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I. 研修・訪問先の概要 

 

平成29年度環境ユース海外派遣研修においては、下記のスケジュールのとおり、

行った。各訪問先の概要は下記のとおり報告する。 

 

日

程 
曜日 プログラム内容 研修キーワード 

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 – バンコク市内泊 
  

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 

気候変動、SDGs、循環型社会、

生物多様性保全 

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 

ESD、気候変動、循環型社会、環

境教育、環境経済 

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） 

循環型社会、環境教育、廃棄物

処理 

5 9/22(金) 

午前 Toyota Motor Thailand を訪問、インタビュー 

午後 Bang Phu Nature Education Centre の訪問、環境教

育プログラム体験、質疑応答 

生物多様性保全、マングローブ、

官民連携、環境教育 

6 9/23(土) 

午前 IUCN-Thailand を訪問 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 

生物多様性保全、SDGs、保護区

の協働型管理、利益共有、土地

利用に関する合意形成 

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) 
  

8 9/25(月) 

終日 Kasetsart 大学での発表・意見交換 

夕方 研修の振り返り、総括 ⇒ 課題への企画立案のアドバ

イス 

SDGs、ESD、環境教育 

9 9/26(火) 
研修生 スワンナプーム国際空港発 夕刻羽田空港着 解散  
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1.United Nation Environment Program Asia Pacific 

 

（1） 作成者：中川愛、林うさぎ 

 

（2） 訪問場所：United Nation Environment Program Asia Pacific 

 

（3） 訪問日：2017年 9月 19日（火） 

 

（4） 訪問先の対応者：本木正人氏 

 

（5） 訪問先の概要 

 

1972年ストックホルムにて開催された国連人間環境会議で、「人間環境宣言」

及び「環境国際行動計画」の実施に取り組む国連の機関として設立された。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、環境レビューの７つのサブプログラムを中心とした活動が行われてい

る。ワシントン条約、ウィーン条約、バーゼル条約、生物多様性条約など様々

な条約の事務局としての役割も担っている。United Nation Environment 

Program (以下；UNEP)アジア太平洋地域には 41の国が含まれている。アジア

太平洋事務所では経済、社会、環境の 3 つの側面を統合し総合的に、自然資源

の効率的な活用、環境問題の軽減、地域の人々に利益をもたらす成長を目標に

活動している。また各国における持続可能な開発目標の達成を支援している。 

（参考：http://ourplanet.jp/ http://www.unep.org/ ） 

 

 

（6） 講義内容 

 

本木正人氏より自己紹介 

学生時代に生物学を専攻。日本国内でコンサルタント系の企業に就職後、外

資系企業を経て、JPO制度を用いて UNEPへ配属された。現在は、環境と健康

をテーマに活動を行っている。 

 

● プレゼン「アジア太平洋地域における環境問題と UNEP」 

UNEP発行の『Global Environment Outlook（GEO）』を元に、アジア太

平洋地域の特徴と問題について講義が行われた。 

 

http://ourplanet.jp/
http://www.unep.org/
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・人口増加 

 アジア太平洋地域は急激に人口が増加しており、都市化が進行している地域

である。世界中に 20 都市存在する、1000 万人以上の人口を抱える「メガシテ

ィ」のうち、16都市はアジア太平洋地域に位置している。 

 

・ライフスタイルの変化 

 人口の増加に伴い経済が発展し、アジア太平洋地域におけるモノの消費量が

急激に増加した。また中間層の割合が増加し、中間層がモノを消費できるよう

になったことも消費量が増加した要因である。消費量が増加したことにより、

食べ残しなどの廃棄物も増加した。世界中の一般廃棄物のうち約 4 割はアジア

太平洋地域から出されている。アジア太平洋地域では文化的な側面から食べ残

しが多いことも問題とされており、タイでは約 5割の食品が廃棄されている。 

 

・自然災害の多発地域 

 アジア太平洋地域は自然災害が多く発生する地域であり、世界中の自然災害

のうち約 4割が発生している。しかし、災害に対して脆弱な地域でもあるため、

被害が拡大している。 

 

・ その他の問題 

 アジア太平洋地域では先進国から送られてきた中古車両や旧型の機器の使用

が多く、大気汚染の問題が深刻化している。またタイでは伝統的に路上屋台で

食品の販売が行われており、その際には石炭が使用されている。貧困層の家庭

では調理に石炭を使用しているケースも多く、さらに大気汚染が進行している。  

 大気汚染が進行しているタイでは、日本に比べ微小粒子性物質（PM）に対す

る関心が高く、対策も行われている。 

 またアジア太平洋地域では水問題も深刻であり、発展の進んでいるタイの首

都バンコクでも、処理された水は不足しており、清潔な水が手に入らない地域

も存在する。 

 

 これらの問題の解決策として UNEPでは、専門家のグループである「サブプ

ログラム」が 7 つに分けられている。また分野の垣根を越えて活動するグルー

プも存在する。またサブプログラムは UNEPの全てのオフィスに共通するもの

で、事務所ごとの協力体制がとられている。各事務所にコーディネーターが存

在し、事務所ごとのコミュニケーションはコーディネーターを通して行われて

いる。 
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・パートナーシップ 

UNEP ではパートナーシップが重視されており、主に協力体制をとる組織とし

て、途上国の政府、地方自治体、世界保健機関などの国際協力機関、研究者、

エンジニア、大学講師、NGO、一般企業など多岐にわたる。 

 

● プレゼンにおける質疑応答 

質問１「UNEPでは一般市民を対象に意識改革を行っているか」 

 UNEP では意識改革が重要視されており、パートナーシップの対象として一

般市民も含まれている。アジア太平洋地域ではライフスタイルが変化している

ことから、意識改革が求められている。タイでは屋台での持ち帰りなどにプラ

スチックの袋を使用することが多く、プラスチックごみが海に蓄積されている。

そのためある学者の予測では、2050年には海洋ごみが海にいる魚の量を超える

ことが予想されている。解決策として UNEPとヴッパータール気候・環境・エ

ネルギー研究所が合同で、持続可能な消費と生産を目指す「スイッチ・アジア」

プログラムを実施している。 

 

質問２「屋台の大気汚染問題に対して、環境問題の側面では禁止すべきだが、

持続可能な開発の視点では伝統的な職業として存続されるべきである。その点

に関して UNEPではタイにおける屋台の問題をどう捉えているか」 

 前提として、国連としては各国のひとつひとつの事例に関与することは不可

能である。UNEP としての意見を伝えることは可能だが、強制力はなくプロジ

ェクトの立ち上げまでが UNEP の管轄である。基本的な立場として UNEP で

は Sustainable Development Goals(以下；SDGs)の推進のためにできることを

行うことが前提である。タイの屋台問題に関しては、環境問題だけではなく文

化面、街づくりの観点など様々な要因が考えられるため、現在は撤去という形

がとられている。 

 

質問３「廃棄物の増加に伴い、タイでのリサイクル施設などの建設計画は立て

られているのか」 

 現状として途上国でリサイクルのための施設を建設することは困難である。

しかし、UNEP でもリユース、リデュース、リサイクルの 3R は重要視されて

おり、途上国ではリユース、リデュースの 2 つに焦点を絞り活動が行われてい

る。 

 

● SDGsの概要 

 SDGs 成立の前進として、2000 年から 2015 年にかけてのミレニアム開発目
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標が行われていた。この目標には 8 つのゴールが定められており、活動成果の

例としては貧困率が 47％から 14％に減少したことなどが挙げられる。しかし問

題点として先進国の参加が少なかったこと、8つのゴールそれぞれが独立して捉

えられていたこと、最貧困層に焦点が当たっていなかったことなどが挙げられ

る。また SDGsでは”No one left behind”の標語からも、様々な立場の参加を必

要としている。女性や子ども、ユース世代、先住民など多くの人の参加が不可

欠である。日本では SDGs に関する関心が低いと考えられており、外務省作成

のプロモーションビデオではピコ太郎氏が PPAP の曲に合わせて、SDGs の宣

伝を行い、日本国内での SDGs普及のための活動が行われている。また 17のゴ

ールそれぞれについての説明も行われた。 

 

● 質疑応答 

質問 1「タイでの SDGsに関する意識は高いのか」 

 タイでは SDGs や環境問題に対する意識が比較的高く、世界環境デーにはサ

イアム・パラゴンなどの大型ショッピングモールの展示ホールにて、大規模な

展示が行われていた。 

 

質問 2「国連内の様々な機関同士での SDGs に対する進行状況はそろっている

のか」 

 現状では足並みがそろっているかを知るすべはなく、近年、国連をひとつの

団体として足並みを揃えていくためのプロジェクトが現在進められている。 

 

質問 3「UNEPで働いたことで、国連に対する意識が変わったことがあるか」 

 国連では情報発信を重視しているということに驚いた。パートナーシップが

重視されている国連では、一般市民に対して情報を開示することが多く、そう

いった点は日本の企業や団体との相違点である。 

 

● 水俣条約について 

 世界各国で、水俣病をはじめとした水銀によって引き起こされる症状は多く

みられている。タイではアマルガムが歯科治療に使用されており、水銀による

自然環境の汚染が進行している。タイは水銀の所持量が多く、水銀産業が栄え

てきたため、排除することはできない。また、アマルガムに代わる治療方法で

は、保険の適応範囲をこえるため、アマルガムの使用を控えることはさらに困

難である。 

 

● キャリアについて 
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JPO制度などの国連で働くに至るまでの経緯や、海外で働くために必要なこ

となど、キャリアについての説明も行われた。 

 

 

本木正人氏による講義 

 

 

本木正人氏と記念撮影 

 

  



9 

 

2.United Nation Development Program Bangkok Regional Hub 

 

(1) 作成者：中川愛、林うさぎ 

 

(2) 訪問場所：United Nation Development Program Bangkok Regional Hub 

 

(3) 訪問日：2017年 9月 19日（火） 

 

(4) 訪問先の対応者：大司雄介氏 

 

(5) 訪問先の概要 

 1966 年、国連特別基金、国連拡大技術援助計画の統合により発足した。人々

がより良い生活を送るために各国が知識、経験、資金にアクセスできるよう支

援を行っている。約 170 の国で活動を行っており、国内外の課題に対しそれぞ

れの国にあった解決策発見のために活動している。所得の向上だけではなく、

人としての尊厳を保った生活を送るための支援である「人間中心の開発」を提

唱している。また Sustainable Development Goals(以下；SDGs)においても重

要な役割を担っている。 

（参考：http://www.jp.undp.org/ ） 

 

(6)  講義内容 

● 大司雄介氏より自己紹介 

 日本国内の大学にて環境経済学を専攻後、アメリカの大学院に進学し、環境

科学、開発経済学で修士を取得する。インドでマイクロファイナンスの研究機

関に就職し、JPO制度を用いて UNDPのニューヨーク本部に配属。その後、タ

イ地域事務所にてグローバル・エンバイロンメント・ファイナンスの専門家と

して働いている。 

 

● UNDPについて 

 UNDP の最終目標は貧困の撲滅、不平等・排除の大幅な是正の達成であり、

国連機関の中では United Nations International Children's Emergency 

Fund(UNICEF)に次ぎ UNDP の予算が大きくなっている。UNDP には３つの

重点活動があり、持続可能な開発プロセス、民主的ガバナンス、強靭な社会の

構築である。中でも民主的ガバナンスは国連機関の中で UNDPが最も高い専門

性を持つ。開発や国づくりを行う上で、ガバナンスは最も重要な課題であり、

民衆に国のトップを選ぶ権利を与えることこそが、民主主義の基礎を作る。民

http://www.jp.undp.org/
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主主義が確立していなければ、持続可能な開発や、問題に対して強靭な社会を

構築することは不可能である。例えば東ティモールでは紛争などの大きなトラ

ブルが再燃することなく、選挙を通し民主的ガバナンスが成立している例であ

ることが言及された。 

 UNDP は 170 ヶ国以上で活動を行っており、4 か所存在する地域事務所では

専門家が集まりプロジェクトの立ち上げなどを行う。 

 

