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第 1 章 研修の概要 

 

1-1．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ことから、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、国際協力が不可欠である。特に、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、機構では、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

的とする。  

 

1-２．研修のテーマと目標 

 

本研修の目的である「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

の取り組みについて学ぶ」ために、本年度は、インドネシアをフィールドとしてインドネシアをフィールドとしてインドネシアをフィールドとしてインドネシアをフィールドとして「「「「地球温暖地球温暖地球温暖地球温暖

化化化化、、、、廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理、、、、生物多様性保全生物多様性保全生物多様性保全生物多様性保全、、、、環境教育等環境教育等環境教育等環境教育等をををを題材題材題材題材としたとしたとしたとした環境問題環境問題環境問題環境問題におけるグローバルおにおけるグローバルおにおけるグローバルおにおけるグローバルお

よびローカルなよびローカルなよびローカルなよびローカルな事例事例事例事例へのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて学学学学ぶぶぶぶ」」」」をテーマとしをテーマとしをテーマとしをテーマとしたたたた。。。。具体的には、環境保全プロジ

ェクトを展開する NGO、政府、国際機関などへ訪問し、国連気候変動枠組条約によって議論

されている「REDD+」や熱帯雨林破壊とパーム油生産の関係等を事例としたグローバルな環

境問題への対応と、住民参加型の国立公園管理やエコツーリズムの推進等を事例としたロー

カルな環境問題への対応について、NGO、地域住民や行政などのステークホルダーとの意見

交換・発表、国立公園でのホームステイやエコツーリズムプログラムの作成演習等を通じて、

本研修で達成すべき下記 2つの学習目標を設定した。 

(1) 環境保全プロジェクトを展開する NGO、地域住民や政府機関等への事務所訪問、現場視

察や関係者との意見交換を通じてインドネシア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り組みから、課題を発掘して解決していくための技能を培う。 

(2) 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、各研修生が環境保全活

動をテーマとした企画書を作成し、開発途上地域における国際環境協力活動への実践力
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を高める。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図 研修研修研修研修のテーマとのテーマとのテーマとのテーマと目標目標目標目標 

 

1-3．募集要項と研修生の決定 

 

上記「1-1.研修の目的」および「1-2.研修のテーマと目標」を鑑み、研修の参加対象者は、

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者で、以下に示す応募要件(1)～(6)を満たすことを条件とした。 

 

(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あること。  

(2) 心身ともに健康であること。 

(3) 過去に機構の「海外派遣研修」に参加したことがないこと。 

(4) 日本語での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、現地研修、研修報告会の全てに参加できること。 

 

参加者の公募は、2013年 10 月 1日(火)から 11 月 11日(月)の 42日間に渡り、機構のホー

ムページや JEEF が運営するウェブサイト、メールマガジン、Facebook、Twitter、JEEF

個人・団体会員等に行った。また、募集チラシは、環境 /国際協力 NGO、NPO サポート

センター等の中間支援組織、自治体 (都道府県、政令指定都市等 )、国際交流協会、環

境カウンセラー協会、環境学習施設、新聞社及び環境・国際関係学部を持つ大学等

に配布した。24 名の応募者のうち、選考により 7 名の研修生に決定した (表表表表 1-1)。  

学習学習学習学習テーマテーマテーマテーマ 

地球温暖化、廃棄物処理、生物多様性保全、環境教育等をテーマとした環境問題における

グローバルおよびローカルな事例への対応について学ぶ 

① 環境問題におけるグローバルな対応を学ぶ 

  (国際的な枠組み、援助の潮流等） 

② 環境問題におけるローカルな対応を学ぶ 

 （地域の具体的活動事例・手法等） 

学習学習学習学習目標目標目標目標 

① 問題・課題を発掘して、解決していくための技能を培う。 

② 環境保全活動をテーマとした模擬企画書を作成し、国際環境協力を行動へ移すための

実践力を培う。 
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表表表表 1-1    研修生研修生研修生研修生のののの名前名前名前名前とととと所属先所属先所属先所属先  

No. 氏名 所属先 

1 秋山
あきやま

 知
とも

伸
のぶ

 フリーランス 

2 
小山田
お や ま だ

 陽奈
は る な

 
東北環境パートナーシップオフィス 

(公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク) 

3 川井
か わ い

 将史
ま さ し

 NPO 法人 カフェ・デラ・テラ 

4 小崎
こ ざ き

 好美
よ し み

 NGO たねとも 

5 高 柳
たかやなぎ

 恭子
きょうこ

 フリーランス 

6 槙野
ま き の

 尚
なお

 株式会社グッドバンカー 

7 丸山
まるやま

 幸子
さ ち こ

 NGO マニスファンクラブ(F.C Manis) 

 

1-4．全体の研修日程と研修概要 

 

本研修は、「事前研修」、「現地研修」、「研修報告会」の 3 部構成で実施した。全体のスケジ

ュール日程及び場所は、下記の通りである。 

 

(1) 事前研修： 

日程：2013年 12 月 21日 (土)、22日 (日) <2日間>  

場所：JEEF会議室(東京都新宿区) 

(2) 現地研修： 

日程：2014年 1 月 6日 (月)～25日 (土) <20日間>  

場所：インドネシア共和国(ジャカルタ、メダン、ボゴール) 

