
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

●研修日程 ： 事前研修    平成 25 年 12 月 21 日(土)、22 日(日) 
2 日間（JEEF 会議室:東京都新宿区） 

現地派遣研修 平成 26 年 1 月 6 日(月)～1 月 25 日(土)  
20 日間(ジャカルタ~メダン~ボゴール) 

報 告 会     平成 26 年 2 月 11 日(火)  
1 日間（JEEF 会議室:東京都新宿区） 

●申込締切日 ： 平成 25 年 11 月 11 日(月) 郵送必着 
●募集人員 ： 7 人 
●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 ： 公益社団法人 日本環境教育フォーラム 
   

平成 25 年度  

地球環境基金 海外派遣研修 募集要項 

 

 

～インドネシア～ 

(写真: グヌン・ハリムン・サラック国立公園) 

チクニン集落の子供たち 
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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 ～インドネシア～ 

ローカルな視点からグローバルな視点まで、 

国際環境協力に必要な技能を身につけよう! 



 

 
 

3 

１．研修の狙い 

急速な経済発展とともに、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ような状況になっています。したがって、政府や国際機関

はもちろんのこと、NGO、企業など民間レベルの国際環境協力が今後重要な役割を果たすと

考えられます。  

このため、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

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 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ます。 

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「地球温暖化、廃棄物処理、生物

多様性保全、環境教育等を題材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」をテーマとし、環境保全プロジェクトを展開する NGO、政府、国際機関などの訪問を通し

た学習内容となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修の特徴と流れ 

5. 環境保全活動の模擬企画書を発表 研修報告会 

6. 国際環境協力を行動へ移すための実践力を養成 

 
研修目標 

1. インドネシアを事例とした開発途上地域の環境問題・環境協力の概

要や現場での問題解決に必要な技能を習得 
事前研修 

現地派遣研修 

環境問題の現場訪問 

2. 環境問題におけるグローバル

な対応を学習 

(国際的な枠組み、援助の潮流等） 

3. 環境問題におけるローカル

な対応を学習 

（具体的活動事例・手法等） 

4. 現地での学びを活かし、環境保全活動の模擬企画書を作成 
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事前学習では、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等の技能を学習します。 
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

を通じて学習します。 
現地研修終了後は各自が設定したテーマの調査分析結果や現地での学んだことを活かしながら、環境

問題を解決するために必要な実践力を養うため、独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成金

申請フォームに準じて国際環境協力活動の模擬企画書を作成し、研修報告会で発表を行います。 

 
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 

平成 25 年 12 月 21 日(土)、22 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。 

7 名 

現地派遣研修 

平成 26 年 1 月 6 日(月)~25 日(土) 

 

インドネシアにおいて、行政、

NGO、援助機関や地域住民による

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 

平成 26 年 2 月 11 日(火) 

東京都内において研修の報告会を

実施します。 

 

  (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上記日程で実施予定の事前研修、現地派遣研修、研修報告会の全ての日程に参加することが必

須です。 

②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。 

③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。 

 

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。 

①18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
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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：インドネシア（ジャカルタ～メダン～ボゴール） 

(2) 現地研修日程  

① 毎日のプログラム終了後(夕方もしくは夜)に研修生やスタッフを交えた振り返り・意見交換の

時間を設けます。 

② 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。 

 

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 

午後 JEEF の現地活動に関する説明 

3  1/8 水 午前 ①トヨタ車体グループの森 

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 ②JICA IJ-REDD+プロジェクト事務所 

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 ③持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)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 ④SAWIT WATCH 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 

午後 

6  1/11 土 午前 ⑤ゴミ投棄現場と貧困コミュニティ 

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 

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 ⑥スマトラ島アブラヤシプランテーション 

現地 NGO によるアブラヤシの講義 

 

メダン市内 ホテル 
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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 ⑦グヌン・ルーサー国立公園(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 ⑧非木材林産物(NTFP) 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 ⑨ジャカルタ市内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 ⑩グヌン・ハリムン・サラック国立公園(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 15  1/20 月 午前 開始されたばかりのエコツアープログラムに参加し、GLNP

