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Ⅰ　はじめに

　本事業は，文部科学省スポーツ・青少年局
と日本野外活動団体協議会とが共催で行い，
毎年，各地の公立施設などを拠点にその土地
の自然環境や施設の特性に合わせた研修テー
マを設定し，各都道府県教育委員会や実施施
設と共催して実施しているものである。
　今回は，開催地である岩手県青少年交流の
家の特性を活かし「山をフィールドとした野
外活動」をテーマに取り上げ，企画プログラ
ムと安全管理・リスクマネジメントとの関係
について学ぶことを目的とした事業企画を展
開した。

Ⅱ　事業実施計画

１．事業の目的

　近年，野外活動へのニーズが高まっており，
特に増加傾向にある総合型地域スポーツクラ

ブにおいても，登山やハイキング，子どもた
ちを対象とした様々な自然体験活動を実施す
るケースが増えている。その活動の中で知識
不足や準備不足による怪我や事故も発生して
おり，質の高い野外活動指導者の存在が不可
欠となっている。
　これらのことから，野外活動の健全な発展
を図るために野外活動指導者の参加を求め，
野外活動の意義及びその普及振興等について
研究協議するとともに，実践活動を通して指
導者の資質向上に資することを目的とした。

２．事業の特色

　全国の野外活動指導者（都道府県教育委員
会，野外活動団体，青少年教育施設，学校，
総合型地域スポーツクラブ等）から参加を求
め，開催地である岩手県青少年交流の家の特
性を活かして，「山をフィールドとした野外
活動」をテーマに，幾つかのグループに分か
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れ事業の実施プログラムを企画立案し，その
後，実際に現場で実地踏査をしながら，プロ
グラム展開やリスクマネジメント，危険箇所
のチェックや安全対策等を詳細に検討してい
くという内容である。また，岩手山青少年交
流の家の登山指導員が各班の実地踏査に協力
することで，より実践的な内容とした。

３．期待される成果

　演習に時間をかけ参加者の発想を生かした
自由な形式でプランニングを行うことで，幅
広い参加対象をねらった事業展開や各年齢層
に応じた安全面の配慮など，参加者の企画力
を養うことができると考えられる。
　また，実地踏査を行いプランの有効性を検
証することで，実際にプランを立てる際に必
要な事柄について参加者の理解がより具体的
なものとして深められると思われる。

４．事業実施までの過程

２月　「野外活動指導者研修会」第１回打
ち合わせ

　　　文部科学省生涯スポーツ課３名　能
登青少年交流の家２名　石川県教育委
員会事務局スポーツ健康課１名　岩手
山青少年交流の家１名　岩手県教育委
員会事務局スポーツ健康課１名　日本
野外活動団体協議会７名