(3) 研修報告会：  

日程：2014年 2 月 11日 (火) <1日間>  

場所：JEEF会議室(東京都新宿区) 

1) 事前研修の概要 

事前研修では、JEEFインドネシア駐在員の矢田からインドネシアの文化・慣習、社会経済

事情、環境問題や訪問団体に関しての講義が行われ、研修生は研修先での学習内容について

理解を深めた。また、研修生はインドネシアを事例とした開発途上地域の環境問題・環境協

力について、現場のニーズに見合った国際環境協力活動を計画・実施する上で必要な問題分

析や企画書作成のための技能を習得した。また、各研修生が本研修の中で学習したいと考え

る目的を明確にするため、｢現地研修で取り組みたいこと｣について考え、個人テーマを設定し

た。事前研修のプログラム内容は次次次次表表表表 1-2の通りである。 
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表表表表 1-2    事前研修事前研修事前研修事前研修のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム内容内容内容内容  

時間 プログラム内容 

1 日目: 2013 年 12 月 21 日(土)  

13:00 

～ 

18:20 

開会式、全体スケジュールの説明、参加者自己紹介 

過年度海外派遣研修過年度海外派遣研修過年度海外派遣研修過年度海外派遣研修のののの参加研修生参加研修生参加研修生参加研修生によるによるによるによる体験談体験談体験談体験談のののの発表発表発表発表 (小林芽依氏〈早稲田大学先進理工学部〉) 

講義講義講義講義 1 : インドネシア概論 (JEEF 矢田) 

講義講義講義講義 2 : 訪問団体の概要 (JEEF 矢田) 

グループグループグループグループ討論討論討論討論&発表発表発表発表 : 現地で取組みたい内容について、討論、整理、発表 (研修生) 

18:30～ 交流会交流会交流会交流会(自由参加自由参加自由参加自由参加)  

2 日目：12 月 22 日(日) 9:00～13:30 

9:00 

～ 

13:30 

講義講義講義講義 3 : ERCA の求める環境保全活動について説明(環境再生保全機構地球環境基金部 杉本氏) 

講義講義講義講義 4 : 現場における問題分析の手法(JEEF 佐藤) 

講義講義講義講義 5 : 企画書の作成方法 (JEEF 佐藤) 

個別個別個別個別研修研修研修研修テーマとテーマとテーマとテーマと概要概要概要概要のののの作成作成作成作成&発表発表発表発表 :  

前日のグループ討論での意見交換に基づいて、研修生がそれぞれ現地で取り組む個人テーマの内容に

ついて模造紙に整理・発表(研修生) 

宿題宿題宿題宿題のののの共有共有共有共有: 研修生が訪問先 SAWIT WATCH で発表する「日本のパーム油利用」について  

(JEEF 矢田) 

閉会式、今後のスケジュール確認、連絡事項等 

  

JEEF 矢田矢田矢田矢田からからからから訪問先概要訪問先概要訪問先概要訪問先概要のののの説明説明説明説明                                            グループグループグループグループ討論討論討論討論    

2) 現地研修の概要 

現地研修では、国連気候変動枠組条約によって議論されている「REDD+」や熱帯雨林破壊

とパーム油生産の関係等を事例としたグローバルな環境問題への対応について、JICA、RSPO

事務所、SAWIT WATCH 事務所、アブラヤシプランテーションへの訪問・視察を通じて学習

した。特に、持続可能なパーム油生産に向けた調査研究や政策提言を行っている SAWIT 

WATCH事務所では、研修生が事前に調べた「日本のパーム油利用」について、一般日本人の

印象、パーム油を利用した製品の品目や日本における企業、NGO等の対応について発表を行
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い、SAWIT WATCH のスタッフと研修生が双方に学びを深めることができた。また、研修生

は、日系企業による CSR(マングローブ植林活動)の視察に加え、グヌン・ルーサー国立公園

とグヌン・ハリムン・サラック国立公園でのエコツアーへの参加を通じて、その長所や課題

の抽出等を行った。 

研修生からは、「環境保全と経済との両立の重要性」、「外部者(NGO)の役割と関わり方」や

「国際協力を行う上での価値観の違いを理解することが大切」との声が聞かれたことから、

研修生はディスカッション、プレゼンテーション、地域住民との触れ合いやホームステイ等

を通じて、環境保全活動における「問題背景の把握」、「利害関係者の立場や可能性などの分

析」や「望ましい関係構築のあり方の考察」等を行い、国際環境協力の現場で必要とされる

問題点の抽出やその解決のためのプロセスについて理解を深めることができたと考えられる。

現地研修の訪問先、日程および各研修先のプログラム内容は、下記の通りである(表表表表 1-3)。 

表表表表 1-3    現地研修現地研修現地研修現地研修のののの訪問先訪問先訪問先訪問先、、、、日程日程日程日程およびプログラムおよびプログラムおよびプログラムおよびプログラム内容内容内容内容のののの一覧一覧一覧一覧  

日程 訪問先とプログラム内容 宿泊地 

1  1/6 月 午前 東京/成田出発   

午後 ジャカルタ到着、ホテルへ移動 ジ ャ カ ル タ 市 内 

ホテル 2  1/7 火 午前 オリエンテーション(両替、ショッピングモール見学等) 

