
参加体験型環境学習プログラム
 「葛西臨海たんけん隊」2012年度活動の概要

一般社団法人

 

葛西臨海・環境教育フォーラム
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はじめに
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本プログラムは開始当初より、「葛西臨海公園・葛西海浜公園を環境学習の拠点に」と

 いう目標に対して、関係各所からの高いご評価と、多くのご期待をいただきました。公園

 の所有者である東京都からのご後援名義につきましては、有料のプログラムとしては史

 上初とのことでありましたし、指定管理者の東京都公園協会からも多くのご協力を賜りま

 した。おかげさまで、園内における裸火の使用やテントの展張、なぎさでの防災ボートの

 使用といった、それぞれ都市公園では禁止されている事柄について、すべて実施の許可

 をいただくに至りました。これらすべてが認められている民間団体は小会以外にはありま

 せん。

そして、2011年度からは、環境学習と防災学習の融合を目指した活動目標が評価され、

 日本ユネスコ国内委員会のご後援名義をいただくに至りました。奇しくもユネスコでは東

 日本大震災以前より防災教育に力を入れていこうとされていたとのことで、認定の厳しい

 審査を通過することができました。さらに、2012年には活動の永続化を目指してそれまで

 の任意団体から一般社団法人化を行いました。

都心からわずか15分という交通至便の地、しかも駅前という稀有の環境にありながら、

 海陸双方の自然が体験できる葛西臨海公園。世界的に見ても例のないすばらしい都市

 公園における環境・防災学習プログラム「葛西臨海たんけん隊」にご支援を賜りたくお願

 い申し上げます。
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私たちは葛西臨海公園・海浜公園で、

インタープリターによって引率され

東京湾をテーマとした環境教育プログラムを

行政・指定管理者・NPO・地元との後援・協働と

企業からの貴重なご協賛のもと

開園20周年記念事業として開始しました。

その後活動の永続化を定め、一般社団法人化し、

3700名近い皆様に

ご体験いただくプログラムに成長いたしました。



世界有数の環境教育・防災教育の拠点“葛西臨海公園”
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1．クリスタルビュー：葛西臨海たんけん隊の活動拠点。ラウンジスペースを占用させていただける特別な許可を東京

 
都から頂いております。

2．西なぎさ：人口のなぎさです。都内で海に出ることができる都立公園はほとんどありません。沖合で防災ボートを利

 
用するための海面の占用許可をいただいております。

3．第一駐車場：かまどベンチや防災トイレなど防災公園としての施設が並びます。ここでもこれら施設を利用する許

 
可をいただいております。

4．水族園：国内でも有数の展示の質と集客力を誇ります。
5．鳥類園：一種のバードサンクチュアリとなっていますが、営巣地などを知り尽くしたインタープリターがいないとただ

 
の林と草むらです。

6．東なぎさ：鳥の保護のために立ち入り禁止となっています。



試行→現在までの軌跡
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2007年の試行プログラムから今日に至るまで、株式会社ロッテから継続的なご協賛を頂戴しておりま

 
す。資金だけではなく、参加者の皆様に差し上げるお菓子もあわせてのご協賛となっております。



活動の4つの柱
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学習プログラムを中核として展開することは言うまでもありませんが、付随して各種プログラ

 
ムをあわせ提供します。

・インターンの受入れと

 
デビューの場の積極創

 
造

・従来型の少人数対象事前

 
予約型プログラムの展開

・セルフガイド型のブラッシュ

 
アップと複数回の実施によ

 
る参加者拡大

・回数の充実化
・対象の拡大
→地域住民／障がい者な

 
ど

・子ども夢基金やセブンイ

 
レブン財団等、助成獲得。

・ウェブページの拡充によ

 
る現場への誘因拡大。



一般社団法人の役員構成
 （2012年3月設立

 

※任意団体から発展的に改組しました）
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■特別顧問
岡島成行（公益社団法人日本環境教育フォーラム

 

理事長）

■理事長
福井昌平※発起人（株式会社コミュニケーション・デザイニング研究所代表）

■事務局長・理事
宮嶋隆行※発起人

■理事
石丸隆（東京海洋大学教授）
海野義明（NPO法人オーシャンファミリー海洋自然体験センター代表）
小河原孝生（NPO法人生態教育センター理事長）

川嶋直（公益財団法人キープ協会環境教育事業部シニアアドバイザー）
川瀬健介（NPO法人生活・福祉環境づくり21常務理事）

河野博（東京海洋大学教授）
澁谷美樹（こども科学館研究所代表）
武田紀念男（NPO法人地球船クラブ理事長）

古瀬浩史（株式会社自然教育研究センター取締役）

アドバイザー
若林尚樹（東京工科大学

 

デザイン学部教授）
小松由和（公認会計士・税理士・小松会計事務所所長）



特別顧問・理事長プロフィール

特別顧問：岡島成行



 

