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Ⅰ　はじめに

　国営公園は，国家的記念事業や広域的な見

地などから設置する都市公園で，国が整備・

管理を行っている。北海道から沖縄まで全国

17 箇所で整備され，平成 20 年 4 月現在 16
公園が開園し，広い範囲から多くの利用者

が訪れている。国営公園は，平均開園面積が

150ha を越える大規模な敷地，園内に森林・

湖沼・海岸・河川等を有する自然豊かな立地

条件，遊戯・運動・宿泊・修景・飲食等に供

する多様な各種施設を持つことが特徴である

（表１参照）。それらの特徴を活かして，レク

リエーションの場を提供するとともに，市民

参加による公園の運営管理，バリアフリーや

環境に配慮した維持管理等のさまざまな取り

組みが行われている。なかでも，環境に配慮

した取り組みとして，物質循環の確保と循環

型社会の形成に寄与する「植物性廃棄物のリ

サイクル」，生物多様性の保全に寄与する「園

内の稀少種の保護・育成」，環境保全に対す

る意識の普及啓発に寄与する「環境教育の推

進」を積極的に実施している。特に，環境問

題が顕在化・深刻化しているなかで，その解

決に対する市民の関心も高く，青少年期から

環境に関する正しい知識や社会的な行動につ

いて学ぶ「環境教育」の必要性が叫ばれて久

しい。子どもたちが環境に関する認識や価値

観を形成するには，体験を通じて自然環境に

接する機会を増すことが重要であり，身近な

場所で豊かな自然環境を有する国営公園の果
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たす役割は大きいといえる。また，平成 14
年から開始された「総合的な学習の時間」で

は，児童・生徒に，情報の調べ方，まとめ方，

物の考え方を問題解決や探求活動に主体的，

創造的に取り組む態度等を身につけさせるこ

とを主なねらいとしており，環境教育プログ

ラムの活用が期待されている。

　本報告では，青少年に対する環境教育の場

としての国営公園のあり方について，国営木

曽三川公園における環境教育プログラム導入

事例を取り上げ考察した。

Ⅱ　国営公園における環境教育導入の経緯

　国営公園における環境教育は，平成 2 年

度に武蔵丘陵森林公園がイベントの中に，環

境教育プログラムのひとつである「ネイチャ

ーゲーム」を取り入れて以降，平成 11 年頃

まで他の公園でも順次導入されてきた。環境

教育プログラムのなかでも，遊びの要素を取

り入れたネイチャーゲームの導入は，国営公

園では教育的な部分よりも娯楽・楽しみが重

視され，また，指導者もイベント時に外部か

ら招聘するのみで，公園側には資格者や人的

なネットワーク等がなく，散発的に行われて

いた。そこで平成 12 年以降には，米国で開

発された環境教育プログラムの「プロジェク

トワイルド」（以下「ＰＷ」と標記する）の

導入により体系化を図るとともに，国営公園

を核とした環境教育の普及に対して積極的に

取り組みはじめた。ＰＷの導入により，地域

内で環境教育を実践する指導者の育成の場と

して国営公園の使用，育成した指導者のネッ

トワークの形成，教材を応用した公園オリジ
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ナルプログラムの開発がなされた (1)。

