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試行→現在までの軌跡
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2007年

◆葛西臨海地域の
活性化を考える会
の結成。

◆葛西臨海公園の
活性化を想定した
プランの立案

◆東京都建設局・港
湾局・東京都公園
協会・東京動物園
協会・江戸川区な
ど、葛西臨海公
園・海浜公園に関
係する諸団体へ
のプロモーション。

2008年

◆行政・公園管理
者・環境系NPO
等のステークホ
ルダーを招待し
て、現地でのテ
ストプログラムの
実施。

◆事業名を「葛西臨
海たんけん隊」と
名付ける。

◆開園20周年記念
事業化に向けた
関係各所へのプ
ロモーション。

◆上記成果を踏まえ、
賛同者の拡大に
向けたプロモー
ション。総計132
名にご体験いた
だく。

2009年

◆「葛西臨海・環境
教育フォーラム」
の結成。

◆東京都からの後
援名義獲得。江
戸川区や公園協
会、動物園協会
なども続く。さら
に、ロッテや三菱
商事から協賛を
獲得。

◆初夏＋秋に各10
回実施、計528
名を集客。

◆年度末に組織の
継続と活動の持
続を総会で決議。

2010年

◆株式会社ロッテの
ご協賛を引き続き
いただく。

◆また、前年度と同
様のご後援のもと
に全10回のプロ
グラムを実施。

◆計589名のご参加
をいただく。

◆防災プログラムの
充実やセルフガイ
ドプログラムの展
開、公共施設との
連携など、新しい
プログラムへの
チャレンジを積極
的に行う。

2008年の試行実験から今年度までの3年間で、1250名を超える方にご体験いただき
ました。



葛西臨海公園・
海浜公園にかか
わる様々な主体
がつくる実行主
体の形成

東京都
東京都公園協会
東京動物園協会
江戸川区
教育委員会

連携

葛西臨海公園・海浜公園における
環境学習プログラムの実施恒常化を目指した、

関係諸団体の幅広い参加による
活動フレームの形成へ

環東京湾環
境教育ネッ
トワークの形
成と、葛西
臨海公園の
拠点形成

本事業の目標像
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企業、都・江戸川区・
指定管理者の理解と
協力が不可欠。



2010年度「葛西臨海たんけん隊」の特色
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2010年度参加人数（全9日実施）※
実施日 参加人数 備考

6月5日 44名 ※江戸川区環境フェアに出展し、小松川境川親水公園でプログラムを実施しました。

7月27日 18名 江戸川区立子ども未来館および東京海洋大学との協働プログラム

8月10日 20名 同上

8月19日 17名 同上

10月2日 151名／59組 セルフガイドプログラム（一般137名、招待14名）

10月3日 211名／90組
（うち工作教室のみ7組）

セルフガイドプログラム（一般201名、招待10名）

10月17日 24名 小岩消防尐年団より団体申込（団関係者5名、団員19名）

10月23日 34名 オール東京62市区町村共同事業（大人17名、子ども17名）

10月30日 0 台風のため中止

10月31日 34名／16組 葛西臨海地域の小学生親子（大人16名、子ども18名うち招待各1名）

11月25日 36名 江戸川総合人生大学受講生

総計 589名 葛西臨海公園以外でのプログラムを除くと545名

※10月30日は台風接近による荒天のため中止となりました。
※には、東京海洋大学との協働プログラム「江戸前インタープリター養成講座」（連続講座）を実施し、全5回でのべ135人の参加を得ました。
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特色：公共機関との積極的な連携：江戸川区こども未来館
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◆江戸川区立子ども未来館との協働プ
ログラムを実施。無償の施設利用と葛
西臨海公園駅⇔子ども未来館間のバ
ス輸送については公費補助が得られ
ました。

◆参加者は総計56名。
内訳は：小4 28名 小5 21名 小6 7
名 で小4が多数。

◆江戸川区からの参加46名、区外から
10名。

◆満足度も高く、「また来たいですか」に
対して、「はい」が100％。「楽しかった
ですか」に対して「ものすごく楽しかっ
た」43、「楽しかった」11、「ふつう」１。

