヒドン大学(17：00) 
・成田空港に研修生７人、随行４人が 09：00集合。タイ航空で出発。 
・スワンナプーム空港からバスで、バンコク郊外サラヤのマヒドン大学へ。先発の岩崎と合流。 
・同大学ゲストハウス泊。 

 
28日(金) 国際セミナー「アジアの環境問題と国際協力の重要性（１）」(09：00～16：30) 
＜第１日 プログラム＞ 
１「生物多様性の保全―地域レベルと国際レベルの協力」 

ニラワン・ピピソンバット（タイ国自然資源・環境政策計画省生物多様性室） 
２「アジアの環境教育の国際協力―自然資源管理プログラム・湿地管理研究・トレーニングセン

ターの役割、活動、経験と湿地研究のためのメコン流域大学ネットワーク」 
サンサニ・チョーウ（マヒドン大学環境資源学部教授） 

３「アジアにおける環境行動主義：グリーンピース東南アジアの事例」 
オパート・パニア（グリーンピース東南アジア代表） 

４「環境教育と国際協力：グリーンワールド基金の事例」 
サラナラット・カンジャナバニット（グリーンワールド基金事務局長） 

５「東南アジアのエネルギー効率」 
チュラポン・シンチュナワ（環境クオリティ発展協会事務局長） 

６「鳥類保護教育における国際、地域レベルの協力」 
クリサナ・クップルン（タイ鳥類保護協会） 

・午前～午後、現地活動体験研修を有効にする前段プログラムとして、開発途上地域・アジアの環

境問題の理解を深めるセミナーをマヒドン大学環境・資源管理学部と共催。タイ政府のニラワン

はじめ講師６人はアジアを代表する専門家。包括的なハイレベルの講座となった。いきなり英語

のセミナーだったが研修生は全員、質疑に活発に参加。ファシリテーターは同学部のサンサニ・

チョーウ教授。同大学のオープンセミナーとして実施された。 
・夜、同学部主催のウェルカムディナー。ゲストハウス泊。 
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●海外派遣研修 実行程表 

日時 プログラム 滞在先 

8 月 27 日 

（木） 

午前：東京（成田）～バンコク（TG641/11:35-15:30） 

午後：バンコク空港～マヒドン大学ゲストハウス（ミニバス） 

28 日（金） 午前/午後：国際セミナー「アジアの環境問題と国際協力の重要性」に参加、研修 

夜は：ウェルカムディナー 

29 日（土） 午前：国際セミナー「アジアの環境教育の実際と国際協力」に参加、研修 

午後：フローティングマーケット見学、まとめの会議 

バンコク・ 

マヒドン大学 

ゲストハウス泊 

30 日（日） 午前：マヒドン大学～バンコク～スラタニ（TG253/9:35-10:50） 

午後：WIT によるオリエンテーション「バンドン湾のマングローブ再生プロジェクト」 

夜は：ウェルカムディナー 

スラタニ・ 

ニパガーデン 

ホテル泊 

31 日（月） 午前：スラタニ県庁、クロンチャナックの行政機関訪問と伝統漁業見学 

午後：リレッド村エコツーリズムセンター、マングローブ林、エビ養殖跡地等視察 

9 月 1 日 

（火） 

午前：リレッド村のマングローブ再生活動、水産資源再生活動を体験研修 

午後：地元住民（漁民）とのワークショップに参加、マングローブ保護区視察、エビ加工工

場視察  夜 ：リレッド村のホタル保護区視察 

スラタニ・ 

リレッド村 

ホームステイ 

2 日（水） 午前：ドンサクの関係行政機関訪問のマングローブ林再生プロジェクトの視察、研修 

午後：タキントン漁業センター訪問・植林活動、モンキートレーニングセンター視察 

スラタニ・ニパガ

ーデンホテル泊

3日（木） 午前：スラタニ～クラビ（ミニバス）、ラバー農場の見学 

午後：タポン自然観察路で淡水～海水エコトーンの見学 

4 日（金） 午前：アマパニチュヌクン中学校の環境教育プログラムに参加、研修（発表）  

昼：ウェルカムランチ 

午後：クラビの関係行政機関訪問  夜：ウェルカムディナー 

5 日（土） 午前：クラビ河口干潟再生プロジェクト地視察、ごみバンク視察 

午後：バンランダ村マングローブ再生プロジェクトサイト視察  夜：フェアウェルディナー 

クラビ・ホテル 

シービュー泊 

6 日（日） 午前：クラビ研修のまとめ 

午後：クラビ～バンコク(TG246/15:40-17:00) 

