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第五章（１） 計画の概要 
 
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、
８月 27日～９月 19日（24日間）、タイとバングラデシュ２国で、以下のように計画された。 
 
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ウェットランド・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。 
企画にあたっては、研修生が「おもしろかった」「自分にもなにかできそうだ」「やってみよう」と

感じ、考えながら帰国してくれるよう留意し、注力した。そして、無事終了できるよう準備した。 
 
３ 研修の計画概要 
【趣旨】 
アジアは湿地の国である。膨大な人口を水田、河川、湖沼、干潟、ラグーン、マングローブ林など

の湿地の恵みが支えている。アジアの人々は湿地のなかで、湿地の生物多様性とともに生きている。 

しかし、アジアの湿地は、爆発的な人口増加と急激な経済成長により、劣化、減少、消失がつづいて

いる。さらに近年、地球温暖化など気候変動がもたらす自然災害が、湿地と人々の生活に追い打ちを

かけている。湿地とその生物多様性の保全は、アジア各国にとって重要な課題となっている。 
アジアの環境問題の底流には、貧困と人々の認識の遅れがある。しかし、それらは政府だけ、一国

だけで解決できる問題ではない。国際社会、国際機関、そして NGO、市民、企業などの協力、支援
が欠かせない。とりわけ環境教育、CEPA（コミュニケーション、エデュケーション、パティシペー
ション、アウェアネス）分野における国際協力、NGOと民間レベルの役割は高まっている。 
いま、欧米の環境 NGOは、アジア各地にスタッフを派遣し、政府や地元 NGOなどと協力して、
さまざまな環境プロジェクトを展開している。日本では政府 ODA、JICAなどが大きなプロジェクト
を展開してはいるものの、NGO レベルの取り組みは遅れている。社会貢献活動やボランティア活動
の歴史が浅く、極東の島国という地勢や言語のハンディもあり、国際協力への理解、その情報が不足

し、さらには、実践的な学習、参加の機会が少ないことが課題となっている。 
研修は、独立行政法人環境保全再生機構が主催する平成 21年度「海外派遣研修（活動体験コース）」
として、ラムサールセンターが 1990 年から取り組んできたアジアの湿地と生物多様性の保全と賢明
な利用のための CEPA活動で蓄積してきた経験を生かし、タイ、バングラデシュ２国において、政府、
国際機関、大学、NGO、専門家などの協力を得て実施するもので、アジアの圧倒的多数の人々が暮ら
す沿岸低湿地帯の環境保全と持続可能な利用にむけて地元住民が「参加」する「再生」と「環境教育

（CEPA）」を中心としたプログラムを視察し、研修生自身が実践体験するものである。 
なお、現地NGOは地球環境基金の助成を受けている、または、そのカウンターパートなどである。 
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【研修形態と研修コース】 
研修は、「事前研修」「現地派遣研修」「研修報告会」の３部構成で実施する。 
現地派遣研修は、「総合コース」と「集約コース」の２コースで実施し、集約コースは総合コースの

一部（前半部）として実施する。 
【研修期日】 
総合コース： 平成 21年８月 27日～９月 19日（24日間） 
集約コース： 平成 21年８月 27日～９月８日（13日間／主に社会人向けの短期間コース） 
【研修対象者（募集人員）】 
環境保全活動にある程度の経験を有し、今後、開発途上地域での活動に関心を有する男女で、総合

コース・集約コース併せて８人として募集し、選抜する。 
【研修実施国】 
総合コース： タイ国（バンコク、スラタニ、クラビ地域）～バングラデシュ国（ダッカ、コック

スバザール、モヘシュカリ地域） 
集約コース： タイ国（バンコク、スラタニ、クラビ地域） 
【現地派遣研修の活動内容】 
研修は、前半をタイ国で、後半をバングラデシュ国で実施する。総合コースは、タイ国～バングラ

デシュ国の２カ国連続で、集約コースは、その前半部のタイ国で研修を実施する。 
東南アジアは、政治、経済、民族、文化、言語、宗教などを異にする多様な国家で構成されている。

環境も、熱帯～亜熱帯モンスーン気候にあって、海洋から山岳まで多様な自然に囲まれている。また、

開発途上国といっても、その速度、形態も違い、かかえる環境問題も複雑、多岐にわたっている。 
タイ国は、アジアの途上国のなかでは比較的、開発の進んだ国で、GDP、教育レベルも高く、環境
問題への取り組みも活発で、国際NGOの参加、交流も盛んである。バングラデシュ国は、独立後 40
年弱の未整備な問題を多くかかえた国である。GDPも教育レベルも低く、国連の「最貧国」の一つで
ある。国づくりに NGOが数多く参加していることで知られるが、資金、人材、経験が不足し、国際
社会の支援を求めている。仏教国のタイとイスラム教国のバングラデシュは、環境問題はじめ、あら

ゆる面において対極的な位置にある。 
研修は、東南アジアのこうした多様な環境問題に関心をもち、理解し、開発途上地域での国際協力

活動をめざす人材を育成するため、タイでは主に、「アジアの環境問題」「環境教育」「渡り鳥保護」を

テーマに、バングラデシュでは主に、「地球温暖化（気候変動）」「住民参加」「NGO 運営」をテーマ
に、次のプログラムで実施する。 
①「開発途上地域における開発と環境問題、地域ニーズ」を学習するワークショップを、全体日程

の第１プログラムとして、２日間、バンコク郊外サラヤで、マヒドン大学環境・資源学部と共催

する。コーディネーターは同学部のサンサニ・チョーウ教授（ラムサール条約国際湿地保全賞受

賞）。 
・「アジアの環境問題と国際協力の重要性」ワークショップ： 
東南アジアの環境問題の国際組織が集中するバンコクの主な国際機関と国際 NGOから講師を
招いて、標記テーマで開催する。UNEP、FAO、IUCN、WWF、SEI（ストックフォルム環境
研究所）、BCST（タイ鳥類保護協会）などの参加を予定。 
・「アジアの環境教育における国際協力」ワークショップ： 
アジアの環境教育の人材育成で知られるマヒドン大学環境・資源学部の、実践事例を中心に、

環境教育に関する国際協力、ネットワークを成功させるプロセスについて学習する。 
②「開発途上地域における環境保全活動と NGOの環境保全活動の実践体験」として、タイ国で、
国際NGO「ウェットランド・インターナショナル・タイ（WIT）」と共催し、２つの実践活動体
験プログラムに参加する。コーディネーターはWITのアセ・サヤカ代表。 
・「スラタニ／バンドン湾岸の持続可能な環境再生と人々の生活向上プロジェクト」： 
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スラタニは、バンコクの南約 700キロ、バンドン湾に面した港町。マングローブ林が伐採され、
エビ養殖の盛んな地域だが、養殖池は連作使用され、やがて放棄される。そして、新たな伐採

が繰り返され、環境は悪化し、影響は人々の生活にしわよせされる。途上国特有の困難な状況

である。そこで政府は、同地域におけるエビ養殖事業を禁止した。しかし、養殖池は放棄され、

マングローブは伐採されたままである。そこで、NGO「バンドン湾保全ネットワーク」とWIT
は、スラタニ県当局と協力して、放棄された養殖池のマングローブ林再生に取り組んでいる。