◆江戸川区内の参加は船堀以南と船堀
以北でほぼ拮抗。当該プログラムが区
内の交流を活性化させたと考えられま
す。
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特色：防災プログラムの実施
①裸火の使用をはじめとする防災施設体験
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◆防災目的ということで、防災関
連施設のうち、「かまどベンチ」
と呼ばれる施設での火の使用
（焚火）と煮炊きを認めていただ
きました。

◆薪の作り方、火の起こし方から
しっかりと伝授。最近はマッチが
ない家も多く、火をおこし体験は
好評でした。

◆さらに、昨年同様、防災トイレな
らびに揚水ポンプの使用をみと
めていただきました。

◆上記体験は、東京都ならびに東
京都公園協会のご理解とご協
力によって、葛西臨海公園第一
駐車場の一角を占用させていた
だくことで実現いたしました。



かまどベンチでの火起こし体験
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特色：防災プログラムの実施
②防災ボート（Eボート）の体験
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◆西なぎさ沖でのEボート体験は

昨年は東京港港湾事務所と
の折衝の結果お認めいただ
きました。今年度につきまして
は、東京都公園協会の共同
事業という位置づけをしてくだ
さいました関係で、煩瑣な手
続きを省略させていただきま
した。

◆また、都市公園内でのテント
の使用は禁止されております。
しかし、防災目的ということで、
大観覧車下という限定の下で
はありますが、展開をお認め
いただきました。

◆上記はすべて東京都のご後
援をいただいたおかげであり、
弊会としての特色がでたプロ
グラムであると信じております。

※本プログラムの実施にあたって、NPO法人
えどがわエコセンターの助成をいただきました。



11

③テントの展開



特色：防災教育と環境教育の融合～大観覧車の活用
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■「人間にとっての避難場所は、動物に
とっての避難場所でもあるんだ」
このようなコンセプトで、環境教育と防
災教育を並立させるプログラムを開発
しました。

■防災施設体験→海の生き物観察、防
災施設体験・テント体験→鳥類園観察
などのプログラムを開発しました。

■これらを有機的に結びつけたのが大観
覧車への搭乗でした。実際に公園と自
分たちが住む町を同時に俯瞰・鳥瞰す
ることができる手段はほかにありませ
ん。もし何かあったら葛西臨海公園ま
で逃げてくるのにどのくらいの距離が
あるのか、都市部における自然環境の
尐なさとその貴重価値を実感する手段
としては最高のメディアです。

■昨年度の経験を生かし、単なるお勉強
にならないように、トランシーバーを活
用したプログラムとしました。



特色：東京都協会との共同事業化
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◆本事業は、東京都公園協会のご協力によっ
て充実したプログラムの展開が可能となって
おります。

一昨年の「葛西臨海たんけん隊」のテストプロ
グラム実施時から継続してご理解を賜り、プ
ログラムの実施においてもご協力をいただい
てまいりました。

◆特に今年度は共同事業として位置付けてい
ただきました。そのおかげで、公園内におけ
る様々な活動が煩瑣な手続きなしに実施する
ことができました。

（防災プログラムにおけるEボートやテントプロ
グラム、かまどベンチの使用など）

◆さらに、協会主催事業であり葛西臨海公園に
おける目玉事業でもある「コスモス祭り」にお
いて、セルフガイドプログラムの出展をお認め
いただきました。それだけではなく、当日は葛
西臨海公園駅前という一等地に受付用のテ
ントを設置をお認めいただきました。

◆機会をお認めいただくことによって当方の提
供できるプログラムにも相当程度の充実が期
待できることから、今後も積極的な協力関係
の維持・発展を願っております。

裸火の使用

Eボートプログラムの展開

テント体験

駐車場の占用

駅前スペースの占用による受付展開 なぎさの占用



特色：セルフガイド型プログラムの実施
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■私たちは、葛西臨海公園・海浜公園における参
加体験型環境学習プログラムの実施、特に、
事前予約制による尐人数で行われるプログラ
ムについて、多くのノウハウを積んでまいりまし
た。

