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はじめに 

  

公益社団法人日本マレーシア協会は、1995 年からマレーシア・サラワク州サマラハン管区スリア

ン地区アペン地区において、サラワク州森林局、スリアン郡役所、国立マレーシア・サラワク大学の

協力を得ながら、地区に居住する先住民とともに在来種であるにフタバガキ科の植林による熱帯雨

林再生活動を続け、これまでに約 900ha で約 40 万本の植林を実施してきました。  

当地区は、豊かであった熱帯雨林の伐採跡地に自生した２次林を州政府が保護林に指定した

地域ですが近年のヤシ油価格の高騰により違法な森林伐採や周辺地域での不法な農地開発が

続いています。 

地球の陸地の 3 分の１は森林でそこには陸上の生物の 8 割が生存しています。中でも熱帯雨林

は最も生物多様性に富んでおり、地球の酸素の 4 割はここで生産されているだけでなく二酸化炭素

の吸収と貯蔵もされており、森林が失われたり荒廃すれば吸収源であった森林が一転して排出する

側に回ります。 

2015 年 9 月に国連で採択された「2030 年の持続可能な開発目標（SDGs）」および 12 月の国連

気候変動会議（COP21）で合意された、地球温暖化防止に向けた世界の新しい約束である「パリ協

定」は、国際社会が見せたその具体的な姿勢ともいえます。  

今求められていることは、持続可能な地域社会づくりを目指す長期的な視点に立った賢明な森

林の利用と土地開発のために、地域住民が環境保全への理解と知識を持ち、行動の改善を図る

ための環境教育・普及活動が重要であると同時に自主的に行動するであるといえます。  

そのような視点から、協会では国連が推奨する「持続可能な開発のための教育（ESD）」にある国

際理解教育、人権教育や持続可能な発展に関わる諸問題を理解して自然共生型社会づくりに必

要な能力を有する人材を育成する活動にサラワク大学などと取り組んできました。  

これらの活動を通じて地域で構築したネットワークを活かした活動が出来ないだろうかとの思いで

地球環境基金の海外派遣研修事業に応募し、本協会が企画・運営団体として実施する機会を得

て 2016 年８月末から９月初旬にかけマレーシア半島部のペナン州、ベラ州およびボルネオ島・東マ 

レーシアのサラワク州で研修を行いました。  

多種多様な課題を持つ現場で多くの経験をしてほしいとの願いで研修計画を策定し、多くの成果

が得られたものと考えています。この報告書は、参加した 10 名の研修受講者の研修成果を収め

たものですのでお読みいただければ幸いです。  

最後になりますが、研修生の皆様がこの研修で得られた多くの学びや経験を、今後の人生の  一

つの糧にして頂くことを心から祈念しています。 また、本研修に多くの情報と経験を提供して頂きま

したラムサールセンター、研修を支えて頂きました多くの皆様方およびご指導を頂きました独立行政

法人環境再生保全機構の皆様にこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。  

 

2017 年 2 月  

  

公益社団法人日本マレーシア協会  

理事長  小川孝一  
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第１章  研修の概要と目的  

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深刻化しつつあるが、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。  

