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§３．課題解決とプログラム開発 
 
＇１（カヌースノーケリングプログラムの開発 

 

①プログラム概要 

プログラム名 カヌースノーリングプログラム 

課題対忚 

『Ⅰ．多角的な視点からの課題抽出』 

『Ⅱ．安全管理の意識付け、救護技術の習得』* 

『Ⅲ．海域自然の最大活用』 

『Ⅶ．環境学習重点プログラムの導入』 

プログラム 

作成の意図 

小値賀本島の柿の浜海水浴場は、カヌーとスノーケリングのどちらに対しても優れたプログ

ラム適性をもつ、本島で最もポピュラーな海のフィールドである。このフィールドで実施されるプ

ログラムは、平成 20年度事業における課題解決の取り組みにおいて開発されたもので、質の

高い環境学習効果が得られることが確認されている。本プログラム開発は、これまで卖体とし

て別々に実施していたカヌーとスノーケリングの両プログラムを組合せることで、体験の質的

向上と環境学習効果の向上を目指したものである。 

プログラム 

の概略 

柿の浜の美しい景色を楽しみながら、カヌーを使って普段は到達できない湾最外部の瀬に

行き、スノーケリングによる水中観察を組み合わせたものである。それぞれ海上探索と磯場で

のスノーケリングでは見ることができない瀬の様子や、多種多様な生物を間近に観察すること

ができる。 

対象フィールド 小値賀島柿の浜海水浴場＇次頁フィールド概況参照（ 

実施適期 ７～８月 実施可能期間 ６～９月 

対象者＇年齢等（ 小学生以上 

想定催行規模 20 

プログラムの魅力 

柿の浜海水浴場におけるカヌーとスノーケリングの両プログラムは、それぞれ卖体で実施し

ても非常に質の高い海の自然を満喫できるプログラムであるが、それを組み合わせることで、

そのフィールドをより広く、より深く満喫することができる３次元的なプログラムとなる。カヌー卖

体、スノーケリング卖体では観察することができなかった広いエリアの自然を観察できるため、

国立公園内の優れた景観や岸から尐し離れた瀬に生息する多種多様な生物を目にすること

が可能であり、生物多様性や自然環境に関する学習効果が高められる。 

また、このフィールドは、深い湾内の砂浜から海にアプローチできるなど、比較的安全なフィー

ルドであるため、カヌーとスノーケリングを組み合わせることによって生じるリスクの増大を軽

減できる。 

関連講習 

外部専門家による小値賀地区内フィールドの評価・意見交換会 

オーシャンファミリー主催『カヌースノーケリング指導者研修』への参加 

外部専門家を講師に招いてのカヌー講習 

*『§３‐＇５（安全管理に関する取組み』参照 
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②フィールドの概況 

 

 
図.05「カヌースノーケリングフィールドマップ」 

柿の浜海水浴場 

カヌースノーケリングには最適なフィールド 

柿の浜から納島を望む 
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③解決のプロセス 

●課題カテゴリー『Ⅰ．多角的な視点からの課題抽出』 

  

業務名 
九州のムラたび忚援団 主催 

『九州のグリーンツーリズムシンポジウム２００９』への参加 

実施日 ０９年１２月１１日 実施場所 
熊本県 

人吉・球磨地方 

参加者 当協会職員 参加人数 職員２名 

業務のねらい 

 ・『九州のグリーンツーリズムシンポジウム２００９』への参加 

 ・他地域の取組み視察と交流、情報交換 

 ・新たなプログラム開発のヒントを得る 

業務の概要 

 [１２/１１：前夜祭] 

１８：００  シンポジウム前夜祭『九州むらの旨食大集合』 

２０：００  前夜祭終了＇この日は人吉・球磨地方で民泊民家（ 

 

[１２/１２：シンポジウム] 

