
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研修日程 ： 事前研修：8 月 6 日（土）、7 日（日）（東京都新宿区） 
現地研修：長期コース 9 月 10 日(土)～10 月 1 日(土) 22 日間 

短期コース 9 月 10 日(土)～9 月 18 日(日)  9 日間 
報 告 会：11 月 26 日（東京都新宿区） 

●申込締切日 ： 平成 23 年 7 月 9 日(土) 郵送必着 
●募集人員 ： 10 人（両コース併せて） 
●参加費 ： 5 万円（両コース共通、現地食費等は別途自己負担） 
●主催 ： 独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金部 
●企画・運営 ： 公益社団法人 日本環境教育フォーラム 
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１．研修の狙い 

開発途上地域、とりわけアジアの環境問題はますます悪化、深刻化しつつあります。底流

には貧困、教育・環境認識の遅れ、資金・技術・人材の不足などがあり、一国だけでは容易

に解決できない状況におかれています。政府や国際機関だけでなく、NGO、市民など民間レ

ベルの支援、国際協力が欠かせません。とくに日本の NGO の役割は大きく期待され、重要

になっています。   

このため、(独 )環境再生保全機構地球環境基金部では、環境 NGO・NPO による国際協力活

動を支援するため、その人材育成事業として、「海外派遣研修」を実施してきました。   

本研修は、開発途上地域における NGO の環境保全活動に関心を有する人たちを対象に、

海外活動での入門的知識の修得と経験の機会を提供して、開発途上地域における環境協力活

動について理解と参加意欲を高めてもらうこと、および日本国内の NGO・NPO 活動に取り

組んでいる人たちに国際 NGO や国際機関などとの意見交換・交流、現地 NGO や地元住民に

よる環境保全活動に実際に参加することにより、環境 NGO・NPO による国際協力の振興と

活動を担う人材の育成に資することを目的としています。 

 

２．研修の特徴 

本研修の目的にある「開発途上地域における環境問題の現状や現地 NGO による環境保全への取組み

について学ぶ」ために、本年度は、インドネシアをフィールドとして「途上国において効果的な環境保

全活動を実施する上で必要な人と自然との共生のあり方を理解する」を主テーマとし、環境保全プロジ

ェクトを展開する NGO、企業や政府機関などの訪問を通した学習内容となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際環境協力を行動へ移すための実践力を培う 

環境保全プロジェクトの計画立案・模擬企画書作成 

①: NGO が環境保全に果たす役割を学ぶ 

 

テーマ: 人と自然の共生のあり方について理解する 

②: 政府、企業と NGO との連携を学ぶ 

 

研修の特徴 
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また、研修生が近い将来に開発途上国における環境保全活動に従事することを想定して、①環境保全

プロジェクトを計画立案するための基礎となるよう「NGO が環境保全に果たす役割を学ぶ」および、

②実際のプロジェクト運営に当たって必要となるスキルを身につけることができるよう「政府・企業・

NGO との連携を学ぶ」という 2 つの学習内容を設け、それぞれのテーマに即した訪問先を設定してい

ます。なお、短期コースの研修生は、①を中心に学ぶプログラムの構成となっています。 

また、単に講義を聞いたり、事例見学したりするだけでなく、研修生の学びを確認すると共に、研修

生の実践力を高めるため、インドネシアでの現場体験学習を通じて学んだ題材を活かして、各研修生が

開発途上国での環境保全プロジェクトの計画立案・模擬企画書の作成を行います。 
 

３．研修日程・募集人数 

 研修日程 (予定) 概要 募集定員 

事前研修 8/6(土)、8/7(日) 
東京都内において現地派遣研修の

ための事前研修を行います。 

10 名 

（長期・短期コースの合計） 

現地派遣研修 長期コース： 

9/10(土)～10/1(土)

短期コース： 

9/10(土)～9/18(日) 

インドネシアにおいて、行政、

NGO、援助機関、企業や地域住民

による取組みの参加型実習を通じ

て、環境保全活動の実践力を養い

ます。 

研修報告会 11/26(土) 
東京都内において研修の報告会を

実施します。 

※注意事項 

(1) 現地派遣研修は、航空便等の都合で出発日・帰国日がずれる可能性があります。 

(2) 全体管理のため、(独)環境再生保全機構及び(公社)日本環境教育フォーラムの職員が同行します。 
 
４．参加対象  

環境保全活動に関し、ある程度の活動歴があり、今後開発途上地域における環境保全活動への参

加に関心を有する方を対象とします。短期コースは、社会人を主な対象とします。 

 

