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1．研修のねらい 

本研修は、タイで、大学生を中心とするユース世代や日本の環境 NGO・NPO の若手

スタッフで、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に開発途上

国における SDGs 達成に向けた取り組みや課題を現場で学ぶ機会を提供し、SDGs 達成

に向けた国際協力について専門的な知見を持つ人材の育成を目的とします。また、この

研修を通して、開発途上地域の環境問題の現状などについての理解の深化、今後の環境

保全活動に役立つ知識や技術の習得を目指すものです。 

 

本研修では、参加者はまず、①事前研修に参加し、タイを事例とした開発途上地域の

環境問題・国際協力の概要を学ぶと同時に、問題解決に必要な予備知識を学び、次に②現

地派遣研修で、フィールドワークやホームステイなどを通じて SDGs 達成に向けた取り組

みや課題を現場で学ぶことができます。また、現地派遣研修終了後は、③研修報告会で

各研修生が設定した研修テーマの調査結果と模擬企画書についてグループごとに発表

を行うことで、皆さんが海外派遣研修で培ったノウハウや経験を今後に活かすため振り

返りを行います。またその際に発表で使用する模擬企画書の作成を通じて、提案書の書

き方を習得するなど、研修を通して、国際環境協力の現場で必要となる記録能力、調査分

析力、企画力等を養います。 

 

2．研修の詳細 

（1）研修の流れ 

 

1．事前研修（1泊2日） 

タイを事例とした開発途上地域の環境問題・国際
協力の概要を学ぶ 

2．現地派遣研修（短期9日、長期19日）：タイ 

フィールドワークやホームステイなどを通じて
SDGs達成に向けた取り組みや課題を現場で学ぶ 

3．研修報告会 

現地研修で学んだことやそこから考えること、作
成する模擬企画書及び今後の取組について、グル
ープごとに発表 
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（2）参加対象 

長期コース・短期コースともに、大学生を中心とするユース世代や日本の環境

NGO・NPO の若手スタッフで、開発途上地域における環境保全活動への参加に関

心を有する者を対象としています。 

 

（3）研修に関する注意事項 

① 現地派遣研修の参加者は、事前研修(9 月 2 日、3 日)並びに研修報告会(12 月 7

日～9 日のうち１日で開催予定) への参加が必須となります。 

② 本研修では、航空便等の都合で出発日・帰国日を変更する可能性があります。 

③ 全体管理の為、(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 

大学生を中心とするユース世代や日本の環境 NGO・NPO の若手スタッフで、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とともに、次の要件を満たす

ものとします。 

 

① 環境保全活動に関し、一定期間の活動歴を有し、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と意欲を有する者 

② 応募〆切日（平成 29 年 8 月 23 日）時点において、18 歳以上 35 歳未満の男女で、

高校生は不可。（未成年者の応募については保護者の同意が必要） 

③ 心身ともに健康であること 

④ 過去に独立行政法人環境保全機構が実施する「海外派遣研修」に参加したことが

ないこと 

⑤ 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 

⑥ 一時的な短期滞在者でないこと 

⑦ 集団的行動が出来ること 

⑧ 研修カリキュラムを貫徹する学習意欲があること 

⑨ 研修生の義務を遂行できること 

⑩ 行政機関に所属しているものでないこと 
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4．プログラム内容及び現地派遣研修先 

（1）研修日程・プログラム内容 

①事前研修 

9 月 2 日（1 日目） 

時間 研修タイトル 研修内容 期待される成果 

8:30～9:00 

受付(記帳、事前研修のアンケートや

手引書等の資料配布、研修生参加費

の徴収等) 

  

9:00～9:10 
開会式 (機構による挨拶 / 機構の説

明 司会:JEEF) 
  

9:10～9:40 
アイスブレイク(※スタッフ紹介含) 

(研修生、1 人 2 分程度 x 10 名) 

各研修生の自己紹介、参加

目的、研修参加にあたって

の抱負 

研修生は参加者同士交

流を深める 

9:40～10:40 

研修の概要説明（オリエンテーショ

ン） 

(JEEF:田儀) 