６月１日　「野外活動指導者研修会」第２
回打ち合わせ，現地実地踏査

　　　文部科学省生涯スポーツ課１名　野
外活動団体協議会３名　岩手山青少年
交流の家専門職員１名

６月７日　「野外活動指導者研修会」第３
回打ち合わせ（前日）

６月８日～10日　「野外活動指導者研修会」
実施

５．プログラム作成，事業実施にあたっての

留意点（打ち合わせ会議の助言等も含む）

（1 ）日程的に岩手山登山は困難なため，姫神
山と岩手山麓の鞍掛山を活動フィールドと
した。

（2 ）講義の内容等を受けて参加者がプランニ
ングのコースを選択し決定する。

（3 ）実地踏査を行うことで実効性を伴ったア
クティビティの完成を目指す。

（4 ）実地踏査中，登山経験のない参加者にも
分かりやすいように，青少年交流の家登山
指導員から「危険防止」の観点で適宜話を
してもらう。

（5 ）企画決定の翌日が実地踏査であるため１
日目の夜にスタッフミーティングを行い，
企画の内容に応じた補助・連絡体制につい
ての確認をする。

（6 ）実地踏査の際，交流の家職員が各グルー
プに同行，麓に無線中継局を置き交流の家
本部と常に連絡を取れる体制をとり，事業
の運営をサポートする。

（7 ）各自持ち寄ったレポートを基に研究協議
を進めることで，野外活動が抱える課題や
安全管理について共通理解を図る。

６．事業の概要

　１日目の講義「岩手の山の魅力と山を
フィールドとした野外活動」を受け，グルー
プごとに山をフィールドとした野外活動を
テーマとしたプログラムを企画し，実地踏査
を経て企画の修正と評価を行うことで指導者
としての資質向上を目指す内容としている。
実際には姫神山登山グループ，鞍掛山登山グ
ループ，山林でのネイチャーゲームグループ
の３グループに分かれて活動することとなっ
た。
　最終日の研究協議では参加者が持ち寄った
レポートを基に、講義を通して野外活動の意
義とリスクマネジメントについて話し合いを
進め，その理解を深めていった。
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Ⅲ　事業の具体的内容

１．運営体制

　文部科学省スポーツ・青少年局生涯スポー
ツ課４名　日本野外活動団体協議会７名　岩
手県教育委員会生涯学習スポーツ健康課１名
事業担当者２名（専門職）　講師３名　国立
岩手山青少年交流の家登山指導員８名

２．参加者

　27名

３．会場

　国立岩手山青少年交流の家・姫神山・岩手
山麓の鞍掛山

４．日程

　平成19年６月８日（金）～６月10日（日）
　２泊３日

５．活動の様子

（1）１日目　６月８日（金）
① 講義とプレゼンテーション
　「岩手の山の魅力と山をフィールドとした
野外活動」
　元岩手県キャンプ協会長より講義を受け，
その後日本レクリエーション協会・日本ネイ
チャーゲーム協会より活動展開例のプレゼン
テーションを受けた。参加者は，大きく分け
て山頂を目指しながら活動を行うグループと
登山道周辺を散策するグループの２つに分か
れた。

写真１　山の魅力とは…

② 企画・演習
　「山を豊かに楽しむ野外活動メニュー
 ～安全に配慮した企画の立て方～」
　参加者の希望により，姫神山登山２班，鞍
掛山登山２班，鞍掛山散策１班にグループ分
かれ，その中でプログラムの企画を行った。
　まず「対象・企画実施の背景（対象者の置
かれた状況）・ターゲットのニーズ・安全対
策（事前，プログラム中）・事故発生時・緊
急体制」について各自のイメージを持ちなが
ら自由な発想で話し合った。
　その後実地踏査に向けて「プログラムの名
称・概要・期日・場所・参加費・対象・定員・
タイムスケジュール」について，具体的な計
画を立案した。特に，登山グループは対象年
齢を考えたルート選択やトイレ，駐車場のス
ペース等までイメージしながらプログラムを
立案した。

表１　参加者の性別と地域属性

都道府県 男 女 参加人数
北海道 1 　 1
青　森 1 　 1
岩　手 4 1 5
宮　城 1 1 2
福　島 3 　 3
群　馬 1 　 1
埼　玉 1 　 1
千　葉 1 　 1
東　京 1 　 1
神奈川 2 　 2
富　山 1 　 1
石　川 1 　 1
山　梨 1 　 1
長　野 2 　 2
岐　阜 1 　 1
静　岡 1 　 1
兵　庫 1 　 1
福　岡 1 　 1
合計 25 2 27
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表２　日程
６月８日（１日目）

時　間 活　　　動　　　内　　　容
12：30～ 受付
13：00～ 開会行事・オリエンテーション
14：00～ 講義「岩手の山の魅力と山をフィールドとした野外活動」

　講師　元岩手県キャンプ協会長　　　　　　　　　　　諏訪　　弘　氏
　　　　日本ネイチャーゲーム協会事務局長　　　　　　渡辺　峰生　氏　
　　　　日本レクリエーション協会サービスセンター
　　　　　生涯スポーツ推進部長　　　　　　　　　　　河原塚達樹　氏

16：15～ 企画演習
「山を豊かに楽しむ野外活動メニュー①　
　　　　　　　　～安全に配慮した企画の立て方～」
　講師　 日本レクリエーション協会サービスセンター
　　　　　　生涯スポーツ推進部長　　　　　　　　　　河原塚達樹　氏