午後 JEEF の現地活動に関する説明等 

SAWIT WATCH でのプレゼン準備 

3  1/8 水 午前 ①①①①トヨタトヨタトヨタトヨタ車体車体車体車体グループのグループのグループのグループの森森森森 

マングローブ林を伐採して開発されたエビ養殖事業地による自

然環境・地域住民への影響や NGO との連携による企業の CSR

活動の意義と課題等について学習 

午後 

4  1/9 木 午前 ②②②②JICA IJ-REDD+プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト事務所事務所事務所事務所 

日本の ODA 政策における気候変動分野の REDD+に関する協力

事業の国際的な枠組みや援助の潮流について学習 

午後 ③③③③持続可能持続可能持続可能持続可能なパームなパームなパームなパーム油油油油のためののためののためののための円卓会議円卓会議円卓会議円卓会議(RSPO)事務局事務局事務局事務局 

パーム油生産の現状と課題及び、RSPO というパーム油生産の

問題解決のために構築された国際的な認証の仕組みとその可能

性について学習 

夜 翌日のプレゼンテーション準備 

5  1/10 金 午前 ④④④④SAWIT WATCH事務所事務所事務所事務所 

住民主体のアブラヤシ農園開発の活動に関する意見交換や今後

のパーム油の取組みの可能性について討論。研修生による日本

のパーム油利用に関するプレゼン 

※その後、JEEF インドネシア事務所にて振り返り 

午後 
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6  1/11 土 午前 ⑤⑤⑤⑤ゴミゴミゴミゴミ投棄現場投棄現場投棄現場投棄現場とととと貧困貧困貧困貧困コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ 

ジャカルタ郊外の管理の及ばないゴミ投棄、住民の環境衛生・

ゴミの問題に対する意識について学習 

ジ ャ カ ル タ 市 内 

ホテル 

午後 休息、自由行動 

7  1/12 日 午前 北スマトラ州メダン市へ移動 

午後 ⑥⑥⑥⑥スマトラスマトラスマトラスマトラ島島島島アブラヤシプランテーションアブラヤシプランテーションアブラヤシプランテーションアブラヤシプランテーション 

LSPL(環境モニタリング研究所)によるアブラヤシの講義 

メダン市内  

ホテル 

8  1/13 月 午前 アブラヤシ農園、搾油工場の訪問や管理者・労働者との意見交

換を通じて、パーム油生産における問題の把握、課題を整理 午後 

9  1/14 火 午前 グヌン・ルーサー国立公園(GLNP)へ移動 

午後 ⑦⑦⑦⑦グヌン・ルーサーグヌン・ルーサーグヌン・ルーサーグヌン・ルーサー国立公園国立公園国立公園国立公園(GLNP) 

公園管理事務所訪問 

GLNP 

運営ゲストハウス 

10  1/15 水 午前 エコツアー体験・現地住民グループとの対話を通じ、外国人観

光客の視点から同国立公園で実施されるエコツアーの長所と課

題を検討 

午後 

11  1/16 木 午前 GLNPからメダンへ移動 

午後 メダンからジャカルタへ移動 ジ ャ カ ル タ 市 内 

ホテル 12  1/17 金 午前 休息、自由行動 

午後 

13  1/18 土 午前 ⑧⑧⑧⑧非木材林産物非木材林産物非木材林産物非木材林産物(NTFP) インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア 

NGO による NTFP を利用した環境保全と収入向上や生産現場、

販売管理など NGO 間の分業・連携について学習 

午後 ⑨⑨⑨⑨ジャカルタジャカルタジャカルタジャカルタ市内市内市内市内ショッピングモールショッピングモールショッピングモールショッピングモール 

ジャカルタ市内の高級ショッピングモール内で販売されている

民芸品や食品と、NTFP が扱う商品の相違について考察 

14 1/19 日 午前 振り返り・報告とりまとめ作業 

午後 

15  1/20 月 午前 ⑩⑩⑩⑩グヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラック国立公園国立公園国立公園国立公園(GHSNP) 

GHSNP へ移動 

午後 公園管理事務所訪問 マラサリ村へ移動 マラサリ村内 

ホームステイ 16  1/21 火 午前 リサーチセンターにて、センターの目的等に関する講義 

キャノピーウォークの見学                                                                    

午後 マラサリ村の本村へ移動 

 

夜 住民との交流の夕べ: 村長宅にて夕食、楽器演奏を体験 
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17  1/22 水 午前 村落内散策、エコツーリズムの題材探し 

マラサリ村内 

ホームステイ 

午後 振り返り・エコツアーのプレゼン作成 

マラサリ村住民とのワークショップ 

村の魅力やエコツアープログラムの改善策を発表・意見交換 

18  1/23 木 午前 ジャカルタへ移動 

※途中、市場見学 午後 

ジ ャ カ ル タ 市 内 

ホテル 

夜 振り返り、各自で研修成果のとりまとめ 

19  1/24 金 午前 成果共有 ・ チームディスカッション・振り返り 

午後 

夜 帰国 機内泊 

  20  1/25 土 午前 東京/成田到着 解散 

 
 

①①①① トヨタトヨタトヨタトヨタ車体車体車体車体グループのグループのグループのグループの森森森森マングローブマングローブマングローブマングローブ事業事業事業事業 

  

