１．事業の目的及び概要
（１）本事業の目的
子どもたちの自然への理解や自然環境保全意識の啓発などを図ることを目的として、伊勢志摩国立公園におい
て、子どもたちが自然保護官（パークレンジャー）の行う業務を体験する活動（自然環境保全活動及び自然環境
調査等）を行う行事を企画し、実施するものである。
（２）本事業の実施方針及び概要
伊勢志摩国立公園はそのほとんどが民有地であり、漁業も盛んであるという特徴があり、自然への理解や自然
環境保全意識の啓発を行う上で、近隣の自然と漁村や漁業をテーマとすることが、自然と人との共存や地元の水
産資源に興味を持つとともに、自分の生活や町とのつながりを考えるという理由で効果的であるため、伊勢志摩
地域・松阪地域の子ども達を対象として、
「ワカメのぞき見調査隊」、「魚の調査隊」及び「磯観察」を実施する
こととした。また、特に離島の自然の豊かさや抱える問題を島の子ども達が自分の暮らす島を考え、また島外の
人の感動を通して、自分達が思う以上の島の豊かさや素晴しさ、問題点をも知ることができるという理由から、
特に伊勢志摩国立公園内の菅島の子どもを対象とし、学校との連携による「菅島子どもガイド」も実施した。
各プログラムには可能な限り志摩自然保護官に参画を依頼し、伊勢志摩国立公園の特徴やその業務について説
明や体験の指導をしてもらった。
１）ワカメのぞき見調査隊
実 施 日：第１回平成 20 年 11 月 29 日、第２回平成 20 年 12 月 13 日、第３回平成 21 年 2 月 8 日の全３回
対

象：小学３年生以上

募集方法：一般募集、玉城町教育委員会共同募集
概

要：ワカメが成長期に入る秋から春にかけて、答志島桃取地区のワカメ養殖業者に協力していただき、
その成長を観察すると同時に、海藻養殖の盛んな漁村の暮らしも調査した。自然の大切さや恵みを
知ることから、自然との共存のための知恵がつまった島民の暮らしの工夫を知ることへと段階的に
知識を深めた。ワカメという海藻のもたらす恵みから、その背景に興味を持つ、そして、知るとい
う活動から、その後の生活の中でのアクションにつながるプログラムとなった。

２）魚の調査隊
実 施 日：平成 21 年１月 25 日の全 1 回
対

象：小学３年生以上

募集方法：一般公募、鳥羽市・伊勢市・松阪市教育委員会協力
概

要：魚貝類の消費量が低迷する昨今、地元に海がありながら、そこであがる海の恵みへの興味を持つ機
会も減りつつある。そこで、菅島を舞台に漁師が市場に漁獲物をあげるところから、競りや入札に
よって魚貝の流通が始まり、卸業者を通して島から本土へ運ばれるところまでを追いかけた。その
先は子どもたちも知っている大型店舗へ運ばれるということも聞き取り調査によって把握し、自ら
の食卓に並ぶまでを想像できる調査をした。「魚」という特定の食材調査から、何気なく町で見か
ける食材を自然の恵みと捉え、食材の後ろにその風景を想像できるきっかけとなるプログラムとな
った。
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３）菅島子どもガイド
実 施 日：平成 21 年２月 24 日、平成 21 年３月５日 全２回
対

象：菅島小学校 4 年生

募集方法：菅島学校連携のため、一般への募集はなし。
概

要：菅島の子どもたちが、近隣島外在住の大人に対して、菅島のガイディングを行うプログラムを実施
した。12 名の子どもガイドは、3 コースに分かれてガイドを行った。スタッフサポートの下、島に
ついての知識をさらに深め、その知識をアウトプットしたことで、さらに島への興味も深めると同
時に島の子であることの自信につながった。子ども達が自分の地域を知り、好きになり、大切にす
る意識を持つというプロセスを体験した。それ以上に、島を訪れた人々を喜ばせたい、島を好きに
なってほしいという気持ちも芽生え、楽しませる工夫をするという自発的なアクションにつなげる
ことができた。なお、島という特有の地域に暮らす子ども達の生活では、知らない人とコミュニケ
ーションをとる経験が尐ないという特徴があり、このことから、学校サイドとしては初対面の人々
との接し方を学ぶ機会とも捉えていた。環境と教育と観光の連携の形であり、総合学習にはふさわ
しいものとなり、菅島小学校としては継続を希望している。なお、実施にあたり、平成 21 年２月
17 日、平成 21 年３月４日に菅島小学校の先生及び参加予定の児童と、事前にシナリオ作りの授業・
ガイディングフィールドリハーサルを行った。

４）磯観察
実 施 日：平成 21 年３月 15 日 全１回
対

象：小学３年生以上

募集方法：一般公募、鳥羽市・伊勢市・松阪市教育委員会協力
概

要：鳥羽でも多様な海の生物を確認できる安楽島地区の磯場で磯観察を行った。海の中は山や野原と異
なり、季節の移り変わりが自然に視界に入ってこないため、季節を感じられる機会が尐ない。スタ
ッフが解説することにより、この海の豊かさや大切さのみならず、伊勢湾を取り囲む山々からの雪
解け水が流れ込み、早春の息吹を吹き込まれた海に小さな春らしさを親子や子ども同士で見つける
ことをプログラムの目的とした。また、最後にはフィールドの漂着ごみを収集することでプログラ
ム全体をまとめた。
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２．ワカメ養殖のぞき見調査隊！
２-１．第１回目（平成 20 年 11 月 29 日実施）
平成20年度 伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業 企画書
ワカメ養殖のぞき見調査隊！（第1回目）

プログラム名
実施日

2008/11/29（土）

募集人数

15名（小４～中3）

参加費

¥2,000

鳥羽市 答志島（桃取地区）

フィールド

伊勢志摩国立公園内では海藻の養殖も行われている。全3回にわたり実際に養殖現場を見ることで、

このプログラムの ・身近な海が沢山の人の手で守られている事を感じ、実際に自分たちに出来る事を考える。
・良好な環境の下で育まれた地元の食材の本当のおいしさを知り、地産池消への意識を高めるとともに、それが環境にも
テーマ
優しい、ということを知ってもらう。

今回のテーマ

小さなワカメの苗を観察したり、計ったりして、今後どのように育っていくのかを考える。
ワカメへの関心を通して、それが作られる海が、溝や川で自分たちの生活と繋がっていることを実感してもらう。
さらに、その海や環境を守っている人の存在を知ってもらう。

予想される危険

・船から転落する。
・陸から海へ転落して流される。
・歩いている途中の怪我（擦り傷・打ち身など）
・寒すぎて具合が悪くなる。
・その他の急病

レスキューロープ

救急セット

ワカメ計る定規

ライフジャケット

準備物

予備タオル

しおり

名札

カメラ

スタッフ氏名
（役割）

兵頭智穂
（全体リーダー）

桃園ゆかり

佐田由紀子

時間

・スタッフ自己紹介
・自然保護官のお話（桃取付近の自然環境を海藻が育つ

海島遊民くらぶ
事務所

集合

10:15

乗船

・チャーター船に乗船

10:35

到着

・桃取地区に到着。上陸。

桃取
あみりき付近

・参加者も自己紹介
・全3回の予定
オリエン
・今年の今までのワカメ養殖の様子
テーション
・安全に楽しむ為のお約束
・ライフジャケットの着用の仕方

民宿
あみりき

11:15

乗船
養殖見学

条件を含め、子ども達の目線で分かりやすく解説してもら
う。）

岩崎桟橋

・ライフジャケット着用
・実際にワカメの養殖筏を見学させてもらう。
・養殖をしている方（清水良孝さん）にお話をうかがう。

あみりき前

あみりき前

海上

12:15

下船

・ライフジャケット脱ぐ

12:30

昼食

・地元の食材を使った昼食

あみりき

13:00

見学

・ワカメ養殖に使われる道具を見学
・路地でも探す

あみりき
桃取路地

13:30

砂浜

・砂浜から海を感じて、自分たちとの繋がりを
考える。

14:00
14:30

砂浜発 ・定期船乗り場へ移動
桃取発 ・チャーター船に乗船

15:00

まとめ

氏名
下川 元三
外部講師等

場所

10:00

10:45
タイム
スケジュール

内容

予備軍手

サンビーチ桃取
桃取定期船乗り場

・今日のまとめと次回の予定確認。
・最後の挨拶ご解散。
所属

環境省中部地方環境事務所
志摩自然保護官事務所

海島遊民くらぶ
事務所

依頼内容

対応時間

プログラム冒頭のお話等

10:00～15:00

清水良孝（網力父さん）

民宿あみりき

養殖筏での解説等

清水良孝（網力父さん）
清水美奈代(網力母さん）

民宿あみりき

民宿あみりきでの対応等
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サンビーチ桃取

平成20年度伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業実施報告書
実 施 日

担当者役職氏名 兵頭

11月29日(土)

智穂

実施場所 伊勢志摩国立公園鳥羽地区（鳥羽市桃取町）
(利用施設) （民宿あみりき・ワカメ養殖筏・インフォメーションセンター遊民）
活動テーマ

ワカメの育つ海を見てみよう！
・鳥羽湾で、実際にワカメ養殖を行っている所を自然保護官と一緒に見学させて

(具体的内容) もらう。その後一緒にワカメの育つ海の環境について一緒に考える。
10：00 参加者集合、自己紹介、自然保護官のお話

14：45 まとめと次回の予定確認

10：20 チャーター船乗船（鳥羽市桃取地区へ移動）

15：00 解散

10：40 桃取地区到着後民宿あみりきへ移動
10：50 民宿あみりきでオリエンテーション
スケジュール

11：15 小型の漁船に乗り、ワカメの養殖現場を見学
12：15 民宿あみりきに戻り、見学した内容のまとめ
12：30 昼食
13：30 ワカメ養殖に使う道具の見学
14：00 砂浜へ移動
14：30 チャーター船乗船（鳥羽市鳥羽へ移動）

～小３

小４

小５

小６

中１

中２

中３

計

その他*

保護者

参加者内訳 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

2

1

2

1

5

1

(うちﾘﾋﾟｰﾀｰ)
環境省職員

環境省中部地方環境事務所
志摩自然保護官事務所

自然保護官

下川

元三

有限会社オズ

スタッフ

兵頭

智穂

海島遊民くらぶ

事業者職員

外部講師等
*その他

民宿

〃

〃

桃園

ゆかり

〃

〃

佐田

由紀子

あみりき

清水

良孝

〃

清水

美奈代

瀬木

克己

玉城町教育委員会

参加児童付添い

・今回の参加者は、ワカメ養殖見学が初めてという子ども達だったため、何気なく
食べているワカメも、良好な海の環境によって育まれている、という事を
評

価

実感してもらえた。
・自然保護官と活動する事で、自然保護活動への意識が高まった。
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ワカメ養殖のぞき見調査隊！画像（第 1 回目）

子どもパークレンジャーとしての役割やワカメが育
つ海について自然保護官から教えてもらいました。

答志島の桃取地区に到着後、民宿あみりきへ
徒歩で移動しました。スタッフが間に入り
安全管理しました。

チャーター船で答志島･桃取に出発です。

参加者のアイスブレーキングと、これから乗
る漁船での約束を徹底しました。

ワカメ養殖を営んでいる清水良孝さんから、お話を
うかがいながら、現在のワカメの様子を見せていた
だきました。

民宿あみりきさんの漁船で養殖現場へ出港
です。スタッフが間に入り安全管理を行いま
した。
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ワカメ養殖のぞき見調査隊！画像（第 1 回目）

ワカメのサイズを計りました。

ワカメについて調べた事を忘れないうちに
スタッフと一緒にまとめました。

地元の旪の食材を使った昼食をいただきま
した。スタッフも間に入り、一緒に地元食材
のおいしさを味わいました。

ワカメの種付けに使う道具も見せていただ
きました。

砂浜で、漂着ゴミなどを見て自分たちとの繋がりを
考えました。

海島遊民くらぶ事務所に戻り、今日のまとめ
を行い、次回の予定を確認しました。
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２-２．第２回目（平成 20 年 12 月 13 日実施）
平成20年度 伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業 企画書
ワカメ養殖のぞき見調査隊！（第2回目）

プログラム名
実施日

2008/12/13（土）

募集人数

15名（小４～中3）

参加費

¥2,000

鳥羽市 答志島（桃取地区）

フィールド

伊勢志摩国立公園内では海藻の養殖も行われている。全3回にわたり実際に養殖現場を見ることで、

このプログラムの ・身近な海が沢山の人の手で守られている事を感じ、実際に自分たちに出来る事を考える。
・良好な環境の下で育まれた地元の食材の本当のおいしさを知り、地産池消への意識を高めるとともに、それが環境にも
テーマ
優しい、ということを知ってもらう。

今回のテーマ

・ワカメを計ったり観察したりすることで、前回からの成長を実感する。また、ワカメの成長に必要な海の栄養分や良好な環
境の大切さを知り、自然環境保護への意識を高める。
・昔から自然と向き合って生活してきた人々や生活文化に触れて、参加者自身の生活と比較する事で、自然と上手に共存
する生活について考えるきっかけを作る。

予想される危険

・船から転落する。
・陸から海へ転落して流される。
・歩いている途中の怪我（擦り傷・打ち身など）
・寒すぎて具合が悪くなる。
・その他の急病

準備物

スタッフ氏名
（役割）

レスキューロープ

救急セット

ワカメ計るメジャー

ライフジャケット

予備軍手

予備タオル

しおり

名札

カメラ

バスタオル

カイロ

ココア

牛乳

兵頭智穂
（全体リーダー）

桃園ゆかり

佐田由紀子

時間
10:00

集合

10:15

乗船

・チャーター船に乗船

10:35

到着

・桃取地区に到着。上陸。

10:45
タイム
スケジュール

乗船

11:15

場所
海島遊民くらぶ
事務所
岩崎桟橋
桃取
あみりき付近

・参加者も自己紹介
・今回のテーマ
オリエンテーション ・今のワカメ養殖の予想
・安全に楽しむ為のお約束
・ライフジャケットの着用の仕方

養殖見学

民宿
あみりき

・ライフジャケット着用
・実際にワカメの養殖筏を見学させてもらう。
・養殖をしている方（清水良孝さん）にお話をうかがう。

あみりき前

あみりき前

海上

12:15

下船

・ライフジャケット脱ぐ

12:30

昼食

・地元の食材を使った昼食
間引きしたワカメの試食。

あみりき

13:45

見学

・路地を歩きながら自然と上手に共存している生活の
様子を見学。

桃取路地

14:30

桃取発

・チャーター船に乗船

15:00

まとめ

・今日のまとめと次回の予定確認。
・最後の挨拶後、解散。

氏名
下川 元三
外部講師等

内容
・スタッフ挨拶
・自然保護官のお話（前回プログラムをふまえ、今回プ
ログラムの流れについて）

所属
環境省中部地方環境事務所
志摩自然保護官事務所

桃取定期船乗り場

依頼内容

対応時間

プログラム冒頭のお話等

10:00～15:00

清水良孝（網力父さん）

民宿あみりき

養殖筏での解説等

清水良孝（網力父さん）
清水美奈代(網力母さん）

民宿あみりき

民宿あみりきでの対応等
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海島遊民くらぶ
事務所

平成20年度伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業実施報告書
実 施 日

担当者役職氏名 兵頭

12月13日(土)

智穂

実施場所 伊勢志摩国立公園鳥羽地区（鳥羽市桃取町）
(利用施設) （民宿あみりき・ワカメ養殖筏・インフォメーションセンター遊民）
活動テーマ

ワカメの育つ海を見てみよう！
・鳥羽湾で、実際にワカメ養殖を行っている所を自然保護官と一緒に見学させて

(具体的内容) もらう。その後一緒にワカメの育つ海の環境について一緒に考える。
10：00 参加者集合、自己紹介、自然保護官のお話

14：45 まとめと次回の予定確認

10：15 チャーター船乗船（鳥羽市桃取地区へ移動）

15：00 解散

10：35 桃取地区到着後民宿あみりきへ移動
10：45 民宿あみりきでオリエンテーション
スケジュール

11：15 小型の漁船に乗り、ワカメの養殖現場を見学
12：10 民宿あみりきに戻り、見学した内容のまとめ
12：30 昼食
13：50 路地裏見学のオリエンテーション
14：00 路地裏見学開始
14：30 チャーター船乗船（鳥羽市鳥羽へ移動）

～小３

小４

小５

小６

中１

中２

中３

計

その他*

保護者

参加者内訳 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

3

2

1

6

(うちﾘﾋﾟｰﾀｰ)
環境省職員

環境省中部地方環境事務所
志摩自然保護官事務所

自然保護官

下川

元三

有限会社オズ

スタッフ

兵頭

智穂

海島遊民くらぶ

事業者職員

外部講師等
*その他

民宿

〃

〃

桃園

ゆかり

〃

〃

佐田

由紀子

あみりき

清水

良孝

〃

清水

美奈代

瀬木

克己

玉城町教育委員会

参加児童付添い

･前回見学させてもらったワカメが倍以上に大きくなっているのを見て、海の良好
な環境を実感してもらえた。
・海苔の養殖の作業を見せていただいたり、古い網戸を使ってワカメを干している
様子を見学させていただいて、島の方々の温かさに触れ、参加者が自発的に
評