事前研修全体の概要、ねら

いついて説明 

研修生が研修全体の概

要とねらいを理解する 

10:40～11:40 

講義 1：タイの概要 

(JVC タイ事業担当:下田 寛典氏を予

定) 

タイの社会事情 

研修生は現地研修先で

あるタイの文化・慣習、

社会経済情勢や環境問

題、対日イメージ等に

ついて理解する。 

11:40～13:00 休憩   

13:00～14:00 
講義 2：訪問先の紹介 

(JEEF:田儀) 

訪問団体の活動や活動の背

景について説明 

研修生は訪問団体の活

動内容を把握する 

14:00～14:30 
講義 3：現地研修の詳細 

(JEEF:藤井) 

講義２を受け、現地研修の

詳細を説明 

研修生は現地研修先で

の学びについて理解す

る。 

14:30～14:40 
講義 1,2,3への質疑応答&意見交換 

(JEEF:藤井) 

講義 1,2,3への質疑応答や

意見の交換 

研修生は、タイ事情や

訪問先に関する内容に

関して、疑問点を解消

し、理解を深める。 

14:40～14:50 休憩   
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14:50～15:10 
研修報告書の説明＆役割分担 

(JEEF:田儀) 

研修報告書の手順の説明と

役割の分担の決定 

研修生は研修報告書作

成の手順について理解

し、役割を分担する 

15:10～16:40 
研修テーマと目標の設定 

(研修生、スタッフ) 

研修報告書の各自の研修テ

ーマと目標について議論

し、模造紙にまとめて発表 

各自の研修の目的を明

確にし、且つ研修生間

の相互認識を図る。 

16:40～17:00 連絡事項、質疑応答(JEEF)   

 

9 月 3 日（2 日目） 

時間 研修タイトル 研修内容 期待される成果 

9:00～9:30 

前年度研修生との交流 

(前年度の研修生、1人 10分＋質疑

応答 5分 x 2名) 

体験談の発表・意見交換 

2016年度の「海外派遣

研修」に参加した研修生

の取り組みや成果につ

いて把握し、本年度研修

生のテーマ設定に示唆

を与える。 

9:30～10:00 
地球環境基金の説明  

（環境保全再生機構担当者） 

地球環境基金を事例とし

て、環境保全再生機構担当

者から、同基金の求める環

境保全活動について説明

し、提案書での留意点を学

ぶ 

環境保全関係の助成金

の嗜好性を学ぶことに

より、企画提案書の書き

方について理解を深め

る 

10：00～11:00 
講義 4 PCM 研修（課題分析） 

(JEEF:田儀) 

環境問題を解決する事業を

企画する上で有効なツール

である PCM手法について

学ぶ 

企画提案書を作成する

上で有効なPCMの課題

分析手法を習得する。 

11:00～12:00 
講義 5 提案書の書き方 

（JEEF: 田儀） 

地球環境基金を例に挙げ、

企画提案書の作成の仕方に

ついて、学ぶ 

地球環境基金の提案書

の様式を活用し、企画提

案書の作成の仕方を習

得する 

12:00～13:00 休憩   

13:00～14:00 

現地研修でのプレゼンテーション

の説明＆テーマ・グループの設定 

(JEEF:田儀) 

現地研修でのグループプレ

ゼンテーションのテーマの

設定、テーマごとのグルー

プを作る 

現場でのプレゼンテー

ションについて理解し、

テーマを設定する。 
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14:00～15:00 

現地研修でのプレゼンテーション

の準備 

(JEEF:田儀) 

グループごとに現地研修で

のグループプレゼンテーシ

ョンの準備を進める 

現地でのプレゼンテー

ションを円滑にする。 

15:00～15:30 

今後のスケジュール等の事務連絡 

※質疑応答含 

(JEEF:藤井) 

現地研修での注意事項(出

発手続、安全管理・持物等

の確認) 

研修生がそれぞれ出発

までのスケジュールを

認識することで、円滑な

準備を行う。 

15:30～15:40 

閉会式 

(挨拶:機構、司会:JEEF) 

※アンケート回収 

  

 

