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地球環境基金 海外派遣研修 募集要項 
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●研修日程  ：事前研修   8 月 24 日(土)・25 日(日) 2 日間 

           ：現地派遣研修 9 月 21 日(土)～29 日(日) 9 日間 

           ：研修報告会  11 月 9 日(土) 1 日間 

●参加申込期間：7 月９日(火)～8 月６日(火) 

●申込締切日 ：8 月 6 日(火) 

●募集人員  ：10 名 

●参加費   ：5 万円（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 ：一般社団法人協力隊を育てる会 
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開発途上地域で環境 NGO・国際協力活動を目指す人のために 

海外派遣研修―マレーシア・サバ州― 

自然と地域住民、経済との連鎖を体感して人と自然の共生について考えよう 



 

 

１．研修の狙い 

開発途上地域の環境問題はますます悪化、深刻化しつつあり、一国だけでは容易に解決でき

ない状況におかれている中、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

際環境協力が欠かせません。特に日本の 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、我が国の環境 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とともに、日本国内の NGO 活動に取り組んでいる人たちに

国際 NGO や国際機関等との意見交換・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、我が国の環境 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います。 

研修を通して達成するべきテーマは、「経済発展と環境保全の両立という開発途上国での課題

を理解し、途上国で環境保全活動を実施する上で基本となる現地住民の文化や思考を尊重した活

動の在り方を学ぶ」です。開発途上国の都市型環境問題の縮図ともいえるマレーシアのサバ州を

研修先として、環境保全活動を行う NGO や特に地域住民が参画する NGO 活動の現場を訪れ、

将来的に開発途上国での環境保全活動分野で活躍する人材としてのスキルアップを目指します。 

現地での研修プログラム 

１．開発途上国の都市型環境問題の縮図ともいえるサバ州のコタキナバルで、経済発展と環境

保全が相反する現実を知る。 

２．海、川、山、里、生活する人々の文化、という一連の繋がりを実感し環境保全の意味や効

果を学ぶ。 

３．地域住民との関わりから草の根の環境保全活動の実態を知り、自ら課題に対する提言を行

う。 

研修の最終目標 

環境保全活動のプログラム案の作成を行う。プログラムは草の根無償資金協力を想定したも 

のとし、実現可否や有効性を視野に入れたプログラム作成を目指す。 

 

２．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 月 24 日(土)、25 日(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。国際環境協力についての理解や参加

の意欲を高め、個人の研修テーマを設定します。 

10 名 現地派遣研修 

9 月 21 日(土)～29 日(日) 

マレーシアにおいて、行政・NGO・援助機関等、

地域住民による取組みへの参加実習を通じて、環

境保全活動の実践力を養います。 

研修報告会 

11 月 9 日(土) 
東京都内において研修の報告会を実施します。 
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(1) 参加対象 

環境保全活動に関し、ある程度の活動歴を有する者で、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。 

(2)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全体の管理の為、（独）環境再生保全機構及び（一社）協力隊を育てる会の職員が同行し 

ます。 

③上記日程で実施予定の事前研修と研修報告会への参加が必須となります。 

 

３．応募資格 

開発途上地域における環境保全活動への参加と国際協力に関心を有する次の要件を満たす男女。

(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) 過去にこの「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が望ましい。 

(5) 一時的な短期滞在者（在留カードを有していない、または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。 

 