そのため、国や国際機関だけでなく、民間レベルの支援による国際協力が欠かせな

くなっているが、特に、日本の NGO の役割は大きく期待されると共にますます重要に

なっている。   

 独立行政法人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、および日本国内の環境

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いる。 

本年度は、マレーシアを研修地として、森林保全 (低地熱帯雨林、湿地林 )と生物多様

性 保 全 活 動 や 持 続 可 能 な 開 発 の た め の 教 育 (ESD:Education for Sustainable 

Development)活動を展開している日本とマレーシアの NGO などに学ぶことをテーマ

としている。  

特に、国連から「RCE（国連が指定する地域拠点：Regional Centre of Expertise on 

Education for Sustainable Development）」の指定を受けて活動しているペナン州、

指定を目指して活動しているペラ州とサラワク州での活動に参加することを通じて、

環境保全と開発との両立、循環型社会、地球温暖化防止、ESD 活動などを学ぶプログ

ラムとして企画した。  

本研修は、  

①  日本とマレーシアとの歴史的、経済的な繋がりと環境保全面での協力関係を学ぶ。 

②  熱帯林保全（地球温暖化対策への取り組みと生物多様性の保全）の重要性を学ぶ。 

③  持続可能な地域社会づくり（地域資源の活用と生活向上）のあり方を考える。  

④  ESD の視点から、NGO が担うべき国際環境協力を考える。  

⑤  環境保全への取り組みなどに関する講義や意見交換。  

これらを通して、開発途上国での NGO 活動に興味を持つ人や既に活動している人

のスキルアップを目的として実施した。  
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２．研修実施場所の地図  

（ペナン州、ペラ州） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（サラワク州クチン、スリアン地区） 

 

 

３．事業の流れ  

＜平成 28 年度＞  

（１）5 月 25 日 (水 ) 募集案内開始  

（２）6 月 30 日 (木 ) 応募締切  

（３）7 月 11 日 (月 ) 選考委員会開催、長期 10 名を選出  

（４）8 月 6 日 (土 )、7 日 (日 ) 事前研修会を都内で開催  

（５）7 月 31 日 (日 )～8 月 5 日 (金 ) 現地事前調査を実施  

（６）8 月 20 日 (土 )～9 月 8 日 (木 ) 海外派遣研修を実施  

（７）12 月 10 日 (土 ) 研修報告会を都内で開催  

（８）2 月 研修報告書を発行配布  
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４．研修生                      ＊肩書は研修当時のもの  

1 青木雅詠  早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際関係学専攻  

2 石川りさ  慶應義塾大学商学部 4 年  

3 大平友紀  広島大学総合科学部総合科学科 3 年  

4 金子ちあき  筑波大学国際総合学類卒  

5 草間由紀子  横浜国立大学大学院環境情報学府環境マネジメント博士課程前期  

6 城ノ下朗典  関西大学環境都市工学部エネルギー・環境工学科 2 年  

7 杉本 遼  長崎大学環境科学部環境科学科 2 年  

8 高橋佳苗  岩手大学人文社会科学部環境科学課程 2 年  

9 馬場千晴  日本大学国際関係学部 4 年  

10 元村 萌  北九州市立大学外国語学部英米学科 3 年  

 

５．事前研修  

日時：平成 28 年 8 月 6 日 (土 )10 時～17 時、7 日 (日 ) 10 時～17 時  

場所：国際文化会館会議室（東京都港区六本木 5－11－16）  

 講師 

氏 名 所  属  等 

三宅博之 北九州市立大学法学部政策科学科教授  

冨岡丈朗 日本大学国際関係学部准教授 (元 JICA 専門家） 

中村玲子 ラムサールセンター事務局長  

西田重信 (公社)日本マレーシア協会監事 

元三菱商事株式会社マレーシア総代表  兼クアラルンプール支店長                     

森嶋 彰 (公社)日本マレーシア協会相談役  広島修道大学名誉教授  

岡野俊介 (公社)日本マレーシア協会 杏林大学非常勤講師  

新井卓治 (公社)日本マレーシア協会専務理事  日本大学非常勤講師  

スケジュール・内容  

8 月 6 日 (土 ) 

 プログラム内容  形式・担当 

10:00 

 

(公社 )日本マレーシア協会小川理事長挨拶   

進行新井  (独 )環境再生保全機構挨拶と地球環境基金の説明  

アイスブレィク（関係者と研修生の自己紹介など）  

研修スケジュールと訪問団体の説明など  

11:00 マレーシアとは（歴史と現状、日本との関係）  講義形式  西田  

12:00 昼食と休憩  

13:00 日本の市民社会とマレーシアの環境問題  講義形式  森嶋  

14:00 ESD の歴史および北九州市の取り組み  講義形式  三宅  

15:30 マレーシアへ渡航する際の注意事項など  講義形式  岡野  

16:00 懇親会    
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8 月 7 日 (日 ) 