環境再生、生物多様性の復元であると同時に、地元の人々の生活向上をめざす、社会開発事業

でもある。地元住民への環境教育、植林などの実践活動を、社会開発事業（エコツーリズム）

でもある地元の民宿にホームステイして体験学習する。 
・「クラビ／クラビ川河口湿地のマングローブ生態系再生プロジェクト」： 
クラビは、スラタニからさらに南約 150キロ、タイ半島西岸、インド洋アンダマン海に面した、 
外国人観光客も多く訪れる景勝地。2004年のインド洋大津波の被災地でもある。広大な干潟と
マングローブ林はラムサール条約の登録湿地で、シギ・チドリ類の重要な中継・生息地として

「東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類重要生息地ネットワーク」の一つである。 
しかし、スラタニ同様、エビ養殖への乱開発などで急速にマングローブが伐採、消失し、環境

が悪化。絶滅危惧鳥類はじめ、豊かな生物多様性が失われたことにタイ王室も心配し、WITの
このプロジェクトを中心に大がかりな環境再生事業が進められている。研修では、地元住民や

同地のアマパニチュヌクン中・高校と連携した環境教育とマングローブ植林の実際を体験学習

する。またWITのNGO組織の運営についても学習する。 
なお、スラタニ～クラビはバスで移動し、タイ内陸部で進む大規模な森林伐採による、ゴム林

やオイルパーム林への転換、環境破壊の原状を視察する。 
③「開発途上地域における環境保全活動と NGOの環境保全活動の実践体験および NGOが直面す
る課題と対策」として、バングラデシュで、政府登録NGO「バングラデシュ・ポーシュ（BDP）」
と共催し、同国のNGO会議と実践活動体験プログラムに参加する。コーディネーターは、BDP
のサノワ・ホセイン代表。 
・「バングラデシュNGO会議」： 
バングラデシュでは、さまざまな分野で数多くの NGOが活動している。ノーベル平和賞受賞
の「グラミンバンク」もその事例である。自然環境分野でもさまざまなアプローチから、国際

協力のもと各地で活動を展開している。日本の開発 NGOのシャプラニールやオイスカも活躍
してきたが途上国特有のむずかしい問題に直面している。その原因と克服すべき課題をなどを

めぐって、まず、首都ダッカでNGO会議を招集し、討論に参加する。また、BDPでは、NGO
組織運営の実際を本部事務所で体験学習する。BDP は過去２回、地球環境基金の助成を受け、
現在も、「モヘシュカリ島沿岸村落における気候変動災害リスクマネジメント開発モデル事業」

の助成を受けている。 
・「モヘシュカリ島沿岸村落の気候変動災害リスクマネジメント開発モデル事業」： 
モヘシュカリ島は、バングラデシュ国南東のコックスバザール市の北西、ベンガル湾に面した、

全体が干潟状の低湿地の島。バングラデシュは全体が河口干潟の国で、標高が低く、たびたび

水害に襲われ、地球上でもっとも気候変動の影響を受けやすい国の一つで、同島はとくに近年

頻発するサイクロンの暴風、洪水、高潮の被害が甚大な地域である。電気もなくインフラ整備

の遅れた、同国でも最貧困地域の住民の生活危機を救うため、BDPは、気候変動リスクを軽減
し、かつ適応できる「環境の再生・創造」に取り組んでいる。住民参加による、適応型漁業・

農業・塩田製塩のモデルを開発するための調査・研究、環境教育、地域コミュニティづくりの

各種プログラムの実践を体験学習する。 
【現地研修日程】 
現地研修日程（プログラム）は次のように設定した。 
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研修日程（現地の都合で今後変更になる可能性もあります） 

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 

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：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：現地関係行政機関・NGO訪問とオリエンテーション 

午後：バンドン湾マングローブ林、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、研修 

2 日（水） 午前：マングローブ林植林プロジェクトの視察、研修 

午後：スラタニ研修のまとめ 

スラタニ・ 

リレッド村 

ホームステイ 

3 日（木） 午前：スラタニ～クラビ（バス） 

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） 

午後：現地関係行政機関・NGO訪問とオリエンテーション 

5 日（土） 午前： クラビ河口干潟再生プロジェクト視察、研修 

午後：「水鳥フライウェイ重要湿地」保全活動に参加、研修 

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：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） 

9 日（水） 午前：BDP事務所で NGO活動の実際を研修 

午後：ダッカ市内の都市環境問題の視察、研修 

10 日（木） 午前：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 

午後：セミナー「バングラデシュの各種国内ＮＧＯ会議」に参加、研修 

ダッカ・ホテル 

スイスパーク泊 

11 日（金） ダッカ～コックスバザール（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（バス・ボートで往復） 

13 日（日） 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（バス・ボートで往復） 

14 日（月） 午前/午後：BDP プロジェクトサイトのハルバンで「ノンフォーマルスクール活動」の視察、体

験、研修（バスで往復） 

15 日（火） 午前：研修のまとめ 

午後：フリー 

ｺｯｸｽﾊﾞｻﾞｰﾙ・ 

ホテルサイモン

泊 

16 日（水） 午前：コックスバザール市内の環境視察、研修 

午後：コックスバザール～ダッカ（飛行機） 

ﾀﾞｯｶ・ホテル 

スイスパーク泊 

17 日（木） 午前：フリー 

午後：ダッカ～バンコク（TG322/14:10-16:35） 

ﾊﾞﾝｺｸ・ﾏﾙｱｲ 

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ泊 

18 日（金） 午前：全体のまとめ会議 

午後：フリー 

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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【事前研修】 
現地派遣研修（活動体験）を効果的、効率的に実施するため、研修生のための事前研修を開催する。 
・日時：2009年７月 26日（日） 
・場所：JICA地球ひろば会議室（東京都渋谷区広尾） 
・内容：「研修国の環境問題」「研修の目的、実施概要、現地プロジェクトと NGOの概要、アジ

アの諸事情」「研修中の役割分担、報告書作成の注意、旅行準備全般の注意」など。 
【研修報告会】 
現地派遣研修の成果をまとめ、報告するための報告会を公開で開催する。 
・日時：2009年 11月７日（土） 
・場所：JICA地球ひろば会議室（東京都渋谷区広尾） 
・内容：「全体報告」「研修生報告」「研修の成果をどう生かすか」など。 

【研修生の募集】 
募集方法： 
・環境再生保全機構地球環境基金ホームページに掲示し、公募する。 
・募集チラシを作成し、地球環境基金助成団体、環境 NGO 総覧掲載団体、各種支援センター、
自治体（都道府県、市町村など）、国際交流協会、環境カウンセラー協会、図書館、メディア、

環境・国際関係学部をもつ大学などに送付し、募集を呼びかける。 
＊別添「募集チラシ」参照。 

応募方法：ホームページから申込書類（申込書、履歴書、小論文）をダウンロードし、郵送する。 
募集期間：平成 21年６月１日～７月８日。 
申込先 ：環境再生保全機構地球環境基金部地球環境基金課 

（担当／長倉恵美子、合谷真弓） 
審査  ：申込書類をもとに趣旨に照らして審査、決定し、通知する。 
参加費 ：５万円（現地での食費は別途自己負担） 
【実施体制】 
ラムサールセンターに「海外派遣研修準備室」、同「実施本部（留守本部）」を設置し、準備と実施

