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第１章 研修の概要 

１．研修の目的 

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、深刻化しつつある。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る。 

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、国際協力が欠かせない。と

くに日本の NGO の役割は大きく期待され、重要になっている。  

 このため、環境再生保全機構地球環境基金部では、わが国の環境 NGO 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 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、わが国の環境 NGO 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実施した。 

本年度はマレーシアを研修地として、日本とマレーシアの NGO などによる森林保全(低地熱

帯雨林、湿地林)と生物多様性保全活動を学び、且つ参加することなどを通じて、環境保全と開

発との両立、循環型社会形成、地球温暖化防止などについて学べるプログラムとして実施した。 

 海外派遣研修においては、①日本とマレーシアとの経済的な繋がり、②森林保全（低地熱帯

雨林と湿地林）と生物多様性保全、③環境保全と開発をテーマとして、日本とマレーシアの NGO

や国際的な NGO による様々な活動、日本の ODA による生物多様性保全プロジェクトやマレー

シア政府による環境保全への取り組みなどに関する講義や意見交換、活動現場の見学や体験を

通じて、開発途上国での NGO 活動に興味を持つ人や活動している人のスキルアップを主目的

とした。 

 

２．研修実施場所の地図 
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西マレーシア（クアラルンプール、スランゴール州） 

 

東マレーシア（サラワク州） 

 

東マレーシア（サバ州） 

 

研修地 
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３．事業の流れ 

（1）６月 18日(月) 募集案内開始 

（2）７月 18日(水) 応募締切 長期コース 25名、短期コース 13名 計 38名の応募あり 

（3）７月 24日(火) 環境再生保全機構地球環境基金部にて選考委員会開催 

長期８名、短期２名を選出、決定 

（4）８月４日(土)、５日(日) 事前研修会を都内で開催 

（5）８月 12日(日)～15日(水) 現地事前調査を実施 

（6）８月 25日(土)～９月 13日(木) 海外派遣研修を実施 

（7）10月 27日(土) 研修報告会を都内で開催 

 

４．研修生 

長期コース 1 荒木 学 株式会社ジャネット代表取締役 

 2 畦地 啓太 東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程 

 3 鈴木 敏文 シニア自然大学校 

 4 荒殿 美香 認定 NPO ブリッジエーシアジャパンインターン 

 5 古山 香織 慶應義塾大学大学院経済学研究科 

 6 小林 芽依 早稲田大学先進理工学部 

 7 長濱 翼 長崎大学環境科学部 

 8 斉藤 桃子 日本大学生物資源科学部 

短期コース 9 高野 千鶴 日本エコツーリズム協会事務局 

 10 神村 智子 沖縄県立那覇国際高校教諭 

＊肩書は研修当時のもの 

 

５．事前研修 

＜講師＞ 

上東 輝夫 名古屋商科大学名誉教授（元コタキナバル日本国総領事） 

森嶋 彰 広島修道大学名誉教授（(社)日本マレーシア協会相談役) 

白石 絢子 （特）熱帯森林保護団体事務局長 

冨岡 丈朗 日本大学国際関係学部准教授（元ＪＩＣＡ専門家） 

新井 卓治 （社）日本マレーシア協会専務理事 

＜スケジュール・内容 ８月４日(土)＞ 

 プログラム内容 形 式 担当 

10：00～ 

10：30 

(社)日本マレーシア協会理事長挨拶 

①研修生自己紹介、②研修内容説明など 

 新井 

10：30～ 

12：00 

マレーシア事情、日マ関係（マレーシアがおかれている現状

と国情や日本とマレーシアの国交の歴史と課題など） 

講義形式 上東 

12：00～ 昼食（各自）と休憩 －  

13：00～ ① 日本の市民社会の歴史、②欧米の環境分野から見た NGO活 講義形式 森嶋 
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14：30 動の概要、③マレーシアの環境問題の概要など 