②現地派遣研修 

    日程 曜日 プログラム内容 宿泊地 

長
期
コ
ー
ス 

短
期
コ
ー
ス 

1 9/18(月) 午前 成田国際空港発 

午後 スワンナプーム国際空港着 

バンコク市

内ホテル 

2 9/19(火) 午前 オリエンテーション 両替等 

午後 UNEP Asia Pacific（国連環境計画アジア太

平洋事務所）訪問：タイを含めた、アジアの環境問

題、SDGsに対する取り組みについての講義及び意

見交換 

移動・交通手段：9/19-26午前：15名乗りのドライ

バー付き車両を旅行会社を通じ、手配。 

バンコク市

内ホテル 

3 9/20(水) 午前 Thailand Environment Institute（TEI）訪

問：タイにおける環境問題と TEIの取り組みの紹介 

午後 TEIにおいて、気候変動及び循環型社会にお

ける活動の紹介、意見交換 

バンコク市

内ホテル 

4 9/21(木) 終日 Bampoo Envinroment Complex 訪問：講義、

施設見学、施設見学後、質疑応答 

バンコク市

内ホテル 

5 9/22(金) 終日 Bang Phu Nature Education Centre の訪

問、環境教育プログラム体験、質疑応答 

バンコク市

内ホテル 

6 9/23(土) 午前 IUCN-Thailand訪問：講義 

午後 事業対象地、カエンガチャンを訪問：地域住

民との協働によるアグロフォレストリーの事例を見

学 

カエンガチ

ャンホテル 

7 9/24(日) 午前 地域住民へのインタビュー、考察 

午後 移動 （カエンガチャン - バンコク) 

バンコク市

内ホテル 
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8 9/25(月) 午前 研修前半の振り返り、総括 ⇒ 課題への企

画立案のアドバイス 

午後 チュラロンコン大学での発表・意見交換  

バンコク市

内ホテル 

9 9/26(火) 早朝 短期コース研修生 バンコク発 短期コース

研修生 成田着 解散  

午前 長期コース研修生 スワンナプーム国際空港

発 チェンマイ国際空港着 

午後 チェンマイ国際空港着 チェンマイ市内ホテ

ルチェックイン 

移動・交通手段：9/26午後 – 10/5: ドライバー付き

10名乗りの車両を旅行会社を通じて手配 

チェンマイ

市内ホテル 

 
 10 9/27(水) 休息日 チェンマイ

市内ホテル 

 
 11 9/28(木) 午前 チェンマイ大学森林回復研究所訪問：同大学

での発表、異文化交流 

午後 チェンマイ大学森林回復研究所の取り組みに

ついての講義 

チェンマイ

市内ホテル 

  12 9/29(金) 午前 ドイ・ステープ・プイ国立公園の森林再生事

業の見学 

午後 同国立公園の森林再生事業関係者との意見交

換 

チェンマイ

市内ホテル 

13 9/30(土) 午前 チェンマイ – チェンライ （移動） 

午後 タイ王室による Doi Tungの収入向上、エコ

ツーリズム支援事業についての講義 

チェンライ

市内ホテル 

14 10/1(日) 午前 Doi Tungの収入支援プログラムの見学・体験 

午後 Doi Tungのプロジェクト関係者との意見交

換 

チェンマイ

市内ホテル 

15 10/2(月) 午前 チェンライ – メーホンソン（移動） 

午後 山岳少数民族の村に滞在する Tour Merng 

Taiによるエコツアー体験、ホームステイ 

ホームステ

イ 

16 10/3(火) 午前 エコツアー体験の続き 

午後 メーホンソン – チェンマイ （移動） 

チェンマイ

市内ホテル 

17 10/4(水) 午前 長期コースの振り返り、総括 

午後 発表準備 

チェンマイ

市内ホテル 
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18 10/5(木) 午前 チェンマイ大学森林回復研究所にて発表 

午後 チェンマイ – バンコク （移動） 

   スワンナプーム国際空港発 

機内泊 

19 10/6(金) 午前 成田または羽田着 解散   

 