にあたる。 
準備室： 室長 中村玲子（ラムサールセンター事務局長） 
実施本部（全体統括／留守本部）： 本部長 安藤元一（ラムサールセンター会長） 
現地随行： 随行団長 武者孝幸（ラムサールセンター副会長） 

スタッフ 中村玲子／市川智子／岩崎慎平 
旅行代理： メープル・ツアーズ（担当／大村弥加） 
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【実施にあたって共催、協力する団体】 
マヒドン大学環境・資源学部： 
王立マヒドン大学の自然、環境、自然資源に関する学部。バンコク市内の河川の水質汚染が健在化

したことを契機に、1978年に開設された。湿地の管理・調査・研修センターを併設し、国内の湿地の
研究だけでなく、メコン川流域国の環境系大学のネットワークの要になっている。コーディネーター

のサンサニ・チョーウ教授は、2008年ラムサール条約国際湿地保全賞の受賞者。 
 
ウェットランド・インターナショナル・タイ（WIT）： 
オランダに本部をおく国際湿地NGO「Wetlands International」のタイ支部。タイ政府や地方政府
と協力し、南部タイのラムサール条約登録湿地の保全・管理を中心に、渡り鳥の保護やマングローブ

林再生、貧困の軽減、環境教育などに取り組んでいる。WI中国の地球環境基金助成事業「東アジア・
オーストラリアフライウエイに参加する国々での『湿地の学校』ネットワーク」のカウンターパート

団体。コーディネーターのアセ・サヤカ代表は日本のNGOと親交も深い。 
 
バングラデシュ・ポーシュ（BDP）： 
ダッカに本部をおく環境・開発NGO。1983年設立。国内各地で学校に行けない貧困家庭の子ども
を対象としたノンフォーマルスクールの運営、南部バングラデシュ辺境地域における環境保全と社会

開発の両立をめざした活動などで実績をあげている。地元住民の自立的自然資源管理と環境再生能力

の確立のためのプロジェクトを多数実施中。地球環境基金助成事業「バングラデシュ国モヘシュカリ

島沿岸村落の気候変動災害リスクマネジメント開発モデル事業」は２年目。コーディネーターのサノ

ワ・ホセイン代表も国際会議などでたびたび来日、日本の関係者と親交が深い。 



- 88 - 
 

第五章（２） 実施の概要／研修生と事前研修 
 
１ はじめに 
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）」は、第五章（１）「計画の
概要」どおり準備が進められ、研修生の募集と審査・選抜、事前研修は以下のように実施された。 
 
２ 研修生の募集と審査・選抜 
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）による参加
者の募集は、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、次の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、中村三美さんは、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。 
【総合コース】 
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 
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】 
松原和紀   36歳  埼玉県富士見市 立教大学大学院 21世紀デザイン研究科 
（中村三美   24歳  高知県高知市  高知大学大学院総合人間自然科学研究科）＊不参加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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３ 事前研修 
事前研修は、現地派遣研修を効果的、効率的、安全無事に実施するため、訪問国の社会事情、訪問

団体の活動や背景などについて学習しておくとともに、研修目標の確認、そのための心得、報告会・

報告書作成のための分担、その他、全般的注意について学ぶため、以下のように実施された。 
【目的】 
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＞」を効果的に実施するため、
研修生のために次のテーマ、内容で事前研修が実施された。 
①主催者、実施協力者、随行者、研修生、関係者の顔合わせと派遣研修チームの結団式。 
②目的、日程、内容、成果、報告など研修全体の趣旨、目標についての認識の共有。 
③研修国・地域の環境、社会事情、研修受入NGOとその活動などについての学習。 
④派遣研修中の研修生の心構え、役割分担、目標設定、報告書作成などに関する確認。 
⑤渡航手続き、海外旅行全般、開発途上国における諸注意、研修に必要な器材、旅行用持物、病気

やトラブル対策、その他についての注意事項の確認。 
⑥参加に関する事務的諸手続き。 
【日時】2009年７月 26日（日） 10:00～17:00 
【場所】JICA地球ひろばセミナールーム（東京都渋谷区広尾） 
【参加者】 
・主催者：環境再生保全機構４人 
・実施協力者：ラムサールセンター４人 
・旅行代理店：メープル・ツアーズ１人 
・研修生：８人（総合コース６人、集約コース２人） 
・外部招聘講師：１人 
【内容とその概要】 
9：45 受付：研修生の出席確認とパスポート、ビザ取得の確認がおこなわれた。 

10：00 開会／主催者挨拶：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 
10：05 プログラム１：海外派遣研修＜活動体験コース＞の事業説明 

地球環境基金課担当者から海外派遣研修事業の概要と、平成 21年事業の詳細が説明され、
研修生への期待と要望が述べられた。 

10：20 プログラム２：研修生の紹介 
地球環境基金課担当者から応募と選考結果が報告され、研修生８人が紹介された。研修生

がそれぞれ自己紹介をおこなった。 
10：40 プログラム３：実施協力団体の紹介 

事業を実施するラムサールセンターとメープル・ツアーズが紹介された。 
10：45 プログラム４：タイ･バングラデシュ活動体験コース実施概要の説明 

ラムサールセンターから現地派遣研修について、次のような概要説明がおこなわれた。 
・研修プログラムの概要（目的、研修国・地域、受入NGOとプロジェクト） 
・日程、実施態勢、安全対策、緊急本部 
・研修プログラム全体の枠組み（事前研修～現地研修～報告会～報告書） 

11：15 プログラム５：現地研修地域の環境問題と国際協力に関する講座 
講師の東洋大学国際地域学部教授で元 UNEP アジア事務所副所長の薄木三生さんから、
「アジアの環境問題と国際協力の枠組み―タイ、バングラデシュを中心に」と題した講演

をしてもらい、アジアの環境問題の基礎について学習した。 
12：30～13：30 昼食（この時間を利用して、ビザ取得など旅行代理手続きの受付をおこなった） 
13：30 プログラム６：現地研修活動体験プログラムの詳細についての説明 

ラムサールセンターから現地プログラムについて解説がおこなわれた。 
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1)スラタニ／バンドン湾岸の持続可能な環境再生と人々の生活向上プロジェクト 
・ウエットランド･インターナショナル･タイ（WIT）の活動 
・バンドン湾保全ネットワーク（BBCN）とその活動 
・リレッド村コミュニティ･ベース･ツーリズム（CTB）の活動 

2)クラビ／クラビ川河口湿地のマングローブ生態系再生プロジェクト 
・WITの活動 
・クラビ･コンサベーション･グループ（KCG／Waste Bank）の活動 
・アマパニチュヌクン中高校の環境教育の取り組み 

3)コックスバザール／モヘシュカリ島沿岸村落の気候変動リスクマネジメント開発 
・バングラデシュ国とNGO活動 
・バングラデシュ･ポーシュ（BDP）の活動 
・コックスバザール地域における BDPの活動 