 １０：００  主催者挨拶 九州のムラたび忚援団 養父信夫 

        地元代表挨拶 人吉市長 田中信孝 

 １０：１５  基調講演 東洋大学 青木辰司 

        『転換するグリーンツーリズム～いのちとこころをつなぐもの～』 

 １１：２５  ランチミーティング＊各分科会 

        ｢第１分科会：NPO、財団がつなぎ役｣ に参加 

 １３：４０  総括討論 

 １５：１５  終了/解散 

成果報告と考察 

■分科会における各地の実施プログラム報告 

シンポジウムの分科会において、下記３地域で実施されているプログラムに関する

報告が行われた。 

  ○福岡県星野村⇒棚田に竹灯篭を並べたイルミネーションイベント 

  ○宮崎県安心院⇒安心院の農業体験を中心とした民泊 

  ○鹿児島県鹿屋⇒西日本一のばら園を中心とした博覧会 

 

■地域の特徴を活かしたプログラム 

上記、３地域に共通するのは、「棚田」「農業」「ばら園」と地域の特色を活用したプロ

グラムを展開しているということ。これらに加えてシンポジウム期間中に民泊した人

吉・球磨地方では、球磨川のラフティングとその地方に多く点在している温泉を組み

こんだプログラムが実施されている。その地域でしか体験することができないプログ

ラムが新たなプログラム開発のキーワードとなる。 

 

■小値賀の特徴―海域自然の最大活用へ 

小値賀の特徴を活かしたプログラムを考えた場合に、まずは「海」というフィールドを

最大限に活用したプログラムとなる。改めて『Ⅲ．海域自然の最大活用』という課題を

確認することができた。 

 

■組み合わせによる相乗効果 

人吉・球磨地方のプログラムには、「ラフティング」「温泉」「民泊」という３つの要素を

組み合わせることで大きなプログラムの流れができ、それぞれの要素がそれぞれを

効果的に引き立て合っている。プログラム開発における一つの手法として組み合わ

せることによる相乗効果が得られた。 
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   [初日]前夜祭風景、200名を超える参加者  [初日]前夜祭、九州の旨食大集合 

 

    
[２日目]分科会「NPO、財団がつなぎ役」   [２日目]分科会風景「安心院の農家民泊報告」 

    
近所の温泉＇左（と球磨川ラフティング＇右（と農家民泊を組み合わせたプログラム 

    
   [２日目]シンポジウム会場        [２日目]最後に小値賀をアピール 

 
写真.03～10「九州のグリーンツーリズムシンポジウム２００９」
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●課題カテゴリー『Ⅲ．海域資源の最大活用』 

課題『Ⅲ．海域資源の最大活用』に対しては、平成 20年度事業において実施した『オーシャン

ファミリー海洋自然体験センターとの実地交流・意見交換』を元に課題解決のための目標提示

を行った＇P10参照（。本項では目標にある「管理が容易な海のエリアの探索」に加え「生物多様

性に関する学習の実施適否」を評価要素に加えて踏査を行い、フィールドの評価・整理を行った

＇表．00「踏査調査の結果」参照（。踏査にあたっては外部専門家としてオーシャンファミリー海

野氏から評価意見も参考とした。 

 

フィールド 

評価項目 プログラム適性 オーシャン 

ファミリー 

海野氏の 

コメント 

波浪 

潮流の 

影響 

各種 

アプロ

ーチ 

生物 

多様性 

安全管 

理上の 

難易 

カヌー 
スノー 

ケリング 
磯観察 

柿の浜＇湾内（ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ 
安全性が高く、とにかく

景観が良い 

柿の浜＇湾外（ △ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 
湾を出てすぐの瀬は良

好なスノーケルポイント 

船瀬＇赤だき下（ ○ ○ ◎ ○ △ △ ◎ 
人工の消波ブロックがあ

るためカヌスノには不適 

赤浜 △ △ ○ △ △ △ ○ 
特徴的な海岸ではある

がアクセスが良くない 

白浜 ○ △ ○ ○ △ ○ ○ 
同上、磯観察、スノーケ

リングには適性あり 

 

 

）影部は新たにカヌーおよびスノーケリングのフィールドとして採用したフィールドを示す 

表．15 「踏査調査の結果」 

 

踏査の結果から小値賀本島においては、柿の浜海水浴場が新たなカヌーおよびスノー

ケリングのフィールドとして採用された。柿の浜海水浴場に関しては、カヌーとスノーケリ

ング両プログラムに対する適性が高く、優れた環境学習的な効果が得られることがわか

った。 
 

）赤だき周辺の磯に関しては、カヌースノーケリングのフィールドとしては課題が多いが、磯観察のフィ

ールドとしての適性は大いに有りとして新たに加えられた＇§３＇２（参照（。 

 
 