　指導者育成における平成 19年度の実績は，

上級の指導員である「ファシリテーター」の

講習会は 3 回開催で 40 名，一般の指導員で

ある「エデュケーター」の講習会は国営公園

13 箇所にて合計 32 回開催で 396 名の受講

者があった。国営公園を含む全国の会場にお

ける指導者養成の実績は，平成 19 年度まで

でファシリテーター 549 名，エデュケータ

ー 15,143 名であり，養成された指導者によ

るプログラムの実践が学校現場や国営公園等

で活発に行われている。国営公園におけるプ

ログラム開発事例として，ＰＷのプログラム

を子どもや親子連れ対象に限定して構成した

「自然発見塾」があり，青少年教育施設であ

る「青少年山の家」を持つ滝野すずらん丘陵

公園等の全国 8 箇所の国営公園で開催され

た。また，その他の環境教育に関する取り組

みとして，アルプスあづみの公園における環

境教育に関する講演会やワークショップ等を

行った「環境学習ミーティング」の実施があ

る。

Ⅲ　自然発見館の環境学習プログラム

1. 国営木曽三川公園について

　国営木曽三川公園は，東海地方の人々のレ

クリエーション需要の増大と多様化に応える

ため，木曽川，長良川，揖斐川からなる木曽

三川にある河川敷等の広大なオープンスペー

スを活用した国営公園であり，愛知・岐阜・

三重の三県にまたがる 10箇所以上の拠点に，

展望タワー・展示室・多目的運動場・芝生広

場・環境学習センター等のさまざまな施設を

有する。なかでも，木曽川上流部に位置する

「三派川地区」内にある「河川環境楽園」（岐

阜県各務原市）では，環境学習の拠点施設で

ある「自然発見館」が整備され，平成 11 年

にオープンした（図 1 参照）。

　自然発見館では，公園の管理を担当する管

理センターと公募によって選定されたＮＰＯ

組織と協働により，環境教育事業を行ってお

り，常設するプログラムを通年で提供してい

る。プログラムには，団体対象で事前予約制・

有料の「団体プログラム」，一般入園者対象

で無料の「フリープログラム」，家族連れ利

用者対象の「イベントプログラム」，指導者

対象の「環境教育指導者講座」がある（図 2
参照）。
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2. プログラムの提供

(1) 実施概要

　団体プログラムは，水辺の立地特性と自然

の素材を活かし，小中学校等の学校団体や子

供会やＰＴＡ等の一般団体向けに環境教育プ

ログラムを通年で実施し，専門の知識を持っ

た指導員とともに，「みる・きく・さわる・

つくる・えがく・しらべる・かんがえる」な

ど様々な実体験を通して，自然や環境につい

て楽しみながら学ぶ場を提供している。プロ

グラムの内容は，ものづくりを通して自然の

仕組みや生態を理解させる「クラフト系」，

公園の自然を理解することを通して生き物の

生態や自然の仕組みを理解させる「観察系」，

環境問題や生き物の生態などのテーマについ

て主体的に学ぶ「ワークショップ系」があり，

合計で約 40 種類を常設している（表 2 参照）。

プログラムの対象も幼稚園児から高校生まで

幅広い年齢層を網羅できるようにしている。

当プログラムを利用するには事前予約が必要

であり，１時間当りのプログラムで参加料金

は１人 200 円である。
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　フリープログラムは，公園を訪れた多くの