■しかし、事前募集・予約制としたことの労力は大
変なものでもあったのも事実です。その一方で、
私たちのプログラムの有無とは関係なく、土日
祝日には葛西臨海公園・海浜公園には多数の
お客様がおいでになっています。ところが、これ
らのお客さまが関心を持たれても、予約でいっ
ぱいだったり、一日がかりのプログラムである
ことから、当日の申し込み・参加には躊躇され
るケースが頻発しておりました。

■そこで、今年は「当日申込み可」「自由参加」と
いうコンセプトの「セルフガイドプログラム」を開
発し実施いたしました。2日間の実施で362名の

方にご体験いただいたこのテストプログラムに
よって、参加の自由度が格段に上がりました。
来年度以降は、より多くの方に葛西臨海公園・
海浜公園を体験いただけるように、セルフガイ
ドプログラムを充実させたいと考えます。



セルフガイドプログラム参加人数
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■10月2日
一般137名、招待14名
計151名

各解説場所体験人数
西なぎさ73名、鳥類園44名、
クリスタルビュー（サカナのぼり72名、チリモン45名）
水族園（空の広場184名、東京湾水槽104名）
のべ522名

■10月3日
一般201名、招待10名
計211名

各解説場所体験人数
西なぎさ75名、鳥類園36名
クリスタルビュー（サカナのぼり94名、チリモン77名）
水族園（空の広場421名、東京湾水槽306名）
のべ904名

■10月2日、3日計
申し込み者数総計362名
各解説場所のべ1424名



セルフガイド①：クリスタルビュー
（「サカナのぼり」と「チリメンモンスターをさがせ」）
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セルフガイド②：水族園と鳥類園
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セルフガイド③：西なぎさ
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特色：セルフガイドプログラムの実施にともなう
ワークブックの開発
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◆10月2日と3日に実施した「セルフガイドプログラム」では、お客

様へのケアがない状態になってしまうことを避けるために
ワークブックとスタンプカードを作成しました。

◆コンテンツとしては葛西に生息する生きものを中心とした観察
ガイドとなっております。

◆参加者の皆様にはお喜びいただけたと信じておりますが、資
料として配布した学校指導者などから高い御評価をいただい
ております。

◆環境フェア（6月5日）の経験から、スタンプカードなどを用いる
こととおみやげの存在は、参加の誘因になりました。



特色：葛西臨海水族園一般通路等における展開
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■昨年度の一般プログラムにおいては、坂本
副園長をはじめ葛西臨海水族園の役職者・
スタッフの皆様がインタープリターとともに指
導に当たっていただきました。

■一方、昨年から今年の一部プログラムでは
「セルフガイド」方式を採用し、参加者がガイ
ドブック（ワークブック）を片手に館内を巡回
するスタイルを実施いたしました。

■その際、園内「空の広場」と、館内の一般通
路において、「葛西臨海たんけん隊」参加者
のための解説場所の設置を特別にお認めい
ただきました。

■解説場所については、昨年度はスタンプ
シートのチェックポイントとして機能させたた
め「葛西臨海たんけん隊」以外の方への対
応は必要がありませんでした。一方今年度
につきましては、スタンプシートなどのチェッ
クは行わなかったため、一般のお客様と葛
西臨海たんけん隊参加者が混在するスタイ
ルとなりました。

■その結果10月2日および3日に実施したプロ
グラムでは300名と700名の方に解説を行い

ました。館内園路における解説について一
定のニーズがあることを感じさせました。

「東京湾水槽」前 「空の広場」



特色：工作キットの開発
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■受付の「にぎわい」感の創
出と、幼尐児のためのプロ
グラムとして開発されました。

■情報デザインを専門とさ
れる東京工科大学デザイン
学部教授の若林尚樹氏の
監修によって、「サカナノボ
リ」と「サカナキューブ」の2種
を開発しました。

■「サカナのぼり」は魚の
ディテールを再現し、それを
切り抜き「こいのぼり」ならぬ
「サカナノボリ」として楽しめ
るようになっています。

■「サカナキューブ」は魚を
立方体上に描き、上下左右
どこからでもその魚の正しい
姿がわかるようになっていま
す。さらにその生態・特徴が
記述されます。

■当日は同大学の学内プロ
ジェクト「アクアプロジェクト」
に参加される学生さんたち
が指導にあたりました。

「サカナのぼり」 「サカナキューブ」



特色：鳥類園ナイトプログラムの実施
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■従来のプログラムは午前中
に開始し、昼食を経て夕刻解
散というスタイルが原則と
なっておりました。

