
５．自然体験（エコツーリズム）事例の収集整理

No. 名　　称 特徴、泡瀬との関連性

1
小笠原エコツアーサービス
「マルベリー」

　ガイド１人につき参加者は10人を上限とし、環境に
配慮したエコツアーを実施している。
　資源の持続的利用を行うために、利用に規制や制限
を行っている例として参考になる。

2 のと海洋センター

　国定公園の豊かな自然と多彩な生物とのふれあいを
通じて、自然への理解を深め、海を愛する心を育て
る。
　シュノーケリングの指導者養成のほか、多彩な体験
学習のメニューが用意されており、泡瀬のエコツアー
の検討材料となる。

3
ジャックモイヤーS
オーシャンスクール

　主にシュノーケリングやスキューバダイビングによ
る自然観察を行い、環境保護と環境教育の普及を図っ
ている。
　児童から大人ま、年齢やレベルに合わせたプログラ
ムが用意されており、ガイドの養成コースが用意され
ており、泡瀬のエコツアーの検討材料となる。

4 ビーネイチャースクール

　様々な視点から自然を知り、自然から学び、自然観
を育み、日常生活に活かすことを目的としている。
　社会的、文化的な側面にも視点が向いており、泡瀬
の歴史や文化をエコツーリズムに取り込む参考とな
る。

5 石垣島WWF石垣エコツアー

　自然体験や地元住民との交流を通じ、サンゴ、自
然、生活文化、環境問題等について話し合う。
　泡瀬の自然や文化を通じ、同様の話し合いや検討の
場を設けることが可能。

6 石垣島自然体験ツアー

　石垣島の豊かな自然を感じ、あるがままの自然を大
切にすることをテーマに、ゆったり楽しく自然の中で
過ごす。
　干潟遊びやシュノーケリングによる観察など、泡瀬
に導入できるプログラムも用意されている。

7 海辺の自然学校

　海で遊ぶ、自然を楽しむ、沖縄の歴史・文化を知
る、等様々な目的似合わせた利用が可能。
　多様なプログラムが、泡瀬のエコツアーの検討材料
となる。

8
沖縄自然体験プログラム
（海の自然体験）

沖縄の自然と人の暮らしの共生を考えることのきっか
けになることを目的に、自然体験プログラムを実施。
　自然体験指導者（リーフレンジャー）の養成講座も
行っており、泡瀬の検討の参考となる。

9 伊平屋　海の学校

体験漁業、海洋スポーツを中心とし、自然資源、文
化資源も取り入れたフィールドの拡大を検討してい
る。
　漁業者の雇用創出や村内施設の利用増も目的として
おり、泡瀬の検討の参考になる。

10
慶佐次川マングローブ観察と
塩屋湾カヌーツアー

　主にマングローブ観察とカヌー体験を組み合わせた
エコツアーを実施している。
　泡瀬の藻場やサンゴの観察に、カヌー体験を取り込
める可能性がある。

11 西表島エコツアー

　島民が中心になって、日本で最初のエコツーリズム
協会が設立された。
　複数の組織や団体が同じ理念の基に活動をしている
点が泡瀬の検討の参考となる。

12 東村エコツアー

　西表に続いて、日本で２番目にエコツーリズム協会
として設立された。
　複数の組織や団体が同じ理念の基に活動をしている
点が泡瀬の検討の参考となる。
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13 グレートバリアリーフツアー

　グレートバリアリーフの多様な生物の解説・教育を
行うことを目的としている。
　生物学者の登用や図書館の利用により、高度で専門
的な解説・教育を行う点等が参考となる。

14 コスタリカエコツアー

　自然環境の持続的な資源管理など、エコツーリズム
を国家戦略として導入している。
　国家と自治体という規模は異なるものの、地域がエ
コツーリズムに取り組むうえでの参考となる。
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5.1 全国の事例

No. カテゴリー

1
自然体験(エコツーリズム)

（全国）

所在地 実施年度

東京都小笠原村父島清瀬5-405

平成年6～

出典資料

http://www.h2.dion.ne.jp/~mulberry/

名称

小笠原エコツアーサービス
「マルベリー」

事業主体及び協賛団体名

○マルベリー（民間） ガイド一人につき、個人参加客の場合、通常7人、繁忙
期でも10人を上限に少人数のツアーを基本とし、単独
事業としては、大人数のマス・エコツアーは対象外とし
ている、民間のエコツアーサービスの事業体。

テーマ／目的

○エコツアーの定義として、地元資源を対象に、環境に配慮し、少人数で対話を大事にし、
結果でなくプロセスを重視したツアーとしている。
○「楽しみおよびヒーリング」「自然の知識」「環境教育及び啓蒙」を基本に自然への負荷
が過剰にならないことに配慮しつつ、楽しみ、学ぶプログラムを提供することを目的として
いる。