来園者が気軽に環境教育プログラムを体験す

る機会を提供するものとして実施している。

具体的には，指導員なしで行うセルフガイド

では印刷物の「ネイチャーガイドシート」の

利用があり，指導員により園内の案内解説を

行う「ネイチャーガイド」（写真 1 参照）も

実施している。

写真１　「ネイチャーガイド（館内）」

　イベントプログラムは，おもに家族連れ等

の一般来館者を対象に，「身近な自然に目を

向けるきっかけづくり」を目的として，土日

祝日及びゴールデンウィーク等の繁忙期に実

施するイベント型の環境教育プログラムであ

る。内容には，楽しいだけではなく公園内の

自然素材を利用して季節感や昔の人の知恵を

学ぶことを考慮しており，具体的なプログラ

ムとして，月１回水辺環境保全活動を行う「お

さかなクラブ」，生き物の生態を学ぶ「夏の虫

探偵団」等を実施している。

　環境教育指導者養成講座は，教育現場や地

域社会などで環境教育を実践する指導者を育

成することを目的としており，ＰＷの教材を

用いた指導者を養成する「エデュケーター養

成講座」，「サイエンス＆シビックスエデュケ

ーター養成講座」や，子育てに関わる人や保

育関係者を対象にした「保育ナチュラリスト

養成講座」を実施している。

(2) 利用状況

　利用状況は，プログラム全体の利用者数は

平成 17 年度にやや落ち込みが見られたが，

経年的には増加する傾向にある（表 3 参照）。

特に，学校団体のプログラム参加者数はオ

ープン時の平成 11 年度から４年間の増加が

著しい。国営公園では，多くの国民に公園

を利用していただくために，魅力あるイベン

トの提供や広報宣伝による情報発信等の利用

促進策に力を入れており，自然発見館の場合

は愛知県・岐阜県の教育委員会を通して県内

の小中学校に利用案内を記載した冊子の「利

用の手引き」を配布している。広報宣伝の継

続や利用者からのクチコミの効果により，オ

ープン時から４年目までの利用者数の延びを

もたらしたと考えられる。平成 18 年度から

は，団体プログラムの利用者数が飽和状態

になったため，おもに家族連れの利用者を対

象とするイベントプログラムにおいて，広報

宣伝方法の強化やイベント内容の充実を図る

等により改善を実施し，利用者数を増加させ

た (2)。

(3) プログラム実施の流れ

　学校団体の利用が中心である団体プログラ

ムでは，「導入」・「展開」・「ふりかえり」の

表３　利用状況経年変化
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三つの工程を含む流れで実施している（図 3
参照）。