マングローブのマングローブのマングローブのマングローブの植林植林植林植林                                     マングローブマングローブマングローブマングローブ林林林林をボートでをボートでをボートでをボートで視察視察視察視察    

●研修先概要 

トヨタ車体グループが2011年4月から5か年計画でJEEFと協働で実施するCSR活動で、

ジャカルタ郊外の海岸において、100haに100万本のマングローブを植林する予定である。

実施対象地は、ジャカルタ湾内の放棄されたエビ養殖池で、住民によるマングローブ林の

維持管理体制の確立、回復後のマングローブ林での漁業収入の向上を目指している。 

 

●研修の内容 

・ マングローブ林を伐採して開発されたエビ養殖池を訪問・見学し、エビ養殖池がもたら

す自然環境および地域住民への影響を学習した。特に、研修生はマングローブの伐採、

エビ養殖池への転換、エビ養殖池の放棄までのプロセスを理解した。 

・ JEEFが協力するマングローブ植林のCSR活動から、地域住民との協力体制の構築手法

や、企業による社会貢献活動の意義と課題について学習した。 
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表表表表1-4 トヨタトヨタトヨタトヨタ車体車体車体車体グループのグループのグループのグループの森森森森マングローブマングローブマングローブマングローブ事業事業事業事業でのでのでのでの研修内容研修内容研修内容研修内容 

研修形態 研修内容 関連キーワード 

見学 マングローブ林を伐採して開発されたエビ養殖事業地を視

察し、エビ養殖による自然環境・地域住民への影響を学習。 

マングローブ林の伐採と再

生・エビ養殖 

講義・住民と

の意見交換 

日系企業による CSR の実例(マングローブ植林)から、企業

による社会貢献活動の意義と課題について学習。 

NGO との連携による企業の

CSR 活動、住民参加 

 

②②②② JICA IJ-REDD+事務所事務所事務所事務所 

  

JICAインドネシアインドネシアインドネシアインドネシア事務所事務所事務所事務所でのでのでのでの講義講義講義講義のののの様子様子様子様子    

●研修先概要 

国連気候変動枠組条約によって議論されている「REDD+」(森林の減少・劣化を防止する

ことによる森林からの温室効果ガスの排出削減<REDD>という、もともとの考え方に、植

林事業や森林保全<適切な森林管理による劣化の防止>等による炭素ストックの積極的な増

加を加えた拡張概念：出典 EICネット)に対して、日本政府がJICAを通じてインドネシア政

府と共同実施するプロジェクトである。REDD+の理念の実現に向けて、持続的な森林経営

や自然保護区管理、人工衛星を用いた炭素モニタリングなどを通して日イの協力の下、

REDD+の実施体制の整備を行っている。 

●研修の内容 

環境保全分野における国際的な枠組みや援助の潮流などの観点を踏まえ、日本のODA政

策としてインドネシアで実施されているREDD+に関する協力事業について学んだ。また、

日本人専門家による講義を通じて、気候変動分野におけるREDD+の枠組が抱える課題、日

本以外の国によるREDD+プロジェクトとの比較と日本の援助の優位性について学習した。 

表表表表1-5 JICA IJ-REDD+事務所事務所事務所事務所でのでのでのでの研修内容研修内容研修内容研修内容 

研修形態 研修内容 関連キーワード 

講義 日本の ODA 政策における気候変動分野 REDD+を題材

に、国際的な枠組みや援助の潮流について学習 

気候変動, ODA 
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③③③③ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil: 持続可能持続可能持続可能持続可能なパームなパームなパームなパーム油油油油のためののためののためののための円卓会議円卓会議円卓会議円卓会議)イイイイ

ンドネシアンドネシアンドネシアンドネシア事務所事務所事務所事務所 

 

  

RSPO事務局事務局事務局事務局でのでのでのでの講義講義講義講義のののの様子様子様子様子とととと集合写真集合写真集合写真集合写真    

●研修先概要 

RSPOは環境への影響に配慮した持続可能なパーム油を求める世界的な声の高まりに応

え、WWFを含む7つの関係団体が中心となり、2004年に設立された国際非営利組織で、そ

の目的は世界的に信頼される認証基準の策定とステークホルダー(関係者)の参加を通じ、

持続可能なパーム油の生産と利用を促進することにある。現在、50以上の国から1,000以

上の団体が加盟し、マレーシアおよびインドネシアに運営事務局を設置している。特に、

インドネシアは世界第1位のパーム油生産を誇り、生産企業がメンバーとして多く加盟し

ていることからRSPOのスタンスは時として企業寄りと捉えられ、その対応に非難の目を

向けられることもある。 

●研修の内容 

原料のアブラヤシのプランテーションの急速な拡大に伴い、インドネシア、マレーシア

の熱帯雨林の減少に大きくに関わっていると言われるパーム油生産の現状と課題について、

そのパーム油及びパーム油製品の生産過程の透明性を高めるために設置されたRSPO事務

局を訪問し、同事務局が運営するパーム油生産の問題解決のために構築された国際的な認

証の仕組みとその可能性について学習した。 

 

表表表表1-6 RSPOでのでのでのでの研修内容研修内容研修内容研修内容 

研修形態 研修内容 関連キーワード 

講義 東南アジアにおける熱帯雨林破壊に関わっているとさ

れるパーム油生産の現状と課題及び、RSPO というパ

ーム油生産の問題解決のために構築された国際的な認

証の仕組みとその可能性について学習。 

パーム油生産、持続可能な開

発、国際認証 
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④④④④ SAWIT WATCH事務所事務所事務所事務所 