● Global Environment Facility （GEF）について 

 UNDP の目標である貧困の撲滅、不平等・排除の大幅な是正の達成を、環境

関連の資金の提供によって達成することが Global Environment Facility（以

下；GEF）の役割である。GEF が支援を行っているプロジェクトの例として、

生態系及びサービスの持続的管理、気候変動対策の拡大などの持続的に資源を

利用するための管理がある。 

 

● 気候変動について 

 気候変動の対策は緩和（Mitigation）と適応（Adaptation）の 2 つの分野に

分けることができる。緩和は CO2 削減から脱炭素社会への移行が目的であり、

適応は脆弱性の低減、強靭性の向上を目的としている。東南アジアでは農業で

生計を立てている農家が多く、異常気象発生時に受ける影響が多大である。そ

のためこれらの農家をどのように支援していくかを考慮することが適応分野の

活動である。緩和分野では、森林の保全、再生可能エネルギーへの移行などが

主な業務である。全世界で 12億人が農業に生計を依存しているため、異常気象

によって受ける影響が大きい。そのため適応分野では、気候変動によって引き

起こされる様々な現象に対応するべく活動を行っている。CO2 の増加によって

発生する現象は、一般的に気温上昇が想定されているが、その他にも海洋酸性

化、生計手段の悪化など波及的影響が多く考えられる。さらに気候変動によっ

て引き起こされる自然災害で被害を強く受けるのは女性の割合が高く、ジェン

ダー問題も密接に関係している。 

 

● UNDPの活動事例 

 これまでUNDPが実施してきたいくつかの活動の事例について説明があった。

ブータンの気温上昇に伴う氷河湖の事例では、氷河湖の水位があがり自然に生

成されたダムが決壊することで下流における被害が予期されていた。この場合、

水のせき止めをコントロールすることで、氷河湖の水位を少しずつ下げ、決壊

のリスクを防いだ。またバングラデシュの事例ではサイクロン被害を軽減する

ため、マングローブの植林が長期間行われていた。しかし、その土地の住民が
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生計手段としてマングローブを伐採、販売を行っていたため、プロジェクトが

成功していなかった。そのため土地の住民にマングローブに代わる生計手段と

して、土地を利用した農業、魚の養殖の両立が可能なシステムを考案し実施し

た。 

 

● 質疑応答 

質問１「各プロジェクトの目標が達成されたという指標はあるのか」 

活動地域でのプロジェクト実施後の変化すべてがUNDPのプロジェクトによっ

て生まれたものだと断定することは不可能である。そのため具体的な指標はな

いが、第三者の視点から評価を下し、関連する様々な側面の変化を見ることで

評価を行っている。 

 

大司雄介氏による講義① 
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大司雄介氏による講義② 

 

 

大司雄介氏との記念撮影 
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3.Thailand Environment Institute 

(1) 作成者：中川愛、林うさぎ 

 

(2) 訪問場所：Thailand Environment Institute 

 

(3) 訪問日：2017年 9月 20日（水） 

 

(4) 訪問先の対応者： 

Mr. Chachsakhol Thanadilok 

Ms. Wipada Moonkambil 

Ms. Wisara Hunthancc 

Ms. Kamoljaras Vaivithaya 

Dr. Kanyanee Seangkiatiyuth 

 

(5) 訪問先の概要 

 独立した学術機関として運営されている環境 NGO であり NPO でもある。

1993年に設立され、2011年に現在の名前に改名された。目標としては天然資源

の保全、持続可能な開発、タイ国内の環境問題に貢献する能力を強化すること、

タイの環境基準研究所になるための革新的な知識を持つこと、国際基準を利用

し環境問題に対する政策、戦略、方向性を提案すること、他の環境団体との持

続可能な協力体制の構築、情報を発信すること、他機関と協力することの 6 つ

が挙げられている。 

 

(6)  講義内容 

● タイにおける環境問題について 

 2016年の主な環境問題として、雨量は増加しているにも関わらず、森林減少

に伴い干ばつが多くの地域で起きていること、上流での水質汚染による下流で

の水質低下などが挙げられる。現在タイの森林は 31.62％まで減少しているため、

国の方針として緑地を 40％まで増加させるという目標が掲げられている。国立

公園や保護地域内での違法伐採なども行われているため、「コミュニティーフ

ォレスト」という自分の地域の森林は自分たちで守るという意識をつけること

こそが、緑地を保全するためのより持続可能な方法である。またタイ政府の方

針により再生可能エネルギーの使用も進んでいる。太陽光発電やバイオマス利

用の技術発展のため、民間企業との協力も進められている。一日当たりの廃棄

物とリサイクル率はタイ国内で大きな問題となっているため、リサイクル率を

18.4％から 30％まで増加させることを目標としている。民間企業も含め、様々
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な人や団体の協力が必要とされている。 

 

● タイにおけるごみ問題とリサイクルについて 

 タイのごみの種類ごとの比率は、生ごみ 50％、資源ごみ 30％、危険廃棄物 3％、

一般廃棄物 17％となっている。生ごみは肥料、EM、家畜のえさ、バイオガス

に使用され、資源ごみは売却、交換、再商品化、危険廃棄物は適切に処理が行

われていなかった。一般廃棄物はエネルギーへの転換、埋め立ての処理が行わ

れていた。生ごみと資源ごみの 2 種類が適切に処理されると、80％の廃棄物が

処理されることになる。一部の地域では市役所によりごみの分別と回収が徹底

されているが、ごみの量が増加しており処理が間に合っていないことが課題と

して挙げられる。資源ごみの処理方法として TEI が各地域で行っている活動の

例としては、ある一定の場所に資源ごみを売りに行くと、売った分の金額が記

録され、必要な際に記録されている金額を引き出すことができる「ゼロバーツ

ショップ」や、資源ごみを持っていくと卵やエコバッグと交換できるプロジェ

クトなどがある。 

 消費者が物を消費する際にその製品が将来的にごみになることを想像し、消

費する責任を持つことが大切である。 

 

 質疑応答 

質問１「タイでのごみの回収は有料か？」 

 地域によって異

なるが、ある地域

では 1 カ月 20 バ

ーツをごみの回収

を担当している市

役所に納めること

になっている。ま

た地方のアパート

や村では運営セン

ターから支払われ

ることもある。一

世帯当たり 1 カ月

20～150 バーツま

で大きな差異が存在する。 

 

TEI職員による講義 
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4.Thailand Plastic Recycle Group Company 

 

(1) 作成者：中川愛、林うさぎ 

 

(2) 訪問場所：Thailand Plastic Recycle Group Company 

 

(3) 訪問日：2017年 9月 21日（木） 

 

(4) 訪問先の対応者：Mr. Zhuang Yishui     

           Mr. Pongsak Likithattsin 

 

(5) 訪問先の概要 

 1 日に 7,700 万本のペットボトルが回収され、 1 カ月に 800 トンの繊維を生

産している。6月から 9月にかけては、冬用の衣服にポリエステルが多く使われ

るため、最も発注の多い時期である。従業員は 60 人から 70 人。ドイツや中国

からの最新技術が導入され、設立時には 4 割ほどだったリサイクル率が 7 割に

まで増加した。設立時に比べてペットボトルのごみが増加している。 

 

(6) 講義内容 

● 午前の部 

・タイのごみ事情 

 Thailand Plastic Recycle Group Company のような、リサイクルをビジネス

にする会社がタイにできたのは最近のことである。また、ごみに関して責任を

とる立場、つまり地区を管理する政府機関がこれまで存在していなかった。そ

のため 30年ほど前まではごみを室外で燃やすことが一般的であった。これが大

気汚染を引き起こし、タイ政府がリサイクルを推進するきっかけにつながった。 

・ごみに対する認識の違い 

 日本では、ペットボトルなどのごみは自治体が回収するという仕組みをとっ

ている。しかしタイでは、個人が直接ごみを集め売りに来るという全く別の方

法をとっている。言い換えればペットボトルはお金に換算できうるものであり、

仲介会社を通す必要がない。リサイクルビジネスで成功しなかった会社は、民

間企業から生ごみのような価値のないごみを買っていたと考えられる。一般人

でもごみを売ることができるために、価値のあるごみが残っていないというこ

とだ。個人の廃品回収者はバイクや自転車を使って、ごみを探しながら回収す

る。つまり日本では一般の人と、民間企業が手を組んで分別を行うが、タイで

は個人がごみに価値を見出して分別回収をしている。 
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 タイで最も多く回収されるのはペットボトルである。ちなみにタイプラスチ

ックリサイクルグループでは、1日に 7700万本のペットボトルが回収されてい

る。回収を行って

いるのは個人であ

ることが多いため、

政府のデータが現

実と一致している

とは限らない。最

近では日本からの

ペットボトルも入

ってきており、繊

維にリサイクルし

た後に日本へ輸出

されている。 

 

 

講義の様子 

● 質疑応答 

質問１「価値のないごみは回収された後、どうなるのか」 

この地域では、Thailand Plastic Recycle Group Company と市役所が協力体制

にあるため、ごみの回収が任されている。生ごみは回収された後、コミュニテ

ィの肥料の工場に行き、肥料となって戻ってくる。 

 

質問２「コミュニティにとって工場のあるメリットは何か」 

 工場の近くには、学校があるが子どもたちにとって「リサイクル品は汚い」

というイメージがあった。また大気汚染や下水の処理を懸念する声があった。

しかし、基準を守っていることを学校に説明する活動を続けてきた。設立から

10 年たっても苦情が寄せられたことはなく小学生が見学に来ることもある。学

校は分別をすると収入になり、会社のリサイクル量が増えるので良い関係を築

くことができている。コミュニティにとっても同様で、収益になり、かつごみ

の量は減り、政府がごみ処理に使う予算は減少した。タイでは、まだペットボ

トルリサイクルについての正しい知識がない人も多い。そのため、教育プログ

ラムをやりたいと考えている。 

 

● 施設の見学 

 実際に、ペットボトルをリサイクルする過程を見学することができた。工場
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には次々とペットボトルを積み入れたトラックが到着していた。昔は人力で行

なっていた作業も、機械化が進んでいるという。木材の端材を燃料としている

ことが確かめられた。工場で行われている工程は次のようなものであった。ま

ずペットボトルのラベルを取るなどして部分ごとに分ける。その後ペットボト

ル本体のみをフレーク状にする。異物が混じっていないか確認することも必要

だ。 

 

工場内のペットボトル 

 

 １カ月で 800 トン相当のペットボトルが日本、アメリカ、ヨーロッパから入

ってきている。タイにはペットボトルの分別方法を理解していない人も多い。

日本から来るペットボトルの状態が理想である。捨てる側に責任を持ってほし

いと考えていて、そのために一般の人に工場の様子を知ってもらうことが大切

だ。 

 

● 午後の部 

・会社としての環境への関わり方 

 経営に携わる立場のサム氏より、会社の経営方針についての説明があった。

リサイクルビジネスをするにあたって意識していることは、労働者の社会保険、

賃金を保証することである。その根本的な部分がきちんと整備されていないと、

輸出相手であるパートナーの信頼を得ることができない。また、会社である以

上は利益を出さなければいけない。CSR で同じような取り組みをしている会社

はあるが、下水の処理をしないなどの問題が起きてしまっている。 

 

・持続的な工場 
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 「リサイクルというのは工場から何も出しません」という言葉が印象的であ

った。持続的に工場を運営するために、税金を払い利益を出している。今後は

AI など機械化を重視していく方針だ。労働賃金が増加していくため、機械化を

進めなければ維持ができない可能性がある。現在も工場で働いているのは、タ

イ人ではなくカンボジアやミャンマー、ラオスの人々である。最低賃金で働か

せて、処理しない水を流す方法で利益を上げていくのではなく、反対に自分の

工場の方針に付加価値をつけることが持続的な経営の鍵となっている。 

 