14：30～ 

15：30 

日本の NGO活動の現状、資金調達、広報と活動手法 

（活動の歴史と課題・活動資金確保と活動の方法など） 

講義形式 白石 

15：30～ 

16：15 

研修目標の検討と企画（研修生のグループ作業方式） 

‐３から４つのグループに分かれて研修テーマを KJ法で整理

しながら研修目標を話し合い発表する‐ 

実技形式 白石 

16：15～ 

17：00 

上記目標に基づき研修報告書案を作成し、各グループで報告

書作成の役割分担を決める 

実技形式 白石 

＜スケジュール・内容 ８月 5日（日）＞ 

 プログラム内容 形 式 担当 

10：00～ 

11：00 

① 単なマレー語会話練習 

② マレーシアにおけるマナー等の説明 

講義形式 新井 

11：00～ 

12：00 

開発途上国におけるフィールド活動の企画と活動の手法 

‐３つのグループに分け、各グループでフィールド調査とヒ

アリング調査案を作成して発表する‐ 

講義形式 

実技形式 

冨岡 

12：00～ 昼食(各自）と休憩   

13：00～ 

14：00 

３つのグループに分け、現地での研修発表内容の検討と発表

資料案の作成 

実技形式 冨岡 

14：00～ 

15：00 

前年度の海外派遣研修生の体験報告(２名)と質疑応答 講義形式 森嶋 

15：00～ 

16：00 

研修スケジュール説明（訪問団体説明含む） 

研修の準備、緊急時対応、怪我・病気などの対応について 

講義形式 新井 

 

６．海外派遣研修プログラム（日時、場所、研修内容、宿泊地等） 

（１）日程 

長期コース ８月 25 日(土)～９月 13 日(木) 20 日間 

短期コース ８月 25 日(土)～９月３日(月) 10 日間 

（２）場所 

マレーシア国 

 

西マレーシア クアラルンプール、スランゴール州 

東マレーシア サラワク州、サバ州 

（３）随行者 

随行団長 全行程 新井 卓治 (社)日本マレーシア協会専務理事 

随行スタッフ 全行程 黒澤 優子 ラムサールセンター 

随行専門家 8/25～8/30 中村 玲子 ラムサールセンター事務局長 

随行専門家 8/27～9/13 森嶋 彰 広島修道大学名誉教授 ｻﾗﾜｸ、ｻﾊﾞのみ 

随行ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 9/4～9/13 村上 正剛 元青年海外協力隊（環境教育）ｻﾊﾞのみ 

主催者随行員 8/25～9/4 崎枝 京子 (独)環境再生保全機構 地球環境基金部 

主催者随行員 9/3～9/13 杉本あおい (独)環境再生保全機構 地球環境基金部 
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（４）研修日程・内容 

1 日目 

8 月 25 日（土） 

短期コース 

長期コース 

研修目的 

研修内容 

 

 

午 前 10：30 成田発 MH89 

午 後 16：45 クアラルンプール着 

宿泊地 クアラルンプール 

２日目 

8 月 26 日（日） 

長期コース 

短期コース 

研修目的 

研修内容 

湿地と生物多様性 

海外 NGO の環境保全活動 

午 前 

午 後 

オリエンテーションと中村玲子ラムサールセンター事務局長による講義 

クアラ・スランゴール・ネイチャーパークにて Malaysian Nature Society 

(MNS)の活動についての講義と意見交換と湿地帯保全研修 

応対者：シャーＭＮＳ代表理事ほか 

宿泊地 クアラルンプール 

３日目 

8 月 27 日（月） 

短期コース 

長期コース 

研修目的 

研修内容 

環境保全と開発、環境面での国際協力 

日本の国際協力 

午 前 在マレーシア日本大使館にて講義と質疑応答 

応対者：中村大使、高橋参事官 

午 後 JICA マレーシア事務所にて講義と質疑応答 

応対者：南雲所員 

宿泊地 クアラルンプール 

４日目 

8 月 28 日（火） 

短期コース 

長期コース 

研修目的 

研修内容 

開発途上国の自然保護（観光分野）と海外の NGO

活動について知る 

午 前 マレーシア観光省にて講義と質疑応答 

応対者：スライマン観光産業開発部次長ほか 

午 後 世界自然保護基金(WWF)マレーシアにて講義と質疑応答 

応対者：スンダリ環境保全局長ほか 

宿泊地 クアラルンプール 

５日目 

8 月 29 日（水） 

短期コース 

長期コース 

研修目的 

研修内容 

熱帯雨林の現状と保全政策 

植林で再生された熱帯雨林を観察 

午 前 10：05 クアラルンプール発 MH2514 

11：50 クチン着 

午 後 サラワク州森林局で講義と質疑応答、ランデ保護林で再生森林を観察 

応対者：ジョヒン森林局植林部長ほか 

宿泊地 クチン 

６日目 

8 月 30 日（木） 

短期コース 

長期コース 

研修目的 

研修内容 

熱帯雨林再生活動を体験する 

日本の NGO の活動地を訪問する 

終 日 アペン保護林で熱帯雨林再生活動に参加 

応対者：ジョナトン森林局専植林部職員、酒井コーディネーター 
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宿泊地 先住民ビダユ族の村でホームステイ（モンコス村） 