４．研修先・プログラム内容 

  (1)研修先 

①訪問国：マレーシア 

②訪問先の概要とプログラム内容 

１．SDBEC ―  

Sustainable Development for Biodiversity and Ecosystems Conservation in Sabah 

JICA は、サバ州の生物多様性保全に対して統合的に取り組むために、サバ州政府や国立サバ

大学等とともに、技術協力プロジェクト「ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム」（BBEC）

を実施した。（フェーズ 1＝2002 年 2 月～2007 年 1 月、フェーズ 2＝2007 年 10 月～

2012 年 9 月） 

SDBEC では、過去 10 年間の成果を踏まえて、サバ州が生物多様性保全と持続可能な開発の

アジアにおける知的拠点として国内的・国際的に位置づけるための新機軸を打ち出し、より発

展的かつ戦略的な取り組みを行うことが求められている。JICA/JST 科学技術協力（九州工業

大学）や JICA 草の根技術協力事業（酪農学園大学、福岡県八女市）との連携強化も行う予定。 

http://www.bbec.sabah.gov.my/japanese/index_jp.php 

◆研修内容：サバ州天然資源庁内のプロジェクト事務所を訪問し SDBEC 及び前フェーズであ

る BBEC の事業概要、具体的取組、サバ州における開発による熱帯雨林の現状と課題につい

ての講義と質疑応答を行う。サバ州の生物多様性保全活動全般についての理解を目指すととも

に日本からの支援で行う当プロジェクトの意義を考える。 
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２．在コタキナバル出張駐在官事務所(在マレーシア日本国大使館)  

マレーシアの日本政府代表事務所でサバ州、サラワク州及びラブアン連邦直轄区を管轄する。 

外交活動の拠点となるほか、ビザの発給や、滞在先での自国民の保護といった援助等の領事サ

ービス、広報・文化交流活動、情報収集活動等を行う。 

http://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/ja/index_j.html 

◆研修内容：マレーシア概要、日本とマレーシアの関係、日本からのマレーシアへの協力概要、

環境関係の協力体制、民間企業及び NGO の環境保全活動の現況等について理解するため、出

張駐在官事務所からの講義及び質疑応答を実施する。 

 

３．クロッカー山脈国立公園  

クロッカー山脈はキナバル山の南側に広がる山地で標高 1,800m 前後の山が、サラワク州国

境近くまで連なる。険しい山地の大部分は熱帯林で覆われ、丘陵熱帯林、低山地熱帯林、熱帯

雲霧林と、植物の多様性に恵まれている。また、目にする機会は少ないがオランウータン等の

野生動物も多様。 

◆「水源」をテーマとしたプログラムを実施。展示室の見学と、専門ガイドによるウォーキン

グツアーを通してクラッカー山周辺の多様な生物の観察し、山から川、海へとつながる水源と

しての山の役割を学ぶ。(詳細調整中) 

 

４．コタキナバル湿地センター － Sabah Wetlands Conservation Society 

サバ州の湿地とその湿地に見られる植物、鳥、その他の生き物の保全の推進や湿地に対する一

般市民の意識向上を目指し活動をする。他の模範となる湿地センターとしてのコタキナバル湿

地センターの運営を行う。 

http://www.sabahwetlands.org/society/ 

◆研修内容：マングローブ保全現場の体験として苗木作りと植林体験を行う。実際の活動から

五感を通して目の前にあるマングローブ湿地を体感し、時間の流れを意識して、過去、現在、

未来を視覚化し、アクションプランを作成する。 

                                                 

５．サバ大学・熱帯生物保全研究所  

－ Universiti Malaysia Sabah,Institute for Tropical Biology and Conservation(ITBC) 

サバ大学は、学生数約 17,000 名、13 学部・研究科、3 研究所他を有する、サバ州初の国立

大学として 1994 年にサバ州コタキナバル市郊外に設立された。熱帯生物保全研究所は同大

学内にあり、熱帯生物の生物種や生息・生育地保護に関する研究、情報発信、人材育成等の活

動を行う。ボルネオ生物多様性保全・生態系保全プログラム（BBEC）の研究拠点として日本

からの技術移転や設備供与を受け充実した研究環境を持つ。 

http://www.ums.edu.my/ibtp/about_us.htm 

◆研修内容：大学の生徒との交流とキャンパス内の見学を行う。その後サイトに移動し学生と

共にマングローブの植林を行う。植林という環境保護活動への参加を通した現地学生との協同

活動により、マレーシアの大学生との交流を計り異文化理解にもつなげる。(詳細調整中) 
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６． クリアス川でテングザル観察とマングローブ展示室視察 