1944年神奈川県生まれ。上智大

 

学文学部ドイツ文学科卒業。69

 

年読売新聞社入社、80年から環

 

境問題専門記者となる。83～84

 

年米・ワシントン大学客員研究

 

員。88年チョモランマ登山取材

 

団長として日本、中国、ネパー

 

ルの三国合同登山に参加。同年、

 

国連環境計画「グローバル500

 

賞」受賞。90年解説部次長、92

 

年地球サミット（ブラジル）に

 

同社取材団長として参加。99年

 

読売新聞社退社。現在、環境

 

ジャーナリスト、大妻女子大学

 

教授（環境メディア論）、社団

 

法人日本環境教育フォーラム理

 

事長、ＮＰＯ法人自然体験活動

 

推進協議会代表理事など。



 

主著：「アメリカの環境保護運

 

動」（岩波新書）、「自然学校

 

をつくろう」（山と渓谷社）ほ

 

か多数。



 

小会が任意団体だった時代には

 

理事長をつとめた。
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理事長：福井昌平



 

1946年(昭和21年)鳥取県生まれ。

 

電気通信大学応用電子工学科中退。

 

CI戦略、CC戦略、ブランドエク

 

イティー戦略、都市開発、大型イ

 

ベント開発等の新規事業開発に参

 

加。国鉄分割民営化や全日空の機

 

体デザインプロデュース業務など、

 

多くの総合広報戦略開発に携わり、

 

1991年に㈱コミュニケーション・

 

デザイニング研究所を創立。コン

 

サルタントから実践プログラム開

 

発までの一貫サービスを展開して

 

いる。

 
日本ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会会員

 

日本イベント学会会員



 

2005年日本国際博覧会（愛・地球

 

博）チーフ・プロデューサーを経

 

て、平成17年5月より平城遷都

 

1300年記念事業協会チーフ・プロ

 

デューサーに就任、現在に至る。



 

小会の任意団体時代には常務理事

 

を務め、一般遮断法人化とともに

 

理事長に就任。



おもなインタープリター
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海野義明
1955年神奈川県生まれ。

 

麻布大学獣医学部卒業。日本動物植

 

物専門学院で教師を務めた後、三宅島

 

に移住。ダイビングやトレッキングで島

 

の陸と海の自然を案内するネイチャー

 

ガイド、素潜漁師として活動。三宅島の

 

自然観光･復興にも奮闘。

 

また、全国で子供たちへの海の環境教

 

育や、海辺の自然体験活動指導者養

 

成を実施中。

 
オーシャンファミリー海洋自然体験セン

 

ター代表

 

三宅島自然ふれあいセンターアカコッコ

 

館

 

環境教育専門官

 

東京都鳥獣保護員

 

自然体験活動推進協議会理事・指導者

 

養成トレーナー

 

Ｂ＆Ｇ財団評議員

 

国土交通省港湾局「海辺の自然学校研

 

究会」専門委員

 

ダイビングインストラクター

 

シーカヤックインストラクターなど

川嶋

 

直
（たんけん隊隊長）
財団法人キープ協会環境教育事

 

業部シニアアドバイザー
1953年東京都調布市生まれ。

 

1984年にキープ協会がネイチャー

 

センターを開設した当初から環境

 

教育事業を担当。

＜キープ以外の役割＞

 

立教大学大学院

 

異文化コミュニ

 

ケーション研究科特任教授

 

【2005年～現在】

 

立教大学ＥＳＤ研究センターＣＳＲ

 

チーム長【2007年～現在】

 

社団法人日本環境教育フォーラム

 

専務理事【1997年～現在】

 

ＮＰＯ法人自然体験推進協議会理

 

事【2000年～現在】

 

愛・地球博「森の自然学校

 

里の

 

自然学校」統括プロデューサー

古瀬浩史
1961年、東京都生まれ。
大学で海洋生物学を学び、1980年

 

代に東京湾沿岸域の生態系を研

 

究。

1988年から東京都の奥多摩ビジ

 

ターセンターや山のふるさと村ビジ

 

ターセンター、八丈ビジターセン

 

ターなどの自然公園施設にイン

 

タープリターとして勤務。

（株）自然教育研究センター取締役

 

として、環境教育やインタープリ

 

ターの養成事業などに携わってい

 

る。
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鳥屋尾健（とやお

 

たけし）
葛西臨海たんけん隊チーフインタープリター
財団法人キープ協会

 

環境教育事業部

 

主任
インタープリターとして各種自然体験プログラム及び環境教育指導者養成事業に関わる。
愛・地球博では、森の自然学校・里の自然学校の人材育成から関わり、チーム長として半年間出向。その後、万