● 質疑応答 

質問３「2030年にリサイクル業界がどうなっていてほしいか」 

 リサイクル品の価値はとても高い。しかし今は不自然な競争が起きてしまっ

ている。例えば、ペットボトルで言えば、価値の低いフタとラベルの部分まで

リサイクルするようになってほしい。タイには今後もリサイクルの広がりが期

待でき、他国から今後廃棄物がさらに入って来ると考えられる。ただ基準を守

ってリサイクルに取り組むかどうかが疑問である。平等に廃棄物が配分され、

それぞれがリサイクルに取り組むことが理想である。 
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5.TOYOTA Motor Thailand ,Bangpu Nature Education Center 

 

(1) 作成者：中川愛、林うさぎ  

 

(2) 訪問場所：TOYOTA Motor Thailand 

 

(3) 訪問日：2017年 9月 22日（金） 

 

(4) 訪問先の対応者： 

・石本義明氏 

・Mr. Watsachai S.GM of Safety and Environment Promotion Office 

・Dr. Trirach P. Director of FEED 

・Mr. Surin : FEED 

・Ms. Sompong :FEED 

 

(5) 訪問先の概要 

 トヨタ自動車株式会社は「TOYOTA環境チャレンジ 2050」を元に、2050年

に向けて環境問題に対し持続的に発展できる様々な取り組みを世界中で行って

いる。環境チャレンジには 6つのチャレンジが掲げられている。2050 年に新車

の CO2 を 90％削減（2010 年比）する「新車 CO2 ゼロチャレンジ」、車の素

材製造から廃棄までのすべての工程で CO2の排出量をゼロに近づける「ライフ

サイクル CO2 ゼロチャレンジ」、工場における低 CO2 技術の開発と導入、再

生エネルギーの活用と水素利用などを通し CO2 を削減する「工場 CO2 ゼロチ

ャレンジ」の 3つの CO2 に関するチャレンジがある。また工場で使用する水の

量を減らし、使用後の水もきれいにして自然にかえす「水環境インパクト最小

化チャレンジ」や、40 年前から取り組まれている資源循環を世界へと拡散する

「循環型社会・システム構築チャレンジ」、自然と人の共生を目指す「人と自

然が共生する未来づくりへのチャレンジ」のさらに 3 つの取り組みが行われて

いる。 

 

(6) 講義内容 

● 講義１「TOYOTA Environment Challenge 2050について」 

 トヨタでは 2050年までにゼロを目指すチャレンジを掲げている。このチャレ

ンジは具体的に以下の 6つの項目がある。 

 

＜CO2排出量ゼロの車＞ 
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・新機種の CO2を 90%削減 

様々な機種をハイブリッドに対応できるようにすることや、ハイブリッドの売

り上げを増加させることが数値として目標になっている。 

・サプライチェーンでのゼロ 

「Green Purchasing Guideline」に基づいて行われている。 

・工場での排気量ゼロ 

 KARAKURI（からくり）や交代エネルギーである風力、太陽光発電の導入な

どがキーワードとなっている。 

 

＜ポジティブインパクト＞ 

・水の使用量削減 

使用量を抑えることと、水を排出しても再利用する方法の２つが考えられる。

Bangpuの工場でも貯水池を新設した。タイで決められた基準よりも厳しく管理

されており、これから生産工程の中で利用される予定である。 

 

・リサイクル社会の構築 

国家プロジェクトの一環として、ハイブリッド車の使用済み電池を再利用する

など自動車に使えない部分を有効活用しようという動きがある。アジアには日

本と違ってリサイクル法が存在しておらず、法律を制定させるために国家と共

同でプロジェクトを進めている。ちなみに、電池には３つの処理方法があるが、

TOYOTA独自の技術で最後まで使い切ることが可能になる。 

 

・自然と調和した未来の社会を創造する 

地域と一緒になって植林をすることや、子どもたちの環境に対する視野を広げ

る ESD（Education for Sustainable Development: 持続可能な開発のための教

育）プロジェクトなどが進められている。2008 年からは「Eco Forest」 

の取り組みが Bangpuから始まった。2008年だけで 133,000 本の植林の実績が

ある。また、ビオトープもつくられた。 
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          〜講義の様子〜               〜ビオトープの説明〜 

 

● 講義１に関する質疑応答 

質問１「タイに電気自動車はどのくらい普及しているのか」 

 タイでは電気自動車はあまり普及していない。理由は２つあり、充電設備が

ないことは１つ目に挙げられる。また、タイの電気はほとんど化石燃料から作

られているため、電気自動車が環境にやさしいとは言えないのが現状だ。現在、

チュラロンコン大学と共同で充電ステーションの設置を目指している。 

 

質問２「FEEDなどの環境団体と協力するようになったきっかけは何か」 

10年前の植林のプロジェクトから協同の活動が始まった。FEEDは元々WWF

だったが、より環境教育に力を入れていくために独立したという経緯がある。 

 

質問内容３「自然関連の活動にどれくらいの社員が関わっているか」 

植林イベントの参加者等を合わせると、5,000 人程度である。 

 

質問４「タイ人の環境に対しての意識は高いか、例えば環境に優しいという 

理由で TOYOTAの製品を買うことはあるか」 

 環境に優しいという理由でトヨタ自動車を選ぶまでには至っていない。しか

し、社員の環境意識は高まってきている。これから環境保全の観点から購買が

増えていくチャンスでもある。 

 

● 講義 2「TOYOTA Motor Thailandが実践する環境教育について」 

・環境教育の方法 

 対象者に肯定的に接することが大切である。また、Learning by doing を合言

葉にして、実際の体験を重視して活動に取り組んでいる。 

・エコフォレストについて 
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 植物だけで 107 種類が確認されている。また、鳥類 71 種、爬虫類 12 種、両

生類 4 種、哺乳類 3 種、虫 100 種、魚類 28 種の計 218 種類が生息している。

自然教育センターでも学生を対象とした活動が行われている。エコフォレスト

の自然をベースとした、学校と共同のカリキュラムが存在している。例えば、

最初の 20分間は室内で講義を行い、その後野外に出て 1時間から 1時間半勉強

をする。また、得た知識を学校に持ち帰って、他の科目と関連づけるなどの取

り組みもある。大学生専用、企業専用のカリキュラムがそれぞれあり、対象者

ごとに内容を変えている。 

 

● ビオトープの見学 

・ビオトープの生き物 

ビオトープとエコフォレストの違いは、外の川とつながっているかどうかだ。

ビオトープは人工的に作り出した自然であり外の川とつながっていない。ビオ

トープ内には所々に生き物の説明が書かれた看板があった。カタツムリや小さ

なネズミなどの生き物を見ることができた。更地の状態から植物を植えて、水

を流しビオトープを作り上げてきた。子どもたちにはビンゴゲームをしたり、

食べられる植物なのか、ハチが好きな花はどれか、日当たりが違うとどうなる

のかなど楽しみながら知識を教えている。最後には気にいった植物を持ち帰る

こともできる。 

  

〜ビオトープを歩く〜 

 

● 質疑応答 

質問１「子どもたちに人気のある植物は何か」 

何も先入観がない状態で、森に入るので子どもたちそれぞれが好きになる植

物はそれぞれ違う。食べられる植物は特に人気が高い。また、季節には季節の

主役があり、季節ごとに焦点の当たる植物は異なる。 
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6.Bangpu Nature Education Center 

 

(1) 作成者：中川愛、林うさぎ 

 

(2) 訪問場所：Bangpu Nature Education Center 

 

(3) 訪問日：2017年 9月 22日（金） 

 

(4) 訪問先の対応者：FEED  Mr. Trirach Pukotchasarnseen 

 

(5) 訪問先の概要 

活動団体は、FEED（Foundation for Environment Education for Sustainable 

Development)であり、財源は企業からの支援で成り立っている。センターにス

タッフは 6人おり、年間の訪問者数は 8,000人から 10,000人である。主な活動

は、湿地の保全と環境教育の授業などだ。マングローブ林を含む湿地の中に位

置している。子どもたちの学校教育での環境教育プログラムや、キャンプやイ

ベントなどを行っている。センターは、特に、初等・中等学校の教師や児童・

生徒向けの環境教育施設となっている。 

 

 

(6) 講義内容 

● Nature education centerの見学 

 最近リニューアルされたセンターでは、子どもたちが楽しみながら自然につ

いて学ぶことのできる展示がされていた。例えば、壁全体に山から川が流れ込

む海までの絵が描かれていて、それぞれの地域における環境について説明があ

った。その中には都会であるバンコクも含まれている。ここではタイの全体的

な環境について知ることができる。 

 生態系の説明のコーナーでは丸い形の板をめくると、写真の説明が現れるな

どの展示方法がとられていた。 
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〜センター内の展示〜 

● 講義「Bangpu Nature Education Center について」 

・センターの役割 

センターの周りはマングローブ林を含む 90パーセントが天然の森である。ト

ヨタ自動車を中心とした民間企業から支援を受けて、スタッフ 6 人体制で運営

をしている。センターの役割は３つあり、1 つ目はマングローブの保護である。

この活動によって鳥類の種類は 13種から 245種にまで増加した。2つ目は企業

の CSR としての植林活動である。400 以上の企業が植林活動に関わっている。

3つ目は環境教育の実践だ。各レベルの学生に合わせてカリキュラムが制作され

ていて、1日当たり 100人以上の学生がセンターを訪れる。 

 

・施設について 

湿地（海水）マングローブの森が広がっているため、遊歩道が整備されてい

る。灯台から海岸まで歩くことのできる橋がある。また、バードウォッチング

のための場所もいくつか存在している。地上より少し高い場所を歩くと鳥を見

つけやすくなる効果もある。2008 年には 163 種であった鳥は、2017 年時点で

245 種にまで増加した。大きく 2 つの地域に分けることができ、東側は森や環

境教育のための施設がある。西側はホテルやレストランなどのレジャー施設が

ある。 

 

・教師への研修プログラム 

 学生だけでなく教師向けの研修プログラムも準備されている。児童・生徒が

センターを訪れる前に、教師が研修を受けることで、FEED と教師が共同でカ

リキュラムを作り上げることが可能になる。学年ごとに異なった細かなカリキ

ュラムが作られている。また、カリキュラムは環境の分野にとどまっていない。

例えば、鳥の社会と人の社会はどう関係しているかといった視点での授業や、

鳥の絵をスケッチすることで芸術分野と関連することもできる。 
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・時間ごとに対応が可能 

 時間をあまりとることができない場合は、室内（Lecture Room）で歌をうた

うなどの活動が行われる。その中で FEED の取り組みを紹介したり、ゲームを

通して自然に関する知識がどれくらいあるか確かめる。時間を十分にとること

のできる場合は、野外での活動（field study）で森の中を歩き鳥の観察をする。

また、湿地での生き物の観察が行われることもある。午前中のみや終日といっ

たあらゆる状況に対応することができる体制になっている。平日は学校の利用

が多く、土日は企業が利用することが多い。 

 

● マングローブ林などの見学 

 

    

        打ち上げられたごみ               マングローブ林の前にて 

 

・打ち上げられたごみ 

 マングローブ林の入り口付近には、ごみが打ち上げられたままになっていた。

これはバンコクから流れてきたごみであるが、意図的に拾っていないのだとわ

かった。子どもたちになぜここにごみがあって、それが自然にどういう影響を

与えているのか考えてもらうためにそのままにしている。実際に、子どもたち

と森に入る時には必ず、ごみがあることを確認している。 

・遊歩道 

 マングローブの上に木でできた遊歩道があって、簡単にマングローブの様子

を知ることができた。ムツゴロウやカニを観察した。 

・バードウォッチング 

鳥を観察することのできる建物があった。入口付近には、鳥を驚かせないた

めに静かにするよう呼びかける看板があった。双眼鏡を使ってみると、様々な

種類の鳥が水辺にいる様子を観察できた。 
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       バードウォッチング                クジラの骨の見学 