 プログラム内容  形 式  担当  

10:00 

NGO 活動の組織、資金調達、広報と活動手法   

活動計画の作成と実施・管理方法など  

(3 グループに分かれて、報告書作成企画、研修生各自の

研修テーマ・目標設定、研修報告内容の検討など）  

講義形式  

実技形式  
中村  

11:30 

開発協力の概要及び目標の設定及び協力と管理の手法等  

(グループ毎に研修目標に即した現地調査案を作成、現地

研修でのグループプレゼンのテーマ設定し発表）  

講義形式  

実技形式  
冨岡  

13:00 昼食と休憩  

14:00 前年度の海外派遣研修生の体験報告と質疑応答  進行  森嶋  

15:00 
現地のマナー等の説明、研修の準備、緊急時対応、怪我・

病気などのについて、アンケート記入  
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 

平成 28 年 8 月 20 日 (土 )～9 月 8 日 (木 ) 20 日間  

 

（２）場所 

マレーシア国  
西マレーシア  ペナン州、ペラ州  

東マレーシア  サラワク州  

 

（３）随行者 

随行団長  全行程  新井卓治  (公社 )日本マレーシア協会専務理事  

随行副団長・  

専門家  
全行程  森嶋  彰  

(公社 )日本マレーシア協会相談役  

広島修道大学名誉教授  

随行専門家  8/20～8/24 中村玲子  ラムサールセンター事務局長  

随行スタッフ  全行程  黒澤優子  ラムサールセンター  

随行スタッフ  8/20～8/30 岡野俊介  (公社 )日本マレーシア協会  

杏林大学非常勤講師  

主催者随行員  8/20～8/30 永野理恵子  (独 )環境再生保全機構  地球環境基金課  

主催者随行員  8/20～8/30 池田成輝  (独 )環境再生保全機構  地球環境基金課  

主催者随行員  8/29～9/8 西岡玲子  (独 )環境再生保全機構  地球環境基金課  

主催者随行員  8/29～9/8 増子友広  (独 )環境再生保全機構  基金管理課  
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（４）研修日程・内容  

日   程  活 動 内 容 宿泊地  

1 

研修目的  移動日 

ペナン  8/20 

(土 ) 

午前  
08：30 成田空港集合  

10：30 成田発 MH89 

夕刻  
18：10 クアラルンプール発  MH1158 

19：00 ペナン着、ホテルへ移動  

2 

研修目的  諸準備・ミーティングなど  

ペナン  8/21 

(日 ) 
終日  

結団ミーティング、全体スケジュールの説明と確認  

各自の抱負や課題について、参加者同士の話し合いなど  

3 

研修目的  
開発途上地域における開発と環境問題、環境保全活動の実

態を知る  

ペナン  
8/22

(月 ) 

午前  在ペナン日本総領事館表敬訪問、講義  

午後  市内視察など  

夕刻  振り返りなど  

4 

研修目的  NGO による環境保全活動の実践体験・実践手法を知る  

ペナン  8/23

(火 ) 

午前  マレーシア理科大学 (USM) RCE ペナンで研修  

午後  
WWF マレーシア (国際 NGO)及びウォーター・ウォッチ・

ペナン (国内 NGO)からの活動紹介と意見交換と交流  

夕刻  振り返り、翌日の準備等  

5 

研修目的  NGO による環境保全活動の実践体験・実践手法を知る  

ペナン  8/24 

(水 ) 

午前  USM で ESD ワークショップに参加  

午後  
USM で ESD ワークショップに参加  

夕刻 振り返り  

6 

研修目的  
NGO による環境保全活動を通じた異文化の理解と相互交

流、持続可能な社会の実現への取り組みを知る  

ペナン  
8/25 

(木 ) 