7 日（月） 午前：タイ研修のまとめ 

午後：フリー、集約コースは帰国へ 

バンコク・ 

マルアイガーデ

ンホテル泊 

8 日（火） 午前/午後：バンコク～ダッカ（TG321/10:35-13:00）  夜：ウェルカムディナー 

9 日（水） 午前：JICA バングラデシュ事務所訪問 

午後：BDP 事務所で NGO活動の実際を研修、ダッカ市内の都市環境の視察 

10 日（木） 午前/午後：国際セミナー「バングラデシュの環境とＮＧＯ活動」に参加、研修 

ダッカ・ホテル 

スイスパーク泊 

11 日（金） 午前/午後：ダッカ～コックスバザール（路線バス） 

12 日（土） 午前/午後：BDP「気候変動災害リスクマネジメント」プロジェクトサイトのモヘシュカリ島ド

ルガダ村現地視察、研修（ミニバス・ボートで往復） 

13 日（日） 午前：ドルガダ村体験についての自主質問会/フリー 

午後：BDP プロジェクトサイトのハルバンで植林プロジェクト地、サファリパーク、仏教寺、

ベンガル湾・イナニビーチの視察（ミニバスで往復） 

14 日（月） 午前/午後：モヘシュカリ島ドルガダ村現地視察、地元住民（漁民）とのワークショップに参

加、研修（ミニバス・ボートで往復） 

15 日（火） 午前：バングラデシュ研修のまとめ 

午後：コックスバザール市内の環境視察、研修 

コックスバザー

ル・ホテルサイ

モン泊 

16 日（水） 午前：フリー 

午後：コックスバザール～ダッカ（4H526/13:45-15:20）  夜：イフタル参加（UNDP Khan宅） 

ﾀﾞｯｶ・ホテル 

スイスパーク泊 

17 日（木） 午前：研修のまとめ、バングラデシュの土産物店訪問 

午後：ダッカ～バンコク（TG322/14:10-16:35）  夜：バンコクの屋台堪能 

ﾊﾞﾝｺｸ・ﾏﾙｱｲ 

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ泊 

18 日（金） 午前/午後：バンコク都市環境の視察 

夜は：バンコク～東京へ（TG640/22:40-06:20） 
トランジット 

19 日（土） 東京（成田）着、解散  
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29日(土) 国際セミナー「アジアの環境教育の実際と国際協力（２）」（09：00～13：30） 
＜第２日 プログラム＞ 
１「南シナ海沿岸国のマングローブの保全管理と国際協力」 

ソンジャ・ハバノンド（タイ国海洋沿岸資源局マングローブ・沿岸資源管理地域専門家） 
２「MFFプログラム（未来へのマングローブ）」 
ドン・マッキントッシュ（IUCNアジア地域事務所MFFコーディネーター） 

３「RTRプログラム（頂上から河口まで）」 
ジャナカ・シルバ（IUCNタイ RTRプログラムコーディネーター） 

４「東南アジアの食糧栄養の安全保障」 
ジンタナ・ヨンアリー（マヒドン大学栄養学研究所） 

・午前、前日につづき標記テーマでセミナー。マングローブや沿岸域管理を中心に議論。アジア各

国からの留学生も参加し、前日よりさらに活発な質疑がおこなわれた。 
・午後、サラヤ近郊の、タイ特有のフローティングマーケット、ドンワイ市場を見学。 
・夜、まとめの全体会議。ゲストハウス泊。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 日(日) マヒドン大学(07：00)～バンコク空港(08：00／09：35)～TG253～スラタニ空港(10:50)

～ニパガーデンホテル(12：00)／セミナー「バンドン湾のマングローブ再生プロジェクト」
(14：30～17：00) 

・午前、マヒドン大学からバスでバンコクへ。スワンナプーム空港からスラタニへ移動。市の南

部郊外にあるニパガーデンホテルへ。 
・午後、ニパガーデンホテルで、WIT の「バンドン湾のマングローブ再生プロジェクト」セミナ
ーを開催。バンドン湾保全ネットワーク(BDCN)と進める各種活動（訪問先事業）の詳細につい
て、WITスタッフからオリエンテーションと質疑。 

・夜、WIT主催のウェルカムディナー。ニパガーデンホテル泊。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 7 - 
 