（2）現地派遣研修訪問先の概要 

1．国連環境計画アジア太平洋事務所 （UNEP Asia Pacific） 

 研修先概要 

UNEP は、人の生命と福祉のために環境の質を現在から将来に亘り保護し拡大するた

めの国際協力を進めるため、7 つのサブプログラム（気候変動、災害・紛争、生態系管

理、環境ガバナンス、化学物質・廃棄物、資源効率性、環境レビュー）を中心に活動を

行っている。UNEP Asia Pacific は、UNEP のアジア太平洋統括事務所であり、バンコク

に位置しており、北京、中国、アピア、サモアに地域オフィスの国家事務所も持ってい

る。本研修では、研修実施国のみならず、アジアの環境問題を理解する導入講義として、

UNEP Asia Pacific の取組を紹介する。 

 

2．Thai Environment Institute（TEI）タイ環境研究所                                                  

 研修先概要 

タイでも有数の格式ある環境 NGO で、世界の環境シンクタンクの一つに選ばれてい

る。自然環境保全に関する活動から、環境にやさしいプロダクツ、気候変動に関するプ

ログラム等、手広く活動を行っており、タイ政府や民間企業に対しても大きな影響力を

持っている。 

 

3．Bangpoo Environmental Complex Co,Ltd.「BPEC 社」 

 研修先概要 

Bangpoo Environment Complex は、日本の DOWA ホールディングス株式会社と、廃棄

物処理会社であるMAEH－WMS社がタイで運営する国内 2か所しかない焼却炉の一つ。 

 

4．Bang Pu Nature Education Center                  

 研修先概要 

Bang Pu では、企業、タイ軍、WWF などの NGO とのコラボにより、バンコク湾の海

岸沿いのマングローブ湿地にて、マングローブ林再生活動が 10 年来にわたって行われ、

マングローブ林と湿地の再生の好事例となっている他、企業と NGO との協働によるタ

イ初の環境教育拠点として、バンコク市内、近郊の学校による環境教育プログラムが行

われている。 
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5．IUCN Thailand：カエン・ガチャン森林群 

 研修先概要 

IUCN Thailandでは、３つの国立公園と 1 つの野生生物保護区からなるカエン・ガチ

ャン森林群はアジアゾウやトラなど、希少な野生生物の生息する地域で、2016 年から、

世界遺産登録に向け、地域社会参加型の管理体制の構築と、周辺住民への代替収入源の

提供等、生物多様性を保全し、周辺住民との利益を共有推進する活動を行っている。 

 

6．チュラロンコン大学：ESDI Center 

 研修先概要 

チュラロンコン大学は東南アジア有数の ESD の拠点として、地域内の教師を含め

た教育者の ESD の能力開発を行っている。また、実践の場として、マングローブの

植林活動などを活用している。 

 

7．チェンマイ大学森林回復研究所（FORRU）： Doi Suthep 国立公園 

 研修先概要 

FORRU は、2012 年から JEEF とタイ国内で環境教育教材の作成、普及活動を行っ

ている。同研究所は森林再生に主眼を置いた研究所で、植林活動の他、チェンマイ市

郊外にある国立公園 Doi Suthep 等で、地域住民の要望を聞きながら植林する樹種を

選んで森林再生活動を行っている。また、大学院生などとともに、生物多様性保全に

関する環境教育の普及を行っている。 

 

8．Doi Tung 

 研修先概要 

タイ北部のラオス、ベトナムとの国境地帯はゴールデントライアングルと呼ばれ、

貧しいが故にアヘン栽培で収入を得ていた。しかし、アヘン栽培は元締めのみが収入

を得る集約的な方法で行われ、アヘン栽培のために森林伐採が行われるなど、結果的

に地域住民の生活は一層貧しくなった。この状況を知ったシーナカリン妃殿下は、地

域住民の暮らしを向上させ、森林再生を図るため、植林活動を行うことで、地域の男

性に雇用機会を与えた。さらに、生産性の高い農作物を作る技術を磨くことで、女性

にも雇用機会を与えることができた。これにより、かつてアヘンを栽培していた場所

がコーヒーとマカダミアナッツ栽培の地に変わり、今では陶器や織物、サー紙（タイ

の和紙）なども生産され、村の人々の収入はプロジェクト開始時から 10 年後に 8 倍

に、20 年後には約 11 倍になった。現在では、国内外から多くの観光客が訪れる他、

エコツーリズムも行われている。 
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9．Tour Merng Tai  