との比較からセールスポイントや課題を抽出                                                                                 

午後 集落住民との交流 

16  1/21 火 午前 2 チームに分かれて、村内のエコツアープログラム提案演習

のための材料探し作業 午後 

17  1/22 水 午前 GHSNP 内エコツアーのプレゼン作成 

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 

午後 マラサリ村住民とのワークショップ 

エコツアー・プログラムの改善策を発表・意見交換 

夜 住民との交流の夕べ 

18  1/23 木 午前 ジャカルタへ移動 

午後 各自で研修成果のとりまとめ ジャカルタ市内 ホ

テル 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   
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(3) 訪問先の概要とプログラム内容： 

① トヨタ車体グループの森マングローブ事業 
●キーワード 

マングローブ林の伐採と再生、エビ養殖、NGOとの連携による企業のCSR活動、住民参加 

●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

植林する予定です。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ます。 

●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

及び、地域住民への影響を学習します。ここでは特に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ます。 

・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ます。 

●参考となるWebsite: http://www.toyota-body.co.jp/csr/environment/activities/foreign/ 

 
② JICA IJ-REDD+事務所訪問 
●キーワード 

気候変動、ODA 

●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

す。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協力の下でREDD+の実施体制の整備を行っています。 

●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びます。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などについて学習します。 

●参考となるWebsite: Web上で「JICA IJ-REDD」で検索。「IJ-REDD+ - JICAナレッジサイト（Adobe 

PDF）」が参考になります。 

 

 



 

 
 

8 

③ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil: 持続可能なパーム油のための円卓会議)インドネシ

ア事務所 
●キーワード 

パーム油生産、持続可能な開発、国際認証 

●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ります。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ます。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ります。 

●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

ます。 

●参考となるWebsite: http://www.rspo.org/ 

 

④ SAWIT WATCH 
●キーワード 

持続可能な開発、日イNGO間の情報共有と連携 

●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

をあてています。現在135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ます。SAWIT WATCHは

また、RSPOにNGOメンバーとして正式に加盟しています。 

●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の視点から学ぶとともに、国内のプランテーション拡大規模のモニタリングや政策提言の

手法について学習します。また、大規模資本によるプランテーション経営に対抗する、住民主体の

小規模なアブラヤシ農園での生産プログラムの可能性についても検討します。 

・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います。 

・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います。 
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●参考となるWebsite: http://sawitwatch.or.id/ 

 
⑤ ゴミ投棄現場と貧困コミュニティ訪問 
●キーワード 

循環型社会形成、ゴミ問題・不法投棄、社会格差・貧困問題 

●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ます。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す。 

●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

備が進められていますが、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少なくあ

りません。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ます。 

・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なども学習します。 

 

⑥ アブラヤシプランテーション（PT. Perkebunan Nusantara IV <PTPN4>） 
●キーワード 

パーム油生産、集約型農業 

●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

しています。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、非常に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ます。 

●研修の内容 

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ます。また、PTPN4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を学習します。 
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⑦ グヌン・ルーサー国立公園 
●キーワード 

自然保護政策、生物多様性保全、国立公園管理、住民参加、持続可能な開発、エコツーリズム 

●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ひとつです。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

ます。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

のひとつでもあります。 

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ました

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プロジェクトが実施されています。 

●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ます。 

・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ます。 

・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・短所を

記録します。ここでの学習内容は、研修後半に実施するグヌン・ハリムン・サラック国立公園での

エコツーリズムプログラム形成演習とも連動しながら、国際環境協力に携わるNGO職員に必要な事

業の企画能力を養います。 

●参考となるWebsite: http://en.wikipedia.org/wiki/Gunung_Leuser_National_Park 

 
⑧ NTFP Indonesia (非木材林産物インドネシア事務所） 
⑨ ジャカルタ市内ショッピングモールでの土産品視察 
●キーワード 

自然資源利用、持続可能な開発、住民支援、環境保全に根ざした社会起業 

●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 Indonesia）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

うとともに、地域の文化や自然環境の保全に向けた取

り組みを支援し、環境保全と経済活動の両立を目指し

た活動を行っています。 

●研修の内容 



 

 
 

11 

・NTFP(非木材林産物）利用による住民支援についての講義、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します。 

・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

します。 

・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ます。 

・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ます。 

●参考となるWebsite: http://www.ntfp.or.id/home_eng.html 

 