4)質疑 
＊詳細は、別項【資料４～６】に記載。 

14：20 プログラム７：活動体験研修にあたっての心がまえと諸注意 
ラムサールセンターから次のような解説と注意がおこなわれた。 ＊別項資料参照。 
・心がまえと姿勢―なにを体験、学習するのか 
・現地研修の実際･手法―視察、調査、コミュニケーション、体感、記録 
・開発途上地域における諸注意―タイ･バングラデシュ事情 
‐自然環境／自然、気候、沿岸海域、マングローブ林、水など 
‐社会環境／政治、経済、生活、人口、都市、村、交通、インフラなど 
‐文化環境／民族、宗教、言語、教育、習慣など 
‐宿泊／ホテル、ホームステイ、ベッド、シャワー、トイレ、洗濯など 
‐食事／宗教的規制、メニュー、飲料水、作法、料金、健康管理など 
‐行動／グループ活動、集合、移動、フリーなど 
＊詳細は、別項【資料１～３】に記載。 

15：10～15：35 休憩 
15：35 プログラム８：前年度「海外派遣研修＜活動体験コース＞」参加者の体験報告 

平成 20年度の研修生の二人から、その体験談とアドバイスが述べられた。 
1)小杉優輝：タイ・カンボジア活動体験 
2)川畑斉大郎：平成 20年度タイ・カンボジア海外派遣研修概要 

16：10 プログラム９：服装、持ち物、旅の諸注意 
ラムサールセンターから全般的な諸注意が解説された。 ＊別項資料参照。 
・服装／旅行中の服装、フィールドでの服装、ホテルでの服装など 
・持ち物／バッグ（大･中･小）、衣類、日用品、薬、研修用文具類など 
・出入国／審査、税関、セキュリティ、搭乗、両替、機内など 
・外貨／タイ･バーツ（THB）、バングラデシュ･タカ（BDT） 
・緊急時対策／強盗･盗難、迷子、乗り遅れ、病気など 
・その他 

16：45 プログラム 10：報告会と報告書 
地球環境基金課担当者から研修事業の枠組み「事前研修～現地派遣研修～報告会～報告書」

の流れについて解説された。 
16：55 プログラム 11：チーム結団式 
17：00 閉会：以上のプログラムで事前研修を終了し、終了後、研修生を中心に交流会がもたれた。 
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【研修生への宿題】 
なお、現地での活動に必要な事項として、研修生には次の準備が宿題として課された。 
(1)自己紹介用の英語スピーチ原稿：30秒以内で。 
(2)アジアの子どもたちに「日本の自然」を紹介する英語発表原稿：絵･写真３枚付き、３分以内で。 
(3)事前学習：日本の輸入エビと消費、環境意識に関するデータの収集。 
(4)事前学習：日本の沿岸資源の管理と人々の暮らし、自然災害データの収集（総合コースのみ）。 
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【研修生募集チラシ／表】 
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【研修生募集チラシ／裏】 
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第五章（３） 事前研修資料 
 
【事前研修用資料（１）／心がまえと諸注意】 
＜心がまえ＞ 
今年度の海外派遣研修は、協力団体ラムサールセンター（RCJ）が、現在、タイとバングラデシュ
でカウンターパートNGOと実際に取り組んでいる国際協力活動に参加し、体験するものです。 

RCJは、ラムサール条約の実施を支援するための CEPA（コミュニケーション、エデュケーション、
パティシペーション、アウェアネス）活動をアジアで進めていますが、その中心は締約国会議（COP）
への貢献をめざす「アジア湿地シンポジウム（AWS）」の開催で、そのための調査、研究活動として、
各国の政府、NGO、研究者などと連携し、現地でさまざまな活動に参加しています。 
その活動現場に、研修生のみなさんが同行するというのが、この活動体験コースです。ですから、

RCJの日常活動を、スタッフの一員として「体験」してもらいます。研修生用の特別プログラムでは
ありません。 
そのことをしっかり認識して、一人ひとりが自立し、相互に協力し、一つの組織として、事故なく、

研修してください。そして、「おもしろかった」といえる国際協力活動にしましょう。 
＜なにを体験･学習するのか＞ 

RCJ スタッフとして、アジア（タイ、バングラデシュ）の環境問題に取り組む NGO 活動を調査、
体験取材し、理解し、その情報を日本とアジアに発信できることが目標です。それが RCJ の CEPA
活動です。そこから、なにができるかを考え、国際協力活動への「参加」につなげてください。やり

方はいろいろありますから、自分流のやり方を見つけてきてください。 
テーマは「アジアの環境問題の現状／マングローブ林再生／自然資源の持続可能な利用／生物多様

性保全／気候変動災害適応／住民参加／環境教育」と複合的です。 
開発途上国の環境NGO活動は、背景にある貧困や政治・経済・社会状況と切り離して考えられず、
問題を単純化することは困難です。WIタイ、BDポーシュの活動も多面的で複層的です。興味ある、
いくつかのテーマから、データを集め、整理・記録し、分析し、自分なりの論評をしてみてください。

思いこみや予断、先入観念を排し、科学的、客観的な視点で開発途上国の「環境」を観察、考察して

ください。国際協力の出発点は、正しく理解することです。そのための視点を養うことです。  
＜現地研修の実際について＞ 
・シンポジウム、ワークショップ、セミナーなど国際会議に参加します。 
・国際機関、政府、行政機関、NGOを訪問し、ブリーフィング、オリエンテーションを受けます。 
・プロジェクトサイト、活動現場を視察し、実際に参加して体験します。 
・データ、情報、資料類を収集、整理し、その背景や原因を考察します。 
・地元の人々と交流し、相互理解を深めます。 
＜アジアの開発途上国(タイ･バングラデシュ)の基礎的情報について＞ 
・自然環境：熱帯モンスーン気候／高温多雨／暑熱／低地丘陵／河口干潟／酸性土壌／熱帯湿潤林

／沿岸マングローブ林／生物多様性／原生的自然と開発の進行 ＊アジアは水と湿地と森の国。 
・社会環境：不安定な政治･政治体制／経済発展の遅れ･貧困／人口増大／都市化／教育･保健衛生の

遅れ／公害／飲料水不足／各種社会インフラの未整備 
・文化環境：多民族／多宗教／多言語／多文化／非西洋的な伝統的文化･習慣／植民地的支配の歴史 
・ラマダン：イスラム教の断食月（８月 20日頃～９月 18日頃）／多民族社会の宗教尊重 
・気候；むし暑さ／陽射しの強さ／日焼･熱中･脱水症／睡眠不足／食欲不振／疲労／抵抗力低下 
・水の国：アジアは水の国／水に濡れることは清潔 
・寺院：テンプル／モスク／礼拝／聖職者への尊崇／肌の露出禁止･マナー遵守･静粛に 
・挨拶：微笑みと感謝／合掌･敬礼･握手･ハグ／喜捨／ラマダンへの配慮 
・安全：原則として安全／現金･高価品･派手なふるまい注意／夜の繁華街の一人歩き禁止 
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【事前研修用資料（２）／行動･フィールド･宿泊･食事などの諸注意】 
行動：原則としてグループ行動です。リーダーの指示で迅速に行動してください。起床、食事、集合、

出発、解散、就寝など。必要に応じてフリータイムとしますが、単独行動は避けてください。 
出国：出発２時間前に集合。預け荷物と機内持込に分けてください。チェックイン～搭乗券の確認～

両替～セキュリティチェック～イミグレーション～ゲート～搭乗となります。 
パスポート：ナンバー･発効日･有効期限を覚えてください。入国ビザ確認と写真予備･コピーを。 
機内：楽な服装(ベルトなし･パジャマ風)。長袖。ブランケット。水分補給。入国カードの記入。 
ホテル：ツインルームを２人でシェアします。シャワーとトイレは一体型です。シャワーは一部、水