31日(月) ホテル(08：30)～スラタニ県庁(08：50／10：00)～クロンチャナック村事務所(10：20／
11：00)～ボートでマングローブ林の視察～同事務所(13：00／14：30)～リレッド村 CBT
センター(14：50／15：50)～ボートでマングローブ林の視察～同センター(17：30)～村の
ホームステイに分宿(18：30) 

・午前、バンドン湾沿岸を管轄するスラタニ県庁を訪問し、知事から沿岸マングローブ林管理政策

の保全、CEPA、モニタリングについてレクチャー。プンピン郡クロンチャナック村現地事務所
と住民委員会を訪れ、漁民のボートで、マングローブ林とエビ養殖池跡地の現状、持続可能な伝

統漁業の実際を視察。 
・午後、同郡リレッド村の住民参加型環境保全再生プロジェクトの拠点、コミュニティ・ベース・

エコツーリズムセンター(CBT)を訪問。レクチャー後、ボートでマングローブ林と自然資源の持
続可能な利用と管理、漁業の実際を視察。 
・夜、リレッド村のホームステイ３家に分宿。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９月 1日(火) CBTセンター(08：30集合／09：15)～チャイヤ郡プンリアン村ランポーン海岸(09：

45)～「クラブバンク(カニ養殖牧場)」ワークショップ(10：15～11：15)～ボートでコーセ
ー島のカニ養殖生簀の視察(11：30～13：00)～昼食～タチャン郡カオタン村(15：00)～「マ
ングローブ委員会による管理原則」ワークショップ(15：10～15：45)～徒歩でマングロー
ブ林内のカニ養殖エリアの視察(15：50～16：50)～リレッド村エビペースト生産工場(17：
10)～ホームステイ(18：00) 

・午前、マングローブ伐採→エビ養殖池→撤退→環境悪化→伝統漁業衰退を再生するため、地元の

漁民が結成したコミュニティファームによる海カニ養殖事業について説明を受け、ボートで沖に

設置された海中生簀(海の牧場)を視察。カニの放流を体験。 
・午後①、エビ養殖池跡地のマングローブ再生事業の一環として、地元住民がマングローブ委員会

を結成し、林内を牧場化してカニ(マッドクラブ)の養殖に取り組む、カオタン村の活動を視察。
午前の海カニ養殖と同様、貧困と環境再生をどう解決するのかの意欲的なプロジェクト。 
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・午後②：リレッド村の女性グループによるエビの加工生産は、エコツーリズムの連携した事業。 
・夜、リレッド村のエコツーリズムの目玉になっているホタル保護区で一斉発光を観察。ホームス

テイ３家に分宿。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２日(水) CBT センター(08：30 集合)～ドンサク郡役所(09：45／10：40)～ワットカオスワン寺院

(11：10)～ボートでドンサク川河口マングローブ林のエビ養殖池跡地の植林再生事業地の
視察(11：20～12：20)～バナンカム村(12：30)～「マングローブ再生と沿岸資源保全管理」
ワークショップ(13：00～14：00)～カンチャナデット郡タキントン村漁業センター(15：
00)～「行政・住民・企業によるローカルコミュニティ環境保全活動」ワークショップ(15：
15～16：00)～マングローブ再生植樹の体験(16：15～17：00)～モンキートレーニングセ
ンター見学(17：10～18：10)～ニパガーデンホテル(18：25) 

・午前①、ドンサク郡役所でドンサク川河口のマングローブ再生事業についてレクチャー。 
・午前②、バンドン湾全体を展望できる丘の上から、BDCNの８プロジェクトサイトを遠望する。
ドンサク川河口マングローブ林の概要をレクチャー。 

・午前③、ボートでドンサク川河口の両岸で伐採、エビ養殖池となったマングローブ林の再生事業

を視察。年度によるマングローブの成長、事業進捗を視察。 
・午前④、広大なバンドン湾で展開される BDCNの最東端の村、バナンカム村のマングローブ林
再生プロジェクトについて、地元漁民との対話集会を浜辺の食堂で開催。 

・午後①、タキントン漁業センターを訪問。企業も参加しての住民参加型マングローブ林再生活動

のモデルで、最も成功した事例の報告を受ける。女性グループの参加が印象的だった。センター

裏手の養殖池跡地でマングローブ植樹を体験。膝まで潜る泥干潟で、泥だらけになって奮闘。 
・午後②、タイの伝統文化として知られる、ココナツの木に猿を登らせて実を収穫する、モンキー