  

研修生研修生研修生研修生によるによるによるによる「「「「日本日本日本日本のパームのパームのパームのパーム油利用油利用油利用油利用」」」」のののの発表発表発表発表   SAWIT WATCHスタッフとのスタッフとのスタッフとのスタッフとのディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション    

●研修先概要 

1998年に政策提言活動を実施するNGOとして設立。特に、インドネシアにおける、アブ

ラヤシプランテーションの拡大に伴う森林破壊や環境汚染、労働問題・人権侵害、土地紛

争などの問題に焦点を当てている。現在140の会員(団体・個人)が加盟し、持続可能なパー

ム油生産に向けた調査研究と政策提言、住民主体のアブラヤシ農園経営のサポートなどを

実施している。また、SAWIT WATCHはRSPOにNGOメンバーとして正式に加盟している。 

●研修の内容 

・ 講義を通じて、長年のパーム油生産に関する調査研究結果から、現在のパーム油生産の

課題について、NGOの視点から学習した。 

・ 研修生は、「パーム油に関する一般の人々の印象」、「パーム油を利用した製品の品目」、

「パーム油問題に関する企業、NGOなどの対応(具体的な対応策も含む)」などについて、

事前に発表資料を作成し、プレゼンテーションを行った。 

・ ディスカッションを通じて、日イのNGO協力としてどのような活動の展開が可能かを

討議することで、環境問題における草の根レベルの国際協力に必要な視点を養った。 

表表表表1-7 SAWIT WATCH事務所事務所事務所事務所でのでのでのでの研修内容研修内容研修内容研修内容 

研修形態 研修内容 関連キーワード 

講義 ローカル NGO の中には、RSPO とは異なる観点があることを

理解し、パーム油問題を多面的に学習。 

持続可能な開発 

実習(発表) 研修生は日本におけるパーム油に関する一般の人々の印象、パ

ーム油を利用した製品の品目、パーム油に関する企業・NGO の

対応などについて発表。 

日イ NGO 間の情報共

有と連携 

ディスカッション パーム油の問題に関して、現地 NGO との情報共有や意見交換

を行い、どのような活動の展開が可能かを討議することで、環

境問題における草の根レベルの国際協力に必要な視点を養成。 
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⑤⑤⑤⑤ ゴミゴミゴミゴミ投棄現場投棄現場投棄現場投棄現場とととと貧困貧困貧困貧困コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ訪問訪問訪問訪問 

 

  

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ内内内内のゴミののゴミののゴミののゴミの不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄                    コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ内内内内ににににあるゴミあるゴミあるゴミあるゴミ収集所収集所収集所収集所    

 

●研修先概要 

中央ジャカルタのサレンバ地区は、市内でも大きな一般住宅地のひとつであり、一帯を

流れるチリウン川には、一般家庭から不法投棄されるゴミが蓄積し大きく景観を損ねてい

る。また、河川に蓄積したゴミが水門を塞ぎ、頻繁な洪水を発生させるなど重大な環境問

題を引き起こしており、早急な対応が求められている地域である。 

 

●研修の内容 

・ ジャカルタでは、ゴミ処分場や収集システムの整備が進められているが、一般市民の中

には未だ河川に家庭ゴミなどを不法投棄する者が多く見受けられる。ジャカルタ中心部

を流れるチリウン川のゴミ投棄現場の訪問を通じて、管理の及ばないゴミ投棄の問題、

住民の環境衛生・ゴミ問題に対する意識について学習した。 

・ スカベンジャーと呼ばれる、法的に認められていない廃品回収による現金収入で生活す

る貧困コミュニティを訪問し、ゴミの廃品回収で暮らす人々の存在と劣悪な生活環境、

ジャカルタにおけるスカベンジャーの役割等も学習した。 

 

表表表表1-8 ゴミゴミゴミゴミ投棄現場投棄現場投棄現場投棄現場とととと貧困貧困貧困貧困コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ訪問訪問訪問訪問でのでのでのでの研修内容研修内容研修内容研修内容 

研修形態 研修内容 関連キーワード 

見学 ジャカルタ市内のゴミ投棄現場の訪問を通じて、管

理の及ばないゴミ投棄の問題、住民の環境衛生・ゴ

ミ問題に対する意識について理解。 

循環型社会形成、ゴミ問題・

不法投棄 

住民との意見交換 インフォーマルにゴミの廃品回収で暮らす人々の存

在とその役割、さらにその生活環境を把握。 

社会格差・貧困問題 
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⑥⑥⑥⑥ スマトラスマトラスマトラスマトラ島島島島アブラヤシプランテーションアブラヤシプランテーションアブラヤシプランテーションアブラヤシプランテーション 

 

  

PTPN4搾油搾油搾油搾油・・・・精油工場精油工場精油工場精油工場のののの視察視察視察視察    

 

●研修先概要 

アブラヤシ、茶などのプランテーション経営とその製品加工を実施する国営公社。北ス

マトラ州内に30のアブラヤシプランテーションおよび、4つの搾油工場を有している。研

修の訪問先であるシマルグン県のプランテーションでは、広大なアブラヤシプランテーシ

ョンが広がり、多くの労働者がアブラヤシプランテーション及び、近接する搾油工場に従

事している。 

 