５．応募資格 

(1) 18 歳以上の男女で、高校生は不可。未成年者は保護者の同意が必要です。  

(2) 心身ともに健康であること。  

(3) 過去に(独)環境再生保全機構の「海外派遣研修」を受講したことがないこと。  

(4) 日本語コミュニケーションに支障がなく、簡単な日常英語を理解できること。  

(5) 一時的な短期滞在者（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

以内に日本から離れる可能性のある者）でないこと。  

(6) 事前研修、現地派遣研修、研修報告会の全てに参加できること。 
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６．研修先・プログラム内容 

(1) 研修先：インドネシア（ボゴール～ジャカルタ～バリ島） 

(2) 研修全体の流れ： 

8 月 6 日、7 日開催の事前研修において、訪問国であるインドネシアの文化・慣習、開発途上国に

おける自然環境問題の概論ついて専門家より講義を行います。その後、研修生同士が｢人と自然の

共生のあり方｣等について討論を行い、その意見交換に基づいて、研修生は本研修の個人テーマを

設定します。 

現地研修では、そのテーマに基づき現地住民へのヒアリング等のリサーチを行って頂きます。その

結果及び環境保全プロジェクトの模擬企画書等を報告書としてまとめ、11 月 26 日開催の研修報告

会で発表して頂きます。 
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(3) 現地研修日程 (研修地の政情、受入団体の事情等により行程・内容を変更する場合もあります) 

研修先 宿泊地

午前 : 成田出発

午後 : ジャカルタ到着後、ボゴールへ移動

午前 : 研修のブリーフィング

午後 : 国立公園の自然資源を利用した環境保全の取組みに関する講義

午前 : 国立公園へ移動、野外調査

午後 : 生計向上支援活動の現場体験(ヤシ砂糖・アグロフォレストリー等)、住民との対話

午前 : 地域住民へのヒアリング

午後 : 住民、公園レンジャー、NGO(JEEF)を交えてディスカッション

午前 : ボゴールへ移動

午後 : JKPP設立の経緯、現在の活動状況についての講義。ジャカルタへ移動

夜 : ディスカッション・振り返り

午前 : ラタン製品と天然ハチミツを例に、NTFPを利用した住民生計向上活動についての講義

午後 : 日本人消費者の視点から、日・イの連携についてディスカッション

夜 : 翌日のプレゼンテーション準備

午前 :
国内における先住民の置かれた状況・環境保全における
役割とネットワークの有効性についての講義・ディス
カッション

午後 : 研修参加者による日本のSATOYAMAについてのプレゼン
テーションとディスカッション

午前 : 現場視察と関係者（地域住民・林業公社職員）との意見交換

午後 : 現場視察を踏まえて、研修参加者間のディスカッション
研修前半のまとめ・振り返り

夜 : 短期コース研修生帰国

9 9/18 (日)

午前 : ジャカルタ郊外ゴミ最終処分場の見学、処分場職員や地域住民への聞き取り　

午後 : ディスカッション・振り返り

12 9/21 (水)
午前 : 自由行動

午後 : 国立公園へ移動

14 9/23 (金) UKNP内　ホームステイ

15 9/24 (土)

午後 : ディスカッション、振り返り

午前 : バリ島へ移動

午後 : 環境保全分野における日本のODAの現場の視察

夜 : 日本から派遣されている専門家との意見交換

19 9/28 (水)
20 9/29 (木)

機内泊

22 10/1 (土) 午前 : 東京成田着、解散

月 日

(金)

短
期
コ
ー

ス

長
期
コ
ー

ス

(火)

(木)

9/25

21

6

3
レバック・サンカ集落
ホームステイ

③非木材林産物
(NTFP)インドネシア

短期コース研修生：東京成田到着
長期コース研修生：自由行動

デンパサール出発

UKNP内　ゲストハウス

ジャカルタ

国立公園でのエコツアー体験

ジャカルタへ移動

⑦ウジュン・クーロン国立公園(UKNP)

⑥ジャカルタGreen & Clean
ジャカルタ

④インドネシア先住民ネットワーク
(AMAN)

18

9/16

9/19

7

9/26

9/20

9/17
(土)

9/22

9/15 (木)

(金)

ラブハン市内

ジャカルタ

9/11 (日)

9/12 (月)

9/10 (土)