トレーニングセンターを見学。 
・古い民家でタイ式の質素な生活、伝統的な食事の２日間を終了し、ホテル泊。 
・夜、まとめの全体会議。その後、研修生だけの自主会議。 
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３日(木) ホテル(10：00)～国道 44 号線～オイルパーム農園～ゴム農園～タポンエコトーン自然公

園(12：50～13：30)～クラビ市内(14：00)～シービューホテル(15：30) 
・午前、スラタニからクラビへバスで移動。タイは、東岸はタイ湾（南シナ海）、西岸はアンダマ

ン海（インド洋）に面し、気候、風土、環境、文化が違う。内陸部は熱帯森林地帯だが、近代以

降、開発が進み、近年はゴム林やオイルパーム林の大規模な農園に転換されてきた。 
スラタニからクラビへつづく国道 44号線は、内陸部の大規模なゴム林とオイルパーム林を横断
している。このアジアの今日的な環境破壊の現実をバスの移動中、各所で視察した。 

・午後、クラビ市内の手前のタポンに、淡水生態系から汽水、海水生態系へと連続するエコトーン 
の自然観察施設があり、マングローブ林の特色などを学習。 

・夜、マヒドン大学のサンサニ教授、合流。全体会議と翌日の発表準備。マングローブ林を対岸に

のぞむシービューホテル泊。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４日(金) 市内レストランで朝食(08：00～09：00)～ホテル(09：30)～アマパニチュヌクン高校(09：

40)～「環境教育」国際交流ワークショップ(09：45～12：15)～クラビ県庁(13：35／15：
50)～ホテル(16：15) 

・午前、アマパニチュヌクン高校は環境教育に熱心な地域の代表校。マヒドン大学やWITと連携
し、マングローブ植林など環境保全に取り組み、2008年に日本の「KODOMOラムサール国際
湿地交流イン新潟」に代表を派遣。日本語を学習する生徒中心に環境教育の交流ワークショップ

を開催。研修生は日本の環境を紹介する次の発表をした。 
①古橋愛「佐渡島におけるトキの人工育成」＊絶滅したトキの野生復帰と地域の環境共生。 
②建部恵世「太陽光を利用したエコグッズの紹介」＊着物、ソーラーエネルギー利用など日本人

の環境意識。 
③川合晋平「日本の地球温暖化問題とその取組」＊環境対策として省エネ技術開発などの紹介。 
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④池田廉「日本の水田と四季」＊日本とタイの自然環境や文化の共通性と環境問題の取り組み。 
⑤高津戸佑嘉子「大分県・別府温泉における地熱発電」＊火山国特有の温泉、地熱を利用した地

域の取り組み。 
⑥花村さくら「日本の自然と人的活動の関係」＊環境保全に必要な人間の積極的は関与の事例。 
⑦松原和紀「企業の CSR活動が自然環境に及ぼす影響」＊日本の CSR活動の重要性。 

・午後、クラビ県庁で知事から、市街地も含めてマングローブ林をラムサール条約登録した保全・

管理計画についてレクチャー。 
・夜、WIT主催のウェルカムディナー。シービューホテル泊。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５日(土) 市内レストランで朝食(08：00～9：10)～ホテル(09：30)～船着場(09：45)～ボートでエビ

養殖池跡地・マングローブ湿地視察～クロンコム村(10：40)～バードタワー視察～クロン
プラソン村(12：10)～「ウエーストバンク」視察～船着場(13：10)～ホテル(13：30)～「WIT
のマングローブ自然再生実験事業」ワークショップ(14：00～14：45)～バンランダ村(15：
45)～自然再生実験サイト視察と住民参加型マッドクラブ養殖事業視察～ホテル(17：45) 

・午前、ラムサール登録湿地のマングローブ林をボートで視察。放棄されたエビ養殖池の再生、バ

ードウオッチングタワー設置とボートによるエコツーリズム、ゴミ回収リサイクルシステム（ゴ

ミ銀行）、漁業資源の持続可能利用の普及啓発など、貧困解消と環境再生に取り組みクロンプラ

ソン村などの先駆的事業を視察。 
・午後、バンランダ村のマングローブ自然再生事業と跡地利用によるカニの養殖事業を視察。 
・夜、クラビ県主催のフェアウェルディナー。シービューホテル泊。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６日(日) 市内レストランで朝食(08：00～09：00)～会議(09：15～10：45)～自由時間～ホテル(13：

15)～クラビ空港(14：00／15：40)～TG246～バンコク空港(17：00)～タクシー～マルア
イホテル(18：50) 