価

もっと調査をしたい！という気持ちになった。
海苔の養殖業さんから直に「きれいな海があるから美味しい海苔ができる。」とい
うお話を聞いたり、古い網戸や網などが他の利用法をされているのを見たりして島
の人たちの生活の工夫を感じた。そこから参加者自身も何でも捨ててしまわずに何
かに使ってみる。それが自然との共存にも繋がると実感してもらえた。
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ワカメ養殖のぞき見調査隊！画像（第 2 回目）

自然保護官に、前回学んだワカメの育つ環境につい
てと、それを支える人々の存在についてお話してい
ただきました。

答志島の桃取地区に到着後、民宿あみりきへ
徒歩で移動しました。スタッフが先頭と間に
入り安全管理しました。

チャーター船を待つ間に、船に乗る時の約束
を徹底しました。

参加者のアイスブレーキングと、前回感じた疑問
や調査したい事をスタッフとまとめました。

ワカメのサイズを計って、前回との比較をしました。

ワカメ養殖を営んでいる清水良孝さんから、
指導してもらい、ワカメの間引き作業を体験
させていただきました。スタッフは参加者の
後ろで体を支え、安全管理を行いました。
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ワカメ養殖のぞき見調査隊！画像（第 2 回目）

間引きしたワカメを民宿あみりきの女将さ
んの指導で、しゃぶしゃぶにして昼食にしま
した。

ワカメのしゃぶしゃぶの他に地元で獲れた
魚の干物と採れたての生海苔の小付けの昼
食です。

あみりきの女将さんに挨拶をして、桃取地区
の調査に出発しました。3 チームに別れて、
スタッフがそれぞれつきました。

地元の方に挨拶をして、聞き込み調査をしま
した。

使わなくなった網戸に干しているワカメについて
教えてもらい、古くなった物を大切に使っている
島の人々の暮らしを学びました。

海苔を収穫してもんでいる所も見学させて
もらいました。スタッフは地元の方に迷惑がか
からないように、配慮していました。
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ワカメ養殖のぞき見調査隊！画像（第 2 回目）

漁業を営んでいる方にも道具について
聞き取り調査を行いました。

帰りのチャーター船の中で、それぞれの
グループがどのような調査をしたかを
発表しました。

海島遊民くらぶ事務所に戻ってから、
今回調べた事、次回の調査したいことを
スタッフと一緒にまとめました。

自然保護官より前回より大きくなったワカメを
見て、どうしてそんなに大きくなったのか？
などについてのお話をしてもらいました。
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２-３．第３回目（平成 21 年 2 月 8 日実施）
平成20年度 伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業 企画書
ワカメ養殖のぞき見調査隊！（第3回目）

プログラム名
実施日

2009/2/8（日）

募集人数

15名（小４～中3）

参加費

¥2,000

鳥羽市 答志島（桃取地区）

フィールド

伊勢志摩国立公園内では海藻の養殖も行われている。全3回にわたり実際に養殖現場を見ることで、

このプログラムの ・身近な海が沢山の人の手で守られている事を感じ、実際に自分たちに出来る事を考える。
・良好な環境の下で育まれた地元の食材の本当のおいしさを知り、地産池消への意識を高めるとともに、それが環境にも
テーマ
優しい、ということを知ってもらう。

今回のテーマ

･前回見た時よりもさらに大きくなったワカメを観察し、実際に刈り取り作業をさせてもらう事で、良好な海の環境と、
自分たちの食べる食材を支える人たちの存在を実感する。
・今まで体験してきたことをまとめる事で、各参加者の感じた事を明確にし、それを発表する事でさらに深く印象付ける。

予想される危険

・船から転落する。
・陸から海へ転落して流される。
・歩いている途中の怪我（擦り傷・打ち身など）
・寒すぎて具合が悪くなる。
・その他の急病

準備物

スタッフ氏名
（役割）

レスキューロープ

救急セット

ワカメ計るメジャー

ライフジャケット

予備軍手

予備タオル

しおり

名札

カメラ

バスタオル

カイロ

ビニール袋

兵頭智穂
（全体リーダー）

佐田由紀子

時間
9:00

集合

9:40

乗船

・定期船に乗船

9:53

到着

・桃取地区に到着。上陸。

10:15

タイム
スケジュール

乗船

10:45

養殖見学

海島遊民くらぶ
事務所

桃取定期船乗り場

民宿
あみりき

・ライフジャケット着用
・実際にワカメの養殖筏を見学させてもらう。
・養殖をしている方（清水良孝さん）にお話をうかがう。

あみりき前

あみりき前

11:45

下船

・ライフジャケット脱ぐ

12:00

昼食

・地元の食材を使った昼食
収穫したワカメの試食。

13:30

桃取発

14:00

参加者まとめ

14:45

発表

15:00

まとめ

下川 元三

場所

佐田浜港

・参加者も自己紹介
・今回のテーマ
オリエンテーション ・今のワカメ養殖の予想
・安全に楽しむ為のお約束
・ライフジャケットの着用の仕方

氏名

外部講師等

内容
・スタッフ挨拶
・自然保護官のお話（前回プログラムをふまえ、今回プ
ログラムの流れについて）

海上

あみりき

・チャーター船に乗船

桃取定期船乗り場

・発表する内容をまとめる。

海島遊民くらぶ
事務所

・保護者の方などに発表

海島遊民くらぶ
事務所

・自然保護官のお話（全3回を通しての総括）
・最後の挨拶後、解散。
所属

環境省中部地方環境事務所
志摩自然保護官事務所

依頼内容

対応時間

プログラム冒頭のお話等

10:00～15:00

清水良孝（網力父さん）

民宿あみりき

養殖筏での解説等

清水良孝（網力父さん）
清水美奈代(網力母さん）

民宿あみりき

民宿あみりきでの対応等
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海島遊民くらぶ
事務所

平成20年度伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業実施報告書
実 施 日

担当者役職氏名 兵頭

2月8日(日)

智穂

実施場所 伊勢志摩国立公園鳥羽地区（鳥羽市桃取町）
(利用施設) （民宿あみりき・ワカメ養殖筏・インフォメーションセンター遊民）
活動テーマ

ワカメの育つ海を見てみよう！
・鳥羽湾で、実際にワカメ養殖を行っている所を自然保護官と一緒に見学させて

(具体的内容) もらう。その後一緒にワカメの育つ海の環境について一緒に考える。
9：00 参加者集合、自己紹介、自然保護官のお話

13：30 チャーター船乗船

9：40 定期船乗船（鳥羽市桃取地区へ移動）

スケジュール

（鳥羽市鳥羽へ移動）

9：53 桃取地区到着後民宿あみりきへ移動

14：00 今まで調査した事のまとめ

10：10 民宿あみりきでオリエンテーション

14：45 まとめた事を発表

10：25 小型の漁船に乗り、ワカメの養殖現場を見学

15：00 自然保護官による総括

11：15 民宿あみりきに戻り、ワカメを干す作業の体験 15：05 解散
11：45 見学した内容のまとめ
12：00 昼食
12：40 路地裏見学のオリエンテーション
12：45 路地裏見学開始

～小３

小４

小５

小６

中１

中２

中３

計

その他*

保護者

参加者内訳 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

3

2

5

(うちﾘﾋﾟｰﾀｰ)
環境省職員
事業者職員
外部講師等

評

価

環境省中部地方環境事務所
志摩自然保護官事務所

自然保護官

下川

元三

有限会社オズ

スタッフ

兵頭

智穂

佐田

由紀子

清水

良孝

海島遊民くらぶ
〃

民宿

〃

あみりき

〃
清水 美奈代
・ワカメが予想していたよりも大きくなっている様子を実際に観察して、良好な海
の環境を実感し、さらに自然保護への意識が高まった。
・今回は強風と波が高かった為に、収穫作業はできなかったが、そこから自然の厳
しさとそこで働く人の苦労を実感してもらえた。
・プログラムの最後にふりかえりをして、３回に渡り実施したプログラムを自分た
ちでまめた。それを、海島遊民くらぶ事務所に集まっていただいた保護者などに発
表する事で、自分たちの感じた事が明確になり、参加者からは今後はゴミ拾いをし
たいという意見も出た。
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ワカメ養殖のぞき見調査隊！画像（第 3 回目）

始めに、スタッフから今回は今までで実感してきた
海の自然環境についての最終調査の日なので、しっ
かりと調査して今後につなげてほしいという話をし
ました。

島の人達が普段利用している市営定期船を使っ
て、桃取へ移動しました。スタッフは参加者の
近くで安全管理を行いました。

民宿あみりきに到着後、今回調査したい内容
のまとめと漁船での約束の徹底をスタッフ
と一緒に行いました。

波と風が強かったので全員合羽を着用しました。
スタッフは参加者の近くで安全管理を行いました。

当初は参加者の収穫体験を予定していまし
たが、悪天候の為安全策をとって、清水さん
が収穫作業をしている様子を見学させても
らいました。

あみりきに戻った後、清水さんが収穫したワカメを
見ながら説明していただきました。
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ワカメ養殖のぞき見調査隊！画像（第 3 回目）

その後、実際に乾燥ワカメを作る為に行う作業
体験もさせていただきました。

当初漁船の上で行う予定でした、ワカメのサ
イズを測る事もあみりき前で行いました。

清水さんにワカメを収穫する時や出荷する時などに大
変な事などを聞き取り調査しました。難しい言葉や方
言などはスタッフが参加者に分かりやすい言葉で聞き
なおすなどのフォローを行いました。

民宿あみりきに戻り、今回調査した事のまとめ
と、昼食後の桃取調査での注意事項の徹底を行
いました。

昼食はあみりきの女将さんに今回も地元の旪の食材
を使って用意してもらいました。それぞれの料理に
ついての説明をしていただきました。その後 2 つの
チームに分かれて桃取調査に出発しました。

桃取調査の時に海苔養殖に使う機械を修理して
いる人に聞き取り調査を行いました。スタッフ
はご迷惑にならないように配慮しながら、一緒
に調査しました。
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ワカメ養殖のぞき見調査隊！画像（第 3 回目）

路上で漁に使う網を修理している方にも聞き取り
調査を行いました。

海島遊民くらぶの事務所に戻り、今まで調査してき
た内容を 2 チームに分けてまとめました。表現が難
しい事などはスタッフがフォローしました。

お迎えに来て頂いた保護者の方に今までの 3 回
でどのような事を学んできたのか、という事を
スタッフが説明しました。

6 年生も続いて発表しました。スタッフはパソコ
ンに取り込んだファイルを映したり、変えたり
しました。

参加者が学年毎にまとめた内容を保護者の方に向い
て発表しました。4 年生の発表から始めました。

最後に自然保護官に 3 回通して学んだ事を
今後の生活に反映してほしいと、お話をしてもらい
ました。

~ 16 ~

２-４．アンケート調査結果

参加者に対するアンケート集計結果

〈プログラム名〉ワカメ養殖のぞき見調査隊！

○実施日時：平成21年2月8日（日）
○アンケート配布数：6人、回答者数：6人（プログラム参加者数：6人）
○実施方法：「ワカメ養殖のぞき見調査隊！（第３回）」の終了時に、海島遊民クラブ事務所で、
アンケート用紙に記入してもらった。
○第１回及び第２回も含めたプログラム全体を対象として回答したもらった。

Ⅰ 参加者について
学年
小4

小6

4

2

性別
男性
女性

5

子どもパークレンジャーへの参加回数

初めて 2回目
1
2

1

Ⅱ 参加のきっかけについて
ｱ. 募集広告を見て（自発的に）

5

ｲ. 親・先生・友だち に勧められて

0

ｳ. 実施している人が知り合いだから

0

ｴ. 以前に参加して楽しかったから

1

ｵ. その他

0

Ⅲ 自然保護や環境保全などに関心がありましたか
ｱ. たいへん関心があった

1

ｲ. 尐し関心があった

5

ｳ. あまり関心がなかった

0

ｴ. まったく関心がなかった

0

Ⅳ 体験した内容（プログラム）に満足しましたか
ｱ. たいへん満足した（また参加したい）

4

ｲ. 満足した（また参加してもいい）

2

ｳ. なんとも言えない（わからない）

0

ｴ. 不満である（もう参加したくない）

0

Ⅴ 一番印象に残ったことは何ですか
・自分でワカメが作りたくなりました。
・海の大切さを実感していきたいと思いました。
・子ども達が楽しそうにしていた。
・ワカメを見に渡し船で行った事。
・自ら調査するという意識が出てきた。
・ワカメの養殖。
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3回目

4回目

3

0

Ⅵ

お子様が次のことを学ぶことができたように感じられますか
ｱ. 感じられる ｲ. わからない ｳ. 感じられない

Ⅶ

①自然保護等の大切さ

6

0

0

②社会への貢献心

4

2

0

③正義感や倫理観

5

1

0

④思いやりの心

0

0

0

上記の４つの効果のほかにお子様から何か感じられたことがありますか
・探究心がさらに育ったと思います。
・ワカメの味噌汁が食べられるようになった。
・島の人のあたたかい心にふれられた。
・地元の方とのふれあいを楽しんでいたと思います。

Ⅷ

Ⅸ

子どもたちが、このような体験をする機会についてどのように思われますか
ｱ. 多尐参加費を負担してもよいので、このような機会を増やしてもらいたい

6

ｲ. 一度体験すれば十分なので、この程度の実施でよいと思う

0

ｳ. この程度のことでは、あまり効果が望めないので特になくてもいい

0

ｴ. その他

0

その他、ご意見、ご要望等ございましたら何でも構いませんのでお書きください。
・3日間全て参加する事が一番なのですが、1日だけでも参加ＯＫならその事も
ビラに載せてもらえるとよいと思いました。（料金も）内容は色々体験させて
いただき、わがままを聞いていただだき、ありがとうございました。
・どんどんこんな機会を作ってください。今回とても楽しそうでした。
ありがとうございました。
・素敵な企画、これからもよろしくお願いします。
・3回に分けて、ワカメの成長の様子を見て、すごく感動していました。家でも
野菜を育てようと言っていました。ありがとうございました。
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２-５．参考資料
ワカメ養殖のぞき見調査隊！まとめ（4 年生）
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ワカメ養殖のぞき見調査隊！まとめ（6 年生）
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緊急時対応マニュアル
事故・怪我を未然に防ぐように心がけるために
・ 参加者の健康状態を事前に聞く。
・ 参加者の緊急連絡先を受付時に確認する。
・ 危険が予測できる場合には参加者へ声掛け、もしくは意識付けを行う。
・ スタッフは救急セット・レスキューロープを携行する。
・ スタッフ全員が携帯電話を携行する。
・ プログラム開始、終了時には人数を必ず確認する。
・ 船に乗る場合など、落水の危険がある場合は全員がライフジャケットを着用する。
・ 事前に天候などを調べて、悪天候（波が高い・雷・大雤）の場合はプログラムが実施可能かを検討し無
理をせず、中止もしくは延期する。

応急処置
各応急処置をし、度合いによっては本部に連絡し医療機関の手配を要請

■軽い擦り傷、切り傷
・

軽い擦り傷、切り傷の場合は消毒後、傷口が小さい場合は救急絆創膏等を貼付する。

・ 傷口が大きい場合は清潔なガーゼを貼り、固定する。
・ 出血のひどい場合には、消毒後清潔なガーゼで患部を圧迫して止血する。程度に応じて医療機関を受診
する。
・ 以上の方法でも止血されない場合は傷口の中枢に近い方を幅広い布、又はベルト等で締める。直ちに医
療機関を受診する。

■打撲
・ 手足の打撲の場合は傷の有無を確かめ（傷がある場合は上記の方法で処置）その上から冷やす。

■捻挫及び脱臼
・ 患部を添木、包帯などで固定して痛みや腫れのある場合はその上から冷やす。医療機関を受診する。

■熱中症・日射病
めまい、失神、痙攣、吐き気、意識を失う等の症状がある。重症な場合、意識がはっきりしない、発汗が止
まり体温が上昇する、などの症状が見られる。
・ 日陰、室内へ移動させ、衣服を緩める。首、わきの下、足の付け根などにある太い血管を冷やす。水分
と塩分を補給させる。寝かせる。
・ 以上の処置を行っても、症状が改善されない場合は直ちに医療機関を受診。改善されても、まだ不調な
場合も医療機関を受診する。
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■溺れ
全身状態をよく観察し、呼吸の有無、脈拍の有無、意識の有無を確認する。
・ 意識の無い場合は一刻も早く気道を確保する。その状態でも呼吸が見られない場合は直ちに人工呼吸を
開始する。脈拍もなければ、人工呼吸と心臓マッサージを行う。他のスタッフは直ちに、119 番に連絡
をする。
（離島の場合は渡船の手配）
・ 人工呼吸と心臓マッサージは救急隊員に手渡すまで行う。
・ 海上の場合は船長の指示に従う。