①グヌン・ハリムン・サラク国立公園

ボゴール

8

1

(水) ②参加型地図作成(JKPP)ネットワーク5 9/14

⑤トヨタ車体の森

2

(月)

9/27

(日)

(火)

環境保全プロジェクトの計画立案・模擬企画書の作成、発表、ディ
スカッション、現地研修全体振り返り

9/30

自由行動　

10

11

13

16

17

バリ島サヌール

⑧バリ島マングローブ情報センター
(MIC)

(月)

GREEN&CLEANプロジェクトの現場訪問
ジャカルタ州政府環境保全局、ユニリーバインドネシア、地域住民
コミュニティとの意見交換、ディスカッション、振り返り

4 (火)9/13

プログラム内容
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(4)研修の内容と研修先の概要 

①グヌン・ハリムン・サラク国立公園 

●キーワード 

環境保全・国立公園、自然資源管理、生計向上、住民参加、官民連携 

●研修の内容 

 (公社)日本環境教育フォーラム(以下、JEEF)が実施中のプロジェクトを事例に、国立公園管理の課

題、政府と住民との関係構築プロセスなどを学習します。住民と共に集落周辺を歩きながら国立公

園管理の理念と現状を現場体験により確認し、自然資源の利用を通した環境保全と生計向上や国立

公園管理における地域住民の役割・希望・課題などについて理解を深めます。また、住民と行政官

(公園レンジャー)、JEEF と研修生によるディスカッションを行い、プロジェクトおける協働の意味

を考えます。 

●研修先の概要 

グヌン・ハリムン・サラク国立公園は 11.3 万 ha の山地熱帯雲霧林からなる首都ジャカルタに最も

近い国立公園です。公園内に 300 を超える集落が存在し、行政と住民が共同で森林資源を守り、住

民が環境と調和しながら生計向上を図るためにヤシ砂糖作りやアグロフォレストリー等の取組み

を展開しています。 

②参加型地図作成(JKPP)ネットワーク 

●キーワード 

開発と地域住民、住民のニーズと NGO の役割 

●研修の内容 

 国内各地で見られる開発(プランテーションや鉱山)と、地域住民との対立の把握や参加型地図作成

活動を事例に、地域住民のニーズと NGO の役割を学習します。 

●研修先の概要 

先住民による森林管理方法の事例を記録に残すための全国的なネットワークを起源として、1996 

年に 33 の NGO と市民団体の代表が集い設立された団体です。森林管理を、土地利用状況・自然

資源分布を住民参加型によるマッピング手法で行っています。 

③非木材林産物(Non Timber Forest Products、NTFP)インドネシア 

●キーワード 

NTFP を利用した生計向上活動、フェアトレード 

●研修の内容 

NTPF 利用による環境保全と収入向上の両立の可能性について理解するとともに、生産者と消費者

をつなぐ、ネットワークの重要性についても学習します。ラタン製品と天然ハチミツを例に、NTFP

を利用した生産物の内容や販売方法に対して研修者からの提言を行います。 

●研修先の概要 

NTFP を利用して、収入向上活動を推進する現地 NGO です。地域住民に対し生産加工トレーニン

グ等を実施するほか、店舗経営を含む生産者と市場との橋渡しを行っています。 

④インドネシア先住民ネットワーク(AMAN) 

●キーワード 
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先住民の伝統的知恵、ネットワーキング、伝統的知恵の活用と日本の里山 