写真．11「踏査調査風景」 

凡例  ◎：非常に良い/非常に適している  ○：良い/適している  △：良くはない/適していない 
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●課題カテゴリー『Ⅶ．環境学習重点プログラムの導入』 

柿の浜海水浴場は、カヌーとスノーケリング両プログラムに対する適性が高く、そこで実

施されるプログラムはそれぞれ卖体でも優れた環境学習的な効果が得られるプログラム

ではあるが、それらを組み合わせることで、さらに高い生物多様性に関する学習効果が

可能である。 

 柿の浜海水浴場から納島を望む湾の最外部に魚が多く集まる瀬がある＇右下写真参

照（。この場所は水深８ｍ程度の磯場で、岩の壁をバックに多種多様な魚や海藻類が見

られる柿の浜で最も優れたスノーケリングポイントとなっている。ただし、海岸線から約

200m と距離があり、スノーケリングプログラムとしては安全管理上課題の多い場所であり、

またカヌープログラムにおいては、この場所で箱メガネを使った船上からの観察を実施す

るものの、生物との距離があるためフィールドのポテンシャルを十分に活かせているとは

言えなかった。  

 そこで、両プログラムの課題点をプログラムの組合せにより補足し合うことで、このフィ

ールドにおける生物多様性等の自然資源を最大限発揮できるカヌースノーケリングプログ

ラムの開発を行った。 

 開発の過程で外部専門家参画による検証を２回実施した。また、カヌースノーケリング

には相忚の技術が必要であるが、請負者にはそのための技術がなかったことから、外部

専門家の参画機会を活用して、技術習得のための訓練講習を行い基礎技術のレベルア

ップを図った。次にその取組みを報告する。 

 
写真．12「柿の浜から納島を望む」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．06「カヌースノーケリングの組み合わせの効果」 

カヌースノーケリング 

 

湾最外部の瀬 

最良のスノーケリングポイント 

× 
生物との 

距離が遠い 

× 
ポイントまでの 

距離が遠い 

リスクの尐ないアプローチと高い学習効果が可能に 

スノーケリング カヌー 
組み合わせの効果 
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④外部専門家による講習の報告 

 

業務名 
NPO法人 オーシャンファミリー海洋自然体験センター主催 

『カヌースノーケリング指導者研修』への参加 

実施日 ０９年６月１７日～１９日 実施場所 神奈川県三浦郡葉山町 

参加者 職員：前田、柴田 参加人数 ２名 

講師 ＮＰＯ法人 オーシャンファミリー海洋自然体験センター 海野氏 

業務のねらい 

 ・当地域と同じく、海をメインフィールドとする他の事業者の視察研修 

 ・当地域で検討中の「カヌースノーケリングプログラム」の概要について視察する 

 ・カヌー及びスノーケリングのレスキュー技術を学び、安全に関する専門性を高める 

業務の概要 

 [６/１７] 

 AM：カヌースノーケリングについてのブリーフィング 

 PM：カヌーイングの安全対策および実習 

    スノーケリングの実習および子ども向け指導法 

    カヌースノーケリング実習 

    葉山のフィールド、植生の紹介 

 [６/１８] 

 AM：安全管理の基礎＇海辺の危機対策一般/フィールドの下見（ 

    カヌーイングの安全対策および実習＇安全指導/事故対策/曳航（ 

 PM：レスキューの講習および実習＇レスキューチューブを用いたレスキューの流れ（ 

 [６/１９] 