だけです。バスタオル、顔タオル、石けん(小)はサービスです。トイレに洗浄フラッシュがない場合
は使用後、手桶で流して。室内では靴を脱ぎ、裸足かサンダルに。施錠、貴重品の管理をしっかり。 
ホームステイ：エコツーリズム用の民家は一室４人です。バングラデシュは中止となりました。 
快適睡眠：多くはクーラー付も調節機能は良好とはいえないので、寝る時はオフが良。夜着は長袖で。

多くは網戸付も完全でないので、蚊取線香は必携です。 
洗濯：下着やハンカチなどはシャワー時にこまめに洗濯してください。集約コース終了後、バンコク

のホテルではクリーニングの利用が可能です。 
食事：朝はホテル、夜はレストラン、昼は活動にあわせて現地で用意。現地の日常的メニューです。

フォークとスプーンがアジア式で、イスラム教徒は右手で食事します。 
外食：マーケットや屋台での「生もの料理（肉、魚貝、水、氷）」は要注意です。 
飲料水：原則、ミネラルウォーターを飲用。必要なら開栓の確認も。氷は避けてください。 
メニュー：アジアの料理はどれも辛いです。とくにタイ料理は。グリーンチリには要注意。メニュー

は現地で各自、突撃体験してください。 
ラマダン：イスラム教徒（ムスリム）は断食中なので、日中の食事には配慮が必要です。 
トイレ：ムスリム式はペーパーなし。専用小型シャワーか手桶で洗浄。紙の場合も専用かごへ。 
外出時トイレ：フィールドにはトイレがありません。朝、必ずホテルですませて、朝型の習慣にして。

非常用にはリンスキンや洗浄用ペットボトルの用意も。 
車：ミニバスでの移動が多くなります。時間厳守でスムーズに。手荷物の管理をしっかり。 
ボート：現地で小さなボートや漁船に何度も乗ります。救命具を着用、着席し、船長の指示に従って

ください。余計な手出しは厳禁です。 
チップ：グループ行動中は不要です。その他も原則、不要ですが、小銭は常備して。 
視察調査器材など： 
‐ポケットと首下げ／メモ帳、ペン、地図、資料類、カメラ、時計、ハンカチ、名刺など。 
‐デイパック／ノート、資料、スケッチブック、のり、ポストイット、水、手ぬぐいなど。 
写真撮影：興味本位の勝手な撮影は厳禁。プライバシーや寺院などでは事前了解の配慮を。 
服装：フォーマルな服装が必要な行事はありません。カジュアルな服装で。ただし華美ならない配慮

を。とくにムスリム社会では、女性は肌や髪の露出はできるだけ避けて。 
‐フィールド／帽子、長袖シャツ(ベスト)、ズボン、靴、サンダル(靴下)。半ズボンは不可。 
‐ホテルや街着／部屋着(パジャマ風)、薄手トレーナー、半袖、半ズボン、サンダルなど。 
履物：ベルト付サンダル(革より布が良)。軽いスニーカー(素足が良)。ビーチサンダルなど。 
バッグ･スーツケース：携行品は必要最小限に。大型バッグ、デイパック、ウエストポーチ各１個が

基本。名札付。大きすぎに注意。移動時はホテルなどにデポできません。 
パッキング：品目分類より日程分類(前後半、昼夜)。消耗品は小分け。衣類はのり巻方式で小さく。
かさばる物や散乱する物はテープ巻に。内容物の見える透明ポリ袋の活用が便利。 
経費：研修中の交通費、宿泊費などは主催者が負担。ホテルでの朝食以外の食事代、その他個人的な

経費は個人負担。現地通貨の両替は少なめに。不足時は主催者の予備金で融通します。 
貴重品の管理：パスポート、現金、クレジットカードなど貴重品は常に身につけて自己管理を。 
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旅行傷害保険：傷害(死亡 5000万円･治療 800万円)、疾病(死亡 3000万円･治療 800万円)、携行品 50
万円、賠償責任 5000万円、救援者 600万円の保険を主催者で加入。この他は任意で。 
予防接種：自己管理をしっかりが基本ですが、Ａ型肝炎、破傷風、ジフテリア、ポリオ、狂犬病など

必要なら予防接種を。 
 
 
【事前研修用資料（３）／携行品リスト】 
パスポート：有効残存期限６カ月以上。バングラデシュ入国ビザの取得を。 
パスポートコピー：パスポートと別に保持してください。 
パスポート用写真：予備として４枚保持しいてください。 
現金：タイバーツ(THB)、BDタカ(BDT)用に、日本円として合計３～４万円。予備金なら米ドルも可。 
クレジットカード：国際使用可能カードを１枚。おみやげ品購入などには便利です。  
名刺：英文用 20～30枚。 
研修用資料類：事前配布資料、自己収集資料などをファイルに整理して持参。 
地図類：同上。 
宿題資料類：事前に課されたものを準備する。 
辞書・会話テキスト：英語、タイ語、BD(ベンガル)語など必要なら。 
ガイドブック：必要ならコピーなどで工夫して。 
筆記具：シャープペン、ボールペン、サインペン、マーカー、色鉛筆など。 
文房具：クリップ、Wクリップ、スティックのり、セロテープ、ポストイットなど。 
ノート：大(Ａ４)、小(手帳･メモ帳)、スケッチブック、白紙など。 
封筒：小分け用に。 
ファイル：クリアファイル収納型が便利。 
帽子：キャップより、つばの広い登山帽型を。首ひも付。綿よりポリエステル。首に手ぬぐいが良。 
上着：Ｔシャツ(綿の薄手)に長袖シャツ(綿・ポリ混紡の薄手)が基本。半袖も可。ジャケットは不要。 
チョッキ：海岸や森の中以外はＴシャツにチョッキ(綿・ポリ混紡の薄手)も可。 
パーカー：防寒、雨具兼用にポリエステルの薄手、フード付。 
パンツ：長ズボン(チノパン)。ポリ混紡の薄手。膝丈、七分丈は不可。ベルト無しが良。 
下着：綿、またはポリ混紡の薄手。大きめが良。 
靴下：綿・ポリ混紡の短いもの。素足に履物でも可。 
部屋着：パジャマ兼用で可。薄手のもの。半ズボン、スカート、サリーなども可。 
ショール：防寒用に薄手を１枚持っていると便利。大きな風呂敷でも可。 
手ぬぐい：タオルより良。ハンカチ兼用で２～３枚。フィールドでは頭や首に、日焼け対策で。 
サンダル：日常的には頑丈な布やビニール製サンダルが良。 
スニーカー：マングローブ林などフィールドにはこれが良。ジョギング用の軽量布製が。 
ゴムゾーリ：ゴム製のビーチサンダルが良。ホテルなどで。  
歯みがきセット：サービス提供されないホテルもあります。 
石けん：シャワー、洗顔、下着洗濯の兼用で大を。洗濯用も必要なら。 
髭剃り：小型の電池式が便利。 
化粧品：必要分を小分けで軽量に。空港のチェック対策にビニールバッグ詰めに。爪切り、綿棒も。 
タオル：手ぬぐいだけでも可。バスタオルは不要。ホテルではサービス提供されます。 
ハンカチ：綿の大判を。バンダナの兼用でも可。 
ティッシュ・ウエットティッシュ・リンスキン：各自の必要分量を。 
裁縫セット：必要なら。 
ポリ袋・フリーザーバッグ：なんにでも使える便利グッズです。大中小を。 
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空ペットボトル：日本出発時に日本製を１本。予備水筒、洗浄用にも。 
濡おしぼり：外出時にデイパックに。フリーザーバックに収納して。 
薬：持病薬、胃腸・整腸剤、抗生物質、消毒薬、虫さされ、バンドエード、日焼け止め、目薬など。 
蚊取り線香：点火用にはライターよりマッチを。 
虫除けスプレー・塗布軟膏：必携品。常にデイパックに入れておく。 
サングラス：必要なら。 
ナイフ・はさみ：飛行機内への持ち込み不可なので、くれぐれも注意。 
折りたたみ雨傘・ビニールガッパ：小型で軽量なもの。カッパはなくても可。 
時計：腕時計など小型のもの。 
懐中電灯：ペン型など軽量小型のもの。 
カップ：プラスチック製の小型のもの。必要ならプラスチック製のナイフやフォークも。 
ガムテープ：布製を１ｍほどを小さくたたんで。 
細ひも：布やビニール製の細いものを２～３ｍ。印を付けてメジャーに代用も。 
双眼鏡：小型軽量のもの。オペラグラス程度で可。 
カメラ：小型軽量デジタルが良。電池式のほうが便利。首下げ、ベルト付など工夫を。必携でない。 
おやつ類：フィールド用にキャンディやビスケット、羊かんなどを。各自の好みで。 
携帯電話：必要なら、国際仕様にして。必携でない。 
パソコン：原則として不要。持参の場合は自己管理で。 
バッグ・スーツケーツ：ハードやソフトどちらでも大型のもの。鍵付き。大きすぎないこと。 
デイパック：ポリエステル製の軽量のもの。ポケット付きが便利。 
トートバッグ：ポリエステル製の買い物袋が良。 
ウエストポーチ：薄くて小さめのもの。 
財布・小銭入れ：大判財布は不要。 
その他：各自で判断してください。貴重品は持参せず、できるだけ兼用できる軽量、小型のものを。 
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【事前研修用資料（４）／タイ・スラタニ地域のWITプロジェクト】 
バンドン湾沿岸コミュニティにおける 