７日目 

8 月 31 日（金） 

短期コース 

長期コース 

研修目的 

研修内容 

地域住民参加について考える 

日本の NGO 活動現場を体験する 

終 日 アペン保護林の周辺村落において、地域住民の意識調査現場に参加 

応対者：ポール村長、酒井コーディネーター 

宿泊地 クチン 

８日目 

9 月 1 日（土） 

短期コース 

長期コース 

研修目的 

研修内容 

海外の NGO 活動現場で湿地保全を学ぶ 

午 前 ホテルで研修のまとめ作業 

午 後 クチン国立公園で Malaysian Nature Society(MNS)クチン支部による研修

に参加 応対者：アントニーＭＮＳクチン支部長、レベッカ同会員 

宿泊地 クチン 

９日目 

９月 2 日（日） 

短期コース 

長期コース 

研修目的 

研修内容 

研修成果の発表と意見交換 

午 前 研修発表と意見交換 

午 後 自由時間 

夕 刻 短期コース研修生はクアラルンプール経由で成田へ 

20：00 クチン発 MH2597 

21：40 クアラルンプール着 

23：30 クアラルンプール発 MH88 

宿泊地 長期コース研修生はクチン泊 

10 日目 

９月 3 日（月） 

短期コース 

長期コース 

研修目的 

研修内容 

相互交流 

 

早 朝 07：40 短期コース研修生成田着、解散 

午 前 

 

午 後 

マレーシア・サラワク大学（UNIMAS）で講義と質疑応答、現地大学生と

交流応対者：ハムサウィ生物資源科学部教授ほか 

サラワク博物館を見学 

夜、クチンからサバ州コタキナバルへ空路移動 

宿泊地 コタキナバル 

11 日目 

9 月 4 日（火） 

長期コース 研修目的 

研修内容 

ボルネオ島での日本の協力など 

都市開発と環境保全 

午 前 在コタキナバル出張駐在官事務所にて講義と質疑応答 

応対者：森川所長、川本副領事、上東元総領事 

午 後 サバ州観光公社(サバ州観光・環境省の所管)で講義と質疑応答 

応対者：トゥンク・アドリン会長、上東元総領事 

Kota Kinabalu Wetlands Centre (KKWC)で湿地帯保全の研修と植林体験 

応対者：村上元青年海外協力隊員、ジョセリン KKWC 教育担当オフィサー 

宿泊地 コタキナバル 
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12 日目 

9 月 5 日（水） 

長期コース 

 

研修目的 

研修内容 

日本の生物多様性のための国際協力 

午 前 サバ大学でボルネオ生物多様性保全・生態系保全プログラム(BBEC)プロジ

ェクトについて講義と意見交換 

応対者：左近充 JICA専門家、不動田 青年海外協力隊員 

午 後 15：50 コタキナバル発 MH3095 

16：50 サンダカン着 

宿泊地 サンダカン 

13 日目 

９月 6 日（木） 

長期コース 研修目的 

研修内容 

アブラ椰子農園で研修 

サバ州の環境教育プログラムに参加 

午 前 

 

午 後 

サンダカン近郊のアブラ椰子農園にて研修 

Rainforest Discovery Centre(RDC)で希少生物保護や環境教育の研修 

応対者：ウォン サンベアー保全センター代表 

ベルナデッタ RDC マネージャー 

宿泊地 サンダカン 

14 日目 

９月 7 日（金） 

長期コース 

 

研修目的 

研修内容 

ラムサールサイトでの生物多様性について 

午 前 

 

 

午 後 

キナバタンガン・セガマ川流域のラムサールサイトを訪問し、生物多様性

保全現場やエコツーリズムに取り組む地域村落で研修 

応対者：アブドル森林局地域補佐官、アバイ村プロジェクト担当者 

スカウへ移動し、夕方と夜２回、川をボートで回り、野生生物などを観察 

宿泊地 スカウ 

15 日目 

９月８日（土） 

長期コース 研修目的 

研修内容 

生物多様性と野生生物保護 

 

