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Ⅰ　はじめに

近年，自然体験活動が推進される中で，夏

期休暇に限らず年間を通して，自然体験プロ

グラムが展開されている。全国各地において，

民間団体や公的機関によって多種多様なプロ

グラムが提供されている状況である。しかし，

これらの情報が，効率的に子どもやその保護

者へ提供されているとは言い難い。武隈（1）

は，スポーツ事業を効果的に広報するために，

１.広報活動の目的と対象の明確化，２.広報

の内容と方法（媒体）の妥当性，３.広報の

効果測定の重要性，をポイントとして挙げて

いるが，自然体験活動の情報提供においても
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【要旨】

2001年，（社）日本キャンプ協会では，近年における自然体験活動の需要の高まりに

対応するために，キャンプに関する質問や相談を受け付ける窓口として「キャンプイ

ンフォメーションセンター」を開設した。本研究では，本センターに寄せられた4年

間に及ぶ986件の照会用件を，年度ごとに4つの観点（１.照会日，２.照会者，３.照会

方法，４.照会内容）から集計・分析し，その動向を検討した。

その結果，照会内容は，「キャンプ場紹介（270件）」「キャンプ紹介（201件）」「情

報提供（143件）」「資格関連（135件）」「プログラム相談（114件）」「指導者紹介

（102件）」「その他（21件）」に分類され，情報内容や提供手段に関して次のような示

唆を得た。1）低年齢層を対象にしたキャンプの需要が拡大しており，効果的な情報

提供が必要である。2）学習塾やスポーツクラブ等への自然体験活動プログラムのソ

フト支援が必要である。3）英語版キャンプ場ガイドブックの作成が必要である。4）

夏期休暇前の集中的な情報提供が重要性である。5）自然体験活動の理解のために，

秋季後半の魅力的なプログラム提供が重要ある。6）インターネットが有効な媒体と

認められる。
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同様の視点が必要である。

ところで，松本ら（2）は，自然体験活動を主

催している民間および公的機関の19団体を対

象に，案内情報の提供の実態ついて調査して

いる。しかし，現状は広域にかつ確実に伝わ

る提供手段はなく，情報が得られる場所の確

立もされていないというものであった。また，

戸田ら（4）は，個に視点をあてた余暇情報提供

システムの重要性を認識し，市民一人ひとり

に十分な情報を得てもらうために様々な提供

手段を試みている。この点に関して，生涯学

習審議会（現 中央教育審議会生涯学習分科

会）の答申（3）では，体験活動への参加を促す

情報を提供する新しいシステムの構築の必要

性を挙げている。

さて，我が国の野外教育は，米国に多大な

影響を受けて発展してきたが，米国における

キャンプの情報提供はどのようであろうか。

例えば，全米のキャンプを統括する代表的な

組織であるAmerican Camping Association

（ACA）では，キャンプガイドブック（5）を毎

年発行したり，インターネットを媒体として，

ホームページ（6）上から様々なキャンプ関連の

情報を検索することも可能にしている。これ

らの情報提供システムの整備には，多額の費

用を必要とするが，これは米国のキャンプ活

動に対する高い理解のあらわれと考えられ

る。我が国の情報提供システムの整備には，

米国の状況を参考にしつつも，自国の事情を

踏まえて検討していかなくてはならない。い

ずれにしても，今後，プログラムの供給者

（企画・運営・指導者）と需要者（参加者）

との効果的な案内情報の伝達が重要な課題と

なってくるだろう。

このような現状改善の第一歩として，（社）

日本キャンプ協会では，一般からのキャンプ

に関する質問や相談に対応する窓口として，

2001年度に「キャンプインフォメーションセ

ンター」を開設した。（社）日本キャンプ協会

は，Camping for All の理念のもと，1966年に

全国各地の青少年関連団体や野外活動研究

者，教育者等によって創立された公益法人で

あり，キャンプの普及と振興，指導者養成，

調査・研究，国際交流，情報提供等の事業を

通してキャンプ活動の発展に貢献している。

開設したキャンプインフォメーションセンタ

ーの主な役割は，自然体験の機会の紹介やキ

ャンプおよびキャンプ場の紹介，プログラム

に関する相談など，レジャー・ファミリーキ

ャンプから教育キャンプまで，キャンプに関

する幅広い情報を提供することである。

ところで，今後のキャンプについての情報

提供について，松本ら（1）は，参加者側の観点

から情報提供の実態を検討する必要性を述べ

ている。自然体験活動の主催側が，これから

キャンプを始めようとしている人，あるいは

子どもをキャンプへ行かせたい親などが，い

つ・どのような情報媒体を通して，どのよう

な内容の情報を求めているか，その動向を把

握することは必要不可欠であろう。そこで本

研究では，キャンプインフォメーションセン

ターへの照会用件の分析を試みた。本センタ

ーは，全国規模の公益法人が設置する相談窓

口である。そのため，ここに寄せられる照会

用件の傾向を，一つの社会的動向と捉えるこ

とに対する妥当性は保証されると考える。

このように本研究では，照会用件を集計・

分析し，情報照会の動向を明らかにすること

で，今後のキャンプに関する情報内容や提供

手段の在り方についての示唆を得ることを目

的とする。

Ⅱ　調査方法

1 キャンプインフォメーションセンター概要

本センターは，（社）日本キャンプ協会事務

局内に開設されており，キャンプに関する豊

富な知識や経験を有する専門のコーディネー

ターが，問い合わせに対応をしている。また，

質問や相談は様々な照会方法で対応している

が，電話に関しては，原則として火曜日から
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金曜日の13時から18時に対応している。