持続可能な資源利用・生活様式による環境再生事業 
＜背景＞ 
 タイ沿岸部では水産養殖業が急速に発展してきた。過去 20 年間、輸出用ブラックタイガーを中心
とするエビ養殖は、短期間に大きな経済的利益をもたらしたが、水質汚染、ウイルス病、酸性亜硫酸

土壌などのさまざまな問題を引き起こし、その結果、養殖業者の多くは、タイ湾岸からバンドン湾へ、

そして、アンダマン海沿岸へと移動した。 
地元の人々が昔から漁業、木材生産、森林関連産物に利用してきた広大なマングローブ林はエビ養

殖池に転換されたが、肥料や化学薬品、生物化学薬品の大量投入により土壌が劣化し、５年～10年で
投資家は別のマングローブ地帯へ移動し、エビ養殖池は次々と放置された。 
スラタニ県でも、1970 年代～80 年代にエビ養殖場への転換が進み、マングローブ林の大半が破壊
された。しかし、80 年代後半～90 年代に病原菌が蔓延し、生産高が大幅に低下した。病原菌問題や
生産性の低下、また政府のエビ養殖許可の停止などから、エビ養殖業者はこの地を去っていった。 
ウェットランドインターナショナル･タイ（WIT）は、スラタニ海洋沿岸資源省マングローブ資源
開発ステーション（MRDS）、スラタニ県（OBJ）、バンドン湾保全ネットワーク（BBCN）、沿岸地
域住民と協力して、これらの放置された養殖池の再生モデルプランを作成し、マングローブ林再生の

取り組みをスタートさせた。 
 
＜プロジェクトの背景＞ 
この地域の過去 20～30 年間の土地利用のほとんどは違法なもので、開発の歴史と土地利用の経緯
は複雑だが、マングローブ林の伐採と集約的エビ養殖などが、この地域の環境悪化の原因であること

は明らかで、地域コミュニティは、これによって生産性の高い自然資源の基盤を失った。 
プロジェクトは、自然資源の消失によって影響を受けた地元の人々に就労の機会を与え、地元の実

情にあった、これまでの生活の代替となる持続性可能な生活様式を開発することである。エビの持続

可能な養殖方式とマングローブ林再生、カニなどへの養殖種の切り替えなど、水産養殖の多角的な利

用が目標となる。 
長期的に見て、このイニシアチブはウイン・ウイン的解決方法であり、地元の人々は再生された自

然資源の受託管理者となり、持続可能なエビなどの水産養殖によって生計を確保でき、政府機関は地

元住民と協力しながら再生されたマングローブ林を管理する。 
プロジェクトのモデル地のリレッド村は、975 世帯、人口 4500 人。８つの集落からなり、５つの
寺院、３つの学校がある。大半は農業と漁業から収入を得ていて、70％がマングローブ資源と農業生
産（ココナッツやし、ゴム、オイルパーム栽培）で生活している。昔は水路が主要な移動手段だった

が、道路が整備され、現在は、陸上移動が盛んになっている。 
タイの他の沿岸コミュニティと同様、ここでも急速な資源の枯渇が起きていて、資源の配分が不均

衡になり、貧富の差は拡大し、さまざまな軋轢が生じている。 
エビ養殖の影響は国際的な問題でもあり、この沿岸生態系の再生を通じた社会経済的再生モデルは、

世界中の熱帯沿岸地域に適用できるだろう。 
WIT は、MRDS、BBCN、OBJ、ソンクラ大学湿地研究センター、地球環境センター（GEC）と
連携をとり、荒廃したマングローブ林と放棄されたエビ養殖池からなる広大な地域の、自然再生モデ

ルプランの作成を提案している。モデルプランでは、最も費用対効果が高く、かつ最新の方法である

「水文学的自然再生方式」の導入、革新的な財政メカニズム「バイオライトアプローチ」を適用した

人々の参加による植林再生と比較しながら実施される。その過程で、資源管理促進に向けた生産性の

高い環境を創出するため、貧困の軽減、土地利用、利権をめぐる軋轢などの問題に取り組む。 
地元コミュニティは、モデルプロジェクトとして新しい養魚池の設置や、代替可能な生活様式のモ
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デルなどによる支援を受けるが、これは健全な経済的基盤を開発し、それを確実なものとすることが

目的で、そのために革新的な財政メカニズムであるバイオライトプアプローチが適用される。 
＜自然資源＞ 
タイ南部の潮間帯のマングローブ林は生物多様性が豊かで、51種のマングローブが記録されており、
野生生物の重要な生息地となっている。マングローブに依存する魚類や底生生物（マングローブと干

潟に生息する無脊椎動物 2000種と最大で 50種のカニ）は、少なくとも 22種の渡り性水鳥にとって、
かけがえのない中継地、繁殖地となっている。 
マングローブ林はまた、沿岸コミュニティにさまざまな直接的、間接的恩恵をもたらしている。建