・午前、クラビ研修のまとめ会議。その後自由時間、市内観光など。 
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・午後、クラビからバンコクへ移動。スワンナプーム空港で合谷と合流。 
・夜、全体会議と研修生会議。マルアイホテル泊。 

 
７日(月) 終日、ホテルに滞在／集約コース：バンコク空港(22：40)～TG640～成田空港(06：20) 
・午前、タイ研修のまとめ会議。 
・午後、自由時間。集約コースの松原、長倉はバンコクから日本へ帰国。８日早朝、成田で解散。 
・夜、総合コースはマルアイホテル泊。 

 
８日(火) ホテル(07：00)～バンコク空港(08：45／10：35)～TG321～ダッカ空港(13：00)～スイス

パークホテル(15：00) 
・午前、バスで空港へ。スワンナプーム空港からダッカへ移動。 
・午後、バングラデシュ・ポーシュ(BDP)の出迎えで市内北西部グルシャン地区にあるホテルへ。
夕方、BDPとスケジュール確認会議。 

・夜、BDP主催のウェルカムディナー。スイスパークホテル泊。 
 
９日(水) ホテル(09：00)～JICA バングラデシュ事務所(09：30)～「バングラデシュの環境問題と

JICAのプロジェクト」セミナー(10：00～11：30)～BDP事務所(13：00)～「BDPの活
動」オリエンテーション(14：30～16：30)～ダッカ市内の環境視察～ホテル(19：30) 

・午前、プログラムを変更。JICA事務所で標記セミナーを開催。所長、スタッフからバングラデ
シュがかかえる環境問題の現状と国際協力、JICAが取り組むダッカ市のゴミ処理システム整備
事業について説明、質疑。 

・午後、市内西部にある BDP事務所訪問。BDPが国内 18地域で進めてきたノンフォーマルスク
ール、環境保全、気候変動リスクマネジメント、貧困解消などのプロジェクトとその住民参加型

活動の特色、BDP の組織運営の実際について解説、視察と質疑。その後、ダッカ市内の都市環
境（大気汚染、交通渋滞、ゴミなど）の視察。 

・夜、まとめの会議。スイスパークホテル泊。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10日(木) ホテル(09：00)～CBCBセンター(09：45)～国際セミナー「バングラデシュの環境と NGO

活動」(10：15～15：50)～ホテル(17：15) 
・午前～午後、市内西部地区モハンマドプール地区にある聖ジョセフ学院の施設 CBCB センター
で BDP共催の国際セミナー「バングラデシュの環境と NGO活動」を開催。人口爆発、貧困、
気候変動自然災害のなかで加速する環境破壊にどう対処するのか、国際機関と多数の NGOの参
加による国際セミナーは、研修生からの積極的な発言をまじえて活発に議論が展開された。 
＜プログラム＞ 
１「バングラデシュの主要な環境問題と国際的開発パートナーの役割」 
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マムヌル・カーン（UNDPバングラデシュ・プログラムアナリスト） 
２「バングラデシュの自然資源管理と参加型計画手法」 
アニール・イスラム（自然資源研究センター所長） 

３「バングラデシュの環境問題と実現可能な解決策」 
イヌン・ニシャット（IUCNバングラデシュ・気候変動アドバイザー） 

４「被害コストを下げる事前災害リスク削減投資」 
アブ・スモン（UNDPバングラデシュ・災害対応能力開発コーディネーター） 

５「バングラデシュにおける環境法活動」 
バーリーン・カーン（バングラデシュ環境法専門家協会） 

６「バングラデシュ南西沿岸域における住民参加型災害リスクマネジメント」 
ムスタファ・バクルザマン（シュシラン資金渉外部長） 

７「バングラデシュ・ポーシュ活動の概要」 
タパン・ゴサール（BDPプロジェクトコーディネーター） 

８「バングラデシュの環境と開発」／「全体のまとめ」 
サノワ・ホセイン（BDP代表） 

・夜、全体会議。スイスパークホテル泊。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11日(金) ダッカ(08：30)～長距離バスでチッタゴン経由～コックスバザール(19：00)～サイモンホ

テル(19：30)／武者：ダッカ空港(14：10)～バンコク経由～成田空港(12日 06：20) 
・午前～午後、ダッカからバングラデシュ南東部の都市コックスバザールへ長距離バスで移動。タ

イでのスラタニ～クラビ移動と同様、バングラデシュ国の生の姿を車中から見学。 
・夜、サイモンホテル泊。 
・武者は、ダッカからバンコク経由で日本へ。12日早朝、帰国。 