クリアス川は、ボルネオだけに生息するテングザルをはじめ、自然動植物の豊かな地域。川の

両側はサゴヤシ、ニッパヤシ等が見られ大自然の風景が広がる。 

◆研修内容：テングザルを観察するため、クリアス川をクルーズする。テングザル以外の野生

動物を見ることもできる。途中、サゴヤシの展示室を見学。雄大な自然を目にすることでマレ

ーシアの自然の豊かさと環境保全の意義を再確認する。 

 

７．現地 NGO リーフウォッチ 

環境管理プログラム‘ I See, I Care, I Save’を実施する。 

◆研修内容：マヌカン島の Tunku Abdul Rahman Marine Park にて、リーフウォッチメン

バーと共にサンゴ礁の保全活動プログラムを実施。サンゴ礁を取り巻く海洋環境の現状を知る。 

タイムスケジュール： 

●公園局との会談 

 ●Marine Research Exhibition Centre 、Turtle Hatchery の見学 

●グループに分かれてのエクササイズ 

●ブリーフィング  ‘I see, I Care, I Save program’ について・安全管理について 

  ●魚類の観察 

●グループでの発表会、昼食 

 

８．現地 NGO クリアー 

ピナンパン地区の先住民カタザン族により組織される、地域の水質浄化等の取り組みを行う市

民団体。川と共存した伝統的な生活様式が都市化と共に風化するにつれ、川の水質汚染が問題

となってきた。自らの民族の歴史、伝統を学び、今までの川や自然の恵みに頼ってきた従来の

生活を見直し、汚染された川の浄化に取り組む。組織後 1 年ほどの若い NGO。 

◆研修内容：地域住民と共に川を訪れ、伝統的ないかだを利用して川の実態を観察するアクテ

ィビティといった体験型のプログラムを実施する。組織後 1 年ほどの若い NGO のため組織途

上の様子を体感するとともに、その土地の伝統文化と生活様式に触れる。 

 

９．ロッカウィ動物園 － LOK KAWI WILDLIFE PARK 

サバ州野生動物保護局が運営する動物園。周囲の環境と山の傾斜をそのまま利用し敷地面積は

約１１０ヘクタール。地球環境の変化により森で生きて行く事が困難となった、絶滅危惧種の

動物達の保護を目的に、主にボルネオの固有種でもあるテングザル、オランウータン、アジア

象、スマトラサイ、マレーグマ等、１００種以上もの動物が自然に近い環境の中で飼育・繁殖

されている。 

◆研修内容：野生動物保護局オフィサーの説明のもと、実際の自然に近い環境の動物たちを観

察しながらマレーシアの絶滅危惧種の現状を学ぶ。 
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③予定日程表 



 

 

 月日 時間 摘 要 

1 

日

目 

9/21 

(土) 

朝 

 

 

夜 

東京・成田発、マレーシア航空にてクアラルンプールへ 

クアラルンプール着 

クアラルンプール発、コタキナバルへ 

コタキナバル着 

＜コタキナバル泊＞ 

2 

日

目 

9/22 

(日) 

 

 

午前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後 

JICA SDBEC 説明会 

プロジェクト事務所を訪問し SDBEC及び前フェーズである BBECの事業概要、具体

的取組、地域住民の参加の仕方、サバ州における熱帯雨林の現状と課題について

の講義と質疑応答を行う。日本の支援の意義を考える機会とする。 

 

在コタキナバル出張駐在官事務所訪問・講義 

マレーシア概要、日本とマレーシアの関係、日本からのマレーシアへの協力概要、

環境関係の協力体制、民間企業及び NGO の環境保全活動の現況などについて講義

を受け質疑応答を実施する。 

 