築材や薪を得るためのマングローブの伐採、魚貝の採取が含まれる。スラタニでは昔から、住民、と

くに女性が、地元の市場に出荷したり、自分たちの食料にするために魚や甲殻類をマングローブ林で

採取しており、マングローブ林は持続的な生活を営むための重要な収入源だった。 
マングローブ林の間接的な恩恵には、沖合で捕獲される魚の産卵、稚魚の生育、餌の採取の場も含

まれる。沿岸の海水に放出される有機物は、数多くの沿岸食物連鎖を支えており、マングローブ林は

海岸の浸食も防いでいる。この結果、マングローブ林は地元コミュニティの生活、とくに貧しい人々

の生活を支える重要な役割を果たしている。 
＜プロジェクトの目標＞ 
沿岸の海洋自然資源を保全し、地元住民の生活を支援するため、貧困層向けの革新的財政メカニズ

ムを導入して、マングローブ林を再生、維持する持続可能なモデルを作成することであ、当面の具体

的な目標は次のとおりである。 

(1)リレッド村とスラタニ地域にある荒廃したマングローブ生態系を再生する。 

(2)マングローブ資源の持続可能な利用をとおして、収入創出の革新的モデルを確立する。 

(3)再生マングローブ林を共同で管理するため、政府と地元住民との間に協力関係を築く。 

(4)マングローブ生態系とマングローブ資源の保全と持続可能な利用の重要性に関する、地元レベル、
国レベルの能力強化と意識の向上を図る。 

＜プロジェクトサイト＞ 
北緯９度 11分～９度 24分、 東経 99度 13分～99度 41分。タイ半島部スラタニ県チャイヤ 地区
～ドンサク 地区間に位置し、県都スラタニ市のすぐ近くの海岸部全体に広がっている。 
バンドン湾は、マレー半島東岸で最大の河口干潟のマングローブ林である。主要河川のタピ川と９

本の小河川で形成される三角州と、沖合１～２km まで伸びた広大な干潟で形成される。湾内はきわ

めて浅く、干潮時の平均水深１ｍ以下の場所が広がっている。潮の干満差は年平均は１.10ｍで、大潮
時には１.90～２.２ｍになる。 
かつてのマングローブ林のほとんどが伐採されており、プロジェクトは、湾内のマングローブ林と

干潟、水産養殖池に転換され、現在は放棄されているマングローブ林地域との間のつながりを再生す

ることに重点がおかれる。 
＜気候条件＞ 
年平均降雨量 1755.3mmの熱帯モンスーン気候である。降雨量が最も多いのは 11月で 346.2mm。
最も乾燥するのは２月で、平均降雨量 13.2mm。南西モンスーン（５～10 月）時に雨が最も多いが、
北東モンスーンがはじまると雨季は 12 月までとなる。11～４月にかけては北東の風が強く、５～10
月にかけては南西の風が強い。 
年平均気温は 26.3°Cで、22.2℃～32.1°C。湿度は 3月の 76%から 11月の 88%の間を変動する。 
＜土地の所有権＞ 
湿地帯の多くは国有地であるが、多くの場所で違法な定住が横行している。周辺内陸部は主に私有

地である。 
＜土地利用＞ 
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大型ブラックタイガーを含むエビ類の漁獲と養殖に利用されている。沖合いの干潟では生簀による

カキの養殖もおこなわれている。少数の塩田もある。 
周辺部の土地は稲作（雨季の一期作）に利用されているが、オレンジやココナッツの果樹園、少数

のゴムプランテーションもある。 
＜エコツーリズムとコミュニティ開発＞ 
 リレッド村では、プロジェクトのなかで、2005 年にコミュニティ・ベース（CBT）グループを結
成し、エコツーリズムを実施している。地域の自然資源を守る活動であり、同時に地域住民の生活支

援でもある。社会開発と連動させた住民参加型の自然保全運動で、訪れる人々をプロジェクトサイト

に案内し、13棟の民家がホームステイを受入れている。 
地域住民は、地域自然資源の保全に認識を高め、協力している。それが彼らの生活にどれほど重要

で、どのような良い変化をもたらすかに気づきはじめているからである。 
マングローブ林の保全によって、魚貝類の漁獲量が増大し、漁法についての理解も進み、幼魚、稚

貝を自然にもどすようにもなった。獲れたものをすべて消費したら、資源が枯渇し、子どもたちの未

来に残すものが無くなることを理解したからである。当初は、このことに反対する人が多かった。 
違法な漁業活動は 80％も減り、破壊的な漁具を使わないことに協力している。それらの漁具はマン
グローブ林周辺から３キロ以上沖でなら使うことができる。 
住民の生活態度も改善され、ゴミや廃棄物を水路に捨てなくなり、住宅周辺の環境はよくなった。 
マングローブ林資源利用の地域ルールも住民がつくった。例えば、地域住民がマングローブの木材

利用には、マングローブ林保全委員会（MFCC）の許可が必要になった。委員のメンバーは各村から
選ばれる。また、地域では特別保護区をつくり、魚貝類の繁殖地、稚魚の生息地を管理している。 
関係者は、リレッド村内外の人たちによる密猟が無くなることを期待している。資源保護の重要性

に気づき、そのための教育にも取り組んでいる。 
このように、リレッドの CBT 活動は、自然資源の保護と持続可能な利用を実現する効果的な手法
となっている。CBTは、この運動の普及啓発に力を入れており、メンバーの誰もがこの活動について
説明することができるし、活動を進めるにあたって、地域内外の人にその成果を伝える努力を惜しま

ない。 
リレッドにおける自然資源管理の成功への貢献のほかにも、CBTは、地域の文化活動にも取り組ん
でいる。その一つが、南部タイに伝わるフォークオペラの保存、伝承である。かつては老人たちしか

活動に参加していなかったが、現在では若い人たちがローカルカリキュラムを通じて参加している。 
 
図１ バンドン湾の衛星画像           図２ リレッド村の位置 
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図３ リレッド村のマングローブ林とエビ養殖池の衛星画像 
リレッド村の西側部分の画像。稼働中のエビ養殖池と放棄されたエビ養殖池（マングローブ林復元プ

ロジェクトによって再生できる可能性あり）、海側を縁取るマングローブ林（プロジェクトによって保

護することができ、将来的にはコミュニティの共同管理によって維持できる）が見える。 
図４ 放棄されたエビ養殖池の限定的回復を示す 2007年の衛星画像 
この画像は、エビ養殖池開発により破壊されたバンドン湾のマングローブ林を示している。北側（上

側）と川の南側の池は放棄されたが、マングローブは再生されていない。理由は、①北側の池では堤

防と水門を維持しているので、淡水が大量に貯留している、②南側の池では堤防や溝が残っていて、

水の流れが阻害されるため、潮の出入りが不十分なためである。東側のマングローブが繁茂している

ことに注目してほしい。池の海側にあるため、潮の出入りが十分だからである。池の西側、内陸側で

は、潮の出入りのある川の側に堤防がないため、もともとの環境が良好で、マングローブなどの植生

の回復も見られる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５： 放棄されたリレッド村のエビ養殖池 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６： マングローブに依存する地域コミュニティと生活 
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【事前研修用資料（５）／タイ・クラビ地域のWITプロジェクト】 
 