午 前 朝のクルーズで野生生物を観察、ゴマントン洞窟を訪問 

午 後 セピロック野生生物保護区にてオランウータンの保全活動について研修 

オランウータンのリハビリ施設訪問、里親制度の説明など 

応対者：シルビア リハビリ施設担当オフィサーほか 

19：00 サンダカン発 MH3094Ｙ 

19：50 コタキナバル着 

宿泊地 コタキナバル 

16 日目 

９月９日（日） 

長期コース 

 

研修目的 

研修内容 

 

 

終 日 ホテルで長期コース研修のまとめ作業、ディスカッション 

宿泊地 コタキナバル 

17 日目 

９月 10 日（月） 

長期コース 

 

研修目的 

研修内容 

日本の NGO 協力および循環型社会の形成 

 

午 前 KPD－OISCA 青年研修センターへ陸路移動 
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午 後 KPD－OISCA 青年研修センターで研修と交流会 

応対者：マリトス指導員 

宿泊地 KPD－OISCA 青年研修センター 

18 日目 

９月 11 日（火） 

長期コース 研修目的 

研修内容 

日本のNGO協力における農村での青年研修現場

での研修と研修成果の発表、意見交換 

午 前 

午 後 

同センターで農業研修等に参加 

研修成果発表会を行い、夕方、コタキナバルへ陸路移動 

宿泊地 コタキナバル 

19 日目 

９月 12 日（水） 

長期コース 

 

研修目的 

研修内容 

研修のまとめ 

 

午 前 研修のまとめと修了式 

午 後 自由時間 

18：50 コタキナバル発 MH2631 

21：15 クアラルンプール着 

23：30 クアラルンプール発 MH88 

宿泊地 機中 

20 日目 

９月 13 日（水） 

長期コース 研修目的 

研修内容 

 

早 朝 07：40 成田着、解散 

 

７．研修報告会 

日時：平成 24年 10月 27日（土）13時～17時 

場所：コンファレンススクエアエムプラス（東京都千代田区丸の内 2－5－2 三菱ビル 10Ｆ） 

内容：研修生の発表と随行専門家による評価及び参加者のディスカション 

備考：日本の民間協力による主に熱帯雨林保全・生物多様性・環境教育・コミュニティの 

向上・エコツアーなどの推進に向けた協力の在り方について議論をした。 

 研修内容 報告者・担当者 

13：00～ 開会挨拶 （社）日本マレーシア協会理事長  

13：05～ 研修内容についての報告（映像を交えながら） 新井 

13：25～ 

14：55 

① 研修生の報告と質疑応答（５名） 

環境保全活動計画（今後の取り組み）を含む 

研修生 

（進行：畦地） 

 休  憩 － 

15：00～ 

16：15 

② 研修生の報告と質疑応答（５名） 

環境保全活動計画（今後の取り組み）を含む 

研修生 

（進行：畦地） 

16：15～ 

16：45 

感想と評価 地球環境基金部 

冨岡、森嶋 

16：45～ 参加者とのディスカション 進行：森嶋 

17：00 閉会挨拶 崎枝 
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８．参考：現地発表 

上段：9月 2日の中間発表タイトル（短期研修者は最終発表タイトル：斜字） 

下段：9月 11日の最終発表タイトル 

荒木 学 
 Malaysia Training Abroad 

 Malaysia Training Abroad 

畔地 啓太 

 Balance Between Conservation & Development  

 CEPA & EE Approach in Sabah/Future Work by Using This 

Experience 

荒殿 美香 
 How to Balance Development and Environment 

 Sustainable Development/Environmental Education/My Opinion 

小林 芽衣 
 ERCA Overseas Training 2012 

 The Model of Technical Cooperation Learned from BBEC 

斉藤 桃子 
 People's Improvement Income by Agriculture 

 Reduction of the Poverty by Agricultural Promotion 

鈴木 敏文 
 MY Malaysia 

 Biodiversity in Sabah 

長濱 翼 
 Malaysian Sea Turtles 

 Kota Kinabalu Wetlands Center 

古山 香織 
 My Interest Int’l Cooperation/Economics/Trade 

 Community-Based Ecotourism 

神村 智子 
 Enviroment-Friendly? 

高野 千鶴  Ecotourism in Malaysia 
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