 
博継承事業の「もりの学舎」事業でプログラム開発・人材育成にも関わる。

大浦佳代（おおうらかよ）
フリーライター（第一次産業・環境・教育の分野）として仕事をするかたわら、海好きが高じて2000年にスキンダイ

 
ビング・インストラクターを取得。
海月seamoonの屋号で、海辺の体験活動の指導を行っている。
最近は、伝統的漁法の漁業体験に興味を深め、プログラムを企画、実施している。
CONEトレーナー1種。

渡辺未知（わたなべ

 

みち）
静岡県の水族館でのイルカとのふれあいのインストラクターを経て、2001年にインタープリターに。
西伊豆でのスノーケリング教室や、やがい財団主催の「あそびの達人教室」の講師、水族館や施設内での海を

 
学ぶワークショップの進行や、イルカの棲む島でのキャンプのファシリテーターなど、主に海をテーマやフィール

 
ドにした「海辺のインタープリター」として活動。

中村忠昌（なかむらただまさ）
1972年生まれ。NPO法人生態教育センター主任指導員。千葉大学大学院園芸学研究科修了。
千葉大学・東邦大学非常勤講師。生物分類技能検定１級（鳥類専門分野）。
小学生の頃から野鳥観察をはじめる。大学院修了後は、民間の環境コンサルタントの研究員として生物調査・

 
解析などの業務に従事。

葛西臨海たんけん隊では総計で20名以上のインタープリターと30名以上の

 学生インターンが活躍しました。

http://choruien2.exblog.jp/


各年度の参加数
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5年間の総計は3696名となっております。



実施についての報道
（左）読売新聞都民版（90万部）と（右）東京新聞下町版に掲載

（ともに2009年5月31日朝刊）
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毎日新聞2012年9月24日朝刊
ESDの総括年会合に関する記事で、ESDのモデルプロジェクトとし

 て取り上げていただきました。



2012年度の活動（全21回）
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実施日 プログラム 参加者数

4月7日（土） 江戸川子ども未来館プログラム「せいぶつ部」第一回 児童33名＋サブティーチャー10名計43名

5月27日（日） 引率型環境学習プログラム（インターンによるプログラム） 27名

6月13日（水） 南葛西第三小学校授業 4年生児童＋引率計101名

6月23（土）
～24日（日）

自由参加型環境学習プログラム 6月23日86名／24日193名
計279名

7月14日（土）
～15日（日）

自由参加型防災プログラム
防災ボートプログラム

 

無し

7月14日54名／15日215名
計269名

7月29日（日） キッズライドバイク（江戸川区陸上競技場） 200名（応募305名）

8月2日 子ども未来館「せいぶつ部」プログラム 29名

10月6（土）
～7日（日）

自由参加型環境学習プログラム 10月6日106名／7日100名
計206名

10月13日（土）
～14日（日）

自由参加型防災プログラム
防災ボートプログラムあり

10月13日115名／14日125名
計240名

10月20日（土） ダイアローグインザダークとのコラボレーション 19名（応募23名）

10月21日（日） 視覚障害者向け防災プログラム
防災ボートプログラムあり

26名（応募30名）

11月9日（金）～10日（土） 聴覚障害者向け防災プログラム 11月9日12名、10日34名
＋一般参加48名

11月21日（水） 江戸川総合人生大学 40名

12月1日 子ども未来館「せいぶつ部」 40名

1月26日（土）、27日（日） 夢の島熱帯植物館における「五感でめぐる熱帯植物館ワーク

 
ショップ」

1月26日55名（うち障がい者7名）
1月27日26名（うち障がい者5名）



15 観察 工作教室 なぎさの生きもの観察



16
水族園での解説 鳥類園での解説Eボート体験



17 キッズライドバイク 子ども未来館子どもゼミ「感じる公園ワークショップ」
於夢の島熱帯植物館



18
ろう者協会とのプログラム ダイアログインザダークとのプログラム サバイバルプログラム



ウェブ教材「東京湾の生きもの」の制作
 （株式会社コミュニケーション・デザイニング研究所）
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理事長と事務局長が所属する株式会社コミュニケーション・デ

 
ザイニング研究所は、平成23年度子どもゆめ基金の助成をい

 
ただき、ウェブ教材を作成しました。

■東京湾の環境を再現したイラスト上に、その環境に典型的

 
にみられる生き物をこれもイラストで配置。興味のある生きも

 
のをクリックするとその生きものにまつわる情報・クイズ等が

 
ポップアップ。

■学校の先生や保護者の皆様向けとして、指導用（振り返り

 
用）教材とマニュアルを用意。また専門家の指導を受けた読み

 
物もテーマごとに用意しました。

■ID登録をしていただければ、個人のページが与えられ、自分

 
だけのオリジナル図鑑を作ることもできます。

■投稿ページも用意され、発見した生きものの写真を投稿する

 
と、東京海洋大学教授をはじめ専門家がコメントを返してくれる

 
サービスも実施中。

http://www.kasairinkai.com/ikimono/
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