クラビ・マングローブ湿地再生と住民参加型保全プロジェクト 
＜クラビの概要＞ 
クラビは、タイ国南部、タイ半島の西岸、アンダマン海に面した小さな県である。人口 40万人。 
アンダマン海の対岸、西方沖には有名な観光地プーケット島があり、クラビはその奥座敷的な存在

として知る人ぞ知るリゾート地で、欧米の観光客でにぎわっている。 
クラビの歴史は紀元前３万 5000 年前までさかのぼり、人類が比較的早い時期に定住した地域とい
われる。そのことを示す化石類が多く発掘されている。 
人口の半数は、周辺から移住してきたタイ人の仏教徒で、あとの半数は、半島南部からやってきた

イスラム教徒である。 
クラビの内陸、山間部の高地では、ゴムやオイルパーム、コーヒー、果物などが栽培されている。 
長い海岸線には大小 130の島々が点在し、人々は主に漁業で生計を立てている。 
クラビには４つの国立公園があり、３つはアンダマン海沿岸域に、１つは山間部にある。 
バンコクから 900km離れ、20～30年前までは鉄道も空路もない静かな美しい町だったが、有名な
プーケットから、もっと静かな海や美しい自然をもとめて観光客がおとずれるようになると、クラビ

の観光産業がスタートし、タイ全土から開発業者が押寄せ、人々が移住し、人口が増大した。そして、

クラビの誇る美しい魅力的な海岸、豊かなマングローブの森や湿地帯、丘陵地へと、次々と規制区域

に開発の手が侵入した。 
アンダマン海へ注ぐクラビ川河口域の、町の中心部の対岸には、マングローブ林に覆われた広大な

湿地帯が広がっている。小さな島々は、干潮時には川床まで降りることができ、人々は食用の魚貝類

を獲っている。マングローブ林は生物多様性の聖域としてだけではなく、人々の暮らしを支えている

のである。このマングローブ林を中心とした湿地帯は、ラムサール条約登録湿地である。 
しかし、マングローブ林では伐採が進み、エビの養殖池などに転換されてしまった。マングローブ

湿地は重要な資源なのだが、こうしてマングローブを失い、乱開発されるまで、人々はそのことを理

解することができなかったのだ。 
2000年８月、タイ国の王女が、「我が国の自然を維持していくため、クラビのマングローブの森を
残してほしい」と述べられ、この言葉によって、失われたマングローブ林、干拓された土地を、海洋

資源管理局と天然資源省の手によって再生する事業がはじめられた。 
アマ･パニチュヌクン中高校は、国連などの国際機関や NGOのWITなどの支援を受けて、環境を
保護するさまざまな活動をしている。マングローブ植林、海岸の清掃、海岸資源局や WIT との環境
教育プログラムの実施などである。 

2006年８月には、女王の再度の要請で、８エーカーの荒廃したマングローブ湿地を自分たちの手で
植林、再生に取り組んだ。 
しかし、この間、悲しい出来事も発生した。インド洋沖大地震で大津波に襲われ、ピピ島をはじめ

クラビ沿岸は壊滅的な被害に遭った。しかし、この出来事は、女王のマングローブ林の保護、再生の

言葉が正しかったことを証明してくれた。マングローブ林の残された湿地に居住していた多くの漁民

は、被害に遭わずにすんだからだ。 
マングローブ林の保全、再生の計画立案から準備、実行にあたってはさまざまな問題、疑問も生じ、

大変な事業となったが、幸いこの活動は全国ネットでＴＶでも紹介され、大きな反響をよび、国際的

な支援を受けることができた。 
＜ラムサール条約登録湿地「クラビ河口域とマングローブ林」＞ 
タイ国南部、クラビ県。北緯７度 50分～８度 05分、東経 98度 48分～99度 01分に広がる、面積
２万 1299haの湿地である。2001年６月にラムサール条約に登録された。 
クラビ河口湿地は、アンダマン海に面した沿岸域で、干潮時には８km 先まで干だす、広大な砂質
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干潟と豊かなマングローブ林の湿地である。大潮時の干満差は最大で３ｍになる。 
登録域内には、伝統的な漁業を営む漁師の村や住宅地、樹木の生い茂った切り立った崖や小さな島、

マングローブ林の後背地でおこなわれているゴムやココナッツ、オイルパームなどプランテーション

農地なども含まれていて、自然資源と生物多様性と人々の生活が一体となって保護区となっている。

これは、保護区と生活区との境界を分離するのがむずかしいという、途上国に多く見られる登録湿地

の典型でもある。つまり、市役所や学校、商店街、住宅地などクラビの街とマングローブ林の全地域

がラムサール条約登録湿地となっているのである。 
クラビ湿地の特徴のひとつは、広大な干潟に集まるシギ・チドリなどの水鳥の重要な生息地である

ということだ。メダイチドリ、カラフトアオアシシギ、オオメダイチドリ、シロチドリなど絶滅危惧

種をはじめ、27種のシギ・チドリがここを採餌、繁殖、中継地として利用している。マングローブ林
全体では 222種の野鳥が確認されている。 
クラビ湿地は、水鳥の国際的な保護ネットワーク「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・

パートナーシップ」に参加している。日本とオーストラリアが提唱、実施してきた事業ある。 
クラビ湿地には６つの特徴的な植生群落が見られる。マングローブ林、熱帯湿地林、藻場、石灰カ

ルスト林、砂浜林とプランテーションも含む農地である。とくに重要なマングローブ林では 50 種の
マングローブが見られる。 
河口域と沿岸海域は海洋性の哺乳類、ニタリクジラ、マッコウジラ、オキゴンドウクジラ、シャチ

などの生息地でもある。魚類も豊富で、マングローブ域で 232 種、藻場で 149 種、サンゴ礁で 233
種が確認されている。 
＜WITの活動＞ 
クラビ湿地は WIT の中心的な活動サイトで、現地スタッフを配置して、さまざまなプロジェクト
を展開している。 
その一つが「環境教育」プログラムで、アマ･パニチュヌクン中高校と共同で、教材やカリキュラム

の開発、フィールド研修などに取り組んでいる。周辺の中学生を数百人集めて、ピピ国立公園でおこ

なった「クラビ湿地を守ろう・キャンプ」は大きな成果をあげ、評価された。 
マングローブ林の中心の漁村、「クロン・プラソン」村では、漁民による環境保全グループ「ローカ

ル・コンサベーション・グループ」を組織し、マングローブ林の植林・再生、持続可能な自然資源の

利用、伝統的な漁業の普及啓発、エコツーリズム（マングローブツアーやバードウオッチング）、ゴミ

の回収・リサイクルに取り組む「ウエースト・バンク（ゴミ銀行）」などのプログラムを実施している。 
海岸の地先、干潟に面した漁村の「クロン・コム」村では、「バードウオッチング・タワー」を設置

し、エコツーリズムに力を入れ、継続的な海岸清掃のグループを組織し、管理に参加している。 
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【事前研修用資料（６）／現地の地図類】 
１ タイ南部（スラタニとクラビ） 

 
 
２ スラタニ周辺 

 



- 105 - 
 

３ リレッド周辺 

 

 
４ クラビ周辺 
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５ コックスバザールとモヘシュカリ島周辺 

 
 