２　調査期間と調査対象

調査期間は，2001年４月１日～2005年3月

31日（計４年間）とした。その期間に，キャ

ンプインフォメーションセンターへ照会のあ

った986件（2001年度200件，2002年度275件，

2003年度309件，2004年度202件）を調査対

象とした。

３　調査内容

調査内容は，（1）照会日，（2）照会者，（3）

照会方法，（4）照会内容，とした。また，調

査にあたっては，コーディネーターの対応状

況を把握するために，その記入欄を設けた

「対応記録シート」を使用した。

調査の分析は，調査内容の上述の４点にお

いて，年度ごとに単純集計をおこなった。ま

た，「対応記録シート」に記載された内容を

分析しながら，照会動向を検討した。

なお，調査内容の具体的な集計手続きは，

以下の通りである。

①　照会日　

初めてセンターに問い合わせがあった日を

照会日とした。これは，指導者紹介など，照

会の内容によっては，数日にわたって対応が

続くことがあったためである。

②　照会者

「個人」「会社」「行政」「学校」「支部協会（7）」

「施設」「団体」のいずれかに照会者を分類し

た。

③　照会方法

「電話」「FAX」「電子メール」「その他（直

接，手紙等）」のいずれかの照会方法に分類

を行った。

④　照会内容

「キャンプ場紹介」「キャンプ紹介」「プロ

グラム相談」「指導者紹介」「情報提供」「資

格関連（8）」「その他」の7つの照会カテゴリー

に，各々の問い合わせを分類した。

Ⅲ　結果および考察

１　照会日

照会日を図１に示す。キャンプインフォメ

ーションセンターが開設された当初，つまり

2001年度の４月から５月は，その存在が社会

に認知されていないために照会件数は必然的

に少なくなっているが，４年間のデータから

月別の照会件数の動向が伺える。まず，問い

合わせは，５月のゴールデンウィークを過ぎ

た辺りから急激に増加しはじめ，６月にピー

クを迎える。これは，一般的に，キャンプ活

動の最適期とされる夏期長期休暇の計画や事

前準備のため，情報収集のための増加と推測

できる。また，６月は，照会件数全体の約

20％を占めており，この時期の集中的な情報

提供の重要性が認識できる。

次に，別の視点から図１を見ると，10月～

12月にかけて照会件数が減少しているが，一

般的には，この時期にキャンプ活動はできな

いという認識があるように推察できる。この

認識を変えること，つまりキャンプの主催者

側が，この時期に魅力的な野外活動プログラ

ムを企画・広報することで，新規参加者を増

加させることを期待できる。

２　照会者

照会者を表１に示す。結果は，個人からの

問い合わせが大半を占めていた。また，４年

間を通して，その区分の間には変動は認めら

れなかった。しかし，キャンプインフォメー

ションセンター開設後は，本センターを窓口

図１　照会日

件数 

月 
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としてマスコミ関係からの問い合わせが，設

置前と比べると格段に増加した。これは，本

センターが外部組織との窓口として，その役

割を十分果たしていることを意味していると

考えられる。

３　照会方法

照会方法を図２に示す。照会方法は，全て

の年度において「電話」と「電子メール」が

大半を占めていた。「電話」は，2002年度は

前年より増加したものの，その後は減少して

いった。一方，「電子メール」での照会は，

2002年度は前年度より若干減少したが，それ

以降は増加した。また，2004年度に関しては

65%近くを占めた。これら「電子メール」で

の照会が大半を占めたのは，近年のITの進歩

の影響と思われる。また，「電子メール」に

よる照会が多いことは，インターネットから

キャンプ情報を得ている可能性が高いことを

意味しており，インターネットを利用した効

果的な情報提供システムの整備の必要性が感

じられる。