● 質疑応答 

質問１「今までに何人の先生が、研修プログラムに参加したのか」 

以前は 2 年に 1 回であったが、現在は 1 年に 2，3 回の研修を実施している。

合計で 90人ほどの先生がトレーニングを受けた。学校とのつながりを大事にし

ており、直接学校に交渉して、カリキュラムを学校に入れてもらうことに成功

した。 

 

質問２「訪問者は児童・生徒が多いと思うが、小学生から大学生までどの年代

の訪問者が多いか」 

 学生の中で最も重視しているのは高校生である。それは、正しい理解が身に

つくのは、高校生だと考えているからである。訪問者数は、高校生が 70％、20％

が小中学生、10％が幼児と大学生である。 

 

質問３「日本では近年、子どもたちが野外で遊ばない傾向にあるが、タイの子

どもは遊んでいるか」 

 センターを訪れた子どもたちは森に入ると、遊びたくなる。しかし、対応で

きるスタッフは 5，6 人であるため 1 度に 60 人の学生にしか対応することがで

きない。タイの子どもは暑い気候の影響もあり、あまり野外で遊んでいない。

自然に関する知識が不足していると、危険な遊び方をしてしまうこともある。 

 スタッフの業務の分担は、連絡窓口が 1 名、カリキュラム担当 1 名、自然環

境の保護 1名、ボランティア担当 1名などとなっている。 

 

質問４「年間訪れる高校生は、タイ全体の高校生の何割を占めるか」 

 年間計 1 万 3000 人の高校生が訪れる。タイ全体の高校生の数は 40 万人であ

るため、約 2.5％の高校生がセンターを利用していることになる。 
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質問５「環境知識を一般の人に伝えるうえで、意識していることはあるか」 

 １番大切なことは正しい理解をしてもらうことだ。団体を相手にするときで

も、１つのグループを１０人以内にしてメンバーの行動をじっくり見ることを

心掛けている。そして正しく理解することができているかどうか確かめている。 

また、活動の最後には必ずまとめの時間を持ち、自分の学んだことに自信を持

って帰ってもらうことを目標としている。 
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7.Kaeng Krachan 国立公園 1 

 

(1) 作成者：中川愛、林うさぎ 

 

(2) 訪問場所：Kaeng Krachan森林群 

 

(3) 訪問日：2017年 9月 23日（土） 

 

(4) 訪問先の対応者：Mr. Ratkawee Boonmake、Mr. Sitthichai Jinamoy 

 

(5) 訪問先の概要 

 International Union for Conservation of Nature(以下；IUCN)タイ事務所は

1990 年代に設立され、2001 年にはプログラムオフィスが設立された。現在は

気候変動適応、海洋資源管理の統合、イルカの保護、湿地、森林保全と復旧、

保護地域と世界遺産の保全に焦点を絞り活動を行っている。Kaeng Krachan 森

林群（Kaeng Krachan Forest Complex : KKFC）プロジェクトは 2016年に開

始された。3つの国立公園と 1つの野生動物保護区により構成されている。タイ

とミャンマーの境界であるテナセリム山脈に位置しており、生物多様性が豊富

である。スンダセンザンコウ、シャムワニ、アジアゾウ、トラ、ギブボンなど

絶滅の恐れがある野生動物も生息している。タイの世界遺産に登録された

KKFCの保全に貢献することを目的としている。 

（参考：https://www.iucn.org/asia/thailand/countries/thailand） 

 

(6) 講義内容 

 

● Kaeng Krachan 森林群について（トン氏） 

 公立公園設立のきっかけは、タイ国王９世が Kaeng Krachan地域に見学へ訪

れた際、豊かな水源、森林を国立公園に指定することで保護する必要性を示唆

したためである。敷地は 180万ライ（2,880㎢）に及び、タイ国内で最も大きな

国立公園であり、545種の野鳥の生息地となっている。Kaeng Krachan内すべ

ての地域が世界遺産登録のために申請中である。現在の課題としては、農地拡

大による国立公園地域への浸食、野生生物の密猟、違法伐採、ミャンマーとの

国境問題などが挙げられる。約 60年前に制定された国立公園法ではこれらの行

為が禁止されているが、法律制定以前からこの地域を居住地としていた人々が

いるため、それらの事情を考慮した新しい法律の制定が期待されている。地域

住民と国立公園側での国立公園内の土地利用問題が明確化されていないため、

https://www.iucn.org/asia/thailand/countries/thailand
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利害関係者による土地利用の境界線を定める必要性がある。 

 国立公園の敷地はゾーニングが行われており、5段階に分けられている。大部

分を占めているのが一切の活動が許されない地域、制限は存在するが一定の活

動が許される地域、教育やレクリエーションなどの活動に利用できる地域、国

立公園指定前に村があった地域、キャンプなども行うことができるサービス地

域の 5つに分けられている。生態系としては哺乳類 100種、両生類 55種、は虫

類 111種、魚類 101 種、鳥類 545種、植物 4,000種類以上が確認されている。

敷地内には 4 つのキャンプ場があり、825 人収容可能なキャンプ場もあり、半

年で約 13万人の観光客が訪れている。国立公園をパトロールするレンジャーは

毎月ミーティングを行い、違法行為の取り締まり、地図作成のための GPSデー

タの管理と収集、野生動物の足跡の確認などの活動を行っている。 

 

 
国立公園事務所トン氏より国立公園についてのお話 

 

● IUCNについて（Mr. Ratkawee Boonmake） 

 IUCN（国際自然保護連合）は 1948年に設立された世界最大の自然保護ネッ

トワークである。1200 以上の組織が会員となっており、160 カ国から専門家が

集まっている。主な役割としては、自然保護、気候変動の問題解決、ガバナン

スと地形の有効的管理の 3つが挙げられる。持続可能な開発実現のために政府、

企業、一般などのパートナーと協力することを重視しており、様々な団体と連

携してプロジェクトを実施している。IUCN では各分野の専門家による「種の

保存」、教育コミュニケーション、環境法、環境経済社会政策、世界保護地域、

生態系管理の 6つの委員会に基づき活動が行われている。 

 1990 年代にアジア地域事務所がバンコクに設立され、2001 年にタイでのプ

ロジェクトが開始された。タイでの活動は主に 6 つに分けることができる。カ
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ンボジア、ミャンマーとの国境保護、気候変動による海面上昇や海岸浸食など

の災害に対する対策、気候変動による降水量変化問題、湿地、ビジネスと生物

多様性、Kaeng Krachan地域の世界遺産への登録の活動が行われている。 

 Kaeng Krachan地域はマレー半島、ヒマラヤなどの 4つの地域の生態系が混

ざり合って存在する非常に希少性の高い地域である。現在の問題点としては密

猟、アジアゾウによる地域住民居住地への侵入、農地拡大のための焼き畑、違

法伐採などがあるため、民間企業、地域住民、研究者、政府系組織など様々な

立場の人々が協力しあう参加型管理の実現が目標とされている。主な活動とし

ては有効的なガバナンス、モニタリングシステム、参加型土地利用計画などが

ある。 

 

 

Mr. Ratkawee Boonmakeより IUCNについてのお話 

 

● Wildlife Conservation Society（以下；WCS）について（Mr. Sitthichai 

Jinamoy） 

 WCSは 1895年に設立された非営利組織である。世界 60カ国以上で活動を行

っている。1980 年にタイでの活動を開始した。Kaeng Krachan ではレンジャ

ースタッフが全体で 300人しかおらず、レンジャー一人あたり 50平方キロメー

トル分を担当しなければいけないのが現状である。パトロールによる足跡の調

査により、2001年から Kaeng Krachanにおけるトラの調査が開始された。2003

年には初めてトラの撮影に成功した。トラは縦縞の模様で個体識別が可能なた

め、識別されたものには名前がつけられている。2003 年から 2016 年までで 3

個のみ撮影されている。密猟などにより個体数の減少が危惧されている。また

アジアゾウについての調査も行われている。アジアゾウの調査方法はメッシュ
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調査という方法によって行われており、Kaeng Krachan地域全体を 5キロメー

トルごとに縦横の直線で区切り、各ゾーンでの調査が行われている。調査の結

果、密猟の銃が発見された地域をはじめ人的圧力のある危険ゾーンにはゾウの

生息は見られず、人的脅威の少ない南部ではゾウの生息が確認された。 

 5種の指標種を選抜し、自然環境の豊かさを測るためにそれぞれについての調

査が行われている。アジアゾウ保全の目標としては、2018年までにゾウの生息

地としてふさわしい場所の70パーセントにゾウの生息を確認することを掲げて

いる。そのために現在起こっている問題と、それぞれに対する解決策を合わせ

て検討している。パトロールは野生動物を国際取引から保護するワシントン条

約を遵守するための SMART(Special Monitoring And Reporting Tool)というシ

ステムを元に行っている。このシステムにより密猟者を逮捕できる割合が上昇

した。密猟者は地域住民だけではなく、国立公園の元スタッフによっても行わ

れていたことが発覚した。主な目的は中国との象牙の取引や食用である。レン

ジャーによるパトロールのサポートとして、以前はヘリコプターが使用されて

いたが、現在ではドローンが活躍している。これらのサポートにより密猟者の

逮捕率は上がっている。 

  

 

 

Mr. Sitthichai Jinamoy よりWCSについてのお話 
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Mr. Ratkawee Boonmake、Mr. Sitthichai Jinamoyと記念撮影  
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8.Kaeng Krachan 国立公園 2 

 

(1) 作成者：中川愛、林うさぎ 

 

(2) 訪問場所：Kaeng Kracahan国立公園 

 

(3) 訪問日：2017年 9月 24日（日） 

 

(4) 訪問先の対応者： Mr. Ratkawee Boonmake、Mr. Sitthichai Jinamoy 

 

(5) 講義内容 

 

● バンクロイ村について 

 Kaeng Krachan森林群の国立公園登録に当たり、21年前にボンルク村の住民

が住む地域への移住が行われた。移住時は 57世帯の村であり、国立公園側がら

ひとりあたり 7ライの土地を与えられた。移住時は非常に貧しい状態が続いた。

同じ土地で季節ごとに植物を植える輪作を行っていたが、農業がうまくいかず

王立財団から農業についての教育や援助が行われた。財団から教えられたこと

の一つとして、バナナの栽培方法とその利益が挙げられる。バナナを植えるこ

とで、その土地の水分量が増えるため、バナナ以外の作物も成長しやすくなる

という利点がある。 

 

 

バンクロイ村の村長 

 

● ボンルク村について 
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 国立公園登録前から現在、バンクロイとボンルク村の人々が住んでいる土地

に居住していた。公立公園や王立財団から棚田での米作りを教えられ支援を受

けた。バンクロイ村の人々が移住してきたことで、ボンルク村の人々の土地が

減少、現在に至っても土地を持たない人々が残されている。ボンルク村の人々

から国立公園側に対する要求は、土地利用の方法を国立公園側だけで決めずに、

自然遺産登録前にも現地住民との会議の場を設けることであった。また自然遺

産登録申請前にバンクロイ、ボンルクそれぞれの人々に土地を分配する必要が

ある。バンクロイの人々の移住に際して、国立公園側からは土地を分け与える

ために親戚、兄弟は土地を共有することを提案したが、ボンルクの人々の中で

は結婚などによる土地所有の問題で兄弟間の争いが多発した。 

 

 

● バンクロイ村、ボンルク村の関係について 

 どちらの村も農業で生計を立てている。移住に際してバンクロイ、ボンルク

間での争いは起こっていない。バンクロイの人々は元々の居住地に住み続けた

かったが、公立公園になることで仕方なく移住したということを互いの村人は

理解している。また土地がなくなったのは、バンクロイのせいではなく政府に

よるものだと村人は考えている。 

 二つの村を合わせた人口は 1,323人、バンクロイから移住してきた者 816人、

ボンルクに居住していた者 417 人の割合になっている。国立公園に指定され、

移住などが進んだことにより無職になった人はバンクロイ 40～50人、ボンルク

10～20人。 

 