⑩ グヌン・ハリムン・サラック国立公園 
●キーワード 

自然保護政策、国立公園管理、異文化交流、地域住民との協働、エコツーリズム、プログラム作成

演習 

●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ひとつで、11.3万haの山地

性熱帯林を有します。ジャワ島に残された数少ない原

生林が含まれている、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ります。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

施されています。 

●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、課題を理解します。 

・現在開発中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します。 

・国立公園内の農村住民宅にホームステイし、交流を通じて地域の人の生活、日本との違いなどを学

びます。 

・2チームに分かれて村内を自由に散策し、エコツアープログラム提案演習のための、観光資源探し

作業を行います。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います。本演習を通じ、実際に海外の環境協力活動を行う上で必

要な企画・提案力、実現に結びつけるための実践力を身につけます。 
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・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います。発

表にあたっては、研修生はデジタルカメラやビデオで撮影した写真や映像を利用し、公園職員や地

域住民たちが容易に理解できるように配慮します。研修生全員が協力で作業を行うことで、プロジ

ェクトを実施するために不可欠なチームワークも養成します。 

・発表の後、発表資料を題材として、地域住民とのワークショップを実施し、国立公園内での望まし

いエコツアープログラム案について検討します。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

します。 

●参考となる Website: http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Halimun_Salak_National_Park 
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（1/12～13） 

サラック国立公園(1/19～1/23) 

(２) JICA IJ-REDD+プロジェクト事務所(1/9) 
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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など）及び事前研

修、事後報告会など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。 

(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。    

 

６．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以下の申込書類様式をダウンロード

し、必要事項をご記入の上、締切日までにご提出して下さい。 

提出書類：以下の通りです。 

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 

その他 

(様式なし) 

: 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。 

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/h25/haken-longterm.html 

申込締切：平成 25 年 11 月 11 日（月） 郵送必着 

     ※メールでのお申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ご注意ください。 

(2) 応募後、提出書類「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。 
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７.  申込み先・企画運営 

公益社団法人 日本環境教育フォーラム 

(Japan Environmental Education Forum、略称 JEEF) 

〒160-0022 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、臼杵(うすき) 

E-mail： kenshu_indonesia@jeef.or.jp  

      URL： http://www.jeef.or.jp/ 

 

８．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：研修生に決定された方には、以下の期間に電話および文書にてお知らせ致します。 

通知の際には参加意思の最終確認を致しますので、提出書類には連絡が取れる連絡先(自

宅・携帯電話)を必ず記載して下さい。 

      

     【通知期間】 

      平成 25 年 11 月 18 日(月)~22 日(金) 

 

９．その他 

(1) 研修の変更・中止について 

以下の場合については研修内容の変更または中止することがございますので、予めご了承下さい。 

①審査の結果、研修適格者が募集人員に満たない場合 

②派遣先地域の治安状況や自然災害などで計画どお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報告会への参加) 

4 頁の「２．研修日程・募集人数、(2)注意事項」にも記載の通り、以下の研修ならびに報告会

への参加は、本研修の必須事項になります。 

事前研修:   平成 25 年 12 月 21 日(土)、22 日(日)  2 日間（JEEF 会議室:東京都新宿区） 

研修報告会: 平成 26 年 2 月 11 日(火)  1 日間（JEEF 会議室:東京都新宿区） 

(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。 
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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  

 

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。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。 

(6) インドネシア入国時には、パスポートの残存有効期間が6ヶ月以上必要です。 

(7) 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 

 

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・堀越  

〒212-8554 川崎市幸区大宮町 1310 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】 

公益社団法人 日本環境教育フォーラム 担当：佐藤、臼杵(うすき)  

〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-10-15 ツインズ新宿ビル 4F  

TEL：03-3350-6770 FAX：03-3350-7818 

E-mail：kenshu_indonesia@jeef.or.jp  URL: http://www.jeef.or.jp/ 

mailto:kenshu_indonesia@jeef.or.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-10-15 ツインズ新宿ビル 4F  

担当 ： 佐藤、臼杵(うすき) 

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/ 

 

 

(写真: グヌン・ハリムン・サラック国立公園) 

レバック・サンカ集落の子供たち 