４　照会内容

照会カテゴリーを図３に示す。全ての年度

を合計した照会カテゴリーは，「キャンプ場

紹介」「キャンプ紹介」の順に多く，他のカ

テゴリー間に関してはほとんど差が認められ

なかった。また，年度によって照会カテゴリ

ーの傾向にばらつきが認められた。

次に，４年間の照会カテゴリーの詳細内容

を表２に示す。各照会カテゴリーの詳細内容，

およびそれに関する考察は以下の通りであ

る。

①「キャンプ場紹介」

‘川があるか’‘温泉が近くにあるか’‘カ

ヌーができるか’等々，立地条件・施設条

件・提供できるプログラムが条件として，キ

ャンプ場の紹介を求めるものが多かった。特

に，キャンプ場の条件としては，川や湖など

の水辺領域があることが一つの重要な判断基

準のように見受けられた。また，複数条件を

求める場合も多くあった。

次に，外国から‘英語版全国キャンプ場ガ

イドブック’がほしいという問い合わせが49

件（18.1％）あった。しかし，現在のところ，

英語版リストがないため，コーディネーター

が条件にあったキャンプ場を逐一紹介すると

いう対応を行った。特に，2001年度は，日韓

サッカーワールドカップ開催の影響のため，図２　照会方法（割合）

表１　照会者

総計2004年度2003年度2002年度2001年度
人％人％人％人％人

986202309275200

72875.715374.122973.120172.5145
15014.93015.94912.73518.036
202.041.653.391.02
141.531.031.542.04
40.000.310.001.53
171.020.313.6102.04
535.0106.8215.8163.06

個人
会社（マスコミ含む）
行政
学校
支部協会
施設
団体
総件数
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多くの照会があった。今後も，英語版全国キ

ャンプ場ガイドブックの需要がさらに高まる

と思われる。国際交流の視点からも，その作

成を早急に進めるべきである。

②「キャンプ紹介」

幼児や小学生低学年（１～３年生）が参加

できるキャンプを紹介してほしいという問い

合わせが，特に多かった（幼児：18件9.0％,

小学生低学年：85件42.3％）。これは，彼ら

を対象にしたキャンプの絶対数が少ないこと

も理由の一つと考えられるが，年少対象のキ

ャンプが効果的に広報されない情報提供の実

態が浮かび上がる。

その他には，ごく少数ではあるが，親子を

対象にしたキャンプやキャンプ教室，障害者

を対象にしたキャンプ，国際交流を伴うキャ

ンプ，週末などに定期的に野外活動をしてい

る団体などの紹介を求めるものもあった。特

に，親子キャンプや障害者を対象にしたキャ

ンプなど，もともとの絶対数が少ないキャン

プは，効率良く存在を知ってもらうために，

全国レベルで情報を広報するシステムを構築

すべきであろう。

③「情報提供」

アウトドアグッズの購入先，キャンプにお

ける便利グッズの紹介，キャンプ用語の質問，

書籍紹介などが寄せられた。

④「資格関連」

（社）日本キャンプ協会公認のキャンプイン

ストラクターやキャンプディレクターに関する

講習会日程の問い合わせが主であった。また，

本協会が行っている課程認定団体制度（9）や

優良キャンプ場認定基準（10）について，問い

合わせが数件あった。

⑤「プログラム相談」

キャンプファイヤーの進め方，ナイトプロ

グラムの紹介，アイスブレーキングの進め方，

レクリエーションの紹介など，組織キャンプ

等を運営する立場の方から，プログラムへの

アドバイスを求めるものがいくつかあった。

また，完全学校週５日制導入の影響と考えら

れるが，幾つかの学習塾やスポーツクラブが

図３　照会カテゴリー
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新たにキャンプを取り入れはじめていた。こ