活動内容（プログラム）

≪遊びのメニュー≫
○エコツアー／ビーチシュノーケリング／島内周遊ツアー／ナイトツアー／サンセット見学
／ドルフィンスイム／体験ダイビング／体験フィッシング／海中公園、南島探索　等
○フィールドツアー：体感コース／植物を覚えるコース／進化を学ぶコース　等
≪野外＆環境教育≫
○環境＆野外教育プログラム：ネイチャーゲーム／プロジェクトワイルド（野生生物対象）
○海辺のプログラム：プロジェクトワイルド（水辺の野生生物対象）／ダイビング指導団体
のプログラム／磯場観察プログラム／サンゴ礁保護・魚の見分け方・水中ナチュラリスト・
ドルフィンエコロジストスペシャルプログラム
○救急手当のトレーニング

特記すべき事項／参考資料

○父島内の他のエコツアーのサービスを実施している団体を「小笠原エコツアーネットワー
ク」として、ホームページ上で紹介をしている。

ウォーク＆ボード ドルフィンスイム

島内周遊コース
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No. カテゴリー

2
自然体験(エコツーリズム)

（全国）

所在地 実施年度

石川県珠洲郡内浦町字越坂3-47
（九十九湾園内地） 平成年6～

出典資料

「海の資源を利活用したｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発検討調
査」報告書：(財)沖縄観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

名称

のと海洋ふれあいセンター

事業主体及び協賛団体名

○石川県環境安全部自然保護課 県が海の自然保護センターとして建設し、(財)石川県
県民ふれあい公社に管理を委託。現在では、石川県全
体でのいしかわ自然学校の動きや（社）環境パートナー
シップ県民会議・県民エコステーションとのリンクで活動
が大きくなっている。いしかわ自然学校の校長は谷本
知事。（社）環境パートナーシップ県民会議が主体と
なってインタープリター養成講座を行っている。

○(財)石川県県民ふれあい公社

○(社)環境パートナーシップ県民会
議・県民エコステーション

テーマ／目的

○能登半島国定公園を代表する海岸美と豊かな自然に恵まれた九十九湾をフィールドとして
活用し、多彩な生き物たちとのふれあいを通して、来館者が海への自然の理解を深め、海を
愛する心を育てる施設となることを目指す。
○また、海の自然保護センターとして、海の自然に関する調査を進め、海と人との望ましい
あり方を探る拠点となることを目指す。

活動内容（プログラム）

○ふれあい観察会：九十九湾周辺の野鳥、磯の生き物観察
○スノーケリング指導者養成研修会
○海と人と生き物の講習会
○石川の自然談話会
○サタデースクール：海藻押し葉づくり、藻塩づくり、魚釣りと飼育、漂着物を調べる、海
と川のお話、磯の宝探しとクラフト、ヤドカリの家を調べる、プランクトン・タコ・ウニを
調べる、魚の形と模型でわかること等
○体験学習メニュー：壁掛けクラフト、セラミック粘土、ちぢみっこキーホルダー、ネック
レス、キーホルダー、マグネットの作成

特記すべき事項／参考資料

○年間顧客数・施設利用者数は平成11年度で、16,740名、その中で体験学習参加者数は
1,021名。館内の満足度は非常に高い

ふれあい交流センター 体験学習
：魚釣りプログラム

センター内展示室
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No. カテゴリー

3
自然体験(エコツーリズム)

（全国）

所在地 実施年度

東京都目黒区下目黒2-14-14

出典資料

「海の資源を利活用したｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発検討調
査」報告書：(財)沖縄観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

名称

ジャックモイヤーS
オーシャンスクール

事業主体及び協賛団体名

○オーシャンファミリー事務局
（民間：ＮＰＯ団体）

三宅島に在住し、海洋生物の研究を続けながら海洋環
境保護と環境教育コンサルタントとして活躍してきたモ
イヤー博士と野生生物調査や実践的な環境教育を手
がけ、ネイチャーガイドとして三宅島を紹介してきた海
野氏が三宅島をフィールドとして始めた環境教育プログ
ラムを実施している。

テーマ／目的

○環境保護と、環境教育の普及を目的に年齢や興味にあわせた様々な環境教育プログラムを
実施。

活動内容（プログラム）

○サマースクール：小6～高2対象。スノーケル講習、フィッシングウオッチング＆リスト作
成、サンゴ観察、海の生き物観察等
○ファミリースクール：小1～小5迄の児童と保護者対象。スノーケル講習、フィッシングウ
オッチング、磯の生き物観察等
○オーシャンスクール：大学生及び社会人対象。レベルに応じたスノーケル講習、フィッシ
ングウオッチング＆リスト作成、サンゴ観察、海の生き物観察等
○エコツアーガイドスクール：オーシャンスクール終了後に行われる中級・上級コース。中
級は短期ゼミ形式、上級はスキューバダイビングを含む本格的なフィールドガイド、ツアー
ガイド養成コース。