■船酔い
予防法としては、十分な睡眠・食事管理・酔い止め薬などがある。が、実際酔ってしまった場合には
・ 船上なら横に寝かさずに、体を楽な姿勢にしてすわり、衣服をゆるめる。
・ 船の進行方向と同じ方向を向く。
・ 視線は下ではなく、水平に遠くを見るようにする。
・ 船外に座席がある場合は、そこへ連れて行き、外気にふれさせる。
・ 陸にあがっても収まらない場合は、日陰などで座って休ませ様子をみる。

■地震・津波
・ 場合によっては情報収集よりも早く津波の避難行動にうつる。早い場合、津波は 5～10 分で到達する。
速報が出るのも 5～10 分後になる事もあるため。速やかに高
台へ避難する。
・ 海上では、船長の指示に従う。
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■ 緊急時連絡先
【誰が・いつ・どこで・どのように】をハッキリと。
名称

TEL

備考

鳥羽市休日応急診療所（内科・ 0599-25-1199
小児科）兼 鳥羽地域救急医療
情報センター
伊勢市休日応急診療所

0596-25-8795

鳥羽市立桃取診療所

0599-37-3051

市立伊勢総合病院

0596-23-5111

山田赤十字病院

0596-28-2171

鳥羽警察署

0599-25-0110

110 番

鳥羽市消防本部

0599-25-2821

119 番

鳥羽海上保安部

0599-25-0118

118 番

船舶気象通報テレホンサービス

0599-25-0177

海島遊民くらぶ事務所
スタッフ用携帯
江碕社長
あみりき
清水良孝
斉藤船長
下川自然保護官

(志摩自然保護官事務所携帯)

西尾国立公園・保全整備課長
環境省中部地方環境事務所

中部地方環境事務所に拠
点を設けて対応する場合
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×××-×××-××××

網力さん ×××-×××-××××
（桃取地区網力前～ワカメ養殖

スタッフが同乗

緊急渡船依頼

（鳥羽本土～答志島桃取地区・答
志島桃取地区～鳥羽本土）

斉藤さん

渡船（チャーター船）

迎え・
本土まで送り

現状把握：怪我の程度、状況、意識の有無など

（全体リーダー）兵頭智穂
（スタッフ）桃園ゆかり・佐田由紀子

緊急事態発生

緊急時体制（離島での場合）

港への迎えの車と

・負傷者家族へ連絡
・保険対応

最寄の港へ救急車手配。

指示

連絡

B：意識はあるが、
緊急度高の場合

海島遊民くらぶ事務所・江崎

本部

A：意識なし又はありだが、
緊急度最高の場合

指示

連絡

×××-×××-××××

×××-×××-××××

×××-×××-××××

指示

連絡

下川自然保護官 ×××-×××-××××
西尾国立公園・保全整備課長 ×××-×××-××××

【連絡先】
海島遊民くらぶ
現場スタッフ携帯
江崎貴久

B：負傷者の状況を確認し続行の可否を判断
中止：残りの参加者を連れて帰る
続行：ルート変更や時間短縮などを検討
し、続行する。

A：ツアー中止
残りの参加者を連れて帰る

※プログラムに参加している場
合は、その場で全体リーダーに指
示を出す。

下川自然保護官

志摩自然保護官事務所

死亡・後遺障害 300万円
入院日額
4500円
通院日額
3000円

【保険】
日本興亜損害保険株式会社

※以降、中部地方環境事務
所災害対策緊急連絡網に従い
対応（総務課長に連絡。総務
課長から統括に報告するととも
に、所長に報告し、指示を受け
る。）

西尾国立公園・保全整備課
長

中部地方環境事務所

緊急時体制（離島での場合）

B：意識はあるが、
緊急度高の場合

自家用車で搬送

救急車手配。

指示

連絡

A：意識なし又はありだが、
緊急度最高の場合

現状把握：怪我の程度、状況、意識の有無など

（全体リーダー）兵頭智穂
（スタッフ）桃園ゆかり・佐田由紀子

緊急事態発生

緊急時体制（本土での場合）

指示

連絡
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死亡・後遺障害 300万円
入院日額
4500円
通院日額
3000円

指示

連絡

×××-×××-××××

×××-×××-××××

×××-×××-××××

※以降、中部地方環境事務
所災害対策緊急連絡網に従い
対応（総務課長に連絡。総務
課長から統括に報告するととも
に、所長に報告し、指示を受け
る。）

西尾国立公園・保全整備課
長

中部地方環境事務所

下川自然保護官 ×××-×××-××××
西尾国立公園・保全整備課長 ×××-×××-××××

【連絡先】
海島遊民くらぶ
現場スタッフ携帯
江崎貴久

B：負傷者の状況を確認し続行の可否を判断
中止：残りの参加者を連れて帰る
続行：ルート変更や時間短縮などを検討
し、続行する。

A：ツアー中止
残りの参加者を連れて帰る

※プログラムに参加している場
合は、その場で全体リーダーに指
示を出す。

下川自然保護官

志摩自然保護官事務所

【保険】
日本興亜損害保険株式会社

・負傷者家族へ連絡
・保険対応

病院手配

海島遊民くらぶ事務所・江崎

本部

緊急時体制（本土での場合）

2009 年 2 月 10 日（火曜日）毎日新聞掲載記事
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2009 年 2 月 10 日（火曜日）中日新聞掲載記事

2009 年 2 月 10 日（火曜日）読売新聞掲載記事
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３．魚の調査隊！
３-１．魚の調査隊（平成 2１年 1 月 25 日実施）
平成20年度 伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業 企画書
魚の調査隊

プログラム名
実施日

2009/1/25（日）

募集人数

15名（小3～中3）

参加費

¥1,500

鳥羽市 菅島～鳥羽本町

フィールド

伊勢志摩国立公園周辺の海域は良好な漁場である。内海・外海の境に位置するこの漁場では多様な魚貝資源が水揚げされる。
・良好な環境の下で育まれた地元の食材の本当のおいしさを知り、地産池消への意識を高めるとともに、それが環境にも優しい、
このプログラムの ということを知ってもらう。
・漁師から市場へ、市場から地元の海産物卸店へ、海産物卸店から末端販売への流通を追いかける経験をすることで、つながり
テーマ
を実感する。そして、それにより今後、子ども達が普段の生活の中で見かける食品のバックグラウンドに自然を想像できる力に繋
げる。

今回のテーマ
予想される危険

１回限りのプログラムのため、上記同様。
・船から転落する。 ・陸から海へ転落して流される。 ・歩いている途中の怪我（擦り傷・打ち身など）
・寒すぎて具合が悪くなる。 ・その他の急病

準備物

予備タオル

しおり

名札

スタッフ氏名
（役割）

小林幹典
（全体リーダー）

兵頭智穂

江崎貴久

時間

場所

・スタッフ自己紹介
・自然保護官のお話（菅島付近の自然環境を海藻が育つ条件

海島遊民くらぶ
事務所

集合

11:00

乗船

・チャーター船に乗船

岩崎桟橋

11:20

到着

・菅島に到着。上陸。

定期船乗り場

を含め、子ども達の目線で分かりやすく解説してもらう。）
・スケジュール説明

オリエン ・安全に楽しむ為のお約束
テーション ・トイレ

定期船乗り場

11:50

移動

・菅島の市場付近へ移動

11:50
｜
12:30

見学

・実際に漁船が市場へ戻ってくる様子や業者との直接取
引を見学させてもらう。
・漁師さんや取引業者さん「やまみ」にお話をうかがう。

菅島漁港・市場付近

12:50

散策

・漁師が戻った町の様子を見ながら散策。
・昼食場所へ移動。

菅島路地・おかげや

12:50

昼食

・地元の食材を使った昼食を取る。

おかげや

13:50

見学

・いよいよ、市場での競りが始まるので、見学。
・水揚げ漁港から「都の市」（都会の市場）の関係を探る。

菅島市場

終了

・定期船乗り場へ移動後、出発。

到着

・赤崎桟橋到着

移動

・海産物卸店「やまみ」で、菅島から運ばれた魚見学。
・その後の流通を聞き取り調査

16:20

乗船

・赤崎桟橋～岩崎桟橋へ移動

16:30

まとめ

14:40
｜
14:50
15:10
15:25
｜
15：50

外部講師等

内容

救急セット

10:45

11:25

タイム
スケジュール

カメラ

菅島漁港

定期船乗り場
赤崎桟橋
やまみ
赤崎桟橋
岩崎桟橋

・今日のまとめと次回の予定確認。
・最後の挨拶ご解散。

海島遊民くらぶ
事務所

氏名

所属

依頼内容

対応時間

下川 元三

環境省中部地方環境事務所
志摩自然保護官事務所

プログラム冒頭のお話等

10:45～16：40

市場の方々

鳥羽磯部漁協菅島支所

菅島の市場等でのお話

13:50～14:40

漁師の方々

菅島の漁師さんたち

子ども達と言葉を交わしたり質問に答
えていただく程度

11:25～15:00

中村貴一

おかげ屋店主

島の食材紹介。町民として菅島のす
ばらしさを語っていただきたい。

12:50～13:50

松村

ヤマミ店主

鳥羽の天然魚貝の魅力について。近
隣の町や都会への流通について。

15:25～15:50
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平成20年度伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業実施報告書
実施日

担当者役職氏名 小林 幹典

1月25日(日)

実施場所 伊勢志摩国立公園鳥羽地区（鳥羽市菅島地区・鳥羽市赤碕地区）
(利用施設) （インフォメーションセンター遊民・菅島市場・ヤマミ商店・おかげ屋）
活動テーマ

海で獲れた海産物がどのような流れで食卓の上に並ぶか調べてみよう！
・鳥羽湾の離島の1つ菅島に続〄と水揚げされてくる魚を菅島市場で待ちかまえて見学する。
・鳥羽市赤崎地区にある魚屋を見学し、隣接市町村の小売店舗に出荷する様子や、
大都市に向けて魚を出荷する様子を見学する。

(具体的内容) ・菅島の各所から集めた食材を用いた弁当を食してみる。
10:45 インフォメーションセンター遊民集合 挨拶
11:00 岩崎桟橋にて乗船し、菅島へ渡航。
11:20 菅島に着岸。上陸後、オリエンテーション。
12:00 おかげ屋にて昼食。
13:00 同島、めんぞ浜まで散策。

スケジュール

13:50 鳥羽磯辺漁協菅島支所内の魚市場を見学。
14:40 菅島港にて乗船し、鳥羽赤碕桟橋へ向けて出港。
15:10 赤碕桟橋に着岸。
15:25 魚商店ヤマミを見学
16:25 赤碕桟橋にて乗船。
16:30 岩崎桟橋に着岸。
16:35 インフォメーションセンター遊民にて各所で聞き取った内容を各自記し、まとめ。後解散。

～小３

小４

小５

小６

中１

中２

中３

その他

計

保護者

参加者内訳 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

6
(うちﾘﾋﾟｰﾀｰ)

1

5

1

2

1

1

2

1

0

8

環境省中部地方環境事務所

自然保護官

下川 元三

有限会社オズ 海島遊民くらぶ

スタッフ

小林 幹典

〃

〃

江崎 貴久

〃

〃

兵頭 智穂

環境省職員 志摩自然保護官事務所
事業者職員

外部講師等

14

鳥羽磯辺漁協菅島支所

市場の方〄

ヤマミ商店

松村 博代

おかげ屋

店主

4

中村 貴一
漁師の方〄

評

価

・市場に水揚げされた海産物を間近で見学し、内海伊勢湾と外海黒潮の両方の恩恵を受けて魚種が
豊富な事を実感してもらえた。と同時に漁師と魚市場の関係を理解してもらえた。
・実際に見学してきた菅島市場だけでなく鳥羽市内各所の市場からの様〄な海産物を集荷し、それ
を小売店に向けて出荷する作業風景を見学したり、大都市へ向けてもその需要に応じて出荷する様
子を見学したりして、魚の流通における卸店の果たす役割を理解してもらえた。
更に商店にトラックで到着した鯵を見てそれが菅島市場からのものだと分かり、出荷待ちの荷との説明
も併せて、漁からあがった魚が身近な小売店やスーパーまで届く流れを把握してもらえたことで、鳥羽
近海で獲れた魚が私たちの食卓へと至るつながりを想像・実感してもらえた。それは参加した子どもの
「今度スーパーに行ったら魚のラベルを見てみよう。」という発言からもうかがうことができる。またこれは
今後、参加者が商店で食材を見かけたとき、その背景にある自然や人〄の仕事を想像しようとする意
識の表れと捉えることができる。
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魚の調査隊！画像

活動にあたり子ども達に伊勢湾を地形からみた現状の
説明。説明を真剣に聞き入る子ども達。

チャーター船に乗る時には足元に注意を促し
つつ安全な誘導を心がけています。

船上でカモメの出迎えを受けて喜ぶ子ども達。
二階デッキ部と一階船室、それぞれにスタッフを配置し
参加者の安全に留意しています。

菅島に上陸後、島内案内地図の前で今日の行程と
島での自然や島民とうまく関わる為の約束を説明中。
全体リーダー以外のスタッフは複数の方向から
参加者全体を見ています。

見るもの全てが新鮮。中央奥に見えるのは今最盛期を
迎えている海苔を収穫中の船。

正午前の漁協の市場内の水槽を見学中。新鮮な海水をポン
プで汲み上げており、中に魚はまだ一匹もいません。市場
の作業の邪魔にならないように入場許可範囲をスタッフ
が配慮しています。
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魚の調査隊！画像

菅島のお弁当屋、おかげ屋店内の二階のお座敶にて全員
そろっての昼食。事前にプログラム趣旨を説明し、当日
店主により島の食材を使ったメニューの説明を依頼。

漁港内で見つけた海藻。移動中も見つけた物に対して
適切なガイディングを実施。また、島民が大切にする
ものへの配慮も声掛けにより実施。海藻を踏まないよ
うにスタッフが静止しているところ。

陸揚げされている海苔の収穫船の近くにて。
遠くに海苔の養殖の筏を望みながら試食する事で知識
と五感を繋げることができます。風味を確かめるよう
に今年の新海苔を試食している様子。

漁港から最寄りのめんぞ浜にて全員そろっての記念撮
影。遠くに見える漁を終えて帰港途中の漁船をスタッ
フの声掛けで確認し、次の市場見学への意識へつなげ
ました。

漁港付近の生簀で鳥羽本土の魚屋が、漁師から直接
魚を仕入れている様子。スタッフは参加者全員の目
が一方に向いている間も必ず一人離れて全体を把握
できる位置から参加者を見守っています。

漁協の方に漁協市場にて入札前のアジについて
子ども達に分かるように丁寧に説明をしていた
だきました。
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魚の調査隊！画像

漁協の方の魚の解説。
「この魚はサヨリっていってな。」
口の先が尖った不思議な形の魚を見て参加者は興味
津々の様子でした。

本土に移動後、鳥羽の魚屋（やまみ）にて。中学生
だけ特例として従業員と同じ目線で生簀の上から魚
を見学させていただきました。店外から入ってくる
車両に留意できる位置にスタッフを一人配置してい
ます。

「2 時を過ぎたらタイ釣りの船が帰ってくる。
」と漁協の
方からの情報通りに続々と大きなタイを乗せた漁船が
着岸し、最短距離で水揚げされてきます。中には 3kg を
超えるものもあり、参加者は飽きない様子でした。

さきほど菅島で入札前の見学をしたばかりのアジが
ようやく到着。普段よりも大漁であった為に荷の積
み下ろしに時間がかかり、予定より遅れての到着で
した。

今日一日聞き取った内容を自分なりに一枚の紙にまと
めました。魚が海からどうやって自分の食卓にあがる
か実感できました。
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一日の活動を終えて自然保護官より「今日の気持ち
を大切にしてこれからも頑張ってください。」と激励
の言葉とともに記念品の贈呈。

３-２．アンケート調査結果
参加者に対するアンケート集計結果

〈プログラム名〉魚の調査隊！

○実施日時：平成21年2月8日（日）
○アンケート配布数：15人、回答者数：11人（プログラム参加者数：15人）
○実施方法：「魚の調査隊！」の終了時に、海島遊民クラブ事務所で、アンケート用紙に記入してもらった。

Ⅰ

参加者について
学年

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

小3

小4

小5

中2

7

5

2

1

性別
男性
女性

13

2

子どもパークレンジャーへの参加回数

初めて 2回目
2
6

3回目

無効

0

3

参加のきっかけについて
ｱ. 募集広告を見て（自発的に）

7

ｲ. 親・先生・友だち に勧められて

3

ｳ. 実施している人が知り合いだから

0

ｴ. 以前に参加して楽しかったから

1

ｵ. その他

0

自然保護や環境保全などに関心がありましたか
ｱ. たいへん関心があった

3

ｲ. 尐し関心があった

7

ｳ. あまり関心がなかった

1

ｴ. まったく関心がなかった

0

体験した内容（プログラム）に満足しましたか
ｱ. たいへん満足した（また参加したい）

7

ｲ. 満足した（また参加してもいい）

4

ｳ. なんとも言えない（わからない）

0

ｴ. 不満である（もう参加したくない）

0

一番印象に残ったことは何ですか
・船が漁から帰ってきて、魚をおろすところから実際に追うことができた。
・お弁当のクオリティはすばらしい。
・皆が楽しそうでした。
・魚市場での水揚げ。
・魚市場でのせり。(3名）
・菅島での入札風景。
・空の水槽に魚がどんどん入っていくことが面白かった。
・魚の流通。