 研修先概要 

タイ北部では、タイの経済発展に伴い、子弟の高等教育を望む山岳民族による農地

の拡大が山林の荒廃を招いている。Tour Merng Tai は、タイ北部の山岳民族の経済的

自立を支援するため、カレン族、モン族、ラフ族などにエコツアーのプログラムの指

導を行うと同時に、観光客のニーズ調査を行い、ツアーパッケージを作って国内外の

観光客に販売している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェンマイ大学の環境教育の事例

（平成 27 年度実施写真） 

 

5．研修参加費・経費 

（1）研修参加費 

研修参加費は 8 万円/名です。（長期コース・短期コース共通） 

 

（2）経費 

研修参加費は、現地派遣研修に必要な経費（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 

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 
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6．応募方法及び締切日 

（1）応募方法 

独立行政法人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、必要事項を記載してください。  ホームページは

https://www.erca.go.jp/jfge/training/h29/haken.html です。 

提出書類は、以下のとおりです。 

様式①  海外派遣研修申込書 

様式②  経歴書 

＊6 ヶ月以内に撮影した上半身無帽の写真を添付 

【30～40ｍｍ×24～30ｍｍ、裏面に名前を記入】 

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してください。 

その他   NGO・NPO などの環境保全活動団体からの推薦状 

＊提出は任意ですが、選考・評価の参考資料となります。 

 

（2）募集人数：長期コース 5 名、短期コース 5 名 

 

（3）応募締切日：平成 28 年 8 月 23 日（水）   必着 

 

（4）申し込み先：7．の公益社団法人日本環境教育フォーラム 

＊ メールでの申し込みはできません。 

 

（5）応募方法に関する注意事項 

①申込書等提出物や記載事項に不備があった場合は、審査の対象とはなりませんの

でご注意 ください。 

②応募に際して提出いただいた書類（海外派遣研修申込書・経歴書・応募調査票・

NGO・NPO などの環境保全活動団体からの推薦状）は返却いたしません。 

③書面に記載された個人情報は、本選考の目的以外に利用することはありません。 

④応募書類の内容について、電話等のヒアリングを実施いたします。 

 

（6）ヒアリング 

書類到着後、平成 28 年 8 月 24 日までの間、10 分程度電話にて行います。 

  

https://www.erca.go.jp/jfge/training/H29/haken.html
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7．申し込み先及び問い合わせ先 

公益社団法人日本環境教育フォーラム 

〒116-0013   東京都荒川区西日暮里 5-38-5 日能研ビル 1 階 

TEL  03-5834-2897  FAX  03-5834-2898 

メールアドレス info-e@jeef.or.jp（タイトル欄に「環境ユース海外派遣研修参加

希望」とご記入の上、問合せ下さい。） 

担当者 国際事業部 田儀・加藤・藤井 

 ※旅行手配については、別途旅行業者が行います。 

 

8．研修者の決定・通知 

① 申込書類をもとに趣旨に照らして審査します。 

② 審査のうえ、決定した研修候補生には電話かメールでご連絡いたします。参加の

意思を確認しますので、連絡が取れる連絡先（自宅・携帯電話）を書類に記載して

ください。 

③ 通知日：平成 29 年 8 月 28 日（月）頃までに電話またはメールにて採否の通知

をします。 

 

9．その他 

① 審査の結果、研修適格者が募集人数に満たない場合、または派遣先地域の治安状

況や災害などで計画どおりの実施が困難になった場合、研修の実施を中止すること

があります。 

② 海外派遣研修参加者は、東京での事前研修並びに研修報告会への参加が必須です

（交通費 は別途支給します。）。 

③ 海外派遣研修において研修生全員の海外旅行損害保険を旅行会社を通じ、加入し

ます。 

 

  

mailto:info-e@jeef.or.jp
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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、

或いは決められた活動に参加しない等、主催者等が研修生としてふさわしくないと

判断した場合は、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、当該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

当該研修生の負担となります。 

④ 参加費（8 万円）は、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。 

 