特記すべき事項／参考資料

○同時に、各地で行われている他の団体が主催する環境に関るイベント活動への参加及び、
機材等の提供も行っている。（神奈川海岸美化財団のビーチクリーンナップ活動、米国内務
省魚類野生生物局のアホウドリの個体調査等へのボランティア募集と参加　等）

スノーケリング 講習会

八丈島ビジターセンター
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No. カテゴリー

4
自然体験(エコツーリズム)

（全国）

所在地 実施年度

東京都渋谷区渋谷1-15-9

平成8年～

出典資料

「海の資源を利活用したｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発検討調
査」報告書：(財)沖縄観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

名称

ビーネイチャースクール

事業主体及び協賛団体名

○ビーネイチャースクール（民間） ビーネイチャースクールは、様々なフィールドで活躍し
ているナチュラリスト、 インストラクターのネットワークか
ら生まれ、自然をよく知っている、自然と向きあっている
プロとしての経験に基づいたさまざまなアイディアや ソ
フトをもりこみ、1996年に年間継続型のプログラムをス
タートしている。

特記すべき事項／参考資料

○プログラムの開催地は、内容により、都内の学校や東京近郊（千葉、神奈川、静岡等）の
海岸、施設を利用している。

テーマ／目的

○水、森、海辺、畑、心や身体など、さまざまな視点から自然を知り自然から学び、「自然
観」を育み、 日常生活に活かすことを目的、各種のプログラムを提供している。

活動内容（プログラム）

(※海に関するもののみ抜粋)
○スノーケリングプログラム：「水中リラクゼーション、スノーケル機材の使い方」／「海
と出会う、スノーケリングで海の自然を探検する」／「濃い緑の島、奄美を巡る」
○海のネイチャークラフト：「ビーチグラスのランプシェードづくり」
○海に生きる～海と暮らす：「かつての漁師町の郷土博物館見学」「干潟散策・干潟の生き
物観察」
○海とつながる島体験：「ボードでのスノーケリング」「島トレッキング」

ランプシェード作り （海と暮らす）三番瀬の
船宿

（海につながる島体験）利島
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5.2 沖縄県の事例

No. カテゴリー

5
自然体験(エコツーリズム)

（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県石垣市白保118

平成12年～

名称

石垣島WWF石垣エコツアー

出典資料

「海の資源を利活用したｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発検討調
査」報告書：(財)沖縄観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

事業主体及び協賛団体名

○WWF(世界環境保護基金)白保サンゴ村 3泊4日、定員15名のエコツアー。WWFが主催し、専
属スタッフ5名、外部のシュノーケリング講師1名、グラス
ボート船長1名がスタッフとして開催。
地元住民との交流会や、地元民宿の協力により機材等
はレンタルで手配。
WWFスタッフは、WWF白保サンゴ村施設に駐在。

○地元住民・地元民宿

○シュノーケリングの外部講師

特記すべき事項／参考資料

○サンゴ礁センター：施設は、サンゴ石灰岩という自然素材を使用しており、エコツーリズ
ムの趣がある建築物となっている

テーマ／目的

○自然体験活動や地元住民との交流を通じて、サンゴの話しに加え、自然をとりまく人や生
活文化、現在の環境問題、石垣島空港の動向など様々のテーマについて話合うこと目的とし
ている。

活動内容（プログラム）

≪2001年10月5日～8日のエコツアー内容≫
○10／5：シュノーケリング練習／しらほ・石垣の説明会／地元住民との交流会

○10／6：グラスボートでサンゴ礁観察／シュノーケリング／サンゴ礁センターで講習会／
交流会

○10／7：石垣島探検ツアー／交流会

○10／7：解散式

ＷＷＦパンフレット 交流会

石垣島探検ツアー
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No. カテゴリー

6
自然体験(エコツーリズム)

（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県石垣市字野底1086-3

平成13年～

出典資料

石垣島自然体験ツアー

事業主体及び協賛団体名

http://www5b.biglobe.ne.jp/~yuimaru/

名称

○エコツアーふくみみ（民間） 2001年の春より沖縄県の石垣島においてエコツアーを
開業した団体。 　石垣島の豊かな自然環境や独特の
文化を、この島を訪れた人たちに伝える手段として、エ
コツアーは最適であると考えインタープリテーションに
よってエコツアーを実施している。