●研修の内容 

先住民の持つ伝統的知恵と環境保全・持続的な開発について学習し、先住民がネットワークで繋が

ることの意義を考えます。上記を受けて日本の事例を研修生が紹介し、日本とインドネシアでの経

験共有や連携の可能性について意見交換を行います。 

●研修先の概要 

国内の 100 以上に渡る先住民コミュニティのネットワークです。先住民の地位向上に関するアドボ

カシー活動のほか、各地に残る伝統的知識を活用した環境保全活動を実施しています。 

⑤トヨタ車体の森 

●キーワード 

企業 CSR、マングローブ 

●研修の内容 

  日系企業による CSR の実例、特に課題と成果の見せ方について学習します。また、マングローブ

の現状と日本との関わり(エビ消費の観点)についても考察を深めます。 

●研修先の概要 

JEEF とトヨタ車体グループによる CSR 活動です。2011 年 4 月からの 5 カ年計画で、ジャカルタ

湾内に 100ha、100 万本のマングローブ植林を実施する予定でいます。 

⑥ジャカルタ Green & Clean 

●キーワード 
ゴミ問題・3R、官民連携・CSR、社会起業 

●研修の内容 

  ジャカルタのゴミ収集の仕組みと現状、スカベンジャー(ごみやくずを拾い集めて生活する人)の役

割や生ゴミコンポスト、プラスチック再利用から収入を生み出す社会起業の仕組みを学習します。

そして、ゴミ問題・3R についての政府指針・課題やコミュニティにおける意識変革のプロセス等

について理解を深めます。 

●研修先の概要 

ジャカルタ州政府、市民コミュニティ、企業が連携した 3Ｒプロジェクトです。生ゴミコンポスト

による有機肥料作成や Garbage Bank と呼ばれる資源ゴミの回収・換金システムを導入しているの

が特徴です。 

⑦ウジュン・クーロン国立公園(UKNP) 

●キーワード 

生物多様性保全・国立公園、エコツアー、環境教育 

●研修の内容 

  エコツアー体験を通して、インドネシアの生物多様性を学習します。具体的には、環境保全・環境

教育のツールとしてのエコツアーの可能性について意見交換を行い、研修生はエコツアーを手法に

した関係者間の関係構築のあり方について、評価・課題抽出・提案を行います。 

●研修先の概要 

ウジュン・クーロン国立公園は、豊かな森と美しい海に囲まれた12万haからなるジャワ島最西端の
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低地熱帯雨林帯に位置しています。1980年にインドネシアで最初に制定された国立公園で、1992

年には世界自然遺産に登録されています。同地域では、自然保護と住民の生計向上を組み合わせた

エコツーリズムが展開され、ジャワサイ、サルの保全や手工芸品販売の取組み等が行われています。 

⑧バリ島マングローブ情報センター(MIC) 

●キーワード 

日本の政府開発援助(ODA) 

●研修の内容 

マングローブ保全における MIC の役割を学習すると共に、日本の ODA を通じた国際協力について、

日本とインドネシアの両国のニーズ、目標と成果の達成度、課題等について考察します。 

●研修先の概要 

国際協力機構(JICA)が MIC は、2001 年に持続可能なマングローブの管理を目的として「マングロー

ブ情報センター計画」の一環で MIC を設立しました。MIC は、環境教育やエコツーリズム等の普及

事業を幅広く展開しています。 
 

７．研修経費 

研修参加費は 5 万円(長期・短期コース共通)です。参加費は、現地派遣研修に必要な経費（航空運

賃、滞在費、研修プログラム費用など）及び事前研修、研修報告会などの経費の一部に充当され、

その他の不足分は、(独)環境再生保全機構が負担します。 

ただし、次の経費は別途、各自で負担していただきます。 

① 現地研修中の飲食代（各自、または割勘定で清算します） 

② 現地研修中の個人的支出（電話代、クリーニング代、その他雑費） 

③ 傷害、疾病に関する個人的な医療費 

④ 渡航手続費用、予防注射接種費など 

⑤ 超過手荷物運搬料金 

⑥ 任意の海外旅行傷害保険料 

※研修参加費は返金できませんので、予めご了承下さい。    

 

８．応募方法・申込締切日 

応募方法：環境再生保全機構 地球環境基金のホームページから、海外派遣研修の申込書類「研修

申込書、履歴書、応募調査票、NPO/NGO 活動実績書」の様式をダウンロードし、必要

事項を記入の上ご提出ください。なお、NGO/NPO からの推薦状は任意提出とさせて頂

きます。 

提出書類： 

様式① : 研修申込書 

様式② : 経歴書(6 カ月以内に撮影した上半身無帽の写真〈36～40ｍｍ×24～30ｍm、裏

に名前を記入〉を貼付) 

様式③ : 応募調査票(様式に記載された項目について簡潔に記載してください) 
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様式④  NPO/NGO 活動実績書 

様式なし : NGO/NPO からの推薦状(任意提出) 

 

申込書類：下記 URL からダウンロードしてください。 

URL：http://www.erca.go.jp/jfge/training/h23/haken.html 

申込締切：平成 23 年 7 月 9 日（土） 郵送必着 

※注意事項 

(1) 申込書等提出物や記載事項に不備があった者は審査対象とはなりませんのでご注意ください。 

(2) 応募後、提出書類「研修申込書、履歴書、応募調査票、NPO/NGO 活動実績書、NGO/NPO からの

推薦状(任意提出)」は返却いたしません。 

(3) 頂いた個人情報は本選考の目的以外に利用することはありません。 

 