18：30～ 夕食
19：30～ 企画演習

「山を豊かに楽しむ野外活動メニュー①
　　　　　　　　～安全に配慮した企画の立て方～」
　講師　日本ネイチャーゲーム協会事務局長　　　　　　渡辺　峰生　氏
　　　　日本ウォーキング協会専門講師　　　　　　　　深見　賢一　氏
　　　　日本キャンプ協会事務局長　　　　　　　　　　吉田　大郎　氏
　　　　日本レクリエーション協会サービスセンター
　　　　　生涯スポーツ推進部長　　　　　　　　　　　河原塚達樹　氏
　　　　日本サイクリング協会業務第一部次長　　　　　小林　　博　氏

21：00～ 入浴・休憩
22：30～ 就寝

６月９日（２日目）

時　間 活　　　動　　　内　　　容
６：00 起床・洗顔
６：30～ 朝食
７：45 バス乗車（姫神山コース・鞍掛山コース）→出発
８：45～ 企画実習

「山を豊かに楽しむ野外活動メニュー②
　　　　　　　　～企画案をもとに実踏する～」
（姫神山コース）　　　　　　　　　　（鞍掛山コース）
　８：25　姫神山到着　　　　　　　　８：05　鞍掛山到着
　　　　　実地踏査開始　　　　　　　　　　　実地踏査開始
　13：25　駐車場集合　　　　　　　　13：45　駐車場集合
　13：40　姫神山出発　　　　　　　　14：00　鞍掛山出発
　14：20　交流の家到着　　　　　　　14：20　交流の家到着
　　　　　休憩　　　　　　　　　　　　　　　休憩

15：00～ 演習
「プランの修正」
　講師　日本ネイチャーゲーム協会事務局長　　　　　　渡辺　峰生　氏　
　　　　日本ウォーキング協会専門講師　　　　　　　　深見　賢一　氏
　　　　日本キャンプ協会事務局長　　　　　　　　　　吉田　大郎　氏
　　　　日本レクリエーション協会サービスセンター
　　　　　生涯スポーツ推進部長　　　　　　　　　　　河原塚達樹　氏
　　　　日本サイクリング協会業務第一部次長　　　　　小林　　博　氏

17：30～ 休憩・入浴
18：30～ 夕食・情報交換会（ネーム着用）
22：30～ 就寝
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写真２　熱のこもった協議

（2）２日目　６月９日（土）
① 企画実習
　「山を豊かに楽しむ野外活動メニュー
 ～企画案をもとに実踏する～」
　グループごとに企画したプログラム検証の
ために実地踏査した。
○ 姫神山１グループ
　テーマ：「ゆっくり楽しく初秋探し」
　場　所：姫神山
　対　象：中高年
　内　容： 登山をしながらネイチャーゲーム

や俳句づくり
　活動の様 子：姫神山のいわれや見所につい

てガイドから説明を受けたりゲー
ムを考えたりしながら登山をし
た。

写真３　楽しみながら山歩き

○姫神山２グループ
　テーマ：「パパ山（さん）ガイド養成講座」
　場　所：姫神山
　対　象：お父さん
　内　容： 父が子に山を伝えるための登山講

座
　活動の様 子：実際に登山をすることで，登

山道や大木を使った講座を現地で
考えながら企画を練り上げてい
た。

６月10日（３日目）  

時　間 活　　　動　　　内　　　容
６：30
７：30～

起床・洗顔・荷物整理
朝食

９：00～ 演習
「プランの完成・発表・評価」
　講師　日本ネイチャーゲーム協会事務局長　　　　　渡辺　峰生　氏
　　　　日本ウォーキング協会専門講師　　　　　　　深見　賢一　氏
　　　　日本キャンプ協会事務局長　　　　　　　　　吉田　大郎　氏
　　　　日本レクリエーション協会サービスセンター
　　　　　生涯スポーツ推進部長　　　　　　　　　　河原塚達樹　氏
　　　　日本サイクリング協会業務第一部次長　　　　小林　　博　氏