Ⅵ

お子様が次のことを学ぶことができたように感じられますか
ｱ. 感じられる ｲ. わからない ｳ. 感じられない

無記入

①自然保護等の大切さ

10

1

0

0

②社会への貢献心

7

3

0

1

③正義感や倫理観

6

4

0

1

④思いやりの心

6

4

0

1
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Ⅶ

上記の４つの効果のほかにお子様から何か感じられたことがありますか
・自然の厳しさや豊かさ。
・流通についてのしくみ。
・普段、興味がないと思われることでも、実際のすがたを見ると引き込まれて
いくのだなと、子ども達を見ると実感しました。
・未知のものへの興味を感じられた。
・物事の考えがハッキリしてきました。
・学校以外でのコミュニケーションの場をもらえて良かったです。
・生き物への好奇心、自然の中で何かやってみようという心。

Ⅷ

Ⅸ

子どもたちが、このような体験をする機会についてどのように思われますか
ｱ. 多尐参加費を負担してもよいので、このような機会を増やしてもらいたい

1

ｲ. 一度体験すれば十分なので、この程度の実施でよいと思う

0

ｳ. この程度のことでは、あまり効果が望めないので特になくてもいい

0

ｴ. その他

0

その他、ご意見、ご要望等ございましたら何でも構いませんのでお書きください。
・この様な体験を子どもにさせる機会があり、次回、機会があれば参加させて
頂きたいと思います。また魚とはいえ、何の為に食べるのか？命のとうとさも教える、
機会もあれば良いと思います。
・地元の方の協力あってのイベントだと思いました。
菅島の自由時間にゴミを拾うなどの、尐しの時間でもいいので。
・ありがとうございました。
・普段見たり体験できない事ができるので、いい経験になりました。
親の私達でも知らなかったり初めての事があり楽しかったです。
またこういう機会があったら参加したいです。
・運営とても大変でありましょうが、とてもよかったと思います。自然保護と同時に
職業体験としてもとてもよい機会だと思いました。ありがとうございました。
・普段体験できないような事が体験でき、良い勉強になったと思います。
親がいないところで子どもだけで行動することで自立心も育つような気がします。
・親子のコミュニケーションが出来て良いと思います。
・尐人数での管理要員で事故なく終了できた事はすばらしいと思います。
・自宅の方へも催しの通知をいただけるとうれしいです。
今日はありがとうございました。
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３-３．参考資料

緊急時対応マニュアル
事故・怪我を未然に防ぐように心がけるために
・ 参加者の健康状態を事前に聞く。
・ 参加者の緊急連絡先を受付時に確認する。
・ 危険が予測できる場合には参加者へ声掛け、もしくは意識付けを行う。
・ スタッフは救急セット・レスキューロープを携行する。
・ スタッフ全員が携帯電話を携行する。
・ プログラム開始、終了時には人数を必ず確認する。
・ 船に乗る場合など、落水の危険がある場合は全員がライフジャケットを着用する。
・ 事前に天候などを調べて、悪天候（波が高い・雷・大雤）の場合はプログラムが実施可能かを検討し無
理をせず、中止もしくは延期する。

応急処置
各応急処置をし、度合いによっては本部に連絡し医療機関の手配を要請

■軽い擦り傷、切り傷
・

軽い擦り傷、切り傷の場合は消毒後、傷口が小さい場合は救急絆創膏等を貼付する。

・ 傷口が大きい場合は清潔なガーゼを貼り、固定する。
・ 出血のひどい場合には、消毒後清潔なガーゼで患部を圧迫して止血する。程度に応じて医療機関を
受診する。
・ 以上の方法でも止血されない場合は傷口の中枢に近い方を幅広い布、又はベルト等で締める。
直ちに医療機関を受診する。

■打撲
・ 手足の打撲の場合は傷の有無を確かめ（傷がある場合は上記の方法で処置）その上から冷やす。

■捻挫及び脱臼
・ 患部を添木、包帯などで固定して痛みや腫れのある場合はその上から冷やす。医療機関を受診する。

■熱中症・日射病
めまい、失神、痙攣、吐き気、意識を失う等の症状がある。重症な場合、意識がはっきりしない、発汗が止
まり体温が上昇する、などの症状が見られる。
・ 日陰、室内へ移動させ、衣服を緩める。首、わきの下、足の付け根などにある太い血管を冷やす。水分
と塩分を補給させる。寝かせる。
・ 以上の処置を行っても、症状が改善されない場合は直ちに医療機関を受診。改善されても、まだ不調な
場合も医療機関を受診する。
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■溺れ
全身状態をよく観察し、呼吸の有無、脈拍の有無、意識の有無を確認する。
・ 意識の無い場合は一刻も早く気道を確保する。その状態でも呼吸が見られない場合は直ちに人工呼吸を
開始する。脈拍もなければ、人工呼吸と心臓マッサージを行う。他のスタッフは直ちに、119 番に連絡
をする。
（離島の場合は渡船の手配）
・ 人工呼吸と心臓マッサージは救急隊員に手渡すまで行う。
・ 海上の場合は船長の指示に従う。

■船酔い
予防法としては、十分な睡眠・食事管理・酔い止め薬などがある。が、実際酔ってしまった場合には
・ 船上なら横に寝かさずに、体を楽な姿勢にしてすわり、衣服をゆるめる。
・ 船の進行方向と同じ方向を向く。
・ 視線は下ではなく、水平に遠くを見るようにする。
・ 船外に座席がある場合は、そこへ連れて行き、外気にふれさせる。
・ 陸にあがっても収まらない場合は、日陰などで座って休ませ様子をみる。

■地震・津波
・ 場合によっては情報収集よりも早く津波の避難行動にうつる。早い場合、津波は 5～10 分で到達する。
速報が出るのも 5～10 分後になる事もあるため。速やかに高台へ避難する。
・ 海上では、船長の指示に従う。

■ 緊急時連絡先
【誰が・いつ・どこで・どのように】をハッキリと。
名称

TEL

備考

鳥羽市休日応急診療所（内科・小児 0599-25-1199
科）兼 鳥羽地域救急医療情報センター

伊勢市休日応急診療所

0596-25-8795

市立伊勢総合病院

0596-23-5111

山田赤十字病院

0596-28-2171

鳥羽警察署

0599-25-0110

110 番

鳥羽市消防本部

0599-25-2821

119 番

鳥羽海上保安部

0599-25-0118

118 番

船舶気象通報テレホンサービス

0599-25-0177

海島遊民くらぶ事務所
スタッフ用携帯
江碕社長
斉藤船長
下川自然保護官

(志摩自然保護官事務所携帯)

西尾国立公園・保全整備課長
環境省中部地方環境事務所

中部地方環境事務所に拠点を設けて対応する場合
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×××-××××-××××

（鳥羽本土～菅島～鳥羽本土）

斉藤さん

渡船（チャーター船）

迎え・
本土まで送り

スタッフが同乗

緊急渡船依頼

現状把握：怪我の程度、状況、意識の有無など

（全体リーダー）小林幹典
（スタッフ）兵頭智穂・江崎貴久

緊急事態発生

緊急時体制（離島での場合）

×××-××××-××××
×××-××××-××××

下川自然保護官 ×××-××××-××××
西尾国立公園・保全整備課長 ×××-××××-××××

【連絡先】
海島遊民くらぶ
現場スタッフ携帯
江崎貴久

B：負傷者の状況を確認し続行の可否を判断
中止：残りの参加者を連れて帰る
続行：ルート変更や時間短縮などを検討
し、続行する。

A：ツアー中止
残りの参加者を連れて帰る

※プログラムに参加している場
合は、その場で全体リーダーに指
示を出す。

下川自然保護官

志摩自然保護官事務所

×××-××××-××××

港への迎えの車と

・負傷者家族へ連絡
・保険対応

最寄の港へ救急車手配。

指示

連絡

B：意識はあるが、
緊急度高の場合

海島遊民くらぶ事務所・桃園

本部

A：意識なし又はありだが、
緊急度最高の場合

指示

連絡

指示

連絡

死亡・後遺障害 300万円
入院日額
4500円
通院日額
3000円

【保険】
日本興亜損害保険株式会社

※以降、中部地方環境事務
所災害対策緊急連絡網に従い
対応（総務課長に連絡。総務
課長から統括に報告するととも
に、所長に報告し、指示を受け
る。）

西尾国立公園・保全整備課
長

中部地方環境事務所

緊急時体制（離島での場合）

B：意識はあるが、
緊急度高の場合

自家用車で搬送

救急車手配。

指示

連絡

A：意識なし又はありだが、
緊急度最高の場合

現状把握：怪我の程度、状況、意識の有無など

（全体リーダー）小林幹典
（スタッフ）兵頭智穂・江崎貴久

緊急事態発生

緊急時体制（本土での場合）

指示

連絡
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×××-××××-××××

×××-××××-××××

×××-××××-××××

B：負傷者の状況を確認し続行の可否を判断
中止：残りの参加者を連れて帰る
続行：ルート変更や時間短縮などを検討
し、続行する。

A：ツアー中止
残りの参加者を連れて帰る

※プログラムに参加している場
合は、その場で全体リーダーに指
示を出す。

下川自然保護官

志摩自然保護官事務所

下川自然保護官 ×××-××××-××××
西尾国立公園・保全整備課長 ×××-××××-××××

【連絡先】
海島遊民くらぶ
現場スタッフ携帯
江崎貴久

・負傷者家族へ連絡
・保険対応

病院手配

海島遊民くらぶ事務所・桃園

本部

指示

連絡

死亡・後遺障害 300万円
入院日額
4500円
通院日額
3000円

【保険】
日本興亜損害保険株式会社

※以降、中部地方環境事務
所災害対策緊急連絡網に従い
対応（総務課長に連絡。総務
課長から統括に報告するととも
に、所長に報告し、指示を受け
る。）

西尾国立公園・保全整備課
長

中部地方環境事務所

緊急時体制（本土での場合）

４．菅島子どもガイド
４-１．フィールド調査編（平成 21 年 2 月 24 日実施）
平成20年度 伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業 企画書
菅島子どもガイド フィールド調査編（第1回目）

プログラム名
実施日

2009/2/24

募集人数

12

参加費

鳥羽市 菅島町

フィールド

菅島小学校の生徒が、自然と生活文化が調和した伊勢志摩国立公園の菅島の魅力を、島外の人に伝える事で自分たち

このプログラムの が暮らしている菅島に価値を見いだし、将来にわたり心に刻み込むと同時に島の自然や文化の大切さというメッセージを発
テーマ
信する。
今回のテーマ

・普段何気なく生活している菅島を調査をして、興味を持ち自分の住む菅島のすばらしさに気づく。

予想される危険

・陸から海へ転落して流される。
・歩いている途中の怪我（擦り傷・打ち身など）
・その他の急病

準備物
スタッフ氏名
（役割）

救急セット

予備タオル

しだ用ロープ

シナリオ

桃園ゆかり
（全体リーダー）

江崎貴久

名札

内容
集合

・スタッフあいさつ
・今日の予定を分かりやすく説明
・各コース分かれてフィールドワーク出発

タイム
スケジュール
10:25

12:00
氏名
外部講師等

廣川 清治

出発

集合

場所
菅島小学校

菅島

①石山コース（担当：江崎貴久）
・子ども達が菅島で一番好きなポイントへガイドと共に行き、その素
材について島民の方々に教えていただきお客様により深く伝えられ
るよう調査する。
・子ども達が自分なりにまとめてきたシナリオをガイドの前で発表し
ガイドは、よりお客様に伝わるように修正・提案する。
・3/5タイムスケジュールの確認。
・3/5予想される危険の確認。
全ての項目を子ども達と一緒に考えメモし頭に入れる。

大山方面

②灯台.お祭りコース（担当：桃園ゆかり）
・子ども達が菅島で一番好きなポイントへガイドと共に行き、その素
材について島民の方々に教えていただきお客様により深く伝えられ
るよう調査する。
・子ども達が自分なりにまとめてきたシナリオをガイドの前で発表し
ガイドは、よりお客様に伝わるように修正・提案する。
・3/5タイムスケジュールの確認。
・3/5予想される危険の確認。
全ての項目を子ども達と一緒に考えメモし頭に入れる。

菅島灯台方面

③海.船コース（担当：兵頭智穂）
・子ども達が菅島で一番好きなポイントへガイドと共に行き、その素
材について島民の方々に教えていただきお客様により深く伝えられ
るよう調査する。
・子ども達が自分なりにまとめてきたシナリオをガイドの前で発表し
ガイドは、よりお客様に伝わるように修正・提案する。
・3/5タイムスケジュールの確認。
・3/5予想される危険の確認。
全ての項目を子ども達と一緒に考えメモし頭に入れる。

漁村周辺方面

・今日のまとめと次回の予定の確認
・最後の挨拶解散
所属
依頼内容

菅島小学校４年生担任

菅島の住民のみなさん

留意事項

画像ファイル

兵頭智穂

時間
10:20

カメラ

プログラム終了後、志摩自然保護官に報告する。
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菅島小学校
対応時間

フィールド調査への付き添い

10：20～12：00

子ども達と言葉を交わしたり質問に答え
ていただく程度

10：20～12：00

平成20年度伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業実施報告書
実 施 日

2月24日

担当者役職氏名

桃園ゆかり

実施場所 伊勢志摩国立公園鳥羽地区（鳥羽市菅島）
(利用施設) （菅島小学校）
活動テーマ

菅島の宝物を発見しよう！（これが僕・私の宝物）
・生まれ育った菅島を自分たちで調査してすばらしい菅島を改めて発見してもらう。

(具体的内容) その後、伝えることにどんな工夫・演出をしたら、お客様により良く伝わるかを考える。
10：20 菅島小学校にて全体リーダーあいさつ。
10：35 定期船乗場へ移動。
10：40 挨拶・自己紹介。

スケジュール

10：50 各コース分かれてフィールドワーク出発。(大山コース・菅島灯台コース・漁村コース）
大山コース
【調査について】
・菅島の大山からの景色をポイントとする児童は、景色の構成を考えた。海に浮かぶ島々や
お客様の出発地点を景色の中で確認し、島名・地名を確認して、シナリオに落とし込むこと
ができた。
・地図上で企画した各ポイントを現地に出て確認した。
【シナリオ読み】
・各解説ポイントで、シナリオを見ながら実践。立ち居地や指し示しなどアクションを付け
て練習。
・さらに解説内容を深める意識が高まり、修正した。
【ガイディング】
・実際歩いてみると、ポイントとポイントの間で、コミュニケーションをもてあますところ
があるので、島のお祭りで繁盛や繁栄を祈願する掛け声でお客様を楽しませると同時に子ど
もガイドとお客様の心の距離を縮める工夫を先生から提案。
【タイムスケジュールの確認】
・距離と時間を確認した。
【リスクマネージメント】
・危険箇所の確認。
・危険箇所の声がけは子ども達がすると決めた。が、解説に意識の重きがあるので、確実性
の低さが懸念される。意識としては持ちつつ、プロガイドのフォーローで行う。
菅島灯台コース
【調査について】
・菅島神社・冷泉寺・菅島灯台などのガイドポイントでの調査（島民の方に昔の様子の話を
聞く。今現在の様子を見て思ったことをまとめる。）
【シナリオ読み】
・各解説ポイントで、シナリオを見ながら実践。立ち居地や指し示しなどアクションを付け
て練習。
・さらに解説内容を深める意識が高まり、修正した。
【ガイディング】
・休憩ポイントでお客様に休んでいただきながら、児童は昔から島に伝わる唄を歌い踊りお
客様を楽しませると同時に子どもガイドとお客様の心の距離を縮める工夫をプロガイドから
提案。
【タイムスケジュールの確認】
・距離と時間を確認した。
【リスクマネージメント】
・危険箇所の確認。
・上り下りの急な道にコケが生えている場所、急な階段などの危険箇所の確認。
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漁村コース
【調査について】
・地図上で企画した各ポイントを現地に出て確認した。
・菅島人工島の海水浴監視場の事について、地元住民へ聞き込み調査を行った。
・タンカーがガソリンをタンクへ入れている所に遭遇し、船員の方へ、どこから来るのか？
などの聞き込み調査を行った。
【シナリオ読み】
・各ポイントを他の子がお客様役になって、練習した。
それによって、3択クイズなどでは、反応を聞いてから次を話す。という事などを自発的に感
じて、改善された。
【ガイディング】
スケジュール
・対象物ではなく、お客様の方を向いてガイディングする。という事を、プロガイドが始め
に提案。それ以降は、お互いに声を掛け合いながら、お客様を想定しての練習ができた。
【タイムスケジュールの確認】
・距離と時間を確認した。
【リスクマネージメント】
・海の近くの斜面などが滑る。など、お互いに声を掛け合いながら確認できたが、解説に意
識の重きがあるので、確実性の低さが懸念される。意識としては持ちつつ、プロガイドの
フォーローで行う。
12：00 菅島小学校へ戻り、グループごとにまとめ。
12：10 最後の挨拶、解散。