 
カレン族の女性も集まってくれた 
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● 王立財団の方よりバンクロイ、ボンルク発展のためのプロジェクトについて 

 王立財団の基本的な考え方はタイ王国第 9 世国王に基づいている。国立公園

地域の主な問題としては、人と森林どちらも守らなければいけないこと、人材

育成や協力体制の構築、生活向上などの人間関係に関する問題、密猟などの人

と動物の問題の 3つが挙げられる。5年前より Kaeng Krachan地域での活動を

開始した。世帯ごとの自立を目標とし、財団から経済的な支援が行われている。

伝統的な農業方法を変えることで、作物の収穫率を上げ、地域住民で農業組合

を結成しマーケットに売り込むことが目標となっている。 

 

 

王立財団の方からお話を伺う 

 

● 2020年の理想について 

 バンクロイの村長からは森も人も豊かで人に迷惑をかけない生活をすること

ができればいいという話があった。ボンルク村長からは道路を改善してほしい

という話があった。今よりも少しだけ通りやすい道路があれば、村人が病気に

なった際もより早く病院に連れて行くことが可能になり、収穫した作物をより

早く市場に持って行くことが可能になる。また今よりも丈夫な家があるといい

という話もあった。ビルは必要ないが現在の住宅は木でできており、すぐ壊れ

てしまうため木を切り修復を行わなければいけない。生活は今のままで十分だ

が、もう少しだけ便利になるといいという考えを持っていた。 
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● 若者の将来について 

 国立公園出身の若者で町に出稼ぎに行く者もいる。都市への憧れ以上に仕事

のために仕方なく外で働く人が多いのが現状である。若者が国立公園内で暮ら

していくためには、現在は小学校しかないため、高校まで国立公園内で卒業で

きるようになるといい。また外で働くためにも英語教育を充実させてほしいと

いう話があった。現在は中学校になって町で勉強する者もいるが、国立公園で

は英語を教えてもらえないため、周りの都市出身の生徒についていくことがで

きない生徒が多い。 

 

● 雨水の貯水池をつくり畑に活用するシステムの見学 

 王立財団の支援を受け導入されたシステムとして雨水活用のための貯水池が

ある。土地の高い場所に貯水池をつくり、土地の低い場所にある畑に水が流れ

ていくシステムである。一度に雨水が流れて洪水を発生させないため、貯水池

の下に階段のように段差をつけ、土壌に雨水がゆっくりと染みこむようになっ

ている。また雨水をくみ上げるためポンプを使用しているが、ポンプの電気は

ソーラーパネルによって供給されている。このソーラーパネルは現地住民だけ

でメンテナンスを行えるよう、村に残る若者に対して研修が行われた。そのた

めソーラーパネルが壊れても、担当の若者だけで大抵の故障には対応すること

ができるため、持続可能なシステムとなっている。 
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貯水池の見学 
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メンテナンスは地域住民が行う 

 

カレン族の方々と記念撮影 
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9.Kasetsart University Bangkok,Thailand 

 

（1） 作成者：中川愛、林うさぎ 

 

（2） 訪問場所：Kasetsart University Bangkok,Thailand 

 

（3） 訪問日：2017年 9月 25日（月） 

 

（4） 訪問先の対応者： 

・学務長 Dr. Surat 

・Onanongさん 

・Kittichaiさん 

 

（5） 訪問先の概要 

タイで最もよく知られている農業大学の一つで、メインキャンパスはバンコ

クの市内に位置している。医学部以外のほとんどの学部(16学部)、 大学院と研

究所を持つ。学部は、熱帯農学部、経済学部、工学部、人文学部などがある。

１９４３年に創立した国立大学であり、Kasetart はタイで「農」を意味してい

る。 

  

 大学のシンボルマークは Phra Phirum という雨の神様が、ハスの花に囲まれ

たヘビの上に乗っている図である。大学のカラーは、緑色で大学の制服にも緑

色が用いられている。１学期は６月〜９月、２学期は１１月〜３月、夏学期が

４月〜５月である。 

 バンコク市内のキャンパス以外の場所には、農場地や池、牛舎などがあり、

学生は実践的に学ぶことができる。建設中の２つのキャンパスも含めると計７

つのキャンパスがある。学生数約 ５万８千人の総合大学 であり、北海道大学

の学生数１万８千人と比べてとても多い学生数であることがわかる。 

 

 

（6） 講義内容 

Kasetsart大学の環境学部を訪問し、講義やディスカッション、見学を行った。 

 

● 講義 1「Kasetsart大学環境学部について」 

 環境学部は、2012年に創立した比較的新しい学部である。現在 361人の学

生が学んでいる。 
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● 学部の施設の見学 

・KUタワー 

環境学部には、空気の質や空気中の気体の種類・濃度を測定する 170ｍ程の機

器が完備されている。分析室を見学することができ、CO２や SO2、NOx、オゾ

ン等の気体の空気中の割合を記録していることが確認できた。時間当たりの

CO2 濃度を測定することで、温室効果の影響を調査している。さらに、高度を

変えて空気を測定しており、時間帯によって移動する空気を正確に測定してい

る。 

約 2 年前から、空気の質、気象の測定を継続している。アジアの中で先進的

に Kasetsart 大学がこのような測定技術を使った研究を行っている。一般の人

への情報公開も積極的に行っているという。 

・研究室 

続いて、環境学部の各研究室の見学をさせていただいた。土の汚染や汚水、

ごみの調査をする特殊な設備を多く見ることができた。ごみの中にどれくらい

の熱があるのか測定する機器があり、魚の胃中のごみを調べることも行われて

いるという。環境学部で多様な研究がおこなわれていると確認することができ

た。 

 

      
       KUタワー                         講義の様子 

● 「日本のごみ問題とリサイクル」に関しての発表 

 日本のごみ処理や問題、歴史的背景についての発表を行った。その後、環境

学部の方から質問があった。 

 

質問１「日本でのごみ処理で危険物はどのように扱われているのか」 

日本では病院ごとに回収が行われている。そのため、一般の人が危険ごみを
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目にすることはほとんどない。 

 

質問２「日本でごみに対する意識が高まったのは、法律の制定だけが原因なの

か」 

法律の制定はもちろん、公害の発生や大気汚染、ごみ処理施設の不足など様々

な問題が浮上し、人々の意識が変わったと考えられる。 

 

質問３「日本でごみについての危機意識が広まっているが、タイではあまり進

んでいない。日本ではどのような普及活動を行っているのか」 

 NGOや NPO、学校等での教育を通して普及が進んでいるのではないか。 

 

この後、タイにおけるごみへの意識についてお話しを聞くことができた。ま

ず、タイでは危険ごみの処理が徹底されておらず、一般ごみの中に危険ごみが

混入していることもあるという。また、タイにおけるごみの回収方法は日本と

異なっており、ごみは回収された後埋め立てられることが多い。埋め立てられ

ないごみは、個人の廃品回収車が集めている。つまり、ごみ回収が整備されて

いるのではなく、個人が不定期に必要なものを拾うしくみがある。 

 

  

      日本のゴミ問題に関する発表              施設の見学 

 

● 講義 2「Environmental Science Research Groups」 

・目標 

 活動はGREENという標語にもとづいて行われている。Global, Responsibility, 

Energetic, Environmental, Nature の頭文字をとったものである。さらに、教

育・研究調査・アカデミックサービス・持続性の 4 つが達成するべき課題であ

る。 

・活動の対象 

 汚水の処理や、市内で災害が起こったときの計画を行う。また、バンコクな
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どの都会におけるヒートアイランド現象、煙の健康被害、気候変動についての

調査を行っている。 

・環境教育のコンセプト 

 環境教育には段階があり、順に、基礎知識をつけること、コミュニティ内の

課題を知る、コミュニケーションを図ること、PR、CSR、コミュニティを持続

させることである。 

・環境学部について 

 ラーニングセンターが 4 か所にあり、王立のプロジェクトも行われている。

最新の気象モニタリングや、影響評価を行う。大学間のネットワークを重視し

ている。 

・調査プロジェクト 

 ＜プロジェクト 1〜王立の環境調査・発展＞ 

 1990年に設立されてから、27年間続く国王 9世の意向に基づいたプロジェク

トである。土壌汚染、汚染水、マングローブ林の減少といった環境問題を解決

するための調査を行う。科学者から教師、学生まで約 280 人が関わっている。

自然が自然を助けることを前提としていて、地域にあるものを活かした取り組

みとなっている。そのため、地域で簡単に実施することが可能である。例とし

て、汚水の処理法が挙げられる。4つの方法があり、順に、池を利用する、草で

濾過して水質浄化をする、湿地を作る、マングローブを使って水質浄化をする

である。他にも、ゴミ処理の技術の例では、埋め立てではなくコンクリートボ

ックスやコンポストを利用する取り組みがなされている。 

＜プロジェクトの成果＞ 

 具体的な成果は、ペチャブリー地域の水質が向上したことである。動物の種

数は約 50種から約 300種まで増加した。また、あさりなどの 2枚貝を売ること

で地域住民の収入が増加した。さらにマングローブや渡り鳥が増加するなど多

くの成果が上がっている。下水処理の池の中で、地域住民がティラピアと呼ば

れる魚を飼うことが可能になった。地域住民との関係も良好であり、各地域を

訪問し問題解決する研修が行われている。コミュニティ側に経費がかからない

という利点がある。 

 

＜プロジェクト 2＞ 

 知識をコミュニティに教え共有することを目的とするプロジェクトである。

汚染水から出てくるよどみは化学肥料の代わりに使うことができる等の知識が

共有されている。また、各家を訪問とインタビューが行われている。5種のフル

ーツやタイのバジル、きゅうり、マリーゴールド等を植え、利益が出るか確か

める。 
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＜プロジェクト 3〜持続的な水源の確保＞ 

 Kaeng Krachan近辺はあまり雨が降らず、水源の確保が難しい地域である。

これを解決するために、次のような方法がとられている。 

 

1：コミュニティについて学ぶ（経済状況、水の使用量、学校、健康、農業） 

2：環境状態の調査（水質、土壌、よどみ等） 

3：水の管理法に関しての調査（水域の管理） 

 

水域の管理の具体的方法には、土砂崩れ防止や、段差をつけることで水を貯め

ることがある。 

 

● 世界の環境教育について 

 2 年ごとに行われている環境教育のイベント（10th WEEC 2019 in 

Thailand） 

が、2019年にタイで開催される。アジアで開催されるのはタイが初めてである。

アジアから環境問題についての発信をしていくにはどうしたら良いのか投げか

けがあった。地域と共同になることで人々の意識・行動が変化していくのでは

ないかと話し合われた。 

 

● 質疑応答 

 

質問 1「大学という立場から知識を地域住民に伝えているが、活動によって、地

域住民の意識は変わったのか」 

 5年間のモニタリング調査により、所得水準によって環境に対する意識が違う

ことが確かめられた。特に所得が 100,000 円以下の人は環境に対する意識が低

い。ただし、都市部と地方では異なっている。 

 

質問 2「KUタワーでの研究はタイの NPOなどと共同で行なっているか」 

 小規模のプロジェクトは行われたが、公開はされていない。タイの汚染管理

当局にデータを預けている。農業を継続的にすることに役立つと考えられる。

アジアで KU タワーのような施設は Kasetsart 大学にしか存在していない。中

国に同じようなタワーがあるが大気汚染まで調査していない。 

 

質問 3「他大学と比べて、Kasetsart大学の魅力とは何か」 

 国の農場、農業の利益のための人材を育てることを目標としている。タイの

人々のより良い暮らしを実現するべく研究・教育を行なっている。 
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質問 4「環境問題に関心がない人（所得が低い人）に向けて情報を発信する際に