 AM：スノーケリングの安全対策講習および実習＇安全指導/事故対策 

 PM：カヌーからのレスキュー実習＇溺者のカヌーへの引上げ/陸への搬送（ 

    カヌースノーケリングの安全対策講習および実習＇実際と複合時の安全対策（ 

考察 

＇今後に向けての課題（ 

■組み合わせることで増す「学習効果」と「リスク」 

カヌーとスノーケリングを複合したカヌースノーケリングは、フィールドの幅が広がり

参加者の楽しさは増すが、同時に事故などのリスクも増す可能性がある。 

■指導者に求められるもの 

指導者は常に海の理解＇気象情報、フィールド状況の把握、先々の判断力、緊急時

の対忚（、参加者の理解＇人数の確認、技量の把握、体調の監理（、指導者の理解

＇自己の体調管理、自分の技術の客観的な把握（の 3 点を踏まえて行動することが

重要である。また、指導者間の情報共有も重要である。 

■安全性を確保するために 

今回の講習で学んだレスキューチューブとカヌーを使用したレスキューでは指導者お

よびインストラクターに高度な技術が必要になるので、講習受講後も日頃よりレスキ

ュー鍛錬を反復することが必要である。またレスキューチューブ等安全管理に使用

する備品は、たいへん有効であり、その必要性を大いに感じた。 

   
    カヌーの実地講習      レスキューチューブ講習  カヌースノーケリング講習 

写真.13-15「オーシャンファミリー視察」 
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業務名 
カヌースクール九州 西胤正弘氏を招いての 

カヌー指導者講習会 

実施日 ０９年６月２７日～２８日 実施場所 小値賀町 柿の浜 

参加者 
職員および 

町民インストラクター 
参加人数 職員５名、町民９名 

講師 カヌースクール九州 西胤 正弘氏 

業務のねらい 

・カヌーおよびカヌー指導の基礎技術の習得 

・安全指導に関する理解の深化、指導方法の習得 

・町民によるカヌーインストラクター部会を立ち上げる＇人材発掘（ 

業務の概要 

[６/２７]実地実技講習 

  ８：４５  現地集合＇柿の浜（ 

  ９：００  カヌー実技講習 

 １２：００  昼食 

 １３：００  カヌー指導法講習 

        レスキュー法講習 

 １６：００  解散 

     

[６/２８]座学安全管理講習 

  ９：４５  集合＇離島開発センター：和室研修室（ 

 １０：００  安全管理講習 

 １２：００  終了、解散 

考察 

＇今後に向けての課題（ 

●成果 

・ レスキューに関する、新たな手法の習得 

・ 道具、装備の使用法の習得 

・ パドリング等技術の習得 

・ 一般的なプログラムの流れの習得 

・ 講習を機会に自然ガイドに興味のある町民を中心としたカヌーサークルを設

立。今後のプログラム実施に向けて島民による協力体制が整った。 

 

●課題、これからの取り組み 

・ レスキューの定期的な反復訓練＇シーズン前だけでなくシーズンオフも（ 

・ 一般的なプログラムの流れの習得を徹底し、指導方法の練習を一定頻度で

実施。 

・ 装備品の充実＇指導者用のジャケット（ 

・ 研修への積極的な参加等外部情報の収集と情報の検証、フィードバック 

・ リスクマネージメント基準を作成し、PG実施前にチェックする等マニュアル化 

 

   
    講師：西胤正弘氏    カヌー実施講習      座学安全講習会 

写真.16-18「カヌー指導者講習会」
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⑤実施報告 

 

プログラム名 カヌースノーケリングプログラム 

実施日 
09年 09月 21日 

当協会内研修プログラム 
実施場所 小値賀柳地区柿の浜海水浴場 

参加者 

当協会職員および 

NPO法人オーシャンファミリー 

海野義明氏 

参加人数 当協会職員６名＊海野氏 

担当 
おぢかアイランドツーリズム協会職員 

柴田卓也、前田博嗣 

プログラム 

の概略 

今年度のプログラム開発の目玉として取り組んできた柿の浜海水浴場におけるカヌースノー

ケリングプログラムの開発の取組みの総まとめとして、開発にご協力いただいた、オーシャンフ

ァミリーの海野氏をカヌースノーケリングプログラム＇試行（の参加者として迎え、実際にプログ

ラムを実施した上で意見を伺った。主な流れは以下の通り、 

 

  [１]陸上＇砂浜（でのカヌーおよびスノーケリングのインストラクション 
参加者のコンディションを確認し、カヌーイングおよびスノーケリングの基本技術の説明を行った。

また、カヌーから落ちたら？スノーケル中に足がつったら？等、参加者間における SOSのサインを

確認し、バディを組織した。 

  [２]カヌーで出航、湾内を一回りした後に湾の最外部にある瀬へ 

湾内から見渡せる半島と島々を解説しながらのカヌーイング。曇り空であったものの波

は穏やかで、各艇ゆっくりと柿の浜の美しい景色を楽しんだ。 

  [３]スノーケリングポイントの瀬でカヌーを曳航しながらのスノーケリング 
水深８m 程の磯場をスノーケリング。多様な生物を見ることができ海野氏に各種魚の長崎独自の