～小３

小４

小５

小６

中１

中２

中３

その他*

計

保護者

参加者内訳 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

9

3

(うちﾘﾋﾟｰﾀｰ)
有限会社オズ
事業者職員

海島遊民くらぶ

ゆかり

〃

江崎

貴久

〃

〃

兵頭

智穂

廣川

清治

菅島小学校

*その他

菅島住民

価

桃園

〃

外部講師等

評

スタッフ

菅島小学校4年生担任

各フィールドに行くことによって、シナリオに上がっていない地点での景色のすば
らしさに気づくことができた。そして暮らす島民の皆さんにお話を聞くことがで
き、今まで知らなかった菅島を発見することが出来た。そして自分で調べたことや
人から教えてもらったことで、自分の知っている「菅島」が増えることによって、
今まで以上に菅島のもつ魅力に深く興味を持つことができた。
2008/12/19（休み時間の15分）子ども達と初顔合わせお互いの自己紹介。
2009/1/20（休み時間の15分）子ども達に3つの宿題を出す。
（菅島の好きなところ・その中で自分の一番・一番について詳しく調べる）

報告

2009/1/27（3限目40分）宿題の提出。各コース決定。宿題を出す。
（各ツアーコース道中の素材探し）
2009/2/12（3限目40分）シナリオの清書。各ガイドポイント確定。
2009/2/17（3.4限80分）各コースに分かれプロガイドがついてのグループワーク。
（・シナリオ発表・ツアーの演出、工夫発表・自己紹介練習）
2009/2/24 プログラム終了後、無事終了したことを志摩自然保護官に速やかに報告。
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菅島子どもガイド画像（フィールド調査編）

3 コースに分かれて、調査を開始しました。
港に流れ着いた漂着ゴミを見てどんなゴミ
があるか調査しました。

一般参加者がきてもらっていると想定して、全員で
始めの自己紹介の練習をしました。声が小さい時に
は、スタッフが助言を行いました。

解説ポイントでシナリオを見ながら練習しました。
スタッフが目線や手の使い方などについて、助言し
ました。

畑に海藻を入れて肥料にする事を解説する為
に、どこの畑が一番分かりやすいか、という
調査を行いました。

途中のガイドポイントで調査を行いました。
分からない事は、たまたま出会った島の方に聞い
て調査しました。

自分の好きな所を解説する練習を行いました。
好きな気持ちが伝わりやすいように、スタッフの助言
でお客様を想定して行いました。
それにより、解説内容を深める意識が高まりました。
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菅島子どもガイド画像（フィールド調査編）

スタッフの提案で、途中の休憩ポイントで、地元に
古くから伝わる唄を唄いながら踊る練習を行いまし
た。

ガイドポイントをより深く伝える為に、
お祭りの時の様子を再現する、など、ガイド
ポイントの練習を行いました。

画像など、道具を使って解説するポイントで
は、スタッフと一緒にどうすれば分かりやす
いか、という事を検証した。

3 コースともタイムスケジュールを確認し
て、菅島小学校に集合しました。

教室へ戻り、各グループ毎に、今回調査した事や、
シナリオの改善点などをスタッフと一緒にまとめ
ました
~
。
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４-２．ガイド実施編（平成 21 年 3 月 5 日実施）
平成20年度 伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業 企画書
菅島子どもガイド ガイド実施編（第2回目）

プログラム名
実施日

2009/3/5（木）

募集人数

12名

参加費

鳥羽市 菅島町

フィールド

菅島小学校の生徒が、自然と生活文化が調和した伊勢志摩国立公園の菅島の魅力を、島外の人に伝える事で自分たち

このプログラムの が暮らしている菅島に価値を見いだし、将来にわたり心に刻み込むと同時に島の自然や文化の大切さというメッセージを発
テーマ
信する。

今回のテーマ

予想される危険

準備物
スタッフ氏名
（役割）

・前回作成、準備したガイドのシナリオ等に基づき、一般参加者に対して実際に菅島のガイドを行う。
・自分たちの暮らしている自然豊かなすばらしい菅島を人に伝えることで、一層心に深く刻むことができ、島の文化や自然、
人とのつながりを大切にする。

・船から海への転落
・陸から海へ転落して流される。
・歩いている途中の怪我（擦り傷・打ち身など）
・その他の急病

救急セット

予備タオル

シナリオ

しだ用ロープ

桃園ゆかり
（全体リーダー）

江崎貴久

名札

9:00

9:05

タイム
スケジュール

9:10

内容
集合

画像ファイル

兵頭智穂

時間
8:30

カメラ

場所

・小学校で子ども達と出発準備

菅島小学校教室

子どもガイ ・一般参加者との合流
ド登場 ・子どもガイド代表挨拶

菅島定期船乗り場

挨拶

各コースに別れ
・子どもガイド自己紹介
・一般参加者自己紹介

菅島定期船乗り場

出発

・子どもガイドが以下のコースで一般参加者にガイドを
行う。
①石山コース（担当：江崎貴久）
②灯台･お祭りコース（担当：桃園ゆかり）
③海･船コース（担当：兵頭智穂）

①コース（大山方面）
②コース（菅島灯台方
面）
③コース（漁村周辺方
面）

・子ども達の感想発表

11:50

子どもガイ
・一般参加者の感想発表
ドとお別れ

菅島小学校校庭

・子ども達代表挨拶

12:00

外部講師等

解散

子どもガイド終了

菅島小学校校庭

氏名

所属

依頼内容

対応時間

半田 俊彦

環境省中部地方環境事務所
志摩自然保護官事務所
アクティブレンジャー

ツアーへの付添

8：00～14：15

廣川 清治

菅島小学校4年生担任

ツアーへの付添

9：00～12：20

子ども達と言葉を交わしたり質
問に答えていただく程度

9：00～12：20

菅島島民のみなさん
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平成20年度伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業実施報告書
実 施 日

担当者役職氏名

3月5日（木）

桃園

ゆかり

実施場所 伊勢志摩国立公園鳥羽地区（鳥羽市菅島町）
(利用施設) （菅島小学校・菅島アリーナ）
活動テーマ

これが僕・私の一番だ！

島外から来たお客様に自分達の暮らす自然豊かなすばらしい菅島を
(具体的内容) 各グループに分かれて２時間半かけて紹介する。

スケジュール

8：20

菅島小学校で全体リーダー挨拶・オリエンテーション。

8：40

定期船乗り場へ移動。

8：50

一般参加者出迎え。

8：55

子どもガイド代表挨拶。

9：05

各コース分かれて、自己紹介後出発。

11：45 各コース菅島アリーナ集合。
11：50 子どもガイド、一般参加者、校長、担任、スタッフ感想発表。
12：00 子どもガイド代表挨拶。
12：10 全体リーダー挨拶。
12：15 解散

～小３

小４

小５

小６

中１

中２

中３

計

その他*

保護者

参加者内訳 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

9

3

9

3

(うちﾘﾋﾟｰﾀｰ)
環境省職員

環境省中部地方環境事務所
志摩自然保護官事務所
有限会社オズ

事業者職員

外部講師等
その他

評

価

アクティブレンジャー

海島遊民くらぶ

スタッフ

半田

俊彦

桃園

ゆかり

〃

〃

江崎

貴久

〃

〃

兵頭

智穂

廣川

清治

菅島小学校4年生担任
菅島島民のみなさん
急遽、菅島小学校校長にツアー終了後、感想をいただいた。

・一般参加者のみなさんは、子ども達が解説するどのポイントでもとても感動し、
終始ツアーを満喫していたので、子ども達が調査し、準備したシナリオをしっか
り、ガイドできていた。
・実際に一般参加者に対してガイドを行う事で、「菅島」がこんなに素敵なところ
だとは、思わなかった。大好きになった。と言われ、子ども達も「自分達の住んで
いる島もこんなにいいところがたくさんあったんやな～！」と言っていた。子ども
達の心にも菅島の自然、文化、人とのつながりをより一層大切しようという気持ち
が大きくなった。
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菅島子どもガイド画像（ガイド実施編）

一般参加者に、並んで挨拶をしました。
スタッフは横に並んで一緒に挨拶をしました。

解説ポイントでは、前回の練習をいかして、説明が
できました。一般参加者とコミュニケーションが
取りづらい時にはスタッフがフォローしました。

説明のポイントでは、1 人が解説もう 1 人は、
画像を見せるといったふうに子ども達が協力
しながら、演出できました。

3 コースに分かれて、出発しました。途中、シナリオにな
い今日ならではのシーンでも、子どもガイドを通して島民
とのコミュニケーションをとることができました。

ガイディングの基本として、対象物を背中側にして
解説するなどお客様への配慮を必要とするスキルを
練習中に伝えてあったことで、当日はスムーズに立
ち位置に立てました。

途中の魚市場で、あがった魚を見せてもらいました。
参加者の家族の漁師が市場に揚げた魚です。
スタッフは、全体に目を配り、安全管理を行いました。
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菅島子どもガイド画像（ガイド実施編）

クイズをすることによって、参加者と子どもたちが
楽しく距離を縮めることができました。正解者には、
子供の工夫し用意したお土産がありました。

準備した小道具も使用。解説する参加者だけでなく、
他の参加者とスタッフも協力して演出。大好きな景色
を見せるだけでなく、手作りのパノラマ写真で地理的
な解説をしました。

今日の記念に菅島灯台で、参加者と子ども達
と記念写真を撮りました。

一般参加者の質問にも、臨機応変にわかりやすい位置
に立って解説。このように身を乗り出したり、高い位
置でないと見えないときに上ったりした時も、スタッ
フは、危険な程度まで出ないように制止し、立ち位置
に注意しました。

クイズも織り交ぜ、楽しいガイディングを工夫しました。
クイズの正解者には、この島で育てられたこのシーズンの
海苔を試食。参加者の要望で、その保護者と一緒にゴマ油
で調理した黒海苔も用意してくれました。スタッフは、一
般参加者にアレルギーの確認を行いました。
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菅島特産「糸ワカメ」を作る作業を見せてもらい
ました。
スタッフは参加者や一般参加者がご迷惑
をかけないように配慮しました。

菅島子どもガイド画像（ガイド実施編）

高齢の参加者が坂道で大変そうな時は、子どもガイ
ドが自ら手を引くという気配りがみられました。

ツアー後半には、参加者と子どもガイドの距
離が近くなり、参加者のほうから色々と質問
をされていました。

山道で端にガードレールなど無い場所では、参加者
は、真ん中を両端には子どもガイドが歩き、安全管
理をしっかりできました。スタッフは他の一般参加
者への安全管理を行いました。

菅島小学校横の菅島アリーナに全員集合しました。
一般参加者に感想をインタビューしました。
その後、参加者とスタッフも感想を発表しました。

一般参加者にお礼を言った後、並んでお別れの握手
をしました。
スタッフが一般参加者を昼食場所へ誘導しました。

全体リーダーが菅島アリーナに残り、今まで
のまとめとふりかえりを行いました。
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４-３．アンケート調査結果
参加者に対するアンケート集計結果

〈プログラム名〉

菅島子どもガイド

○実施日時：平成21年３月５日（木）
○アンケート配布数：１２人、回答者数：１２人（プログラム参加者数：１２人）
○実施方法：「ガイド実施編」終了後、学校を通してし保護者に記入してもらい、後日学校へ回収に行った。
○フィールド調査編も含めたプログラム全体を対象として回答したもらった。

Ⅰ

参加者について
学年
小4

4
Ⅱ

Ⅴ

2回目

3

0

3回目
0

4回目
0

募集広告を見て（自発的に）
親・先生・友だち に勧められて
実施している人が知り合いだから
以前に参加して楽しかったから
その他

0
11
0
0
1

※海島遊民くらぶの人に勧められて。

自然保護や環境保全などに関心がありましたか
ｱ.
ｲ.
ｳ.
ｴ.

Ⅳ

9

子どもパークレンジャーへの参加回数

初めて
12

参加のきっかけについて
ｱ.
ｲ.
ｳ.
ｴ.
ｵ.

Ⅲ

性別
男性
女性

たいへん関心があった
尐し関心があった
あまり関心がなかった
まったく関心がなかった

1
6
5
0

体験した内容（プログラム）に満足しましたか
ｱ. たいへん満足した（また参加したい）

4

ｲ. 満足した（また参加してもいい）

5

ｳ. なんとも言えない（わからない）

3

ｴ. 不満である（もう参加したくない）

0

一番印象に残ったことは何ですか
・僕たちの説明を最後まで聞いてくれた。
・お客さんにお土産を渡したときすごく喜んでくれた事。
・お客さんと知り合えて会話が出来たこと。
・事前に調べたので勉強になった。
・お客さんといっぱい話せて楽しんでもらえたこと。
・コースを進む場所を考えた後に、このコースの内容を考えたこと。
・色んな人といっぱい話しをした。楽しかった。
・自分が話すところで、緊張した。うまくできて、良かったと思ったところ。
・お客さん喜んでくれた事。
・クイズとかおみやげとかとを渡して喜んでもらってうれしかった。
・急な坂道だったので、おばさんの手を引っ張ってあげたら、とても喜んでくれてうれしかった。
いろいろな人達とお話が出来て楽しかった。
・島のいいところを案内できてよかった。
・お客様方とたくさん話せて楽しかった。

Ⅵ

お子様が次のことを学ぶことができたように感じられますか
ｱ. 感じられる

ｲ. わからない

ｳ. 感じられない

①自然保護等の大切さ

4

7

1

②社会への貢献心

5

6

1

③正義感や倫理観

3

8

1

④思いやりの心

10

1

1
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Ⅶ 上記の４つの効果のほかにお子様から何か感じられたことがありますか
・人の前で自分の思ったことをきちんと話せるようになったという事。
・気分の高揚と達成感がみられる。
・わからない事や、疑問に思ったことなど色々聞いたりして一生懸命取り組んでいました。
頑張ったなぁと思いました。
・菅島に対しての自分達も知らなかった事等を調べ発表するという達成感がなど、良かったと思います。
・みんなで協力しあうことや初対面の人と話すことで得た勇気や発見。
・初めて会った人に菅島の素敵なところを説明しなければならないので、緊張して上手くいえない部分も
あったと思いますが、参加した人たちが上手に説明してくれたねと言ってくれてすごくうれしかった
ようです。とてもいい体験をさせてもらいました。
・参加を終えてどんな様子か尋ねた時の顔を見ているだけでも楽しかったんだなと思いました。

Ⅷ 子どもたちが、このような体験をする機会についてどのように思われますか
ｱ. 多尐参加費を負担してもよいので、このような機会を増やしてもらいたい
ｲ. 一度体験すれば十分なので、この程度の実施でよいと思う
ｳ. この程度のことでは、あまり効果が望めないので特になくてもいい
ｴ. その他

9
0
0
1

※何度あってもいいと思うが、計画→完成→実行と時間がかかりすぎる。

Ⅸ その他、ご意見、ご要望等ございましたら何でも構いませんのでお書きください。
・もっと町全体で子ども達を応援してあげればよかったなぁと思いました。
・ＩＴＶや中日新聞などにでているのにちょっと恥ずかしいなぁと思いながらも喜んでいました。
ＴＶを見ながら、案内した人の名前やその人の仕事など色々話をしてくれました。
とてもよい経験ができたと思います。
・子どもは面白かったと言うのでこんなことも良いのではないかと思います。
・「子どもガイド」のお話をいただいてからとてもはりきっていました。放課後友達と
「大山へ調べに行って来る。」と出かけて行った日もありました。当日が近づいてくると
「どんなお客さんかな？ちゃんと話せるかな？」と12人の子ども達の気持ちは同じだったと
思います。天気に恵まれてとてもよかったと思いました。テレビの取材もあったので、
緊張したと思うけど、みんな一生懸命いい顔をしていました。あたたかいお客さんに出会えたので、
これから島へ来られたお客さんたちにも自分達から「こんにちは」と声をかけられる子どもに
なってくれるといいなと思いました。とてもいい経験をさせていただきました。
ありがとうございました。
・多くの方々とふれあう事で社会性などを身につけられたら良いと思います。特に島外の方々と
ふれあうことが、大切なように思います。
・今回ガイド案内を始めさせてもらい、なれない事で、尐し緊張していて心配でした。でも帰ってきたら
今日参加した人たちが自分達の説明がとてもわかりやすく「上手」にやってくれたと言ってくれたのが
すごくうれしい！と私に教えてくれました。あまり体験できないことをやらせてもらい
とてもよかったです。さすがに疲れたのか早く寝ました。
・娘は人前で話すのが大の苦手でこのお話があった時も心配な反面良い経験だと思いました。
彼女は彼女なりに色々とお客さんに喜んでいただけるよう工夫をしたり家でもガイドの練習を
何度も何度もしていました。「とても緊張したけど、上手に話せたと思う！お客さんとも話が出来て
楽しかった！また参加したいな！とうれしそうでした。尐し自信がもてたようです。このような
貴重な体験をさせていただき有り難うございました。4年生最後のいい思い出となりました。
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４-４．参考資料
「菅島の宝物さがし」ワークシート
名前