　導入では，指導者がプログラムに集中する

ためのきっかけづくり，展開では，内容に応

じてフィールドや施設を活用すること，ふり

かえりでは，個々の体験を共有化すること，

を行っている。特に，展開の工程は自然発見

館が環境教育プログラムを実施する場として

のオリジナリティを発揮することができる。

　例えば，木曽三川公園は川という自然のフ

ィールドの活用に力を入れており，川と遊ぶ

「川原の石のペーパーウェイトづくり」「小石

のお守りペンダントづくり」，川について理

解する「川の水をしらべよう」，「川のいきも

のさがし」（写真 2 参照），川と人とのつな

がりを考える「川を汚したのは誰？」，「川と

生きる土地」，川から地球環境を考える「プ

ラスチックの海」，「水の旅」などのプログラ

ムをとして展開している（表 2 参照）。また，

プログラム内容については，利用者を対象と

するアンケート結果や利用者の反応，プログ

ラムの利用状況による人気度，現場スタッフ

によるフィールド調査結果により，現行プロ

グラムの改良及びフィールド特性を活かした

新規プログラムの作成を随時行っている (3)。

(4) 参加者の意見

　利用者の属性や要望を把握し，プログラム

内容やサービス方法の改善や今後の広報宣伝

に役立てることを目的に，団体プログラムと

イベントプログラムについて，実施後にアン

ケート調査を実施しており，団体プログラム

のおもな調査結果を示す（表 4 参照）。調査

対象は団体プログラムの引率者である教師や

子供会の役員等の大人である。原則として，

プログラムを利用した全ての団体に対して実

施しており，平成 19 年度の実績では全 196

団体中 181 件の回答があった。そのうち，

有効数は 157 件であったが，個別の質問に

ついてはそれぞれ最大の回答数を用いて集計

している。調査項目は，利用頻度・広報認知

媒体・プログラムの時間・料金に関する意見，

プログラム内容の満足度，指導員の満足度，

選択理由，要望である。

　平成 19 年度の結果を見ると，利用頻度で

は，「2回目以上」の利用が全体の6割を超え，

学校団体に限ると回答のあった 119 団体中

104 校がそれに該当し，学校団体全体の 9 割

近い数値であることが特徴である。プログラ

ムに関する意見では時間・料金とも「適当」

が 8 割を超え，内容も「まあまあ満足」以

上が 9 割を超えており，満足度の高さを示

している。指導員に対する満足度についても

同様であり，利用者に対して高い満足度を与

えているといえる。選択理由では，「子供た

ちが楽しめそう」，「内容がおもしろそう」，「作

品を持ち帰えることができる」という楽しみ

の要素の強いレクリエーション的な利用目的

と，「授業内容にあっていた」，「自然につい

て学べそう」，「総合学習の一環」という学習

目的が，ともに全回答数の約 48％を占めて

おり，環境教育プログラムの特性である「楽

しく学ぶ」ことを引率者側が求めている結果

を示している。

図３　プログラムの流れ

写真２　「川のいきものさがし」
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3. 運営体制

(1) パートナーシップによる運営

　自然発見館では，環境教育プログラムの開

発及び提供において，公園管理を担当する管

理センターは協働実施者（パートナー）であ

る NPO 組織と協定を締結することにより，

量・質ともに必要な人員を確保した上で，協

働で実施している。運営に関わる人員数につ

いては，管理センターは常勤職員 3 名及び臨

時職員 6 名，NPO 組織は常勤指導員 4 名及

び非常勤指導員 2 名の体制である。なお，現

在のパートナーである NPO 組織の指導員の

質については，公園及び有識者により構成さ

れる選考委員会により選定されていること，

選定の用件の中に「環境教育の指導経験が 3
年以上」や「学校の社会または理科教育の経

験が 5 年以上」等を求めていることで確保

している。

(2) 市民との連携

　環境教育プログラムの事業を推進する上

で，主体的に関わる指導者だけでなく実施を

補助する市民ボランティアとの連携や育成を

支援することも重要である。自然発見館では，

環境教育事業をサポートするボランティア組

織である「EE ネット発見館」による人材育

成や，市民が年間会員制で環境教育をはじめ

とする公園の管理を体験できるイベント「エ

コパラクラブ」による市民の参画の機会提供

を行っている。

　EE ネット発見館は，平成 13 年度からは

じまったボランティア活動であり，公園側が

活動を支援している。平成 19 年度の活動実

績は，登録ボランティア人数は 30 名，年間

活動回数は 162 回，年間延べ参加人数は 176
名である。参加するボランティアは，団体利

用者への指導や展示物作成に関する補助を行

うとともに，一般来園者向けのイベントの企

画・実施も行い，指導技術の向上に努めてい

る（写真 3 参照）。一方，エコパラクラブは
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平成 12 年度からはじまったイベント型の活