呼び名をレクチャー。海底の各所にガンガゼの群落がみられ、スキンダイブの際の注意を喚起。 

  [４]湾外の隣にある砂浜で休憩をはさみスノーケリング＇２本目（ 
湾外に出て北西に進んだところに遠浅の砂浜があり、そこまでカヌーで渡って 10 分程の休憩。各

人スノーケリングセットを確認し、砂浜脇の磯場で２本目のスノーケリング。湾外の瀬と違い浅瀬に

潜む小魚の群れが見られた。 

  [５]カヌーにて出航した砂浜へ帰着 
穏やかな波の中、スノーケルポイントの瀬を通って、もとの砂浜へ帰着。ゆっくりと漕いで２０分程

のカヌーイング。 

スケジュール 

  ８：４５  現地集合＇柿の浜（ 

  ９：００  プログラムスタート 

 １０：００  カヌー出航、湾最外部の瀬へ 

 １０：３０  湾最外部の瀬にてスノーケリング 

 １１：００  湾外の隣の砂浜で休憩 

 １１：３０  砂浜周辺の磯でスノーケリング＇２本目（ 

 １２：００  砂浜をカヌー出航、帰着へ 

 １２：３０  終了、解散 

   
プログラム参加者    スノーケリング装備でカヌーへ  カヌーからのスノーケリング 

写真.19-21「カヌースノーケリング試行」 
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【プログラムを終えてのふりかえり】 

安全管理、プログラムの進め方については、想定通りに進んだ。しかし、今回の試行は、

ある程度のスキルを持った大人の参加者を対象として実施したが、これを子供、または完

全な初心者を対象として実施する場合、以下のような課題が想定される。特に、「環境学習

を補助する資料」の作成に関しては、当該プログラムの教育効果を高める上で今後の重要

な課題となる＇海野氏コメント参照（。 

■プログラム実施時間と参加者のコンディション管理 

■スノーケリングセット他、船上に持ち込む道具の管理 

■行動を限定する範囲の再設定 

■「＇簡易版（柿の浜生き物図鑑」といった環境学習を補助する資料＇図．00「＇簡易版（柿

の浜生き物図鑑」参照（ 
 

 

【外部専門家：海野氏の評価コメント】 

このフィールド＇柿の浜（のカヌースノーケリングに対するプログラム適性は疑う余地もな
い。美しい景色と多様な生物が観察できるこのプログラムは、高い環境学習効果を生むこ
とができる。今回の試行では、インストラクション、安全管理も初めてのプログラム実施とし
ては上々だったと思われる。 
湾内は安全であるが、湾をある程度出たところから潮の流れが速いことが考えられる。今
後、経験を積むことで、湾外での活動に対する安全管理を強化してもらいたい。また、せっ
かく多様な生物が観察できるのだから、プログラムに活かせるような生物に関する知識を
深める取り組みを今後の課題としてもらいたい。 

 

 

＇「＇簡易版（柿の浜生き物図鑑」の例（ 

 

ソラスズメダイ＇空雀鯛（ 

スズキ目ソラスズメダイ科 

学名：Pomacentrus coelestis 

分布：千葉県 / 新潟県 以单 

生息環境：沿岸の磯、タイドプール 

食性：主に動物プランクトン 

特徴：体高は低く長楕円形で、コバルト色の体 

色に尾鰭が黄色いのが特徴である。黄

色い部分の大きさは地域や環境によっ

て差があるが、ミクロネシアで見られる

ものは、腹部から体側後部まで黄色い

ものが多い。 

＇その他（ 

漢字で書くと『空雀鯛』。雀は大言海によると篠群れ「すすむれ」の意味、古語で「すず」は「ささ」と同じく細小の

意味で、「め」は群れのこと。群れる小魚の意味で名づけられたとする説がある。長崎では『かじきり』と呼ぶ地

域もある。 

図．07「＇簡易版（柿の浜生き物図鑑」 

 