■しかし、葛西臨海公園・海浜
公園には、朝のなぎさや夜
の鳥類園などまだたくさん未
体験の魅力が残されていま
した。

■宿泊型キャンププログラムが
認められた場合に実施しよう
としていた、鳥類園における
夜の探鳥会を実現いたしま
した。

■防災プログラムの日に、防災
プログラムを終えた後に行わ
れました。参加者は疲れも見
せず、「夜の鳥類園は初め
て」という声が多く、いつもの
葛西臨海公園とは違った魅
力を開拓できたと考えており
ます。



特色：人材育成①インタープリター養成講座の共催
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◆東京海洋大学江戸前ESD協議会と

の共催で、インタープリターに対し
て専門的な知識を教授すること、
インタープリター志望の学生・院生
に対してインタープリティブな解説
手法を伝授すること、すでに活躍し
ているインタープリターにアカデ
ミックな知識を伝授することを目的
として実施されました。

◆6月2日、9日、16日、23日、30日の
5回、それぞれ午後1時～5時まで
半日を使って開催されました。

◆最終日には修了者に対して修了
証を授与しました。修了者には7月
27日以降に実施される葛西臨海

たんけん隊の正式プログラムへの
参加が、インタープリターデビュー
を前提として、認められました。

◆修了生のうち学生2名が10月2日、
3日のセルフガイドプログラムで実

際にインタープリターとしてデ
ビューしております。



特色：人材育成②インターンの積極的な受け入れ
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◆「江戸前インタープリター講座」の修
了生を積極的にスタッフとして登用し、
順次インタープリターとして「デ
ビュー」をさせました。

◆同講座修了者以外にも、インタープ
リターに関心を持つ学生・院生に対
して、フォーラム関係者や講座修了
生のネットワークを活用して広く声を
かけ、インターンとしての参加を呼び
かけました。

◆10月2日、3日の「セルフガイドプログ

ラム」では、大学生・大学院生を中心
にのべ48名が参加しております。

◆インタープリター志望者にとって、都
心における現場体験の場として今後
も積極的に声掛けを行っていきます。
「葛西臨海たんけん隊」でのインター
ン体験が、学生だけではなく雇用す
る側のNPOなどからも一定の評価を

得られるようになることを目標としま
す。



アンケート結果
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10月17日（防災プログラム～Eボート）
・今日は楽しかったですか
とても楽しかった 16名（85％）
楽しかった 2名（10％）
ふつう 1名（5％）

・また来たいですか
はい 19名（100％）
いいえ 0名

10月23日（みどり体験交流事業）
・今日は楽しかったですか
とても楽しかった 16名（100％）

・また来たいですか
はい 16名（100％）

10月31日（防災プログラム～テント）
・今日は楽しかったですか
とても楽しかった 23名（68％）
楽しかった 7名（21％）
ふつう 4名（11％）

・また来たいですか
はい 16名（100％）

11月25日（江戸川総合人生大学）
・今日は満足いただけましたか
大変に満足した 14名（44％）
満足した 13名（40％）
ふつう 5名（16％）

7月27日（こども未来館プログラム）
・今日は楽しかったですか
ものすごく楽しかった13名
楽しかった4名
ふつう0名

8月10日（子ども未来館プログラム）
・今日は楽しかったですか
ものすごく楽しかった15名
楽しかった4名
ふつう1名

8月19日（子ども未来館プログラム）
・今日は楽しかったですか
ものすごく楽しかった15名
楽しかった3名
ふつう0名

上記3日とも「また来たいですか」に対しては
「はい」が100％

◆今日は楽しかったですか
とても楽しかった 112名（72％）
楽しかった 33名（22％）
ふつう 11名（7％）
あまり楽しくなかった 0名（0％）
楽しくなかった 0名（0％）

◆また来たいですか
はい 100％



アンケート結果（自由回答より）
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かいぼうははじめてだったし、
いろいろな体験ができてよ
かった。どんどんみんなにき
てとよびかけたい。
（小5：子ども未来館ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