クロッカーへ移動 

移動中、同行ファシリテーターによる SDBEC 視察の振り返りを実施。地域住民の参加

意義や困難な点などを討議する。 

＜クロッカー泊＞ 

3 

日

目 

9/23 

（月） 

午前 

 

 

 

 

 

午後 

クロッカー山脈国立公園にて環境教育プログラム 

「水源」をテーマとしたプログラムを実施。展示室の見学と、専門ガイドによる

ウォーキングツアーを通してクロッカー山周辺の多様な生物を観察し、山から川、

海へとつながる水源としての山の役割を学ぶ。(詳細調整中) 

 

コタキナバル湿地センターにて環境教育プログラム 

マングローブ保全現場の体験として苗木作りと植林体験を行う。過去、現在、未

来の時間の流れを視覚化したアクションプランを作成。アイスブレイク、スライ

ドショーでセンターの説明、マングローブガイドウォーク等を実施。 

 

＜コタキナバル泊＞ 

4 

日

目 

9/24

(火) 

 

午前 

午後 

サバ大学 ITBC の学生と交流 

サバ大学の学生と一緒にマングローブ植林  

大学の生徒との交流とキャンパス内の視察を行う。その後サイトに移動し学生と

共にマングローブの植林を行う。(詳細調整中)                        

＜コタキナバル泊＞ 
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5 

日

目 

9/25 

(水) 

終日 

 

クリアス川で野生のテングザル観察 

テングザル及びほかの動植物を観察するため、クリアス川をクルーズする。途中、

サゴヤシの展示室を訪問。 

 

＜コタキナバル泊＞ 

6 

日

目 

9/26 

(木) 

終日 マヌカン島の現地 NGO リーフウォッチと珊瑚礁の保全活動 

マヌカン島の Tunku Abdul Rahman Marine Parkにて、サンゴ礁の保全活動プログ

ラムを実施。サンゴ礁を取り巻く海洋環境の現状を知る。プログラム最後には発

表会を実施。 

 

＜マヌカン島泊＞ 

7 

日

目 

9/27

(金) 

午前 

 

午後 

研修の振り返り 

 

現地 NGO CLEAR の活動視察 

地域の水質浄化などの取り組みを行う市民団体。実際のサイトを訪れ、伝統的生

活様式の変化が起こす環境破壊について学ぶ。環境と伝統文化の関係についても

体験を通して考察する。 

＜コタキナバル泊＞ 

8 日

目 

9/28

(土） 

午前 

 

 

 

午後 

 

夕方 

ロッカウィ動物園訪問 

野生保護局オフィサーの説明のもと、マレーシアに生息する絶滅危惧種の実態と背景

を学ぶ。 

 

研修の振り返り・発表会 

 

コタキナバル発、クアラルンプールへ 

クアラルンプール着 

クアラルンプール発、東京・成田へ 

＜機内泊＞ 

9 日

目 

9/29

(日) 

朝 東京・成田空港着後、解散 

 

 

※研修プログラム及び訪問先は今後変更になる可能性があります。 

 

５．参加費・経費 

参加費：5万円 

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等）及 

び事前研修、事後報告会等の経費の一部に充当されます。 

ただし、次の経費は別途、各自で負担していただきます。 
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①現地研修中の飲食代（各自、または割勘定で精算します） 

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、予防注射接種費等 

⑤超過手荷物運搬料金 

⑥任意の海外旅行傷害保険料 

      ※研修参加費は返金出来ませんので予めご了承ください。 

 

６．応募方法・申込締切日 

応募方法：地球環境基金ホームページから以下の申込書類様式をダウンロードし、必要事項を 

記入のうえ、締切日までに提出してください。 

提出書類：以下のとおりです。 

●様式① 研修申込書 

●様式② 経歴書 

※6 ヶ月以内に撮影した上半身無帽の写真 

【30～40ｍｍ×24～30ｍｍ、裏面に名前を記入】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 

●その他 NGO/NPO からの推薦状 

※NGO/NPO からの推薦状は任意提出ですが、選考・評価上の参考 

資料となります。 

ダウンロード：下記 URL からダウンロードしてください。 

         http://www.erca.go.jp/jfge/training/h25/haken.html 

 