●研修の内容 

LSPL(環境モニタリング研究所)によるアブラヤシの講義、アブラヤシプランテーション

および搾油工場への訪問、関係者との対話を通じて、パーム油の生産体制、加工プロセス

を理解した。また、訪問先のPTPN4(国営第4プランテーション)はRSPO加盟メンバーでも

あることから、実地体験を通じて、研修生が既に学んだRSPOの理念や規則などが、生産現

場でどのように生かされているのかについても学習した。 

 

表表表表1-9 スマトラスマトラスマトラスマトラ島島島島アブラヤシプランテーションアブラヤシプランテーションアブラヤシプランテーションアブラヤシプランテーションでのでのでのでの研修内容研修内容研修内容研修内容 

研修形態 研修内容 関連キーワード 

講義 アブラヤシプランテーションへ訪問するに当たり、そ

の現状や概要について把握。 

パーム油生産、集約型農業 

見学、農園関係者

との意見交換 

アブラヤシプランテーションおよび搾油工場への訪問

を通じて、パームオイルの生産体制、加工プロセスを

理解すると共に、プランテーションの関係者との意見

交換を通じて、パーム油生産における問題の把握、課

題整理。 
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⑦⑦⑦⑦ グヌン・ルーサーグヌン・ルーサーグヌン・ルーサーグヌン・ルーサー国立公園国立公園国立公園国立公園 

 

     

ビジターセンターのビジターセンターのビジターセンターのビジターセンターの視察視察視察視察                                                エコツアーエコツアーエコツアーエコツアーへのへのへのへの参加参加参加参加 

  

エコツアーエコツアーエコツアーエコツアーへのへのへのへの参加参加参加参加                                地域住民地域住民地域住民地域住民グループとのディスカッショングループとのディスカッショングループとのディスカッショングループとのディスカッション 

 

●研修先概要 

グヌン・ルーサー国立公園（Gunung Leuser National Park: GLNP）はスマトラ島北部に

位置する国立公園で、1980年にインドネシアで最初に設立された5つの国立公園のうちの一

つである。約110万haの広大な面積を有し、オランウータンやアジアゾウなどの希少動物が

生息することで知られている。UNESCOが定める世界自然遺産「スマトラの熱帯雨林遺産」

を形成する3つの国立公園のうちの一つでもある。 

2004年のスマトラ島沖大地震以降、建設資材調達のための違法伐採が大きな問題となっ

ていたが、地域住民と国立公園事務所の協力のもとで、代替収入としてエコツーリズムの

実施体制が整備され、住民参加による国立公園保全のパイロット事業が実施されている。 

 

●研修の内容 

・ 公園職員による講義を通じて、世界自然遺産の一部であるグヌン・ルーサー国立公園の

自然環境保全の重要性や、同国立公園の管理体制について学習した。 
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・ 住民グループLPT(Tankahan Ecotour Group)との意見交換を通じ、過去に違法伐採に関

与していた住民が、エコツーリズムプログラムの導入によって代替収入手段を確保し、

公園管理に参加するに至るまでのプロセス、ツアープログラムの運営体制について学習

した。 

・ 体験するエコツアープログラムでは、外国人旅行者としての観点から、プログラムの長

所や課題の検討を行った。 

 

表表表表1-10 グヌン・ルーサーグヌン・ルーサーグヌン・ルーサーグヌン・ルーサー国立公園国立公園国立公園国立公園でのでのでのでの研修内容研修内容研修内容研修内容 

研修形態 研修内容 関連キーワード 

講義 世界自然遺産の一部であるグヌン・ルーサー国立公園

の自然環境保全の重要性や、同国立公園の管理体制に

ついて、公園職員による講義を通じて理解。 

自然保護政策・生物多様性保全 

ディスカッション 地域住民との意見交換を通じ、過去に違法伐採に関与

していた住民が、エコツーリズムの導入によって代替

収入手段を確保し、公園管理に参加するに至るまでの

過程、ツアープログラムの運営体制について学習。 

国立公園管理・住民参加 

体験 エコツアーを体験し、外国人観光客の視点から同国立

公園で実施されるエコツアーの長所と課題を検討。 

持続可能な開発、エコツーリズム 

 

⑧⑧⑧⑧ NTFP Indonesia    (非木材林産物非木材林産物非木材林産物非木材林産物インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア事務所事務所事務所事務所）））） 

⑨⑨⑨⑨ ジャカルタジャカルタジャカルタジャカルタ市内市内市内市内ショッピングモールでのショッピングモールでのショッピングモールでのショッピングモールでの土産品視察土産品視察土産品視察土産品視察 

  

NTFPのののの活動内容活動内容活動内容活動内容にににに関関関関するするするする講義講義講義講義                     はちみつのはちみつのはちみつのはちみつの試食試食試食試食 

●研修先概要 

持続可能な資源利用の観点から、木材以外の森林資源を利用した生産物(非木材林産物：

Non-Timber Forest Products)の加工・販売を推進するネットワーク型NGO。自然資源への

依存度が高い中山間村に生活する地域住民に対し、生産加工トレーニングの実施や流通販

売のサポートを通して、収入確保の支援を行うと伴に、地域の文化や自然環境の保全に向
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けた取組みを支援し、環境保全と経済活動の両立を目指した活動を行っている。 