11：30～ 昼食
12：30～ 研究協議

「現代における野外活動の意義とリスクマネージメント」
　講師　明治大学教授　　　　　　　　　　　　　　　星野　敏男　氏

14：30～ 閉会行事・諸連絡
15：15～ バス出発（滝沢駅へ）
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写真４　登山ガイドからアドバイス

○鞍掛山３グループ
　テーマ： 「くらかけボウケンジャー　～親

子で自然体験トレッキング～」
　場　所：鞍掛山
　対　象：小学生低学年の親子
　内　容：五感を通して自然体験をする。
　活動の様 子：小学生でも楽しめるように，

木の実を探したり木にさわったり
と何種類かのネイチャーゲームを
試しながら山頂を目指した。

○鞍掛山４グループ
　テーマ：「鞍掛山に登ろう　～家族発見～」
　場　所：鞍掛山
　対　象：親子，ファミリー
　内　容： 家族で時間を共有し，コミュニケー

ションを図ろう。
　活動の様 子：登山という活動の中で，どう

すればコミュニケーションを図れ
るかを考えながら実地踏査した。

○鞍掛山５グループ
　テーマ：「３世代ふれあいハイキング」
　場　所：鞍掛山展望台
　対　象： ３世代家族（祖父母，父母，子を

基本として）
　内　容： 家族でネイチャーゲームなどをし

ながら散策し，ふれあいの時間を
持つ。 

　活動の様 子：プレゼンで提示されたアク
ティビティを活用し，幅広い年代
層に喜んでもらえそうな活動の展
開を考えながら，無理のない散策
を心がけていた。

表３　姫神山１グループ　「姫神山，ゆっくり楽しく初秋探し」

実地踏査前のプラン 実地踏査後のプラン
７：45 岩手山青少年交流の家出発 ７：30

８：00
集合・受付
交流の家バス乗車，出発

８：25 駐車場着
　体操，コース説明

８：30 一本杉コース駐車場着 
　体操，コース説明，トイレタイム

８：45 出発
　30分ごとに休憩

８：50 出発　　
　Ａ班…普通のペース
　Ｂ班…ゆっくりペース
フィールドビンゴ等で休憩を入れなが
ら登山

11：30 山頂着　昼食 11：30 山頂着　昼食
12：00 下山開始 12：00 下山開始

　こわ坂コース
13：30 駐車場着 14：00

14：15
一本杉駐車場着
交流の家バス乗車，出発

13：40 ふりかえり　解散 14：45
15：00

岩手山青少年交流の家着
解散
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表４　姫神山２グループ　「パパ山（さん）ガイド養成講座」