 
12 日(土) ホテル(09：30)～チャカリア(10：30)～ボドカリ(11：00)～バブナカタ～船着場(11：50)

ボート～ドルガダ村(12：40)～第２サイクロンシェルター(13：15)～「ノンフォーマルス
クール」視察(13：20～14：00)～住民対話集会(14：20)～BDP 現地事務所(15：30)～船
着場(16：00)～ボート～ボドカリ(17：00)～チャカリア～ホテル(18：45) 

・午前①、コックスバザールから BDPプロジェクトサイトのモヘシュカリ島ドルガダ村へ。バブ
ナカタから陸路はなく、ボート。シェルターはサイクロン襲来時の避難所。BDP ノンフォーマ
ルスクールはいわば寺子屋で、約 90人の子どもがここで学ぶ。先生は村の男女２人。授業を視
察。 
・午前②、集まってきた住民と対話ミニ集会。 
・午後、村の代表宅で会議。BDP現地事務所を訪問、視察。 
・夜、サイモンホテル泊。 
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13日(日) ホテルで「BDPプロジェクト」ワークショップ(10：00～12：30)～ホテル(13：30)～チ

ャカリア(14：15)～ハルバン(14：50)～徒歩で BDP 植林プロジェクトサイト視察～ハル
バン(15：40)～ドルハザラ・サファリパーク視察（16：15～17：30）～ラム寺院(18：00)
～イナイビーチ(18：50)～ホテル(19：30) 

・午前、雨天のため日程を変更し、BDPスタッフとプロジェクトをめぐる会議。 
・午後①、BDPが内陸部ハルバン地域で実施する、住民参加型の森林復元プロジェクトを視察。 
・午後②、BDPが設置に参画した野生シカの保護区、ドルハザラのサファリパークを視察。 
・午後③、コックスバール地域最古の仏教寺院を見学。同地域には多数の仏教徒がいる。 
・夜、世界一長大な砂浜海岸のベンガルビーチを見学。サイモンホテル泊。 
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14日(月) ホテル(08：00)～チャカリア～ボドカリ～バブナカタ(10：45)～ボート～ドルガダ村(11：

20)～第１サイクロンシェルター(11：40)～「BDPプロジェクト住民集会」ワークショッ
プ(11：45～14：00)～船着場(15：15)～ボート～バブナカタ(16：00)～ボドカリ～チャカ
リア～ホテル(18：30) 

・午前、再びドルガダ村へ。12 日と別のシェルターで、住民参加型プロジェクトの中心活動であ
る BDPの「住民集会」ワークショップを共催。ラマダン中にもかかわらず約 70人（女性も 20
人以上）参加。サイクロンから命と生活をどう守るかが主な議題。高床住居建設、堤防改築、マ

ングローブ植林、漁具・漁法の改善、塩分含有水田に強いコメ品種の開発、交通インフラの整備

など多くの困難な課題ばかり。政府への不満の一方で、BDPへの期待は大きい。 
・午後、2009年５月の大型サイクロン被害のつめ跡（堤防、塩田、エビ養殖池など）を視察。 
・夜、サイモンホテル泊。 
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15日(火) 
・午前、バングラデシュ研修まとめの全体会議。 
・午後①、バングラデシュ研修のための自習。 
・午後②、自習後、コックスバザール市内見学、環境視察。 
・夜、BDP主催のフェアウェルディナー。サイモンホテル泊。 

 
16日(水) ホテル(12：45)～コックスバザール空港(14：20)～4H526～ダッカ空港(15：30)～スイス

パークホテル(16：50) 
・午前、自由時間。 
・午後、コックスバザールから空路、ダッカへ移動。 
・夜、マムヌル・カーン（UNDP バングラデシュ）宅で招待ディナー「イフタル（一日の断食後
に食べる夕食会）」。スイスパークホテル泊。 

 
17 日(木) ホテル(10：00)～ダッカ空港(11：00／14：30)～TG322～バンコク空港(16:45)～マルア

イホテル(19：00) 
・午前、研修のまとめの全体会議。 
・午後、ダッカからバンコクへ移動。 
・夜、マルアイホテル泊。 

18日(金) ホテル(18：15)～バンコク空港(19：30／22：30)～TG640～成田空港(06：20) 
・午前、バンコク市内の都市環境の視察。 
・午後、バンコク空港から日本へ。 
・夜、機中泊。 

 
19日(土) ～成田空港(06：20) 
・午前、成田空港到着後、解散。 