●研修の内容 

・ NTFP利用による住民支援についての講義、ビデオ視聴や店舗見学を通じ、NTFPを利用

した環境保全と収入向上の重要性を理解した。 

・ NGOが生産地の環境保全活動、生産加工トレーニング、生産物の販売プロモーション

という、一貫した支援体制を構築している点に留意し、環境保全に携わるNGOが必要

な視点や能力について学習した。 

・ フェアトレードなど日本での活動展開の可能性についても討議を行い、国際協力におけ

るNGO間の連携体制の構築について考察した。 

・ ジャカルタ市内の高級ショッピングモール内の土産物店に足を運び、販売されている民

芸品や食品と、NTFPが扱う商品の相違について考察した。 

表表表表1-11 NTFPおよびおよびおよびおよびジャカルタジャカルタジャカルタジャカルタ市内市内市内市内シシシショッピングモールョッピングモールョッピングモールョッピングモールでのでのでのでの研修内容研修内容研修内容研修内容 

研修形態 研修内容 関連キーワード 

講義 NGO による NTFP 利用による住民支援の講義、ビデオ視聴を

通じ、NTFP を利用した環境保全と収入向上の重要性を理解。 

自然資源利用・持続可能な開

発、住民支援 

見学・ディス

カッション 

生産現場支援、活動記録とプロモーション、販売管理など

NGO 間の分業・連携の実際を学習するとともに、NGO によ

る社会企業について考察。 

環境保全に根ざした社会起業 

見学 NTFP インドネシア訪問を前提とし、高級ショッピングモー

ル内の土産物販売店舗を訪問し、民芸品の素材や品質を考察。 

自然資源利用 

 

⑩⑩⑩⑩ グヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラック国立公園国立公園国立公園国立公園 

    

国立公園事務所国立公園事務所国立公園事務所国立公園事務所のののの所長所長所長所長(写真左写真左写真左写真左)からのおからのおからのおからのお話話話話            グヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラック国立公園国立公園国立公園国立公園にてにてにてにて集合写真集合写真集合写真集合写真                            
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グヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラック国立公園国立公園国立公園国立公園                ジャワティーのジャワティーのジャワティーのジャワティーの収穫収穫収穫収穫 

     

ホームステホームステホームステホームステイイイイ先先先先のののの一一一一つでつでつでつで地元地元地元地元のののの食材食材食材食材をををを使使使使ったったったった料理料理料理料理をををを堪能堪能堪能堪能                                田植田植田植田植えをえをえをえを経験経験経験経験するするするする研修生研修生研修生研修生(村内散策村内散策村内散策村内散策) 

  

地域住民地域住民地域住民地域住民とのディスカッションとのディスカッションとのディスカッションとのディスカッション                   地域住民地域住民地域住民地域住民とのとのとのとの集合写真集合写真集合写真集合写真    

 

●研修先概要 

グヌン・ハリムン・サラック国立公園(Gunung Halimun Salak National Park: GHSNP)は

首都ジャカルタに最も近い国立公園の一つで、11.3万haの山地性熱帯林を有する。ジャワ

島に残された数少ない原生林が含まれて国立公園内に300を超える集落が存在し、住民との

土地利用の合意形成など、管理上大きな課題を抱えている国立公園でもある。このような

課題解決を目指し、インドネシアの国立公園の中ではいち早く、地域住民と国立公園の共

存を目的に、アグロフォレストリーやエコツーリズムを通した住民参加型公園管理が目指

されており、住民と協働の「環境保全モデル村」プログラムなどが実施されている。 
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●研修の内容 

・ 国立公園管理事務所を訪問し、公園職員の講義を通じて、ジャカルタから最も近いグヌ

ン・ハリムン・サラック国立公園の存在意義、課題を理解した。 

・ グヌン・ルーサー国立公園との比較から、現在開発中のエコツアープログラムのセール

スポイントや課題を抽出した。 

・ 国立公園内の農村住民宅にホームステイし、交流を通じて地域住民の生活、日本との違

い等を学習した。 

・ エコツアープログラム提案演習のための、観光資源探し作業を実施した。特に地域の人

たちの生活習慣や暮らしぶりに着目し、エコツアープログラムに組み込むことが好まし

いポイントや、マイナスになると考えられる点などについて、地域住民への提案を前提

とした観光資源探しを行った。 

・ 研修中に得た知見、および同公園での観光資源探し活動で得た情報をもとに、チーム全

体でエコツアープログラムに対する提案をまとめ、地域住民および国立公園職員に対し

て発表を行った。 

・ 地域住民との意見交換を実施し、国立公園内での望ましいエコツアープログラム案等に

関する活発な議論を行った。本演習において、地域住民との対話・協働を通じた国際環

境協力を疑似体験することにより、裨益住民と協働でプロジェクトを形成する過程を学

習した。 

 

表表表表1-12 グヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラック国立公園国立公園国立公園国立公園でのでのでのでの研修内容研修内容研修内容研修内容 