れらの団体は，プログラムの企画・運営・指

導面の蓄積がないため，キャンプ指導は専門

の指導者に委託するケースが多く見受けられ

た。また，プログラムコンセプトが不明瞭な

場合もあり，コーディネーターと相談しなが

ら企画をすすめていくこともあった。今後も，

自然体験活動に関して，継続的な啓蒙が必要

であろう。

その他の内容としては，野外料理，テント

選びのコツ，雨天時のダッチオーブンの使い

方など，個人的キャンプあるいは家族キャン

プにおける相談も何件か寄せられた。

⑥「指導者紹介」

デイキャンプ，企業のファミリーキャンプ

を運営できる指導者，キャンプ教室の講師な

ど，一連のキャンプ全体を指導する依頼が54

件（52.9％）あった。また，キャンプファイ

ヤーが進行できる指導者，自然観察や自然遊

びを教えられる人など，特定プログラムの指

導依頼が25件（24.5％）を占めていた。

さらに，キャンプを題材にしたラジオ・テ

レビ番組への出演など，専門的立場からアド

バイスができる指導者の紹介依頼も何件か寄

せられた。これらの依頼に対しては，適宜，

本協会の公認指導者を紹介した。

⑦「その他」

マスコミ関連からの取材依頼や質問などで

表２　照会カテゴリーの詳細内容（4年間）
各照会カテゴ
リーに対する
割合（％）

件数詳細内容区分
件
数

照会カテゴリー

81.9221
自宅からの距離指定、川や湖がある、バ
ンガローがある、温泉やシャワーがある、
カヌーができる、等々

立地・施設・
プログラムが条件

270キャンプ場紹介

18.149
英語版全国キャンプ場ガイドブック、英
語版特定地方キャンプ場ガイドブック、
等々

英語に関するキャンプ
ガイド

9.018幼児対象

条件が年齢別

201キャンプ紹介

42.385小学生（低学年）対象

14.930小学生（高学年）対象

8.016中高生対象

22.523講義、メディアへの出演、等々その他

指導者紹介

100.021マスコミ関係からの取材、等々21その他

総計　986件

25.952

障害者対象キャンプ、痴呆性対象キャン
プ、国際交流キャンプ、ファミリーキャ
ンプ、キャンプ教室、ダイエットを行う
キャンプ、等々

その他

17.525用具の購入先、便利グッズ紹介、等々用具関係

143情報提供

52.954
デイキャンプ、企業キャンプ、アウトド
ア教室、ファミリーキャンプ、等々

キャンプ全体の指導依頼

102 24.525
キャンプファイヤー、ネイチャーゲーム、
自然観察、野外炊事、等々

特定プログラムの指導
依頼

13.319用語の定義、用語の使い方、語源、等々用語説明

69.299
書籍紹介、資料請求、保険関連、全国の
キャンプ場数、等々

その他

100.0135

キャンプインストラクター・ディレクタ
ー講習会日程、年会費関連、会員パスワ
ード、課程認定団体制度について、優良
キャンプ場認定基準について、等々

認定資格に関する質問135資格関連

100.0114
キャンプファイヤー、ナイトプログラム、
レクリエーション、ゲーム、野外調理、
個人キャンプの技術、等々

プログラムの助言や相談114プログラム相談
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あった。これらのほとんどが，夏休み前の特

集記事に関しての取材であった。

Ⅳ　まとめ

本研究では，（社）日本キャンプ協会キャン

プインフォメーションセンターへの照会用件

を対象として，情報照会の動向を明らかにし，

今後の情報内容や提供手段の在り方について

示唆を得ることであった。得られた主な示唆

は，以下のようなものであった。

・幼児および小学校低学年を対象にしたキャ

ンプは，今後，さらに需要が高まると予想

される。また，彼らを対象にしたキャンプの

存在が社会的に認知されていないため，効

果的な情報提供手段の検討が必要である。

・完全学校週5日制の影響により，キャンプ

を取り入れ始めた学習塾やスポーツクラブ

等に対して，自然体験活動プログラムの企

画・運営・指導のソフト面への支援の必要

性が認識される。

・国際交流の視点において，英語版キャンプ

場ガイドブックの需要の高まりから，その

作成が急務である。

・5月中旬から6月中にかけて問い合わせが殺

到し，この時期の集中的なキャンプに関す

る情報提供の重要性が認識される。

・秋から冬にかけてキャンプ活動はできない

という消極的な態度を改善するために，こ

の時期の魅力的な活動プログラムの企画・

広報が必要である。

・インターネットを利用した効果的な情報提

供は，特に新規参加者の獲得において有効

なツールと考えられる。

以上の示唆を，キャンプ事業に関わる者が

的確に把握し，自然体験活動に興味関心をも

ちはじめた人々にその情報や活動自体を提供

していくことが望まれる。このような動きが，

自然体験活動の社会的認知を向上させる一助

にもつながっていることを我々は認識するべ

きであろう。

最後に，本研究では，（社）日本キャンプ協

会キャンプインフォメーションセンターへの

照会を一事例として，キャンプに関する情報

照会の動向を検討した。今後は，社会的な動

向を多角的にとらえるためにも，新たなアプ

ローチで調査を継続するとともに，その時代

に適応した情報提供の在り方を検討すること

が必要である。
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