気をつけていることは何か、その人たちに求められていることは何か」 

 高い技術力を求めていると考えられる。また、同じような媒体で伝えようと

するのではなく、ラジオなど求められているチャンネルで伝えることが大切で

ある。カナダでは面白いチャンネルを通して環境教育を行なっていた。芸術や

漫画と組み合わせて伝えるという方法も有効的だと思われる。理解してもらう

ためには、国ごと地域ごとに適切な方法を編み出していく必要がある。その地

域の迷信や考え方に合うような形で、環境保全に繋げることもできる。 

 

質問 5「地域住民と活動を進めていく上で難しいことは何か」 

 地域全体の信頼がある、その地域のリーダー、尊敬される人と話をすること

が最も重要である。リーダーと連携を作って発案すると小さなグループから大

きなグループへと発展する。タイにおいて国王の発案プロジェクトの推進が行

われる仕組みと同様である。 

 

質問 6「日本では SDG 広まりつつあるが、Kasetsart 大学ではどのようなアプ

ローチをしているか」 

 サフィシェントエコノミー（Sufficient Economy）という考え方が前国王の

意思で受け継がれている。これを基盤にして教育がなされ、タイでは小学校か

ら教えられている。十分な経済という意味で SDGの理念と一致する。欲張らず、

現在を満ち足りたものとみなす考え方であり、カレン族の村にもその考え方が

土着としてあると考えられる。 

 

 

（7） 参考文献 

・サイト名：「Kasetsart University」 

・(URL: http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=mainpage1 )   

・訪問日：2017年 12月 20日 

  

http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=mainpage1
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II. 模擬企画書 

 

1.各研修生による模擬企画書  

 

研修中での学びを生かし、各研修員で模擬企画書を作成した。作成された模擬

企画書の内容は以下のとおり。 

 

 

環境ユース海外派遣研修 企画書① 林うさぎ 

 

1) タイトル 

 

余市でブドウ収穫に挑戦！〜大学生が環境保全型農業を応援する〜 

 

2) はじめに 

 

タイ海外ユース派遣研修を通して学んだことを、自分自身の実生活と結び付

けて活用することがこの企画書の目的である。筆者の研修テーマは、以下の 2

つであった。 

 

・環境問題に興味を持たない人が、興味を持つようになるには何が必要か 

・異なる分野が協力してプロジェクト等を進めるためには、どうすればよい

のか 

  

様々な場所を訪問する中で、積極的に活動を発信していくことが大切だと感

じた。特に印象に残っているのは、ネイチャーエデュケーションセンターを訪

問したことだ。ここでは学校の先生と共同で、子どもたちの年齢に合わせた環

境教育プログラムを制作し実行している。センターで活動を始める際に、学校

からの問い合わせがくるのを待つのではなくて、学校側に対してアプローチを

していた。 

私は、このような視点を持つことが、もっと多くの人が環境に興味を持つよ

うになるための手掛かりではないかと考えている。つまり、情報を載せて待つ

のではなく、伝えたい相手を特定して自分から働きかけるということだ。また、

環境分野にかかわらず、異分野の人同士がつながるためにも積極的に活動の発

信をすることが重要である。以上の学びを踏まえて、自身の身の回りの問題解
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決に役立てられないかと考え、今回は札幌近郊の余市の農業に注目した。タイ

から帰国後、余市でブドウ収穫の手伝いを行って、人手不足の現状をもっと知

ってもらいたいと考えたからである。 

 

 

3) 背景 

 

 北海道余市には、環境保全型農業を行っている農家があるが、慢性的に人手

不足が問題となっている。特に秋のブドウ収穫時には、食用の他にジュースな

どの加工品にするため、ブドウを一度に工場に出荷しなければならない。つま

り、短期間での収穫が必要とされるが、人手不足により収穫が間に合わない状

況がある。 

 慢性的な人手不足の原因は、栽培方法が無農薬であることだ。草むしりなど農

薬を使用すれば必要ではない作業が多く存在する。現在は Facebook 等でボラン

ティアを募集しており、比較的子ども連れの家族が多く参加している。無農薬

で栽培しているために、子どもも参加することができることがメリットである。 

筆者はこの活動がもっと大学生に認識されると良いのではないかと考えてい

る。前の章でも触れたように、一緒に活動してみたい相手を特定することで、

より現状を知る人が増えると期待される。今回伝えたい相手は、同世代の大学

生である。大学生でこのようなボランティアに興味がある人は、比較的時間に

自由のきく立場にあると考えられる。さらに子どもたちが、身近にある農業の

存在を知るきっかけともなるだろう。 

また、大学生と子ども、農業ボランティアの３つが接点を持つことは、異分

野の協力が不可欠だ。このプロジェクトを実践することは、筆者の研修テーマ

と深く結びついている。北海道大学でも、夏休みに農家でのアルバイトの募集

がされていたが、ボランティアで農作業をする活動があまり広まっていない。

近郊の大学生が定期的に農作業ボランティアに行って楽しむ仕組みを作ってい

きたい。 

本活動において期待される成果は、余市の環境保全型農業を行う農家が、ブ

ドウの収穫時に必要な人手を確保することである。また、同世代の大学生で札

幌近郊の農業に興味を持つ人が増えることを目指す。 

 

4) 最終目標 

 

 「環境に負荷をかけない持続可能農業が活発になり、大学生や子どもが地域

の農業を身近に感じる」 
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5) 活動の意義 

 

本活動を通じ、普段はほとんど接点のない農家、大学生、子どもをつなぎ合

わせることは、17 番目の「パートナーシップで目標を達成しよう」に直結する

ものだと考えられる。 

 

                    

 

12.「つくる責任 つかう責任」 

 私たちは、環境にやさしい条件でつくられた農作物を消費するとき、それを

供給する側の負担を考える責任があると考えられる。 

さらに地域の農業を、地域の大学生が応援する仕組みをつくることは、循環

型社会の１つの表れである。またこの企画を通して活動をする大学生自身はイ

ベントを運営するスキルを身に着けることができる。子どもたちは楽しみなが

ら自然に親しみ、農家は必要な人手を集めることができる。プロジェクトが成

功すればどの立場の人にとっても利益の出る活動である。 

 

15.「陸の豊かさも守ろう」 

農薬に頼らない農業がボランティアの協力により、持続的に行われるように

なれば、土地の生物多様性を守ることができる。これは、研修のテーマである

生物多様性の保全と一致する。 

  

6) 活動・期間・スケジュール 

対象者：大学生 
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7) 予算 
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環境ユース海外派遣研修 企画書② 中川愛 

 

1) タイトル 

4カ国から集まった若者がお互いの地域の強みについて教えあう 

未来に続く学びのグループ Peer teaching Project 

 

2) 目標 

開発問題、ゴミ問題、ガバナンスなどの問題に対して、４カ国から次世代を担

う若者が集まり、お互いに学び合うことで将来を見据えた解決策を生み出す 

 

3) 背景 

 現在、世界中が SDGｓを中心に持続可能な開発への道を目指しているが、そ

れぞれの国の中だけで生み出されるアイディアや、行うことができる取り組み

には限界がある。そのため持続可能な発展を達成するためには、国籍にとらわ

れず様々な文化的背景を持った人の協力関係が欠かせない要素となる。また世

界が途上国と先進国に二分化されている現代において、先進国は途上国よりも

勝っており、途上国に対して支援を「してあげる」という考え方が現在も残っ

ている。こういった考え方のままでは、途上国にも多数存在する優秀な人材や、

新しい解決策が注目されることなく消えていくことになるだろう。 

 今回の環境ユース海外派遣研修に参加し、日本のゴミ問題についてのプレゼ

ンテーションを準備したことをきっかけに、徳島県上勝町のように、ゴミを出

さないという考え方を貫いている人々が日本にいることを知り、衝撃を受けた。

またプラスチックのリサイクル工場を見学したことで、自分のゴミの分別に対

する意識が大きく変わった。さらに Kaeng Krachan 国立公園に住むカレン族の

人々の話を聞いたことで、「途上国」に昔から住んでいる人が、文化や自然の

保護を無視した発展を推し進めるだけでなく、発展や開発に対して将来を見据

えた考え方を持っていることに感銘を受けた。また UNDP や UNEP の職員の方

から話を聞けたことにより、ガバナンスの重要性を改めて見直すことができた。

どの問題もとても重要なものであり、それぞれの国や地域が特化している分野

があると感じることができた。また、それらの考え方や活動について、共有し

ていくことで「先進国」も「途上国」も関係なく、より持続可能な社会を作っ

ていくことができるのではないかと感じた。さらに、これらの活動には現役の

社会人だけではなく、次世代を担う世代も巻き込んで行われることが必要だと

感じた。 

 以上により、次世代の若者たちが開発問題、ゴミ問題、ガバナンスについて、

相互に学び合う機会を創出し、解決策を共に考える活動を実施することを提案
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する。 

 

4) 活動と期待される成果 

 

1）成果 

 

 ①ゴミ問題、民主的ガバナンス問題、開発の問題に対して日本、タイ、東テ

ィモール、 ブータンの 4カ国で実践されている活動について、知識の共有が行

われる。 

 ②若者同士の間でネットワークを構築し、お互いの活動結果や知見を共有す

るプラット フォームを構築される。 

 

2）活動 

1.1 東ティモール、タイ、ブータン各国で協働先についての調査 

1.2 各国の協働先の選定 

1.3 協働団体にプロジェクトの詳細を伝え、協働体制をつくる 

 

2.1 開催場所・日程の検討 

2.2 開催場所の確保 

2.3 開催場所・日程の確定 

2.4 8月 20日～25 日のプログラムの詳細を確定 

 

3.1 開催地域タイでの宿泊先の検討 

3.2 タイのビザの手配 

 

4.1 参加者の選定方法を確定 

4.2 研修募集要項と募集用紙の作成 

4.3 各国の協力団体を通して参加者の募集を行う 

4.4 参加者の選抜 

 

5.1 航空券の手配 

5.2 宿泊先の手配 

6 参加者事前打ち合わせ 

7 現地研修実施 

8 国ごとの若者の知見共有のプラットフォームの構築 

9 プラットフォームの経過観察 
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3）開催場所・日程 

① 開催場所：タイ  

会場：未定 

 

  ② 日程：2018 年 8月 20日～25日 

8月 20日 プログラムの確認、アイスブレイク、プレゼンの準備など 

8月 21日～24日 各国代表による授業とディスカッション 1日 1カ国 

8月 25日 まとめ 帰国後の準備と話し合いなど 

 

4）参加者の詳細と選抜方法 

 

対象者：17歳以上 30 歳未満 

高校在学または卒業以上の資格を有する者 

 

選抜方法： 

 一つの国につき 5名に選抜を行う。5名×4カ国＝20名 

 研修応募用紙を作成する（項目例は以下の通り） 

・氏名、生年月日、住所などの基本情報 

・なぜ研修に参加しようと思ったか 

・将来の夢と現在学んでいること 

・研修で得たいこと 

・英語のレベル 

・それぞれの国ごとに小論文課題の作成 

日本→ゴミ問題、東ティモール→民主的ガバナンスのように担当のテーマに

関する小論文の作成（テーマに関連していればどんな内容でもいい、課題と解

決策は必ず入れるように） 

・募集用紙と小論文の作成は英語で行う（選抜の基準にはならない） 

 

 応募用紙に基づき選抜を行う。基準としては、研修のテーマと高校または大

学での学びに関連している者、将来国際的に働きたいと思っている者、将来

の夢と研修テーマが関連している者を優先し選抜を行う。 

 

使用言語：英語 
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ただし、英語が喋れない参加者には事前指導も行うことにする（英語教師志望

者のボランティアを募れば、ここにかかるコストも押さえることが可能な上に、

ボランティアにとっても貴重な現場経験になる） 

 

5）3つのテーマについて 

 