実地踏査前のプラン 実地踏査後のプラン
７：45 岩手山青少年交流の家出発 ７：30

８：00
集合・受付
交流の家バス乗車，出発

８：25 駐車場着
　体操，コース説明

８：30 一本杉コース駐車場着
　体操，コース説明，トイレタイム

８：45 出発
　30分ごとに休憩

８：50 出発
　Ａ班…普通のペース
　Ｂ班…ゆっくりペース
フィールドビンゴ等で休憩を入れなが
ら登山

11：30 山頂着　昼食 11：30 山頂着　昼食
12：00 下山開始 12：00 下山開始

　こわ坂コース
13：30 駐車場着 14：00

14：15
一本杉駐車場着
交流の家バス乗車，出発

13：40 ふりかえり　解散 14：45
15：00

岩手山青少年交流の家着
解散

表５　鞍掛山３グループ　「くらかけボウケンジャー　～親子で自然体験トレッキング～」

実地踏査前のプラン 実地踏査後のプラン
８：30 現地集合

　 オリエンテーション，グループ分け，
ストレッチ

９：00 現地集合
　 オリエンテーション，コース選択，　
ストレッチ

９：00 Ａ班登山出発
Ｂ班ネイチャーゲーム「色合わせ，
フィールドパターン」

９：30 登山開始
　ネイチャーゲームを楽しみながら

９：30 Ｂ班登山出発
　＊ 両班とも登山をしながらネイ
チャーゲーム

①笹細工　②名前がついてる木を探そ
う　③同じ形探し　④生き物の声探し
⑤木の実探し

11：30 Ａ班頂上到着　→　昼食　
12：00 頂上到着

　昼食
12：00 Ｂ班頂上到着　→　昼食　

Ａ班下山開始
12：30 下山開始

　ネイチャーゲームを楽しみながら
12：30 Ｂ班下山開始

13：30 Ａ班駐車場到着
　ネイチャーゲーム「森のシアター」

14：00 感想発表，交流 14：00 Ｂ班駐車場到着
14：30 班ごとに感想発表　スタッフより講評

15：00 解散 15：00 解散
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表６　鞍掛山４グループ　「鞍掛山に登ろう　～家族発見～」

実地踏査前のプラン 実地踏査後のプラン
８：30 受付開始 ８：30 受付開始（交流の家）
９：00 開講式 ９：00 開講式（バスの中で）

　日程説明，諸注意
９：15 相の沢キャンプ場着 ９：15 相の沢キャンプ場着

　 アイスブレイク，グループ分け，準
備体操

10：00 登頂開始
　東回りコース，休憩３回

10：00 登頂開始
　 東回り，西回り，周遊，の３コース
から選択
　休憩４回…ロング１，ショート３

12：00 山頂到着
　昼食

11：40 山頂到着
　各グループごとに昼食

12：45 下山開始
　西回りコース，休憩１回

12：20 下山開始
　休憩３回…ロング１，ショート２

14：15 駐車場到着
　お山の湯入浴

14：00 駐車場到着
　お山の湯入浴

15：15 バス乗車，移動
15：30 青少年交流の家着 15：30 青少年交流の家着，閉講式
16：00 解散 15：45 解散

表７　鞍掛山５グループ　「３世代ふれあいハイキング　～初秋の鞍掛山を散策～」

実地踏査前のプラン 実地踏査後のプラン
９：00 現地集合，受付 ９：00 現地集合，受付

　相の沢キャンプ場駐車場
９：30 登山開始 ９：30 登山開始

　西側コース，分岐点まで
　 ネイチャーゲーム「エクスプロアリ
ング」　

11：30 高台展望台到着
　昼食

11：30 高台展望台到着
　昼食

12：30 ゲーム 12：15 　 ネイチャーゲーム「エクスプロアリ
ング」　

13：00 下山開始
　東側コース

13：00 下山開始
　東側コース，自然を観察しながら
　登山道入り口付近で笹笛つくり

14：30 駐車場到着 14：30 駐車場到着
15：00 解散 15：00 解散
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②企画演習
　「プランニングの修正」
　実地踏査をもとに活動を修正しよりよいプ
ランを目指した。
（3）３日目　６月10日（日）
①演習
　「プランの完成・発表・評価」
　各グループのプランを完成させ，全体発表
を行った。
＊演習後のプランの修正は別表のとおり
②研究協議
　「現代における野外活動の意義とリスクマ
ネジメント」
　日本キャンプ協会理事より講話を受けた
後，参加者が持ち寄ったレポート「野外活動
中の危険遭遇体験」について協議が行われた。