午前  
ペナン・ヘリテージ・トラスト (PHT、国内 NGO)による

世界文化遺産保護活動現場で研修  

午後  
PHT 事務所で講義と質疑応答  

夕刻 振り返り  

7 

研修目的  
開発途上地域における持続可能な社会の実現に向けた取

組みを知る  

ペナン  

8/26 

(金 ) 

午前  

ペナン州スブラン・プライ市役所で同市が地域社会と取り

組むリサイクル活動などついての講義  

スリ・ムダ中高校のグリーンスクール活動見学  

午後  

タマン・パンダン団地の環境資源センター訪問  

プルマタン・ニボン村のリサイクル活動見学  

 

夜  これまでの研修の整理、次の研修の確認と情報共有   
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8 

研修目的  開発途上地域における開発と環境問題、環境保全活動を知る  

マタン

湿地林

近郊の

ホテル  

8/27 

(土 ) 

午前  

ペラ州タイピン地区のマタン湿地林へ向け出発  

湿地林地区の炭焼き工場を見学  

マタン・マングローブ・エコ教育センターにてペラ州森林

局担当者による湿地林の概要説明と質疑応答  

午後  
マングローブ・クルーズ（湿地林観察、鷲の餌付け、漁村

見学など）、漁業を営む住民からの聞き取り調査  

夜  
ナイト・クルーズ（湿地林内でホタルの生態を観察等）  

センターを出発、近郊のホテルへ移動  

9 

研修目的  開発途上地域における開発と環境問題、環境保全活動を知る  

ペナン  8/28 

(日 ) 

午前  
マタン・マングローブ・エコ教育センターでマングローブ

林を観察、マングローブの苗畑を見学、ポッティング体験  

午後  ペナンへ向け移動  

夕刻  振り返り、発表準備作業  

10 

研修目的  英語でのプレゼンテーション体験をする  

ペナン  8/29 

(月 ) 

午前  各自で発表準備作業  

午後  マレーシア理科大学にて研修生発表会（英語）  

夕刻  振り返りなど  

11 

研修目的  
開発途上地域における開発と環境問題、環境保全活動の実

態を知る  

クチン  

 8/30 

(火 ) 

午前  

07：00 ペナン発 MH1137 

07：55 クアラルンプール着  

09：25 クアラルンプール発  MH2564 

11：15 クチン着  

午後  サラワク州森林局にて講義と質疑応答、森林博物館見学  

12 

研修目的  NGO による環境保全活動の実践体験・実践手法を知る  

クチン  
8/31 

(水 ) 

祝  

午前  クチン市内の歴史的建造物見学  

午後  
日本の NGO が行う環境保全活動に関する説明と意見交換  

夕刻 取りまとめ作業、振り返りなど  

13 

研修目的  NGO による環境保全活動の実践手法を学ぶ  

クチン  9/1 

(木 ) 

午前  

スリアン地区にあるセント・ノバート小学校を訪問  

アペン保護林にて、日本の NGO による熱帯雨林再生現場

とその周辺（主にアブラヤシ農園）視察など  

熱帯雨林再生活動現場で地域住民とともにメンテナンス

作業体験など  

午後  

アペン保護林を出発  

セメンゴ自然保護区にてオランウータンの生態観察  

ランデ保護林にて 80 年前の植林地を観察  

夜  これまでの研修の整理と、次の研修についての確認  
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14 

研修目的  

開発途上地域における NGO による環境保全活動を通じた

異文化理解と交流、持続可能な社会の実現への取り組みを

知る  

トン・  

ニボン

村（ホー

ムステ

イ）  

9/2 

(金 ) 

午前  
スリアン地区のトン・ニボン村にて、村長との対話、村の

見学、伝統工芸編み籠づくり体験  

午後  
村の伝統工芸編み籠づくり体験と村の畑でコショウの収

穫体験、伝統的な食事を体験（野草料理など）  

夜  伝統楽器や踊りの体験など  

15 

研修目的  
開発途上地域における NGO による環境保全活動の実践手

法、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを知る  

クチン  
9/3 

(土 ) 