①以下のようにそれぞれのテーマに対して４カ国から集まった若者が、ほかの

３カ国の若者に対して授業を行う。（方法は問わない） 

 

②テーマは以下の通り 

 

・昔ながらの生活に残る持続可能性 →ブータン、タイ（できればカレン族） 

  

 Kaeng Kracahan 国立公園内でみた水を節約する技術やその土地で管理・継続

を行う人材の育成やカレン族にもブータンにも共通の「足るを知る」のような

考え方について 

 

・ゴミ問題→日本（できれば上勝町などゼロウェイストを行っている土地の

人） 

  

 ゴミの分別やそもそもゴミを出さないという考え方について、その土地に住

んでいる人ならではの視点について 

 

・ガバナンス→東ティモール 

  

 国を作る基盤になるガバナンスについて、独立から日の浅いティモールに住

む人だからこそ分かる民主主義の大切さや尊さについて。また投票率が下がっ

ているティモールの人々が、他の国に対してプレゼンを行うことで、自分の国

の歴史を見直すきっかけになる 

 

③授業を元に、そのテーマに対する各国の現状、取り組みなどについて共有を

行う 

 

④授業を元に、帰国後にできそうな活動について国ごとで話し合う 

 

⑤帰国後にできそうな活動についてまとめて発表する 
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4．⑤でまとめたものを元に、帰国後プロジェクトを考える（できればプロジェ

クトの実施） 

 

6)現地研修 1日のスケジュール 

 

8月 21～24日 

9:00   担当国の参加者 5名から他国 15人に対して、テーマについての授業 

11:00  授業を元に、テーマに対する各国の現状、取り組みについて共有を行う 

   （司会はその日のテーマ担当国の参加者） 

12:00  昼食 

13:00  そのテーマに基づき帰国後に自国で実現可能な活動を考える（国ごと） 

15:00  国ごとで考えた活動を全体で共有 

 

8月 25日 

9:00   21～24日までに共有したものを元に、すべてのテーマに関わるプロジェ

クトをひとつ考える（全体） 

12:00  昼食 

13:00  帰国後の打ち合わせと感想の共有 

夜   バンコク発 

 

5) 積算 

 

 

6) 留意点 

 

航空券
成田→バンコク間（日本人スタッフ4名） 55000円 495000円

パロ→バンコク間 87000円 435000円
東ティモール→バンコク 90000円 450000円
会場費（レンタルスペース） 1時間　1300円×8時間 62400円

プロジェクター 1日　800円 4800円
ホテル 1部屋　40000円 480000円

備品・紙代など 50000円
教育ビザ 1人　9000円 216000円

交通費（バンコク） 1人　1500円 216000円

合計 2409200円
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・話し合いの際にはプレゼンを行った国の若者が、その話し合いの進行を行う。 

 

 

・受け身的に授業を受けるだけでは、学びは深まらないため、教えあうこと、

話し合うことによって生きた学びになる 

 

 

・一度きりのプログラムではなく長期的に続く学びのグループになるといい 

将来それぞれが活動する際の人脈作りの機会にもなる。 

さまざまな専門や興味をもった人が集まることで、人脈がより広がり、議論に

も広がりが生まれる 
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2. 研修報告会の発表資料 

 

模擬企画書及び研修の学びについて、12月 9日に実施された研修報告会にて、

研修生たちは以下の通り発表を行った。 
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3. 研修生の研修報告会での発表の様子 

 

研修報告会は、2017年 12月 9日 (土) 10時 45分〜11時 15分の日程で、エコ

プロ 2017（東京ビッグサイト）の SDGs ワークショップコーナーで実施した。

研修報告会では JEEF と研修生 2 名とのインタビュー形式で研修の感想等の報

告をした他、各研修生が作成した模擬企画書の発表を行った。当日は約 30名が

参加した。 
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III. 研修実施後の取組予定 

 

 

研修実施後、本研修での学びを将来どう生かすかについて、研修生からは以

下のような回答があった。 

 

 

1. 林 うさぎ 氏 

 

1) 模擬企画書への取り組み 

 

実施の時期 

 

学年が上がるにつれて、忙しくなってくると思われるため、実施するとした

ら今、もしくは 2年生の春休みからと考えている。 

 

財源 

 

「北大元気プロジェクト」という仕組みがあり、学生がグローバル化、地域

貢献、キャンパス環境の向上の 3 つのテーマの達成を目指す企画を募集してい

る。自由なテーマの企画も同時に募集されていて、プロジェクトに必要な予算

の上限は 50万円である。 

「地域貢献」というテーマに今回の自分の企画が当てはまるのではないかと

思われ、企画書を書いて応募することを検討している。 

 

実施上の課題 

 

活動の実施を行う上で、活動の運営やグループの取りまとめに不安を感じて

いる。メンバーを集めることができたとしても、学生主体のプロジェクトの経

験を持つ人がいなければ、とりまとめることが難しいと思われる。 

また、テストの時期など、学校等の行事と日程が重なった場合、対応するの

に必要な人数を確保できるかどうか、不明。 

 

2) 研修後に変化したこと 
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研修を通じ、同じ研修先を訪問しても、他の参加者（中川さん）と自分

では見解が異なることがあり、そこから自分の視野がとても広がった。

その経験を通じ、研修受講後、異分野の人と接することで視野を広げる

ことが大切だと思い、大学では全学のボランティアサークル”STUDY 

FOR TWO”（ 勉強したいと願うすべての子どもたちが勉強できる世界を

実現するために、 大学生から使い終えた教科書を回収し、その教科書を

安価に再販売している。そこで得た収益を使い、途上国の子どもたちへ

の教育支援を実施している学生団体）に入って、その活動に参加してい

る。 

 

- 日常生活において、ゴミの分別について意識するようになり、この表示

では、分別を行う上で分かりにくいと考えるようになるなど問題意識が

芽生えた。自身はゴミの分別を、以前より徹底するようになった。また、

周囲の人々の行動を変えるために、現在は試行錯誤をしている。 

 

- 模擬企画書を書くことで、自分で企画し実行することは、難しいことで

はないと気づくことができた。その経験を活かし、今は東ティモールの

社会・環境問題をテーマにした、「カンタ！ティモール」というドキュ

メンタリー映画の自主上映を企画している。実施時期は今年の 5 月また

は、6月を予定しており、20人規模の小さな上映会を想定している。な 

お、実施にあたり、大学の友人に運営を手伝ってもらう。 

- 将来国連で環境問題に関わる仕事に就くことを考え始めた。そのため、

学部の勉強が始まってからも積極的に英語の勉強をやりたいと思ってい

る。 

- さらに、今回の研修中、タイでは、アマルガムが治療に使われていると

知ったことがきっかけで、歯科医師になった後に開業医として働くので

はなく、発展途上国で歯科医療に貢献する仕事ができないか考えるよう

になった。北海道大学には冒険歯科部というサークルがあり、夏にスリ

ランカなどの国を訪れる活動を行っている。そこで、歯科検診を行った

り、アンケート調査を実施しており、研修後にこの団体に所属した。 

 

2. 中川 愛 氏 

 

1) 模擬企画書への取り組み 
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現段階では、未定。予算規模が大きいため、学生である自分だけで実施するの

は難しいと考えており、協力者や財源の確保が必須であるため、これから探し

ていきたいと考えている。 

  

実施上の課題 

  

活動を実施する上で、活動の運営やグループの取りまとめを行う調整役の人

材が必要と感じており、学生で類似する活動を行った経験のある人材に協力を

仰ぐことを検討している。 

また、テストの時期など、学校等の行事と日程をずらさなくてはならず、実

施に適当な時期を見極めているところである。 

  

2)  研修後に変化したこと 

  

研修で変わったこととしては、ゴミの分別についての意識が大きく変わった。

研修に参加するまでは、ゴミの分別をやらされている感覚があったが、実際に

タイでゴミの分別に携わっている方々とお会いしたことで、従前と比べて意識

が大きく変わった。研修に行くまでは、家庭からでるゴミを処理する人々がい

ることを理解はしていたが、その人たちがどのような環境でどのように働いて

いるのかまでは想像が出来ていなかった。実際にプラスチックゴミ処理の過程

を見学し、お話を伺ったことで、家庭で一工夫されるだけで、ゴミ処理を行う

人々の負担は大幅に削減されることを学んだ。そのため、現在はゴミの分別を

特に意識して、プラスチックゴミは洗ってから乾かして捨てるなど、意識的に

行っている。 

 

環境問題について学んだことで、以前よりも環境問題が身近になったと感じ

ている。大学の講義内で野生動物の密猟の話が出た際にも、国立公園の見学な

どを通して自分が経験したことを元に、問題について自分の意見を述べること

ができた。研修で知ることができたのは、大きな環境問題のほんの一部分だと

は思うが、問題の一端を知ることで、その関連する問題にも興味を持つことが

できるようになった。他にもテレビやインターネット、講演会などで環境問題

についての話題が目に入ることが多くなったように感じているため、これから

はそういった情報も意識的に取り入れていきたいと考えている。 

また、自分が将来に東ティモールについて活動する際に、環境問題について

もしっかりと視野に入れていきたいと考えている。 
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研修に参加する前から様々なことに挑戦したいと思っていたが、企画書を作

成したことがなかったため、頭で思い描いたものを実現するにあたり、企画書

作成の必要性を感じながらも自己流で書くことしかできなかった。しかし今回

の研修で企画書を作成したことで、企画書の作成は得意ではないと感じたが、

非常に重要で、頭の整理にも有効な手段だとも感じた。企画書作成の経験はこ

れから様々な活動を実現していく際に、活かすことができるため非常に貴重な

機会であったと感じている。 
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IV. 参考資料 

別添 1. 現地訪問先事前調査資料 

 

訪問先の概要 

〇UNEP（国連環境計画） 

1972年ストックホルムにて開催された国連人間環境会議で、「人間環境宣言」

「環境国際行動計画」の実施に取り組む国連の機関として設立された。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、環境レビューの７つのサブプログラムを中心とした活動が行われている。

ワシントン条約、ウィーン条約、バーゼル条約、生物多様性条約など様々な条

約の事務局としての役割も担っている。UNEP アジア太平洋地域には 41 の国が

含まれている。アジア太平洋事務所では経済、社会、環境の 3 つの側面を統合

し総合的に、自然資源の効率的な活用、環境問題の軽減、地域の人々に利益を

もたらす成長を目標に活動している。また各国における持続可能な開発目標の

達成を支援している。 

（参考：http://ourplanet.jp/ http://www.unep.org/ ） 

 

〇UNDP（国連開発計画） 

 1966 年、国連特別基金、国連拡大技術援助計画の統合により発足した。人々

がより良い生活を送るために各国が知識、経験、資金にアクセスできるよう支

援を行っている。約 170 の国で活動を行っており、国内外の課題に対しそれぞ

れの国にあった解決策発見のために活動している。所得の向上だけではなく、

人としての尊厳を保った生活を送るための支援である「人間中心の開発」を提

唱している。また SDGs においても重要な役割を担っている。 

（参考：http://www.jp.undp.org/ ） 

 

〇Thai Plastic Recycle Group Co.,Ltd 

2002 年設立のプラスチック製品のリサイクルや販

売を通じて環境保全を行う企業。2016年には TÜVSÜD

（Thailand）Limitedの ISO 9001：2015に認証され、高い

技術力を保持している。タイ国内のプラスチックビジ

ネス界では広く知られており、タイだけに留まらずマ

レーシア、台湾、香港など他国の企業とも取引を行っ

http://ourplanet.jp/
http://www.unep.org/
http://www.jp.undp.org/
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ている。最新の機械によってプラスチックの加工が行われており、処理能力は

市場の需要を満たしている。持続可能な開発のため、若い世代の環境保全に対

する意識を変えるべく教育の場の提供も行っている。 

（参考：https://www.thaiplasticrecycle.com/en ） 

 