①僕私の菅島の好き・じまん・気になるところ

②見つけたよ！これが一番や！

・灯台が自慢
景色がきれいで花もいっぱい咲いているから。
それにジャングルみたいだからです。
・石山近く
石山のちょっと後ろの方に歩いていくと、めちゃ
きのした しんのす
くちゃ景色のいいところがあります。それに、
け
フェリーやきらめきが通っていったらもうめちゃく
木下真之介 ちゃ景色がいいし、気持ちよくなるから！たまに
（しんちゃん） 行くとめっちゃまた来たいなぁという気持ちにな
①石山コース る。
☆お客さんもこんな気持ちになってくれたら、ど
んどんお客さんが来る。だからそういう気持ちに
なってほしい。なったお客さんはまた菅島に来
て楽しんでいっていけたらいいな～と思う。

☆石山から見る景色☆
・監的哨跡（かんてきしょうあと）
花とかが咲いていてきれい。歩くのも運動にな
る。しかも冒険みたいで、新しい。
・弓祭り
弓祭りは、女役とか男役とか決まっていて、芸
能人のものまねとかしてくれるし、保育所の子
ども達が、矢鳥の子をして化粧とかして、あと
酔っ払った人がいるからおもしろい。
・灯台の花畑
色がきれい。
・海の幸
海でなまこが獲れる。魚は菅島で一番うまい。
アワビ、サザエもうまい。

・菅島灯台（世界最古）注：正確には→現存する
レンガ造りの洋式灯台では日本最古
松村 泰河
・魚が大漁
（たい）
①石山コース ・石山
･美味しいものがたくさん獲れる
イセエビ･タイ・アワビ・サザエ･アジ･海苔･ワカ
メ・ヒジキ・ナマコ・アサリ・アラメ・ウニ
きのした まゆか ・たくさん行事がある
木下真由香 1/11船祝い1/17弓祭り2月頃やく年7/11しろん
ご祭り7/14.15天王祭8/13～15盆踊り
（まゆ）
②灯台・お祭り ・景色がきれい
菅島灯台から見る景色が大好き。
コース

・石山にある石
石山というところにある石は電車が通るレール
の横にある石に使われている。

まつむら たいが

･菅島灯台
伊勢湾を見渡すことができます。神島やあつみ
半島（愛知県）がよく見えます。春には灯台の周
りにいっぱい水せんが咲きとてもきれいです。と
てもいい香りがします。灯台は白いレンガで造
られていてとても高いです。私が小さかった時、
お母さんとまりなと愛理ねえちゃん達と一緒に
お弁当を持ってよく遊びに行きました。お父さん
やおばあちゃんとも行ったことがあります。天気
のよい日には、富士山が見えることもあるそう
です。私も一度見てみたいです。
・大好きな魚がいっぱい食べれるし漁師がいっ ・天王祭
お店屋さんもあるし劇とか踊りとか歌とかがあり
きのした えいじ ぱいいる。
・灯台
ます。それがおもしろいから。店のものはかき
木下えいじ
・色々な山や森がある
氷とか色々あるしそれも美味しいから。二日も
（えいじ）
ある。
②灯台・お祭り ・菅島のほとんどの人が知り合い
・海
コース
・天王祭
・山や木がいっぱいあって自然がいっぱい・
・菅島灯台
・夏休み海で泳げる！楽しい。
灯台に行った時に、すごく古くて「え～こんなに
・灯台があってしかもめっちゃ古い。
古いん？」と思いました。しかもレンガっぽい素
材が使われていて誰が造ったんだろうと思った
まつむら かれん ・学校が灯台みたい。
・弓祭り
から。
松村華怜
・しろんご祭り
・しろんご祭り
（かれん）
毎年毎年人がいっぱい来るから。なんでそんな
②灯台・お祭り
に有名なんだろうと思ったし、ちびっ子海女とか
コース
で、ほったサザエとかを獲ったりしたからです。
そしてしろんご浜では年に一回しか泳げないか
ら。
・海が豊か
・祭りが多い
・日の出がきれい
僕は祭りが大好きだからと祭りをすると気持ち
・日の出のすいせんがきれい（？）
いいし、楽しいし、心が晴れるからです。祭り
なかむら ゆうま
・みんなが知り合い
は、しろんご祭り、天王祭、弓祭り、お盆、船祝
中村悠真
・子どもを大事にする
い、じんじん船、花祭、山の神とかがあります。
（ゆー）
・祭りが多い
こんなにたくさん祭りがある理由は、菅島は漁
②灯台・お祭り
・つけがきく
師町なので、（山の神様もいるので）漁師（山
コース
・大事の事件が無い（殺人・誘拐）
の）祭りが多いです。
・綱引きが強い（自慢）
・方言がおもしろい
・れいせんじ
・れいせん寺
・海（しろんご浜・めんど（めんぞ）の浜）
「ほんどう」っていう所に行くといつもきれいと思
すずき なぎさ
・人工島
うから。それと遊びに行ったりするから。すぐ思
鈴木渚
・学校
いついたら。
（なぎ）
・アリーナ
②灯台・お祭り ・大山
コース
・別館村田屋
・灯台
・アワビとかサザエがいっぱいとれる。
木下 敬源 ・海の中がきれい。
（あっきー）
③海・船コース
・灯台
きのしたまさふみ
・海
木下 雅史 ・海でとれるもの
（まー）
・祭りが多い
③海・船コース
きのしたあきもと

・魚釣りが出来る。
・夏になったら泳げる。
菅島には色々な船がある。
松村ひでやす
（ひでー）
③海・船コース

③一番の事をもっと調べてみよう

・菅島灯台について
明治よりもっと前に海が荒れると菅島の近くで船が壊れてし
まうことがよくあったので、「かがり火」をたいて船の目標とし
たのが、菅島灯台の始まりです。菅島灯台を作る時に外国の
協力があった。その当時は、日本にレンガが無く、イギリスか
ら運んでくることも国が許さなかった。それで、志摩地方の土
を使ってレンガを作り方を教え、レンガを作らせたそうです。
菅島灯台はレンガ造りの白い洋式の円形灯台として出来上
がりました。菅島灯台が初めて火をつけたのは明治6年7月1
日だそうです。
･天王祭
昔は三日間だったけど、人口が少なくなり生活も色々変わっ
てきたから今は二日間になった。お店屋さんは子ども達のた
めにできた。神社の祭りで鳥羽市の島地区では7/14～15に
祭りがある。菅島はその時は、魚釣りには行かない。休み。

・灯台を設計した人は、イギリスのリチャード・ヘンリー・ブラン
トンです。明治5年（1872年）に建設にあたった。完成は明治6
年（1873年）7月。7月1日に初照した。しゅんこう式に西郷隆
盛が出席した。官舎は現在岐阜県の犬山市の明治村移築さ
れています。国の重要文化財に指定されています。
・しろんご祭り
しろんご祭りは約400年前から続く海女さんによる豊漁（大
漁）、安全をしらひげ神社にお祈りする祭りです。しらひげ大
明神。昭和30年代頃までたくさん（約500人）の海女さんがい
ました。今は40人ほどになってしました。
いとこやお母さんに聞いてみて、思ったことは、「菅島のいい
所ってこんなにあるのか～」と思いました。僕はそれを聞いた
ら楽しくなったり、うれしくなったりしました。「本当に豊かだな
～」と思いました。僕は、「いい町だ」と思います。菅島はいけ
ない所も多いけど、いい町だと思った。海の自然や山の自然
があると思いました。たぶんどんどんいけない町になるかもし
れないけど、今よかったらいいと思う。

れいせん寺は行事の色々なことをする。
仏様をあんちして、おしょうさんが、住んでぶつぐを行う建物。
だから人が亡くなると、いつもおそうしきをしてもらいます。そ
してお盆になると、死んだ人が帰ってくるところです。だから村
じゅうの人がお寺に集まって線香をあげます。
菅島の亡くなった仏がじょうぶつできるようにれんせん寺が
守っている。

・海
海で泳ぐのが気持ちいい。楽しい。

・海でとれるもの
海でたくさんとれるから

菅島は夏にアワビ・サザエ・ウニなど色々秋にのり、冬はワカ
メ・ナマコなど、春にはヒジキとか、季節よってとれるものがち
がう。子どもでもとれます。子どもはどこでとるかというとめん
ぞの浜でです。子どもがとるのは夏だけです。

・菅島には、色々な船がある。
じいちゃんは、漁師船に乗って沖に出て魚釣り
をしている。友達のあきもとくんの家は、うんぱ
んせんでゴミとか車を運んでくる。えいじくんの
家は、釣り船に乗っている。

・もぐり船
のり網に育ったのりを刈り取るためにのりあみの下をくぐる船
・うんぱんせん
菅島で一番大きな船で「まるき丸」と「なかよし丸」がありま
す。菅島のゴミや車やワカメ･のり･ヒジキを運んでいます。
・漁師船
漁師船は、沖で魚を釣る船で、船にはレーダーがあってどこ
へでも行くことができます。また魚群探知機（ぎょぐんたんち
き）がついていて海の深さや魚のいるところを知ることができ
ます。
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参加者の感想文

松村英泰
「菅島子どもガイド」

今日鳥羽から菅島を観光することを希望された人たちが来ました。ぼくたち4年生は、その人たちに菅島を案内するのが役目でした。定期船乗場から出発し
て、なこらの浜からめんぞの浜まで歩きながら案内しました。それから、もぐり船、のりを運ぶ船、クレーンなどの説明をしました。その人たちは僕たちの話を
聞いてくれて「上手い」とほめてくれました。僕はうれしかったです。説明のときは緊張したけど、やってみると案外楽しいものでした。また機会があればやっ
てみたいと思います。

木下永滋
「自己評価△」

3月5日（木）ガイドボランティアがありました。お客さんが来たとき「練習と全然違う」と緊張してしまいました。それぞれ自己紹介をする時には、もう緊張がな
くなっていて「もう大丈夫」と思いました。落ち着いてお客さんを案内していたら道を間違えてしまいました。「ミスった」と思いました。菅島神社の所では天王
祭のことをちゃんとしゃべれました。「よかったー。」と思いました。灯台では今までよりいい景色が見れました。東屋（休憩所）では、菅島小唄がちゃんと踊れ
ました。ずっと歩いて学校に戻って感想ちゃんといえるかなーとここで自信がなくなりました。でも一応できました。僕は発表は、ちゃんとできて菅島小唄も踊
れたけどお客さんを置いていった時もあったし道も間違えたから自分では評価したら△でした。

木下将騎
「成功？」

3月5日（木）4年生は、菅島のガイドしました。ぼくは、3コースの海・船コースでした。海･船コースは、めんぞの浜からなこらの浜まででした。ぼくは、海苔小
屋を発表しました。クイズもしました。次は人工島を発表もした。次は、めんぞの浜の前のレールと穴を発表しました。その後、３コースだけで、反省会をしま
した。楽しませたとぼくは思いました。見送りもちゃんとしました。

木下真之介
「たくさんしゃべっ
た」

ぼくは今日ガイドボランティアがありました。それでぼくは、ガイドボランティアで今日の目標はお客さんとしゃべることでした。その目標ができました。それに
友達もできたので、とてもスムーズにいっていました。また、頂上に登ったらめちゃくちゃ景色も良かったしそれにいいお天気になったので、とても心の中で
「いいお天気」やったなーと思っていました。また歩いている時に、お客さんにぼくから聞いたりししていました。なんか今日は１２時までうまくいったなーと心
の中で思いました。自分で12時まででガイドをしていて大きな声で発表できたか、はっきりとしゃべれていたか○か×か評価をつけました。大きな声でしゃべ
れたかっていうのは、○でした。あと一つは△でした。練習の成果が出て安心しました。

松村泰河
「成功…？」

3月5日（木）にガイドボランティアの本番がありました。ぼくは、学校に来てからあの書いた目あて（目標）ができるのかなーとずっと思っていました。ぼくの
思っていたのはお客さんが小学校（小学生）と思っていたことです。それで大人の人だったので緊張しました。いつもは、ぼくが思っている予想はほとんど
あっていたのに、びっくりしました。それで石山に向かいます。始めに生ゴミ乾燥施設のことを発表しました。ぼくの書いた文は短いから質問とかいっぱいで
ないのかなぁと思いました。途中で山の神の歌とかいっぱい歌いました。でも歌っていると疲れてきました。次に雨量計の事で発表しました。雨量計のことも
文が短いから質問はないんかなーと思った。みんなぼくに質問してもムダと思って質問はないんだとぼくは思いました。それでぼくの一番の石山の石につい
て発表しました。お客さんはこの景色で満足かなーと思いました。それで誰も質問しないかなーと思っていたらお客さんとかきくさんから質問されたからこれ
は絶対答えやな！と思いました。最後に最終処分場の事を発表しました。最終処分場でみんながうなずいてくれたので、分かってくれたんだろうなーと思い
ました。ぼくが思ったことは菅島って「鶴田石材株式会社」のものが多いなーと思った。石山もそうやし、アリーナの舞台の右のところにも「鶴田石材株式会
社」と書いてあるから、アリーナは「鶴田石材株式会社」が作ったんだろうと思いました。お客さんに学校に来てもらってアリーナで終わりの式をしました。お
客さん一人ひとりの感想を聞いているとまた菅島に来たいという人が多かったので、お客さんにもこのガイドボランティア気に入ってもらえたんだろうなーと
思いました。ぼくは、見送りのときに海島遊民くらぶだけ海苔をあげました。ガイドボランティアはすごく楽しかったけど成功かどうかはわかりませんでした。

松村樹
「できるかな？成
功！！」

ぼくは、ガイドボランティアをして思った事は自分が言うとき、成功できるかなーでした。ぼくは、一つ成功しても、もう一つ言わないかんと思ってドキドキして
きました。そして、ゴミ集積場の発表です。だけど、それは、クイズなので間違えるとお客さんが関係ないことを言っていやだと思うので、がんばったら、間違
えず成功しました。ぼくは「ふー」と思いました。

鈴木渚
「半日間」

私は今日、こんなに人が来るとは知りませんでした。5人くらいと言っていたのに、10人くらい来ました。緊張が倍になって笑うしかないと思いました。灯台・
お祭りコースは、すごくたくさんプレゼントがあったので私は「絶対に喜んでもらえるし仲良くなれそう！」とウキウキ気分になりました。予想通り、真珠に紅つ
げ、海の貝んどのプレゼントは喜んでもらえました。「わーうれしい！」「かわいいわー。ありがとね。」とすごくお礼を言ってくれて気持ちよかったです。私は
重太郎屋のことを発表する時に、ゆかりさんに「ぜんぶ覚えた！！」といったはずが…。緊張のあまり忘れてしまい、後の方を先に言ってしまいました。始め
のほうは、忘れてしまったのでポケットから原稿を出して言いました。冷泉寺は発表をきちんとできたけど、ただ、○で、前（お客さん）を見ていない所がたく
さんあったか私は「次は前向こう」と思っていても向けなかったので「失敗した」と思って残念でした。

松村 華怜
「いっぱい人としゃ
べった」

私たちは今日ガイドボランティアをしました。それで②コースの灯台・お祭りコースは、カメラマンやおじいさん、おばあさんなどが来ました。私は始めどうす
ればいいんかなぁと迷っていたけど、ゆかりさんが、お客さんとひっつけてお客さんからはなしかけてくれたので、しゃべれることができました。そして山道に
入っていきました。いろいろな人やひげのおじさんというおじさんが、いろいろな事を私やゆうま君に質問したりしてゆうま君がその質問に答えていたので、
「私も質問とかに答えやな！」と思いだんだんとしゃべれてきました。しろんご浜についたら、私のしゃべる番が来て、それをしゃべっているときは、お客さん
が「うん、うん。」とうなずいていたので、これでいいんや！と思いました。最後には、自分からしゃべれるようになってお客さんも喜んでいたので、みんないろ
いろな人にふれあったと私は思っていました。

木下雅史
「みんな、緊張して
いなかった」

3月5日にガイドボランティアをしました。ぼくは③コースの海･船コースでした。ぼくは、ひでやすさんと、いつきさんと、しょうきさんとあきもとさんとチームでし
た。ぼくたちのサポートの人は、ちほさんでした。ぼくは朝起きたら緊張しました。メンバーの事も心配していました。最初にはじめの会をしました。それが終
わって一番最初にあきもとくんが、しゃべりました。そして、他の人もいろいろしゃべってぼくの番です。最初はすごく緊張すると思ったけど、もういっぱいしゃ
べってなれたので緊張しませんでした。でもひでやすさんといつきさんが心配でした。でもみんななれてきたのか、緊張していませんでした。まちがってもお
客さんは笑ってくれていたので、楽でした。