写真５ 　講話「野外活動におけるリスクマネ
ジメント」

Ⅳ　事業アンケート結果，参加者感想

　参加者の事業アンケートは，回答者全員が
事業全体，プログラム，事業運営，指導助言
について満足しているという結果が見られ
た。
（1）参加者感想
① 講義「岩手の山の魅力と山をフィールドと
した野外活動」について
○ 岩手の山について地元の背景を大きく踏ま
え，更には日本の風土や歴史を取り入れた
上での魅力というが分り易く説明・講義さ
れたと思います｡すっと吸い込まれる様な
話であり，岩手周辺の山々の虜になりまし
た。その中で山をフィールドとした野外活
動にはどんなものがあるのか，様々な意見
等を聞いたりする事が出来，こんな考えが
あるのか，こんな事が出来るのか等関心し
ました。　
○ 「自然は一冊の図書」というお話に大変感
銘をうけました。自然体験活動を実施する
にあたって，自然観に文化もというお話が
ありましたが，将来こういった視点が着目
されるようになる時代が近づきつつあると
思います。講義で紹介頂いたアクティビ
ティをお手本に，自分のフィールドの特性
に合ったオリジナルを何か開発してみたい
と思いました｡
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図1　参加者の満足度
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② 企画演習「山を豊かに楽しむ野外活動メ
ニュー～安全に配慮した企画の立て方～」
について
○ フィールドを知らずに企画を立てるという
事があまり無いので最初難しいと思ったが
（難しかったが），発想が柔軟になったり普
段の自分の視点（企画への）で欠けている
所に気付いたり出来て良かったと思う。
○ ターゲットの置かれている背景とそれに伴
うニーズについて，しっかりと深まりのあ
る考えが必要だと思った。しっかりした狙
いこそが事業を成功させるポイントであ
り，これから企画をする際，ターゲットの
絞り方の参考になった。
○ 現在の仕事では，計画案を作っても安全対
策等の内容までは徹底していない事に気付
いたので次の計画には含まなければと思っ
ている。
③ 企画演習「山を豊かに楽しむ野外活動メ
ニュー～企画案をもとに実踏する～」につ
いて
○ 実際に山に入ってみると机上での企画に変
わる発想も生まれ，有意義ものとなった。
強く感じたのは野外活動を行う上で指導者
が楽しんでいないと，参加者も楽しむ事が
出来ないし楽しみが伝わらないという事。
何度となく経験している山でも，登る度に
新しい発見があるという指導員の方の言葉
が心に残っている。
○ 実際にその場所に行って確かめる大切さが
改めてわかった。また前日に，見るポイン
トと役割分担をしておいたのでうまくいっ
たと思う。企画の狙いの中にもあるが，同
じ体験をする事で参加者同士のコミュニ
ケーションを深めることが出来たと思う。
体験活動は大切である。
○ 様々な山の楽しさを教えて頂き今後の活動
のヒントを沢山頂きました。またネイ
チャーゲームの方法についても，短時間で
はありますが実践させて頂きました｡新し

い発見ばかりで自分の施設のフィールドも
これから調査しながら，楽しいことや面白
いものを探し，活動プログラムに活かして
いきたいと思いました。
④ 実地踏査後のプランの修正から，完成，発
表までの内容について
○ レベルの高い講師さんのおかげで，大変勉
強になりました。グループに1人ずつ講師
がついてくれたため，プランの企画段階か
ら完成までアドバイスがとても参考になり
ました。また，現地登山ガイドの方のお話
もためになりました。
○ 実踏しながら思ったのですが，机上で考え
ている事と実際に出来る事に大きな差があ
る事を実感しました｡その事を踏まえて修
正していって完成したものは，とてもシン
プルな仕上がりになっていきましたが，結
果としてこれで良かったのだと思います。
○ 前日の演習～修正，完成まで時間にゆとり
があり良かったと思います。沢山のアイ
ディアが出されグループ内で精査しながら
良い計画が出来ました｡実踏する事により，
とても意義あるプログラムデザインの演習
となったと思います。
⑤ 「現代における野外活動の意義とリスクマ
ネジメント」について
○ 野外活動の意義を様々な角度から分類さ
れ，自分の体験等も盛り込みながら講話を
頂き理論的に整理する事が出来ました｡リ
スクをいかに抑えるのか，また体験にはリ
スクがつきものであり，しかしリスクも含
めた体験も必要であると思いました｡　
○ 野外活動の意義についてはいつも自分の中
で悩んでいる段階だったので，自分なりの
答えを見つけるヒントになりました。リス
クマネジメントについても普段から考えて
いる方だと思っていたのですが，まだまだ
足りないと気付きました｡安全管理や応急
救護について定期的に講習会や研修等に参
加して意識を高めていくと共に，新たな知
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識を吸収していくようにしたいと思いま
す｡
⑥ 本研修会全体を通じての感想・要望等
○ 登山経験が全くないので参加する前は不安
もありましたが，ネイチャーゲームやレク
の手法を取り入れたアクティビティを活動
の中に取り入れることで，幅広い年代層に
無理なく受け入れられそうなプランニング
をすることができたと思います。特に「ネ
イチャーエクスプロアリング」は，自分た
ちで発見した自然素材を交換し合う形のク
イズなので，新鮮な驚きや発見がありまし
た。
○ 個人的には登山をしたことがあっても，実
際に指導者として登山をすることを考えた
場合，企画に必要なことの中でも登山特有
の安全に配慮したプログラムについて大変
勉強になりました。
○ 岩手山の環境を活かしていた。「登山」と
いうテーマは，真向勝負！という感じで良
かった。手法を次々と紹介する手っ取り早
く現場に活かすという講習会が多い中，自
分達で「生みの苦しみ！？」みたいなのを
味わう展開が良かった。この講習会の特徴
かもしれないが，講師とか運営者が多過ぎ
るように思う。