９. 提出書類送付先及び問合せ 

（企画・運営団体） 

公益社団法人 日本環境教育フォーラム 

(Japan Environmental Education Forum、略称 JEEF) 

〒162-0022 東京都新宿区新宿 5-10-15 ツインズ新宿ビル 4F 

電話： 03-3350-6770  FAX： 03-3350-7818 

担当： 佐藤 秀樹・金久保 優子 

E-mail： kenshu_indonesia@jeef.or.jp  

      URL： http://www.jeef.or.jp/ 

 

１０．研修者の決定・通知 

審査：申込書類をもとに趣旨に照らして審査、決定します。 

通知：7 月 15 日から 19 日頃に研修生に決定した者には電話もしくは携帯電話で参加の意思を確

認しますので連絡が取れる連絡先を申し込み書類へ記載して下さい。 

 

１１．研修の中止 

  審査の結果、研修適格者が募集人員に満たない場合、または、派遣先地域の治安状況や災害などで

計画どおりの実施が困難になった場合、プログラムを変更、または中止することもあります。 

 

１２．その他研修参加にあたっての留意事項 

(1) 研修中は、主催者である(独)環境再生保全機構(以下「主催者」という)や企画・運営団体である(公

社)日本環境教育フォーラム(以下「協力者」という)の担当者の指示や決められた手順に必ず従っ

てください。主催者、協力者や他の研修生に迷惑をかける行為を行う、或いは決められた活動に

参加しない等、主催者、協力者より研修生としてふさわしくないと判断された場合は、研修生と

しての資格を失います。 
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(2) 主催者は、海外派遣研修中において、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主催者による補償は、以下の範囲に限られます。 

  現地研修中の事故や病気等が起こった場合は、海外旅行傷害保険の範囲内において補償するもの

とします。なお、研修先で研修生の故意または過失によって損害が生じた場合の賠償責任は全て

当該研修生が負うものとします。 

 

傷 害 死 亡  5,000 万円  治 療  800 万円  

疾 病  死 亡  3,000 万円  治 療  800 万円  

賠 償 責 任  5,000 万円  

携 行 品  50 万円  

救 援 者  600 万円  

 

(3) 現地研修において、発現した持病や既往症に係る治療費などについては、募集要項で示している

海外旅行保険の補償の対象となりません。この場合、治療費などの費用は、研修生の負担となり

ます。また、引き続き研修に同行できる状態にならないときは、研修生としての資格を失います。 

(4) 研修生としての資格を失った場合に発生する各種のキャンセル料・手数料等は、原則として当該

者が全額負担するものとします。また、現地研修中に資格を失い、予定外の行程で帰国する場合

の旅費も研修生の負担となります。 

(5) 参加費(５万円)は、研修生一人ひとりの旅費にとどまらず、研修全体に要する費用の一部に充当

されるため、万が一途中辞退となった場合においても返金いたしません。 

(6) 現地研修終了後、1 ヶ月以内に研修報告書を提出して頂きます。過年度の研修報告書は主催者の

地球環境基金部ホームページの下記 URL で閲覧可能です。 

http://www.erca.go.jp/jfge/training/past_index.html 
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13.現地研修実施予定地 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力団体（お問い合せ・郵送申込み先） 

公益社団法人 日本環境教育フォーラム    

(Japan Environmental Education Forum、略称 JEEF) 
〒162-0022 東京都新宿区新宿 5-10-15 ツインズ新宿ビル 4F  

担当 ： 佐藤 秀樹 

金久保 優子 

電話 ： 03-3350-6770  9:30～17:30(土曜日、日曜日、祝日を除く) 

FAX ： 03-3350-7818  

E-mail ： kenshu_indonesia@jeef.or.jp  

URL ： http://www.jeef.or.jp/ 

 
主催 
独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金部 
〒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 

担当 ： 松岡 佐知 

  﨑枝 京子 

電話 ： 044-520-9505 9:30～18:00(土曜日、日曜日、祝日を除く) 

FAX ： 044-520-2190   

E-mail ： c-kikin＠erca.go.jp 

URL ： http://www.erca.go.jp/jfge 

地球環境基金は、国内外の 民間団体(NGO・NPO)が行う環境保全活動への資金の助成や人材育成、情報提供

等の支援を行っています。 

 

(写真:インドネシア 村人) 
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