研修形態 研修内容 関連キーワード 

講義 公園職員の講義を通じて、ジャカルタから最も近いグヌ

ン・ハリムン・サラク国立公園の存在意義、課題を理解。 

自然保護政策・国立公園管理 

ホームステイ 国立公園内の農村住民宅にホームステイし、地域の人の生

活、日本との違い等を学習。 

異文化交流 

体験、 フィール

ド調査、実習 

① まだ開始されたばかりのエコツアープログラムに参

加し、グヌン・ルーサー国立公園との比較からセール

スポイントや課題を抽出。 

② 村内のエコツアープログラム提案演習のための材料

探しの作業を実施。 

③ 研修中の経験を生かして、マラサリ村内でのエコツア

ープログラムの改善策を考案。                     

エコツーリズムプログラム

作成演習 

実習(発表） エコツーリズムプログラムの作成演習、発表のプロセスを

事例として、国際環境協力活動を実際に体験。 

地域住民との協働 
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現地研修への同行者は表表表表 1-13の通りである。 

 

表表表表 1-13    研修研修研修研修のののの同行者同行者同行者同行者 

所属先 氏名 同行期間 

独立行政法人  

環境再生保全機構 地球環境基金部 

杉本
すぎもと

 あおい
あ お い

  2014 年 1 月 6 日(月)～18(土) 

堀越
ほりこし

 佳奈子
か な こ

     1 月 16 日(木)～25(土) 

公益社団法人  

日本環境教育フォーラム 

矢田
や た

 誠
まこと

        1 月 6 日(月)～25(土) 

佐藤
さ と う

 秀樹
ひ で き

        1 月 6 日(月)～12(日) 

臼杵
う す き

 裕之
ひろゆき

      1 月 11 日(土)～18(土) 

田
た

儀
ぎ

 耕司
こ う じ

 1 月 17 日(金)～25(土) 

 

3) 研修報告会 

研修報告会では、各研修生がインドネシアで調査した個人テーマの調査分析の結果と現場

体験学習を通じて学んだ題材を活かして作成した環境保全活動をテーマとした模擬企画書に

ついて、発表を行った。研修生は、設定した個人テーマに対して明確な考察と分析を行い、

模擬企画書作成に関しても現地で学習したことを反映させた具体性のある実現可能な内容が

多く見受けられたことから、とても有意義な発表会となった。研修報告会のプログラム内容(表表表表

1-14)及び各研修生の個人テーマ&環境保全計画書の活動名(表表表表 1-15)は下記の通りである。 

 

表表表表 1-14    研修報告会研修報告会研修報告会研修報告会のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム内容内容内容内容  

時間 プログラム内容 

2014 年 2 月 11 日 (火)  

10:00 

～ 

17:00 

開会式 

研修生研修生研修生研修生のののの成果発表成果発表成果発表成果発表 

研修生 7名による個人テーマの調査分析結果と模擬企画書の発表 

(研修生、1 人 20 分+質疑応答・コメント 10 分の計 30 分) 

発表順(敬称略) 

●午前の部 

1. 丸山 幸子 2. 槙野 尚 3. 高柳 恭子 

●午後の部 

4. 小崎 好美 5. 川井 将史 6. 小山田 陽奈 7. 秋山 知伸 

全体全体全体全体のまとめ・ふりかえりのまとめ・ふりかえりのまとめ・ふりかえりのまとめ・ふりかえり 

研修全体の振り返り(JEEF:佐藤) 

閉会式、連絡事項等 

17:30～ 懇親会 
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表表表表 1-15    研修生研修生研修生研修生 7 名名名名がががが取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ個人個人個人個人テーマとテーマとテーマとテーマと模擬企画書模擬企画書模擬企画書模擬企画書のタイトルのタイトルのタイトルのタイトル名名名名 

No. 名前(敬称略) 個人テーマ名 模擬企画書タイトル名 

1 秋山 知伸 グヌン・ルーサー国立公園およびグヌ

ン・ハリムン・サラック国立公園のエコ

ツーリズムの可能性 

熱帯雨林の恵み Forest Honey の安全な採取法の確立

に向けて 

2 小山田 陽奈 パーム油産業の現状と問題～インドネ

シアと日本の認識の違いと今後の改善

策について～ 

宮城県内の一般消費者を対象としたパーム油産業に

おける問題解決のための普及啓発およびグリーンコ

ンシューマー育成プロジェクト 

3 川井 将史 エコロジーとエコノミーのバランス～

環境保全と地域の営み～ 

地域におけるパーム油の認知度向上を図るための普

及啓発活動 

4 小崎 好美 住民の意思決定プロセスと参加 ニノ・コニス・サンタナ国立公園における住民主導型

環境保全システムの構築(東ティモール民主共和国) 

5 高柳 恭子 インドネシア(ジャカルタ特定地区)にお

ける廃棄物処理の実態 

東京における認証パーム油プロモーション計画 

～キレイになって、地球を守ろう!!～ 

6 槙野 尚 インドネシアにおけるインフォーマル

セクターと、協同組織の可能性について 

インドネシアの国立公園におけるエコツーリズムの

協働組合化 

7 丸山 幸子 地域住民の意識と反応について 

 

中央カリマンタン、タンジュンプティン国立公園周辺

地域住民がオランウータンと共存する環境保全プロ

ジェクト 

 

  

研修報告会研修報告会研修報告会研修報告会のののの様子様子様子様子  

 