色々なびせいぶつが土の中
や魚の中にいることがわかっ
てよかったです。また、研究し
たくなりました。また、このよう
なイベントがあったら来たいと
思います。（小5：子ども未来
館ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

今月で2回目だったけど、今

回は、ていねいにパソコンな
どでおしえてくれたので、わか
りやすくりかいすることが出来
ました。次回もまた来たいで
す。（小5：子ども未来館ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ）

プランクトンがっても多くて
びっくりしました。けんびきょう
でいろいろなびせいぶつを見
たり、海で生き物をさがすの
が楽しかったです。（小4：子ど
も未来館ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

今日の生き物取ったりするこ
とやかいぼうが一番楽しかっ
たです。次のやってもいけた
ら行きたいです。（小6：子ども
未来館ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

貝だけではなくていろいろな
せいぶつがみれた。目だけで
は見れないせいぶつがみれ
ておもしろかった。またこんど
も、ぜひきたい。（小4：子ども
未来館ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

こんな(絵)形の植物プランクト

ンを見つけた！たくさんの小
さな生き物や大きめの生き物
をみつけた！いろんな生き物
を見つけられて楽しかった！
（小5：子ども未来館ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

プランクトンなどのめずらしい
生物をけんびきょうとかで見ら
れてよかったです。にしなぎさ
ではさいしょは魚がとれな
かったけど後から、魚とかが
いっぱいとれたのでよかった
です。（小4：子ども未来館）

プランクトンには、「植物プラ
ンクトン」と「動物プランクトン」
があった。｢植物プランクトン」
にはケイソウがあった。ケイソ
ウの仲間がとても多くてびっく
りした。知らないプランクトン
が、たくさんあった。（小5）
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身近な公園に、いろいろな工
夫があることが分かりました。
火おこしなども、災害の時だ
けでなく、キャンプなどにも
使っていようかと思います。
（防災プログラム）

スタッフの皆さんが、専門的
な方ばかりだったのでビックリ
しました。また参加したいと思
います。ありがとうございまし
た。（みどり体験）

近くに住んでいても、鳥類園
に来た事がなかったので、
ちゃんと説明して下さる方もい
て、夜の鳥を見れて良かった
です。（キャンププログラム）

学校にひなんするのは知って
いたけど、公園にひなんでき
るのは知らなかったから勉強
になりました。またここに来て
色々なくふうを見つけてみた
いです。（防災プログラム）

普段なかなか1日中子供につ

きあってあげる事ができない
ので、どんどん企画してほし
いです。どんどん参加したい
です。今日は楽しく参加でき
ました。（みどり体験）

何度も来ている臨海公園だっ
たがなぎさでの貝がらや鳥達
をゆっくり観察したのは初め
てでした。江戸川区にこんな
にすばらしい所がある事を
もっと子供達に知ってもらいた
いと思いました。（人生大学）

お母さんにむりやりつれてこ
られたのでちょっとやだったけ
ど、でもこの「かさいりんかい
こうえんのたんけんたい」とか
はやんないと面白さが分かん
ない。（みどり体験）

パパに「たき火は新聞紙をね
じって「井」の形に置くんだよ」
と教えてあげたい。臨海公園
の観覧車からスカイツリーが
よく見えて、もしかしたら観覧
車の方が高いかもしれなと
思った（キャンププログラム）

自分の身近なものでも常に新
しい発見があるという事を実
感した。本当に地道な努力の
積み重ねが大切さの基本で
あるということ、地元により愛
着を感じた。（人生大学）
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■9月28日付読売新聞

朝刊（多摩・都民・千
葉版の計200万部）に

「秋のプログラム（セ
ルフガイドプログラ
ム）」の社告が掲載さ
れました。

■BS朝日のテレビ番組

「いつも、ロハス日和」
の取材を受けました。
ナビゲーター：八嶋智
人・黒田知永子で、
2010年9月23日（木）
と30日（木）の夜10：
00～10：55に放送され
ました。

■同時に「ソトコト11月

号」にも取材内容が掲
載されました（木楽
舎）。
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ソトコト 2010年11月号