午前  

「アペン森の学校」プログラムに参加  

地域の中高生、マレーシア・サラワク大学生、小学校教員、

村人らとともに、植林作業体験等を体験   

午後  クチンへ向けて移動  

夜  これまでの研修の整理と、次の研修についての確認  

16 

研修目的  持続可能な社会の実現に向けた取り組みを知る  

クチン  9/4 

(日 ) 
終日  

マタン野生生物保護センターにて、オランウータンの保護

活動の講義と見学、オランウータンの巣づくり作業体験  

夕刻 振り返り  

17 

研修目的  持続可能な社会の実現に向けた取り組みを知る  

クチン  9/5 

(月 ) 

午前  

サラワク州立図書館訪問（青年海外協力隊員の活動現場） 

近隣の学校で隊員による環境教育及びコンポストづくり

実習の見学  

午後  
青年海外協力隊員との意見交換  

研修の整理とディスカッションなど  

18 

研修目的  プレゼンテーション準備  

クチン  9/6 

(火 ) 

午前  発表資料作成  

午後  発表資料の進捗報告、意見交換  

夕刻  発表資料作成  

19 

研修目的  プレゼンテーションを経験する  

機中  9/7 

(水 ) 

午前  サラワク州森林局で研修発表会（英語）  

午後  
全体の反省会、修了式  

17：00 ホテルをチェックアウト、空港へ出発  

夜  

19：55 クチン発 MH2597 

21：35 クアラルンプール着  

23：30 クアラルンプール発  MH88 

20 

研修目的         ―  

9/8 

(木 ) 
午前  07：40 成田着、解散  



 

10 

 

７．研修報告会  

日時：平成 28 年 12 月 10 日（土）14 時 30 分～16 時 10 分  

場所：ＴＦＴビル東館 9 階 908 号室東京都江東区有明 3 丁目 6 番 11 号  

プログラム  

 研修内容 報告者・担当者 

14：30～ 開会挨拶 （社）日本マレーシア協会理事長   

14：35～ 研修内容についての報告  研修生 

14：45～ 

 

研修生の報告  

報告①（持続可能な開発）  

青木雅詠・城ノ下朗典・杉本遼  

報告②（開発と ESD） 

草間由紀子・石川りさ・馬場千晴  

報告③（開発とコミュニティー）  

 大平友紀・元村萌・高橋佳苗  

研修生 

 

15：55～ ビデオによる研修報告 金子ちあき 研修生 

16：00～ 全体総括 随行専門家 

８．参考：現地発表 

（1）8 月 30 日 マレーシア理科大学での研修報告  

金子ちあき  How to change our mindset to take sustainable action? 

青木雅詠  My Understanding of the 3 pillars of Sustainability  

草間由紀子  Biodiversity in Malaysia 

元村萌  Connection 

石川りさ  To teach is to learn 

馬場千晴  Important things of ESD ? 

大平友紀  Waste management in Taman Pandan 

城ノ下朗典  What I have learned in RCE Penang 

杉本遼  Sustainability Consumption 

高橋佳苗  Live in harmony 

（2）9 月 7 日 サラワク州森林局での研修報告  

金子ちあき  Living in Peace - harmony with nature - 

青木雅詠  Malaysian’s Palm Oil Analysis Using The Three Pillars of Sustainability  

草間由紀子  Ecosystem services of tropical rain forest in Malaysia 

元村萌  How to develop Kampung with considering Environment?  

石川りさ  The compensations of Palm oil  

馬場千晴  Train the trainers 

大平友紀  How to get wildlife back to the Apeng Forest Reserve  

城ノ下朗典  Difficulty of forest protection and biodiversity protection 

杉本遼  Think Sustainability 

高橋佳苗  For the Sejahtera 

 