Ⅴ　成果と課題

　事業終了後，スタッフと反省会を行い以下
のような成果と課題が出された。
（成果）
○ 昨年度は３泊４日で行われた本事業である
が，日程を１日短縮して実施したことで仕
事を休む日数が減った等，参加者の負担が
最小限に抑えられた。
○ 講義や野外活動団体によるプレゼンテー
ションを受けた後，参加者の発想を生かし
たプランニングを行うことで，参加者自身
の企画力や活動への配慮を行う力を養うこ
とができた。

○ イメージの中で企画するだけでなく実地踏
査を細部にわたって行い，プランの有効性
を検証したり，活動の実施にあたって想定
される事柄について対処法を考えたりする
ことで，プランニングに必要な事柄につい
ての理解を深めることができた。
○ 登山指導員のガイドが各グループに付いた
ことで、山をより豊かに安全に楽しむこと
ができることを知り，今後の活動に生かさ
れるものと考える。
○ 実地踏査後に野外活動におけるリスクマネ
ジメントについての研究協議を行うこと
で，活動をイメージしながらより具体的な
話し合いの場を持つことができた。

（課題）
● 参加者にとって意義のある研修となってい
るが，実施期間が野外活動の始動時期と重
なっていた。より多くの参加者を得るには
実施時期や募集方法の工夫などが必要であ
る。
● 開催地の特性を活かす視点は継続しつつ
も，日本野外活動団体協議会が持つノウハ
ウをさらに活用し，最新の情報等を参加者
に提供する必要がある。
● 本事業に参加することで，野外活動の意義
や企画に必要な事柄などについては理解が
深められたと思うが，その後どのような形
で今回の研修を普及振興していくかが課題
である。

Ⅵ　おわりに　

　今回は参加者の知識や経験を活かし，自由
な発想のもと演習や研究協議を進めていく事
業内容とした。参加者自身が活動を展開する
フィールドを知らない中で企画立案する難し
さはあったものの，自分たちが企画した事業
の参加者をイメージしながら実地踏査をする
ことで，時間設定や立地条件を活かした活動
内容の見直しを図るなどより実践的なプラン
ニングへの修正を行うことができた。ひとつ
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の企画をそれぞれ立場の違う指導者がつくり
上げていく中で，野外活動に対する認識が深
まった。また，演習を通しながらお互いの企
画のよさを学び合ったり，参加者それぞれが
持つ実践の情報交換をしたりと今後の活動に
もつながっていくものと考えられる。
　事業運営にあたっては，プランニングの内
容及びグループ構成が参加者の意向次第で変
化するため，事業前に事務局と実地踏査を行
い，打合せを細かく行うことで充実した演習
にすることができた。また，主催が４団体で
あったが，役割を分担し相互補完しながら事
業の細部を決定したことで中身の濃い事業に
なった。
　諏訪先生の講義で「自然は大いなる母」と
いうお話があった。野外活動の指導者として
自然を生かし，そこから多くのことを学ぶこ
とのできる活動を展開するためにも，リー
ダーとしての資質を高めていく本事業をこれ
からも展開していく必要性がある。