動である。平成 19 年度の活動実績は，登録

人数は 115 名，年間活動回数は 11 回，年間

延べ参加人数は 787 名である。エコパラク

ラブの活動参加者は，公園利用者に直接指導

等で関わるのではなく，公園内にある田圃の

管理作業である田植え・稲刈り・脱穀，七夕

飾り等を行うイベントを体験するかたちで，

公園管理に参画している。

Ⅳ　環境教育における国営公園の特徴

1. 環境教育の場としての利点

　自然発見館の事例による，国営公園におけ

る青少年を対象とした環境教育の実践の場と

しての利点は，下記の通りである。

(1) 立地特性と応用性

　第一に，子どもたちが自然体験をするため

の豊かな自然環境を有していることと，それ

を応用した多様なプログラム展開がある。木

曽三川公園の場合は木曽川が中心となるフィ

ールドであり，河川環境を活用して楽しむ・

知る・理解する等，川を多面的に接すること

できるプログラムを提供していた。また，対

象とする年齢層も幅広く，利用者の多様な要

望を受け入れることもできる。

(2) アクセスの良さ

　第二に，アクセスしやすさがある。自然環

境が豊かな場所でも，学校から遠い，到達す

るまでに難所がある，天候に左右される等の

条件では，子どもたちが気軽に環境教育プロ

グラムを参加体験することができないが，都

市近郊にある国営公園は学校からの移動時間

が短い，団体利用が可能な施設規模を有して

いる，雨天時に受け入れ可能な屋内施設が充

実している，駐車場が完備されている等によ

り，特に学校の団体利用を容易にしている。

自然発見館での学校利用の割合の高さと，2
回以上の利用割合である「リピーター率」の

高さはその表れである。また，アンケート結

果からも，団体の引率者による満足度も高い

ことが伺われる。

(3) 安全性の確保

　第三に，実施場所としての安全性がある。

公園内では，弱者をはじめ誰もが使いやす

い規格・構造を考えた「ユニバーサルデザイ

ン」により設計されている点，公園スタッフ

の巡回による危険箇所・危険行為の点検及び

利用指導等の安全管理が徹底されている点に

より，子どもたちが公園内で安全・安心して

活動することができる。特に，河川のように

学校外の事故の発生など危険を伴う恐れのあ

るフィールドを使用する学習においては，大

きな利点であろう。

(4) 人員体制の充実

　第四に，人員体制の充実がある。国営公園

では，全般的に公園の管理運営に携わるため

に常駐するスタッフが量・質ともに充実して

いる。なかでも，環境教育事業に力を入れて

いる自然発見館は，正職員に加えて環境教育

を専門に担当する NPO スタッフが常勤する

こと，事業をサポートするボランティア活動

があること，公園管理に関する市民参画型の

イベントを実施していることから，環境教育

を学ぼうとする子どもたちに対し，安定的に，

多様なサービスを提供できる体制をもってい

写真３　「ＥＥネット発見館」の活動
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るといえる。特に，提供するプログラムの質

を維持するためには，スタッフが公園内の自

然資源調査と写真記録を月 2 回，年間 24 回

実施し，つねにフィールドの自然環境の状況

を把握するとともに，参加者のアンケート結

果等を参照して，毎年プログラム内容の見直

しとリニューアルを行っている。また，指導

員等の人による環境教育プログラムは，楽し

みながら学ぶ「インタープリテーション」(4)

の概念を実践しており，展示やセルフガイ

ドに比べて学習効果を高めることも期待でき

る。

(5) 地域との連携

　第五に，地域との連携がある。国営公園は

市民活動の受け入れ，自治体・企業団体等と

の協働による管理運営を行っている。自然発

見館では，地域との連携として環境教育事業

の推進のなかで，地域で活動する指導者の養

成，地域住民によるボランティア参加の受け

入れを行っている。学校団体における団体プ

ログラム利用の際にも，引率する教師と事前

の打合せによる連絡調整を行っており，プロ

グラムを地元の教育関係者との協働で実施で

きる体制を組んでいる（写真 4 参照）。また，

団体プログラムの実施に当っては，公園内で

学校等の団体を受け入れるだけではなく，岐

阜・愛知・三重県内の学校・公民館へ指導員

を派遣する「出張講座」を平成 19 年度では

16 回開催し，地域に対する貢献も果たして

いる。

2. 環境教育の場としての課題

　国営公園における環境教育の場としての課

題は，下記の通りである。

(1) 効果的・効率的な事業推進

　現在，自然発見館で行われる環境教育の事

業は，他の国営公園と比べても高水準である

といえる。今後も事業を高水準のまま継続的

な実施を可能とするためには，今後，社会的

な要求の変化，施設の老朽化，システムの陳

腐化に対応していくことが求められる。具体

的な対応策としては，事業内容について評価

できる仕組みの確立，プログラムの教育効果

を測定する手法の開発(5) をふまえた事業改

善活動を一定期間ごとに実施する必要がある

だろう。

(2) ネットワーク化及び連携

　現在，全国の国営公園を会場としてＰＷを

使用した環境教育の普及を実施し，「自然発

見塾」等の展開事例があるものの，ＰＷとい

う全国規模で展開する事業の活用としては，

まだ途上にあるといえる。今後は，全国の

国営公園が有する資源やシステムをより強化

するために，ＰＷ等の実績をもとにした情報

共有や協働実施等，国営公園間における環境

教育事業のネットワーク化を進めるべきであ

る。また，地域内における国営公園と青少年

教育施設・宿泊施設・公民館・博物館等との

連携を検討するべきである。

Ⅴ　まとめ

　本稿においては，環境教育の場としての国

営公園の可能性と課題について，国営木曽三

川公園自然発見館の事例をもとに考察した。

大規模都市公園である国営公園は，遊びやレ

クリエーションの多様なニーズに応えていく

ことが求められる。公園利用の多様化から見

ると，環境教育プログラムもレクリエーショ写真４　公園スタッフと教師の打合せ
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ンを含んだ公園利用の一形態であり，教育効

果だけにとどまらず利用促進の面でも，今後

更に重要視されるだろう (6)。

　環境教育を推進するためには，空間づくり・

施設整備などのハード面，プログラム・講習

会等のソフト面，指導員・リーダー等の人の

面から総合的に取り組む必要がある。国営公

園もその役割を積極的に担っていけるよう，

他の機関・施設と連携を図りつつ取り組んで

いきたい。
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