中村悠真
「わすれない」

3月5日木曜日今日ガイドボランティアがありました。今日は天気予報では、雨でした。だけど晴れました。ぼくはなぜ晴れたかというとたぶんみんなの努力
だと思います。ぼくは緊張していました。船が来てもっと緊張しました。始めにおじさんが「おっす！よろしく！」と言ってくれました。ぼくは「いい友達みたいに
なれそう」と思ったら違うコースに行ってしまいました。ぼくは「残念」と思いました。だけどふつうにしゃべって面白い話をしてくれる人（通称：ひげのおじさん）
がいました。「いい友達みたいになれそう」と思っていたらもうえいじくん（ぼくの発表する前のえいじくん）の発表が終わっていました。ぼくは「ドキドキドキ」と
思いました。ぼくは、ミスをしてしまいました。「やべーーーーーーー」と思って顔が真っ赤になりました。心の中で「大丈夫大丈夫大丈夫冷静になれ！」とい
うのを何回もくり返しました。ぼくは冷静になりました。それから発表は順調でした。発表はとうぶんしませんでした。次の発表までに仲良くなりました。その
時までは△だったけど慣れてきて○→◎→花○になりました。楽しかった時間はすぐに消えました。、い、い、いや、すーーーーーーーーーーごいいい思い
出になりました。もう一生忘れません。

3月5日（木曜日）にガイドボランティアがありました。最初廣川先生が「テレビ局や新聞社の人たちが来る。」と聞いて私はとてもびっくりしました。朝8時の船
で桃園ゆかりさんが来てくれました。そしてみんなでお客さんを迎えに行きました。私が想像していたより多かったです。最初はとってもきんちょうしていたけ
ど、みんなと話をしているうちに自然となれてきました。灯台に近づいた時私はとても緊張してきました。その時に私はうまく話せれるかなぁと思いました。話
木下真由香
をしている時お客さんが目の前に近づいてきたので、また緊張してしまいました。私が「みなさんも水仙のにおいをかいでみてください。」と言ったら、みんな
「うまくいったガイド
においをかいでくれなかったので、どうしようと思いました。でもそのまま先に進みました。写真や真珠を見せて話をした時にみんなが喜んで聞いてくれてと
ボランティア」
てもうれしかったです。話し終わってから、私はお客さんと友達になれるかなぁと思いました。でもふきさんが話しかけてくれてとてもうれしかったです。ちょっ
とドキドキしたけど、話をしている時しゃべりやすくなってきておもしろい事や食べ物の話とかしてくれて私はとても楽しかったです。ふきさんというお客さんが
灯台コースに来てくれてよかったです。またこういうガイドボランティアをやってみて今度は色々な人にも菅島のいい所を案内したいです。
3/5（木）曜日にガイドボランティアがありました。ぼくたちは海・船コースという③コースでした。海・船コースの人はいつも笑顔でという約束は全員守れたん
だけど、ぼうをふりまわないという約束がまさふみさんが守れてなかった。それはゆかりさんがはじめに言った事で本番でやってしまいました。で、僕は全部
じょうずに言えたし途中にえびしまの所できゅうけいタイムの時にきゅうけいをしたい人だけが残ってあとの他の人はほこらを見に行っとる間にぼくはちほさ
「上手にいってちょっ
と笑いが取れた」 んにおもしろい話しをしてください。と言ったのでしました。でもその話はひみつです。みんな笑っていました。おはあさんとか、お兄さんとかもやさしくてやさ
しくしつもんしてくれたから、また案内したくなりました。ありがとう。
木下敬源
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一般参加者に対するアンケート集計結果

〈プログラム名〉菅島子どもガイド

○実施日時：平成21年3月5日（木）
○アンケート配布数：15人、回答者数：14人
（プログラム参加者数：石山コース4人・灯台・お祭りコース6人・海・船コース5人）
○実施方法：「ガイド実施編」の終了後に、昼食場所で、アンケート用紙に記入してもらった。
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

歩くコースはいかがだったでしょうか
石山コース

灯台・お祭りコース

海・船コース

①. 長かった

1

0

0

②. ちょうどよかった

3

5

3

③. 短かった

0

1

1

サポートする大人のスタッフの対応は、いかがでしたか（複数回答可）
石山コース

灯台・お祭りコース

海・船コース

①. 特に気にならなかった

0

0

0

②. 尐し配慮が不足していると思った

0

0

0

③. 尐し子ども達より目立つように思った

0

0

0

④. 主役の子ども達と協調していた

4

6

4

子どものガイドは、いかがでしたか（複数回答可）
石山コース

灯台・お祭りコース

海・船コース

①. 自分が知っていることが多かった

0

0

0

②. 知らないことを面白く伝えてくれた

3

6

4

③. 解説がわかりにくかった

0

0

0

④. 解説がわかりやすかった

3

5

3

⑤. 楽しかった

4

6

3

⑥．つまらなかった

0

0

0

⑦. また参加したい

3

5

4

⑧. もう、参加したくない

0

0

0

※その他→・もう尐し自分たちの言葉で（灯台コース）
・さすがゆかりさんでした。子どもの接し方がすばらしい（灯台コース）
Ⅳ

ランチについて（複数回答可）
①. とてもおいしかった

11

②. おいしかった

3

③. あまりおいしくなかった

0

④. 量が多かった

0

⑤. 量はちょうど良かった

8

⑥．量が尐なかった

1

※その他→ご飯のおかわりがほしい（２名）・お味噌汁のおかわりがほしい（1名）

Ⅴ

その他、菅島の感想やツアーに参加した感想をお聞かせください
石
山
コ
ー
ス

・初めての菅島、そして石山コースに参加させていただきました。何年かぶりかに山登りが出来て良い汗
をかきました。いつまでも元気で参加できるように健康でいたいと思いました。
・菅島の新たな魅力を知った。石山を見るとやっぱり淋しくなりました。
・一度菅島へと思っていました。
・鳥羽までは、よく来ますが、島に渡ったことは初めてなので島から見る景色もまた特別でした。

灯
台
・
お
祭
り
コ
ー
ス

・素朴な子ども達がよかった。景色が良くてよかった。島のゴミ問題を考えてみるのもよいのでは？
・素朴でゆったりとした環境で久しぶりにのんびり出来た。
・子どもたちの優しさがとてもうれしかった。
・大人にとっても子どもにとっても素敵な出会いが出来ました。でも他の島でもそうですが、島の作業
場辺りの島の人が捨てたのではないかというゴミが気になります。浜のゴミよりも。
・初めて来させていただきましたが、景色も素敵で（天気も良かったので）のどかで楽しく気持ちよかっ
たです。
・海が美しく良かったです。
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海
・
船
コ
ー
ス
Ⅵ

・菅島は初めてだったが、良い島だった。（海も思ったよりきれいだった。）子どもたちのガイドも楽し
くて優しかった。（滑りやすいところは手を引いてくれたりした。）
・離島と言うか漁村の時間がゆったり流れているのを体感できて心地よかった。
・お天気がよくて、とても気持ちよく過ごせました。子どもたちも一生懸命伝えようとしてくれていて、
その気持ちがとても温かくてうれしかったです。改めて菅島のすばらしさを再認識しました！また来た
いです。
・ゴミが多い。いい所がたくさんあるのにそれが消える。

子どもガイドたちへメッセージをお願いします
・もう尐し大きい声ではっきり言うともっといい。
・私たちにしてくれたように、島に来てくれた人を温かく迎えれる子になってくださいね。とても楽しかったです。
・島のことが大好きなのが良く伝わってきました。次回もぜひ企画してほしいです。また参加したいと思いました。
・とても楽しかったです。菅島大好きになりました。また来たいです。ありがとう。
・素敵な土地で学習でき、うらやましいです。
・まごのような、子共達とふれあえ、がんばってガイドをしていただき、楽しく良い思い出になりました。
・来年もこの企画ができたらいいですね。今年１年で終わらせるのがもったいない企画ですね。がんばっていた子ど
も達と担任の先生に拍手。
・これからもガイドを勉強して、菅島をみなさまに教えてさしあげてください。
・愛くるしい、まごのような子どもたちにとても好感がもてました。ありがとうございました。
・ごくろうさんでした。人の前でしゃべれることがとても上手でした。また１年くらい先にガイドをしてもらいたい
と思います。
・もう尐しはっきり言葉を言えるようにしてほしいね。
・ありがとう。色々わかって楽しかったです。
・最初は照れていたけど、一生懸命してくれてたので、うれしかったし、努力したんだなぁと伝わりました。これを
機会にますますパワーアップしてまだガイドしてください。
・自分のふるさとの事を良く知り、大きくなってふるさとをはなれることがあった時、初めてどんなに自分のふるさ
とがすばらしかったと普通の子ども達より思うでしょう。ガイドがんばってください。

菅島小学校 4 年生担任

廣川先生の感想

菅島の子ども達は、地理的なデメリットによって、人とのコミュニュケーションのとり方に課題点があると
思います。また考え方に多様性が展開しないのも残念なところだと思います。そんな課題を解決するにあたり、
今回の子どもガイドは大きな刺激になったと思います。教室でいろいろなことを学んでもなかなか実際に
役立つ実感がもてません。行事があると感想文を書きましょうと言うと、なぜ書かないかんの？めんどくさい！
と子ども達は言います。
今回のガイドではたくさん感想を求められる場面がありました。
「そうか、だから学校でも練習して
いるんだな。」とつながったように思います。
教室で話し合いをすると小さな声、わかりにくい口調で「もっとはっきり話してほしい」と言うと
「オレはちゃんと話した」と逆ギレする場面がほとんどだったが、相手意識ができ伝えたいという気持ちが
出来てきたと思う。そんな学校での学習が役に立つことが実感できたと思います。特に話すこと聞くことに
ついては、とても力がつき前向きに取り組もうとする気持ちが育ったように思います。
ありがとうございました。
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緊急時対応マニュアル
事故・怪我を未然に防ぐように心がけるために
・ 参加者の健康状態を事前に聞く。
・ 参加者の緊急連絡先を受付時に確認する。
・ 危険が予測できる場合には参加者へ声掛け、もしくは意識付けを行う。
・ スタッフは救急セット・レスキューロープを携行する。
・ スタッフ全員が携帯電話を携行する。
・ プログラム開始、終了時には人数を必ず確認する。
・ 船に乗る場合など、落水の危険がある場合は全員がライフジャケットを着用する。
・ 事前に天候などを調べて、悪天候（波が高い・雷・大雤）の場合はプログラムが実施可能かを検討し無
理をせず、中止もしくは延期する。

応急処置
各応急処置をし、度合いによっては本部に連絡し医療機関の手配を要請

■軽い擦り傷、切り傷
・

軽い擦り傷、切り傷の場合は消毒後、傷口が小さい場合は救急絆創膏等を貼付する。

・ 傷口が大きい場合は清潔なガーゼを貼り、固定する。
・ 出血のひどい場合には、消毒後清潔なガーゼで患部を圧迫して止血する。程度に応じて医療機関を受診
する。
・ 以上の方法でも止血されない場合は傷口の中枢に近い方を幅広い布、又はベルト等で締める。直ちに医
療機関を受診する。

■打撲
・ 手足の打撲の場合は傷の有無を確かめ（傷がある場合は上記の方法で処置）その上から冷やす。

■捻挫及び脱臼
・ 患部を添木、包帯などで固定して痛みや腫れのある場合はその上から冷やす。医療機関を受診する。

■熱中症・日射病
めまい、失神、痙攣、吐き気、意識を失う等の症状がある。重症な場合、意識がはっきりしない、発汗が止
まり体温が上昇する、などの症状が見られる。
・ 日陰、室内へ移動させ、衣服を緩める。首、わきの下、足の付け根などにある太い血管を冷やす。水分
と塩分を補給させる。寝かせる。
・ 以上の処置を行っても、症状が改善されない場合は直ちに医療機関を受診。改善されても、まだ不調な
場合も医療機関を受診する。
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■溺れ
全身状態をよく観察し、呼吸の有無、脈拍の有無、意識の有無を確認する。
・ 意識の無い場合は一刻も早く気道を確保する。その状態でも呼吸が見られない場合は直ちに人工呼吸を
開始する。脈拍もなければ、人工呼吸と心臓マッサージを行う。他のスタッフは直ちに、119 番に連絡
をする。
（離島の場合は渡船の手配）
・ 人工呼吸と心臓マッサージは救急隊員に手渡すまで行う。
・ 海上の場合は船長の指示に従う。

■地震・津波
・ 場合によっては情報収集よりも早く津波の避難行動にうつる。早い場合、津波は 5～10 分で到達する。
速報が出るのも 5～10 分後になる事もあるため。速やかに高
台へ避難する。
・ 海上では、船長の指示に従う。

■ 緊急時連絡先
【誰が・いつ・どこで・どのように】をハッキリと。
名称

TEL

備考

鳥羽市休日応急診療所（内科・ 0599-25-1199
小児科）兼 鳥羽地域救急医療
情報センター
伊勢市休日応急診療所

0596-25-8795

市立伊勢総合病院

0596-23-5111

山田赤十字病院

0596-28-2171

鳥羽警察署

0599-25-0110

110 番

鳥羽市消防本部

0599-25-2821

119 番

鳥羽海上保安部

0599-25-0118

118 番

船舶気象通報テレホンサービス

0599-25-0177

海島遊民くらぶ事務所
スタッフ用携帯
江碕社長
斉藤船長
下川自然保護官

(志摩自然保護官事務所携帯)

西尾国立公園・保全整備課長
環境省中部地方環境事務所

中部地方環境事務所に拠点を設けて対応する場合

鳥羽市立菅島小学校
廣川先生携帯
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×××-××××-××××

スタッフが同乗

緊急渡船依頼

（鳥羽本土～菅島・菅島～鳥羽本
土）

斉藤さん

渡船（チャーター船）

迎え・
本土まで送り

現状把握：怪我の程度、状況、意識の有無など

（全体リーダー）桃園ゆかり
（スタッフ）江崎貴久・兵頭智穂

緊急事態発生

緊急時体制（離島での場合）

×××-××××-××××

×××-××××-××××

×××-××××-××××

B：負傷者の状況を確認し続行の可否を判断
中止：残りの参加者を連れて帰る
続行：ルート変更や時間短縮などを検討
し、続行する。

A：ツアー中止
残りの参加者を連れて帰る

※プログラムに参加している場
合は、その場で全体リーダーに指
示を出す。

下川自然保護官

志摩自然保護官事務所

下川自然保護官 ×××-××××-××××
西尾国立公園・保全整備課長 ×××-××××-××××

【連絡先】
海島遊民くらぶ
現場スタッフ携帯
江崎貴久

港への迎えの車と

・負傷者家族へ連絡
・保険対応

最寄の港へ救急車手配。

指示

連絡

B：意識はあるが、
緊急度高の場合

海島遊民くらぶ事務所・小林幹
典

本部

A：意識なし又はありだが、
緊急度最高の場合

指示

連絡

指示

連絡

死亡・後遺障害 300万円
入院日額
4500円
通院日額
3000円

【保険】
日本興亜損害保険株式会社

※以降、中部地方環境事務
所災害対策緊急連絡網に従い
対応（総務課長に連絡。総務
課長から統括に報告するととも
に、所長に報告し、指示を受け
る。）

西尾国立公園・保全整備課
長

中部地方環境事務所

緊急時体制

2009 年 3 月 6 日（金）毎日新聞掲載記事
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2009 年 3 月 6 日（金）中日新聞掲載記事

2009 年 3 月 6 日（金）朝日新聞掲載記事
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５．安楽島の磯観察
５-１．安楽島の磯観察（平成 21 年 3 月 15 日実施）

平成20年度 伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業 企画書
安楽島の磯観察

プログラム名
実施日

2009/3/15（日）

募集人数

25名（小3～中3）

参加費

¥500

鳥羽市 安楽島海岸

フィールド

伊勢志摩国立公園周辺の海域は良好な漁場であると同時に安楽島地区は生物の多様性の面からも地域の中で重要な

このプログラムの フィールドである。そのフィールドを活かし、磯場の生物が活動を始めるこの時季の生物を調査し、海の中にも季節により変
化があることに気づく。その感動を自然保護の大切さへ発展させることで、海辺のゴミ拾いという具体的なアクションにまで繋
テーマ
げる。そして、今後の生活の中での自分の行動に自然保護の観点からの倫理感を持つ機会にする。

予想される危険

磯場での怪我。深みにはまる。流される。危険生物に触れる。寒さによる体調不良。

準備物

ライフジャケット

名札

レスキューロープ

スタッフ氏名
（役割）

小林幹典
（全体リーダー）

兵頭智穂

江崎貴久

時間

内容

11:45

集合

12:00

挨拶

12:10

オリエンテー
ション

タイム
スケジュール

外部講師等

安楽島市営海水浴場

・スタッフ自己紹介
・自然保護官のお話（伊勢志摩国立公園、特に伊勢湾の問題 安楽島市営海水浴場
を子ども達の目線で分かりやすく解説してもらう。）

・磯場での注意事項

安楽島市営海水浴場

・4班に分けて班ごとで観察。
【観察内容と段階を追った目的】
①海の中にも四季があることを、この時期だからこそ、勢
いよく生長する海藻を通して伝える。
②海の四季に生き物の成長段階や繁殖時期が関わって
安楽島市営海水浴場
いることを伝える。
③まだ成熟していないアメフラシや海藻に隠れて暮らす生
き物を見つけ、その生息する環境や海藻がどんな役割を
果たしているかをじっくり観察することで、この磯場は実は
海を支えていることを伝える。