 申込締切：平成 25 年 8 月 6 日（火）郵送必着 

       ※メールでのお申し込みはお受けできません。 

   

 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、予め 

ご注意ください。 

      ②応募に際し提出いただいた書類（研修申込書・経歴書・応募調査票・NGO/NPO 

からの推薦状【任意】）は返却いたしません。 

③いただ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。 
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7．申込先・企画運営 

一般社団法人協力隊を育てる会（担当：伊藤、佐藤、青木） 

（THE SUPPORTING ORGANIZATION OF J.O.C.V. 略称 SOJOCV） 

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 3-18 エムズビル 4 階 

TEL：03-6265-3982／FAX：03-6265-3983 

E-mail：main@sojocv.or.jp 

URL：http://www.sojocv.or.jp 

 

8．研修生の決定・通知 

 審  査：申込書類をもとに本事業の趣旨に照らし審査、決定いたします。 

 通  知：研修生に決定された方には以下の期間に電話及び文書にてお知らせいたします。 

通知の際には参加意思の最終確認をいたしますので、提出書類には連絡が取れる連 

絡先（自宅・携帯電話）を必ず記載してください。 

【通知期間】 

平成 25 年 8 月 9 日（金）～8 月 12 日（月） 

 

9．その他 

(1）研修の変更・中止等について 

    以下の場合については研修内容の変更・中止する場合がございますこと、予めご了承く 

ださい。 

    ●審査の結果、研修適格者が募集人員数に満たない場合 

    ●派遣先地域の治安状況、自然災害などで計画通りの実施が困難になった場合 

 

 (2）参加の必須条件（事前研修ならびに研修後報告会への参加） 

    応募資格にも記載のとおり、以下の研修ならびに報告会への参加は本研修参加の必須事 

項になります。 

●事 前 研 修 ：平成 25 年 8 月 24 日（土）～25 日（日） 2 日間 

●研 修 報 告 会：平成 25 年 11 月 9 日（土） 1 日間 

 

(3）海外旅行損害保険の適用 

  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発生した場合は、海外旅行損害保険の範囲内において補償するものと

します。尚、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。 
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傷害 死亡 5,000 万円 治療 800 万円 

疫病 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 

 

10．研修参加にあたっての留意事項 

(1）研修中は、主催者や協力機関の担当者（以下「主催者等」という。）の指示や決められた

手順に必ず従ってください。主催者等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、主催者等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。 

(2）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

る海外旅行傷害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。 

(3）研修生としての資格を失った場合（研修生自己都合による辞退の場合を含む）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。 

(4）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。 

(5）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。尚、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。 

 

11．本研修事業の主催と企画運営 

  【主催】 

独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金部 （担当：杉本、瀬上）  

〒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  

TEL：044-520-9505 FAX：044-520-2190  

E-mail：c-kikin＠erca.go.jp URL：http://www.erca.go.jp/jfge 

 

【企画運営】 

一般社団法人協力隊を育てる会（担当：伊藤、佐藤、青木） 

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 3-18 エムズビル 4 階 

TEL：03-6265-3982 FAX：03-6265-3983 

E-mail：main@sojocv.or.jp URL：http://www.sojocv.or.jp 
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≪応募書類の送付及びお問合せ先≫ 

一般社団法人協力隊を育てる会 

（THE SUPPORTING ORGANIZATION OF J.O.C.V. 略称 SOJOCV） 

担当：伊藤、佐藤、青木 
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 3-18 エムズビル 4 階 

TEL：03-6265-3982／FAX：03-6265-3983 

E-mail：main@sojocv.or.jp 

URL：http://www.sojocv.or.jp 