〇IUCN Thailand 

  IUCNタイ事務所は 1990年代に設立され、2001年にはプログラムオフィスが

設立された。現在は気候変動適応、海洋資源管理の統合、イルカの保護、湿地、

森林保全と復旧、保護地域と世界遺産の保全に焦点を絞り活動を行っている。

Kaeng Krachan Forest Complex（KKFC）プロジェクトは 2016年に開始された。3

つの国立公園と 1 つの野生動物保護区により構成されている。タイとミャンマ

ーの境界であるテナセリム山脈に位置しており、生物多様性が豊富である。ス

ンダセンザンコウ、シャムワニ、アジアゾウ、トラ、ギボン（テナガザル）な

ど絶滅のおそれがある野生動物も生息している。タイの世界遺産に登録された

Kaeng Krachan 森林群の保全に貢献することを目的としている。 

（参考：https://www.iucn.org/asia/thailand/countries/thailand） 

 

 

◎タイ環境研究所（TEI：The Thailand Environment Institute） 

 1993 年に設立された NGO で、バンコク近郊のノンタブリーに本部がある。約

１２０名のスタッフがいる。主な活動は以下の通りである。 

 ・持続可能な開発を目標とした環境政策の研究、フィールド調査 

 ・自治体やコミュニティを対象とした能力開発研修 

 

TEIのホームページにあったポスター 

 

  また、活動は５つの部門に分かれている。 

・ビジネスと環境部門…天然資源の使用量削

減、公害予防、グリーン製品の生産の活動に

企業が参加することを目指す。 

 

 ・エネルギー及び産業と環境部門…企業や

市民と共同で、産業環境管理に関する 政研

究を行う。他にも、セミナーや技術指導を行

https://www.thaiplasticrecycle.com/en
https://www.iucn.org/asia/thailand/countries/thailand
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うワークショップの開催、出版物・ウェブサイトによる情報提供を行う。 

 

 ・環境教育人材開発センター部門…環境教育の質の向上、環境問題に関係するグループ

の意見交換に取り組む。 

 

 ・草の根活動部門…タイ自治体連合と共同で自治体における天然資源と環境管理に関す

るプロジェクトに取り組んでいる。地域コミュニティや学校、NGO などとも関係を強化し

ている。 

 

 ・都市と環境部門…都市開発と環境についての政策研究を行う。それに基づき環境管理

ガイドラインを提供している。 

 

 財源はタイ政府（天然資源環境省、工業省、内務省、エネルギー省）や、オランダ、日本、

EUからの国際支援から成り立っている。 

 実際の活動成果の１つにグリーンラベル運動がある。日本でいうエコマークに相等し、

環境にやさしい商品につけられ、優先的な購入の促進に役立っている。工業省と TEI が事

業の共同運営主体となっている。 

 

◎トヨタモータータイランド、バンプーENC 

 活動団体は、FEED (Foundation for Environment Education for Sustainable Development)であ

り、財源は企業からの支援で成り立っている。センターにスタッフは６人いて、年間の訪

問者数は 8,000人から 10,000人である。主な活動は、湿地の保全と環境教育の授業などだ。

マングローブ林を含む湿地の中にあって、鳥の種類は約 20種いる。子どもたちの学校教育

での環境教育プログラムや、キャンプやイベントなどを行っている。 

センターは、特に、初等・中等学校の教師や生徒向けの環境教育施設となっている。 

  

 トヨタ自動車のホームページの Toyota ESD Projectの欄には、 

 

 環境保全活動を「未来へつなぐ」ためには、「人づくり」が重要です。そのため       

Toyota ESD Project では、「地域に適したサステイナブル人材育成を促進」する活動を進

めています。「環境人材を育て、業務に活かす」ための従業員教育だけでなく、「次世代

のために」事業地や社有地フィールドの特色を生かし、持続可能な社会を担う子どもたち

の環境教育に力を入れています。 

と記述されていた。 

 

 他にも、トヨタはトヨタ環境活動助成プログラムや Toyota Today for Tomorrow Projectなど
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を通して国内そして国内外の、環境活動に力を入れている。 

 

◎Kasetsart大学 

 タイで最もよく知られている農業大学の一つで、メインキャンパスはバンコクの市内に

位置している。医学部以外のほとんどの学部(13 学部)、 大学院と研究所を持つ。学部は、

熱帯農学部、経済学部、工学部、人文学部などがある。1943年に創立した国立大学であり、

Kasetartはタイで「農」を意味している。 

 

 大学のシンボルマークは Phra Phirum という雨の神様が、ハスの花に囲まれたヘビの上に

乗っている図である。大学のカラーは、緑色で大学の制服にも緑色が用いられている。１

学期は 6月〜9月、２学期は 11月〜3月、夏学期が 4月〜5月である。 

 バンコク市内のキャンパス以外の場所には、農場地や池、牛舎などがあり、学生は実践

的に学ぶことができる。建設中の２つのキャンパスも含めると計７つのキャンパスがある。 

 

大学の様子 

 

 学生数約 58,000 人の総合大学 であり、北海道大学の学生数 18,000 人と比べてとても多

い学生数であることがわかる。ちなみに北海道大学も農業を学ぶことが大学創立の原点で

あり、この点では Kasetsart大学と似ている。 
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別添 2. 2017年度環境ユース海外派遣研修 現地研修のふりかえり 

 

日時：2017年 9月 25日（月）16:45－18:15 

会場：Arnoma Grand Hotel  2 階会議室 

進行：田儀 耕司 （日本環境教育フォーラム、以下 JEEF） 

記録：藤井 絵里佳 （JEEF） 

 

出席者（以下、敬称略） 

1) 中川 愛 （立命館大学） 

2) 林 うさぎ （北海道大学） 

3) 西岡 玲子 （環境再生保全機構、以下 ERCA） 

4) 増渕 遼太郎 （ERCA） 

 

 

１．研修で印象に残ったこと 

 

中川：カエンガチャンでカレン族の方たちと話したこと。自分たちが貧しいにも関わらず、

（開発的にも伸びしろがあるにも関わらず）、「足るを知る」概念を持っていたこと。 

 

林：環境に興味を持っている人にどうアプローチしたらいいか、どの団体に聞いても、PR

（発信力）を重視しなくてはいけないという回答が返ってきたこと。 

 

中川：「足るを知る」はブータンのイメージがある、カレン族の人々は GNH（Gross National 

Happiness = 国民総幸福量）の概念がないにも関わらず「足るを知る」概念がある。カレ

ン族とブータンに共通していることは、仏教国であること、国王が尊敬されていること。 

 

田儀：国王が人格者であり尊敬される存在であることは重要。仏教というよりは、伝統的

なコミュニティの考え方が根付いている。 

 

“local wisdom” （伝統的な叡智）。コミュニティにはコミュニティを維持するためのものと

して、自然発生した概念がある。 

中川：自然発生的な概念をどう広めたら良いか。 

 

田儀：コミュニティの人々の視点に立ってコミュニケーションすること。 
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中川：UNDP で、民主的ガバナンスの大切さを学んだ。国に民主的なガバナンスがないと開

発が上手くいかない。 

 

田儀：東南アジアでも、アフリカでも民主的ガバナンスがない国がある。経済的に豊かで

あることが民主的だとは限らない。 

 

西岡：東ティモールにおける民主的ガバナンスについてどう思うか。 

 

中川：民主的ガバナンスという意味では東ティモールはうまくいっている方だと（UNDP

の）大司さんはおっしゃっていた。東ティモールは、オーナーシップはある方だと思うが、

今後意識が変わる可能性もあると思う。 

 

田儀：トヨタやタイ・プラスティック・リサイクル・グループ訪問で印象に残ったことは

あるか。 

 

林：タイ・プラスティック・リサイクル・グループで、営利目的であれば、積極的に取り

組め、持続可能性があることを知った。 

 

田儀：ごみを捨ててはいけないなど、受動的なアプローチではなく、発想の転換として、

ごみ問題をビジネスチャンスとしてとらえるのとでは後者の方がうまくいく。 

 

中川：NGOや NPOよりもソーシャルビジネスを拡大する必要性を感じている。利益を生み

出し、世界をより良くしていこうという考えの方が持続性がある。タイでもソーシャルビ

ジネスをやっている人がいることを知って印象深かった。 

 

田儀：助成金はドナーとやりたいビジョンが違うことがある。NGOの限界を感じる。NGO

では、同じ活動をやり続けていくことは難しい。 

 

田儀：Thailand Environment Institute (TEI)で印象に残ったことはあるか？ 

 

増渕：内容が難しかった。 

 

田儀：トヨタ及び、Bang Phu Nature Education Centre（BPNEC）で印象に残ったことはある

か。 
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中川：先生に対する教育（研修）。環境教育を実施出来る人をどんどん増やしていくこと。

発信することの大切さと繋がるとも思うが、様々な場面で教育の必要性を感じた。 

 

田儀：BPNEC の場合、財源が安定しているからこそ、今まで活動を続けられた。大きな成

果は出していると思う。 

 

林：学年ごとにカリキュラムを作成し、学校側にアプローチしていることを知って、「受

け身」ではない、待ちの姿勢ではない、アプローチの仕方は大事と感じた。 

 

田儀：環境教育活動では、NGO 等が一方的に作成した教材や資料を送りつけることがある。

相手に歩み寄る姿勢は普及においては大事な視点。 

 

 

2．個人の学びのテーマに関しての学び 

 

林：テーマは「環境に興味を持ってもらうには」、「他の分野とコラボするには」。 

一見関係ない分野同士もつながっていたことが印象的だった、特に UNEPで聞いた、ア

マルガムの事例は自分の専門分野と環境とのつながりを感じることができた。 

 

田儀：環境と歯学のコラボといったことはこれからも考えていきたいか。 

 

林：はい。 

 

中川：タイのトレンドをテーマにしていたが、個人として素直に答えてほしかったのに、

そのような答えは返ってこなかった。組織の一員として将来をどう展望しているかとい

うような目標しか返ってこなかった。カレン族に聞いたときのみ、自分の求めていた答

えが返ってきた。都市部では、高いビルや目に見える発展を望んでいる人が多いと思っ

ていた。それがトレンドだと思っていた。一般市民に意見を聞いたら違っていたかもし

れない。 

 

田儀：逆にどんな答えが返ってくると予想していたか。 

 

中川：昔ながらの生活や昔からの知恵こそがかっこいいというイメージが浸透している

と持続的な流れとして良いと思っている。 
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田儀：カレン族の村の揚水の仕組みについてはどう思ったか 

 

中川：昔ながらのやり方と、現代の技術が融合しており、持続可能な生活を実践できて

いると思った。 

 

田儀：最先端の技術よりも適正技術を地域の人が自ら利用・維持管理・修理していける

ことが伝統的な社会を維持していく上で大切。 

 

西岡：トレンドに関しては、通訳等、言葉の壁が大きかったかもしれない 

 

田儀：2つのテーマのうち「トレンドの把握」はうまくいかなかったが、「昔ながらの

生活の中の持続可能性」について収穫があったか。 

 

中川：はい 

 

3．今後の予定 

 

模擬企画書、最終報告会、研修生報告書について、下記の通り合意した。 

 

1）模擬企画書 

 

JEEF担当：田儀 

①A4一枚程度のアウトラインの提出：10 月 17日（火） 

②模擬企画書の提出：11 月 15日（水） 

③模擬企画書最終版の提出：12月 20 日（水） 

 

2) 最終報告会 

 

JEEF担当：加藤 

20 分程度のプレゼンを準備する 

①構成案の提出：10月 20日（金） 

②パワポ案の提出：11月 17日（金） 

 

3) 研修生報告書 
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JEEF担当：藤井 

①報告書草案の提出：11 月 15日（水） 

②最終版報告書の提出：12月 13日（水）  
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この印刷物は、「国及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基

づいた用紙、並びに植物由来の油を含有するインキを使用し、リサイクル適性 A、

植物油インキ等を使用して作成しています 