磯観察

14:05

ゴミ拾い ・海水浴場のゴミを拾う。
まとめ

救急セット

場所

・参加費の徴収
・着替えとトイレの案内

12:30

14:25

カメラ

安楽島市営海水浴場

・今日のまとめ。

安楽島市営海水浴場

氏名

所属

依頼内容

対応時間

下川 元三

環境省中部地方環境事務所
志摩自然保護官事務所

プログラム冒頭のお話等

11:45～14：30
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平成20年度伊勢志摩国立公園子どもパークレンジャー事業実施報告書
実施日

担当者役職氏名 江崎貴久（代表取締役）

3月15日（日）

実施場所 伊勢志摩国立公園鳥羽地区（鳥羽市安楽島地区）
(利用施設) （安楽島市営海水浴場）
■多種多様な海藻が茂る安楽島の磯場で、季節により移り変わる海藻の様子を知り、生態系の中で
海藻が果たす役割を知る事で循環を実感する。
■生態系の循環で1つが欠けても成り立たなくなるという事へ考えをめぐらせることで、今、目前にある
活動テーマ 漂着ゴミが及ぼす生態系への影響を考え、ゴミ拾いを行う。
(具体的内 ■最後のオリエンテーションを通して、今回拾った漂着ゴミの発生原因に、自分たちの生活が大きく関
わっていることを確認すると同時にポイ捨て禁止や排水への配慮を単に規制と受け取るのではなく、
容）
倫理感を持って生活に反映する自意識を心に刻む。
■全体を通して、親子で共感することでその倫理感を家庭内で持続させる環境づくりとなる。子どもだ
けで参加した場合も、帰宅後、保護者に必ずアウトプットする事ことで、同じ効果となる。

11:45

安楽島市営海水浴場 集合・受付

12:00

挨拶 自然保護官 スタッフ自己紹介

12:10

オリエンテーション・グループ分け

スケジュール 12:30

磯観察・各グループごとのテーマに沿った解説

14:05

生態系とゴミ問題の解説。鳥羽市より提供のゴミ袋を紹介。漂着ゴミ拾い。

14:25

最後のオリエンテーション

14:30

現地解散

～小３

小４

小５

小６

中１

中２

中３

その他

計

保護者

参加者内訳 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

4
(うちﾘﾋﾟｰﾀｰ)

2

5

6

2

3

1

1

1

13 8

環境省中部地方環境事務所

自然保護官

下川 元三

有限会社オズ 海島遊民くらぶ

スタッフ

小林 幹典

〃

〃

江崎 貴久

〃

〃

桃園 ゆかり

〃

〃

兵頭 智穂

〃

〃

早川 篤

〃

〃

佐田 由紀子

環境省職員 志摩自然保護官事務所

事業者職員

評

価

8

5

安楽島の磯場では様〄な海藻が生い茂っており、その中に隠れて生息する多くの生物を発見するこ
とができ、身を守るための防衛の役割や家のような役割を感じる事ができた。また、その海藻を食べて
いる生物を観察できたので、エサにもなっていることが実感できた。また、生涯を磯で暮らす成体だけ
ではなく、稚魚の時期にのみここで成長する魚もいることを知る事で、広い海全体の生命を支えている
ことも実感できた。
漂着ゴミ拾いにあたり、人間からすれば、その広い海の入口である浅瀬の磯場や砂浜は、人間の出す
ゴミの入口やゴール地点にもなっていることも考えられた。そして、普段は意識しない海への入口は町
中の川や溝以外に、家の中にもたくさんあることに気づいた。排水設備は海の入口であると意識し、最
後に家の中に海の入口を見つける調査を宿題にすることで今日の海の風景を思い出すことができる
効果に繋がった。
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安楽島の磯観察画像

プログラム開始前にも安全に配慮。スタッフが

参加者が自ら受付。保護者に頼らない姿勢を最

駐車場への誘導をしました。

初から演出。スタッフから参加者個々へのアイ
スブレーキングもかねて声がけを行いました。

挨拶と JPR 趣旨説明。自然保護官からの意識付け

スタッフから、磯場での注意と大切なフィール

は、参加者にとって効果的でした。参加者が適度

ドについての意識付けをオリエンテーションで

な緊張感をもってお話を聞けるようにスタッフが

行った。

模範を示しました。参加者も普段会えない自然保
護官の存在に感動していました。

いよいよ、磯での観察。短い時間の中で、自由に

スタッフは、どんなところに生息しているか、生

生き物を探しました。スタッフは慣れない親子に

き物の生息する環境を見てもらうため、プラケー

は、どんな風に探すと生き物が見つかるかをさり

スに採取する前に観察し、参加者には気づいたこ

げなく指導しました。
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とを発言してもらうように促しました。

安楽島の磯観察画像

親子で磯監察や生き物探しに夢中になって活動し

自由な観察時間を終えて、採取した生き物について、

ました。スタッフは、顔を上げての安全確認担当

スタッフが解説。生き物の生態や海と人との暮らしの

をしました。

つながりに及んだ解説をしました。

一旦、全体で集合し、休憩。手の空いたスタッフ

漂着ゴミの収集にあたり、ミニオリエンテーショ

が参加者に話しかけることで磯監察での感動や感

ン。参加者は磯監察の感想を発表し、休憩時間に

じたことを振り返る作業を行いました。

個々に行った振り返りを明確にしました。

漂着ゴミ拾いの注意点を聞き、道具を持って、親

親子だけではなく、他の親子と協力する場面も見

子でゴミ拾い。スタッフは、作業フィールドの区

かけることができました。
「自然に優しく、人に優

域を制限し参加者が確認できない区域に侵入する

しく」を具体的なアクションにした瞬間です。

のを防ぎました。
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安楽島の磯観察画像

収集ゴミをみんなで、確認しました。どんなゴミが、

参加者の感想を発表しました。

あるのか確認しました。収集したゴミを見て、参加者

何でも考えを発言できる雰囲気を作るため、スタッ

は「色んなゴミがあった」といっていました。

フは笑顔とうなずきを徹底しました。

参加者の感想を発表の後、スタッフから生活と海の

自然保護官から、最後のまとめのお話。

つながり、排水やゴミによる自然界への影響を伝え

生き物と海藻や水、ゴミの関わりについての総合的なお

ました。参加者は真剣なまなざしで理解し、親子で

話をわかりやすくまとめてもらいました。

考える時間となりました。

今後の生活の中で、自分達のできることを確認しました。

お別れの前に記念撮影をしました。

最後に、保護者にはアンケートを記入していただき
ました。参加者には記念品を配布しました。
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５-２．アンケート調査結果
参加者に対するアンケート集計結果

〈プログラム名〉安楽島の磯観察

○実施日時：平成21年3月15日（日）
○アンケート配布数：17人、回答者数：17人（プログラム参加者数：17人）
○実施方法：「安楽島の磯観察」の終了時に、安楽島海水浴場で、アンケート用紙に記入してもらった。

Ⅰ 参加者について
学年

性別

子どもパークレンジャーへの参加回数

小3

小4

小5

小6

男性

女性

7

8

2

0

13

6

初めて 2回目
11

4

3回目

4回目

1

1

Ⅱ 参加のきっかけについて
ｱ. 募集広告を見て（自発的に）

14

ｲ. 親・先生・友だち に勧められて

1

ｳ. 実施している人が知り合いだから

0

ｴ. 以前に参加して楽しかったから

2

ｵ. その他

0

Ⅲ 自然保護や環境保全などに関心がありましたか
ｱ. たいへん関心があった

4

ｲ. 尐し関心があった

12

ｳ. あまり関心がなかった

1

ｴ. まったく関心がなかった

0

Ⅳ 体験した内容（プログラム）に満足しましたか
ｱ. たいへん満足した（また参加したい）

11

ｲ. 満足した（また参加してもいい）

4

ｳ. なんとも言えない（わからない）

2

ｴ. 不満である（もう参加したくない）

0

Ⅴ 一番印象に残ったことは何ですか
・自然と触れ合えた事
・ワカメを見た事
・スタッフのみなさんが明るく優しかった。
・子ども達が水が冷たいにも関わらず、すすんで水に入ってくれて嬉しかったです。
・貝もいろんな種類があって、石の下や裏側にペタとへばりついてゆ～っくり動いて
いるのを見て、びっくりしました。
・思っていた以上に色々なものがいた。
・スタッフのみなさんが元気があってよかった。
・磯場で観察した後、みんなでゴミ拾いできた事。
・ゴミ拾いかも。
・子どもが磯で歩き回り、色々発見できた事。
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Ⅵ お子様が次のことを学ぶことができたように感じられますか
ｱ. 感じられる ｲ. わからない ｳ. 感じられない

無記入

①自然保護等の大切さ

15

2

0

0

②社会への貢献心

12

5

0

0

③正義感や倫理観

11

7

0

0

④思いやりの心

14

2

0

0

Ⅶ 上記の４つの効果のほかにお子様から何か感じられたことがありますか
・協力心ができた様に思いました。
・家の中でゲームをしている時の顔と全く違う表情をしたいた。
・男の子は違う男の子と友達になったり、積極的だなと思いました。
・海に色々な生物がいる事が実感できたと思う。
Ⅷ 子どもたちが、このような体験をする機会についてどのように思われますか
ｱ. 多尐参加費を負担してもよいので、このような機会を増やしてもらいたい

13

ｲ. 一度体験すれば十分なので、この程度の実施でよいと思う

2

ｳ. この程度のことでは、あまり効果が望めないので特になくてもいい

0

ｴ. その他

0

Ⅸ その他、ご意見、ご要望等ございましたら何でも構いませんのでお書きください。
・これからも頑張ってください。
・1泊でみんなと深める事もいいかなと思いました。（夏休みなど）
・磯観察の帰りなど、保護者が磯のビンやゴミを持ち帰ってもよかった。
次回はゴミ袋持参でぜひ、参加させていただきたいです。
・継続的にこうしたプログラムに参加できたらと思う。
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５-３．参考資料

緊急時対応マニュアル
事故・怪我を未然に防ぐように心がけるために
・ 参加者の健康状態を事前に聞く。
・ 参加者の緊急連絡先を受付時に確認する。
・ 危険が予測できる場合には参加者へ声掛け、もしくは意識付けを行う。
・ スタッフは救急セット・レスキューロープを携行する。
・ スタッフ全員が携帯電話を携行する。
・ プログラム開始、終了時には人数を必ず確認する。
・ 船に乗る場合など、落水の危険がある場合は全員がライフジャケットを着用する。
・ 事前に天候などを調べて、悪天候（波が高い・雷・大雤）の場合はプログラムが実施可能かを検討し無
理をせず、中止もしくは延期する。

応急処置
各応急処置をし、度合いによっては本部に連絡し医療機関の手配を要請

■軽い擦り傷、切り傷
・

軽い擦り傷、切り傷の場合は消毒後、傷口が小さい場合は救急絆創膏等を貼付する。

・ 傷口が大きい場合は清潔なガーゼを貼り、固定する。
・ 出血のひどい場合には、消毒後清潔なガーゼで患部を圧迫して止血する。程度に応じて医療機関を受診
する。
・ 以上の方法でも止血されない場合は傷口の中枢に近い方を幅広い布、又はベルト等で締める。直ちに医
療機関を受診する。

■打撲
・ 手足の打撲の場合は傷の有無を確かめ（傷がある場合は上記の方法で処置）その上から冷やす。

■捻挫及び脱臼
・ 患部を添木、包帯などで固定して痛みや腫れのある場合はその上から冷やす。医療機関を受診する。

■熱中症・日射病
めまい、失神、痙攣、吐き気、意識を失う等の症状がある。重症な場合、意識がはっきりしない、発汗が止
まり体温が上昇する、などの症状が見られる。
・ 日陰、室内へ移動させ、衣服を緩める。首、わきの下、足の付け根などにある太い血管を冷やす。水分
と塩分を補給させる。寝かせる。
・ 以上の処置を行っても、症状が改善されない場合は直ちに医療機関を受診。改善されても、まだ不調な
場合も医療機関を受診する。
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■溺れ
全身状態をよく観察し、呼吸の有無、脈拍の有無、意識の有無を確認する。
・ 意識の無い場合は一刻も早く気道を確保する。その状態でも呼吸が見られない場合は直ちに人工呼吸を
開始する。脈拍もなければ、人工呼吸と心臓マッサージを行う。他のスタッフは直ちに、119 番に連絡
をする。
（離島の場合は渡船の手配）
・ 人工呼吸と心臓マッサージは救急隊員に手渡すまで行う。
・ 海上の場合は船長の指示に従う。

■地震・津波
・ 場合によっては情報収集よりも早く津波の避難行動にうつる。早い場合、津波は 5～10 分で到達する。
速報が出るのも 5～10 分後になる事もあるため。速やかに高
台へ避難する。
・ 海上では、船長の指示に従う。

■ 緊急時連絡先
【誰が・いつ・どこで・どのように】をハッキリと。
名称

TEL

備考

鳥羽市休日応急診療所（内科・ 0599-25-1199
小児科）兼 鳥羽地域救急医療
情報センター
伊勢市休日応急診療所

0596-25-8795

市立伊勢総合病院

0596-23-5111

山田赤十字病院

0596-28-2171

鳥羽警察署

0599-25-0110

110 番

鳥羽市消防本部

0599-25-2821

119 番

鳥羽海上保安部

0599-25-0118

118 番

船舶気象通報テレホンサービス

0599-25-0177

海島遊民くらぶ事務所
スタッフ用携帯
江崎社長
下川自然保護官

(志摩自然保護官事務所携帯)

西尾国立公園・保全整備課長
環境省中部地方環境事務所

中部地方環境事務所に拠点を設けて対応する場合
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B：意識はあるが、
緊急度高の場合

自家用車で搬送

救急車手配。

指示

報告

A：意識なし又はありだが、
緊急度最高の場合

現状把握：怪我の程度、状況、意識の有無など

（その他のスタッフ）
桃園ゆかり・兵頭智穂・早川篤 ・小林幹典
・佐田由紀子

緊急事態発生

指示

連絡
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×××-×××-××××

×××-×××-××××

×××-×××-××××

B：負傷者の状況を確認し続行の可否を判断
中止：残りの参加者を連れて帰る
続行：ルート変更や時間短縮などを検討
し、続行する。

A：ツアー中止
残りの参加者を連れて帰る

※プログラムに参加している場
合は、その場で全体リーダーに指
示を出す。

下川自然保護官

志摩自然保護官事務所

下川自然保護官 ×××-×××-××××
西尾国立公園・保全整備課長 ×××-×××-××××

【連絡先】
海島遊民くらぶ
現場スタッフ携帯
江崎貴久

・負傷者家族へ連絡
・保険対応

病院手配

（全体リーダー）江崎貴久

緊急時体制（本土・安楽島磯観察での場合）

※以降、中部地方環境事務
所災害対策緊急連絡網に従い
対応（総務課長に連絡。総務
課長から統括に報告するととも
に、所長に報告し、指示を受け
る。）

西尾国立公園・保全整備課
長

中部地方環境事務所

死亡・後遺障害 300万円
入院日額
4500円
通院日額
3000円

【保険】
日本興亜損害保険株式会社

指示

連絡

緊急時体制

６．事業のまとめ及び評価
本事業では、子どもたちの自然への理解や自然環境保全意識の啓発などを図ることを目的として、伊勢志摩国
立公園の自然や漁業を通して、子どもたちが自然保護官の業務を体験する活動行事を企画し、実施した。この目
的は、海とともに生きる人々の暮らしや漁業と資源の流通の調査やガイディング、自然観察を通して、いずれの
プログラムにおいても達成できた。今回は特に海や自然と参加者の生活とのつながりを様々な方法で体感できる
ことを課題として企画運営したことで、参加者、受け入れ協力者、企画者それぞれに地域の自然や資源、流通に
おける自身の位置づけを感じられるプログラムとなった。
また、当社が複数年にわたり、本事業を請負ったことで、公募方法にも統一感が出て、マスコミの認知も上が
り、またその取材協力による効果もあり、伊勢志摩地域の一般社会にも事業の知名度があがりつつある。その結
果、参加者のリピーターも増えている。
今年は特に、小学校や教育委員会との連携事業や規模は小さいものの複数回数行うプログラムは、地域や全国
の多種多様な業界からも注目を集めた。そのため、鳥羽市教育委員会の勉強会講義において事例報告をおこなっ
たり、平成 21 年 3 月 16 日に東京で開催された日本エコツーリズム協会主催全国エーリズムセミナーで事例報告
も行ったりした。
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