特記すべき事項／参考資料

○主催者がエコツアーサービスを開業するにあたり、体験したインタープリターのセミ
ナー、キャンプや、自然と親しむための書籍の紹介などをホームページ上で行っている。

テーマ／目的

○豊かな自然を「感じる」こと、あるがままの自然を大切にすることをテーマにゆったり楽
しく自然の中で過ごすことを目的としている。

活動内容（プログラム）

○亜熱帯の原生林：巨大なシダやヤシの生い茂るジャングルの探検

○マングローブ林と干潟：マングローブの森、広大な干潟での生き物観察と干潟遊び
　
○サンゴ礁の海：マスクと足ヒレとシュノーケルをつけた海中散歩

海中散歩 マングローブ探検

干潟遊び
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No. カテゴリー

7
自然体験(エコツーリズム)

（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根985

出典資料

海辺の自然学校

事業主体及び協賛団体名

http://www.marine-station.com/

名称

○マリンステーション海楽園（民間） 以前は、東京に本社があり、沖縄営業所という経営形
態であったが、現在は、別会社として独立している。
「海辺の宿」として、宿泊施設を完備し、夏休み期間だ
けでなく、9～12月は修学旅行の自然体験教室の受入
れも行っている。

特記すべき事項／参考資料

○近隣にある海洋博記念公園内の水族館（沖縄美ら海水族館）見学、スノーケリング、宿泊
をセットしたプランを提供している。

テーマ／目的

○「宿泊しながら楽しむ沖縄の自然、歴史、文化、ひと、もの」をテーマに海で遊ぶ、自然
を楽しむ、沖縄の歴史・文化を知る、のんびりする、人とふれあう等、旅の目的にあわせて
利用できる宿となっている。

活動内容（プログラム）

○大井川河口シーカヤックマングローブツアーと海辺の自然観察
：シーカヤックで大井川の生き物の観察、海辺を歩いて散策、マリンクラフト(3時間コー
ス)
○シーカヤック大井川マングローブと海辺ツアー
：シーカヤックでマングローブエリアの生き物観察、海の体験プログラム、リーフ内の生き
物観察（4時間30分コース）
○大井川河口シーカヤックマングローブツアー
：シーカヤックで大井川のマングローブ、湧泉、生き物の観察、水鳥等のウオッチング（1
時間30分コース）
○リーフトレイル／スノーケリング／体験ダイビング

村民ビーチ シーカヤック体験

海楽園
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No. カテゴリー

8
自然体験(エコツーリズム)

（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県中頭郡読谷村字瀬名波
640－1 平成15年

出典資料

沖縄自然体験プログラム
（海の自然体験）

事業主体及び協賛団体名

http://www.timtuelassa.com/natureworks
海の資源を利活用したｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発検討調査報告書

名称

○ネイチャーワークス（ネットワーク
の8団体に含まれる）

読谷村の自然海岸をホームグラウンドとして、県外から
の観光客や県内小学校・子ども会などに自然環境プロ
グラムを提供。また、県内向けに、公民館事業や商工
会事業などの「自分の地域を見直し、大事にしながら利
活用する人材の開発」-レンジャー養成講座などを行っ
ている。「沖縄自然体験プログラム」は体験の殆どを、沖
縄自然学校ネットワークで実施。

○沖縄自然学校ネットワーク
（やんばる自然塾／やんばる自然館／渡嘉敷
レンジャー／屋我地エコツーネット／ジュゴ
ンの里／マリンステーション海楽園／山・
川・組）

テーマ／目的

○沖縄の貴重な資源である「自然」と人の暮らしとの共生を考えることのきっかけになるこ
とを目的に、自然体験プログラムを実施。

活動内容（プログラム）

≪沖縄自然体験プログラム：平成15年4月≫
○毎年、春と夏に1週間の沖縄自然体験の企画があり、この中の海の自然体験の2日間をネイ
チャーワークスが担当。
○1日目：サンゴの学習（ワークブック、ビデオ等を使用した環境学習）／スノーケリング
○2日目：グラスボートやビーチでのアクティビティ／エコバーベキュー（素材を使って環
境を考える）／リーフトレイル
≪海洋博公園「美ら海まつり」：平成15年3月≫
○エメラルドビーチでの自然体験プログラム「浜で素足で遊んでみよう」「浜下りでの自然
観察（リーフトレイル）」

特記すべき事項／参考資料

○ネイチャーワークスホロススクールという自然学校を開校して、海をテーマにプログラム
を運営。CONE(自然体験活動推進協議会)の初級リーダーに準拠した海の自然体験指導者
「リーフレンジャー」養成講座をおこなっている。

リーフトレイル説明 ネイチャーワーク
スホロススクール

リーフトレイル
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カテゴリー

9
自然体験(エコツーリズム)

（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県伊平屋村

平成7年～

名称

伊平屋　海の学校

出典資料

「海の資源を利活用したｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発検討調
査」報告書：(財)沖縄観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

事業主体及び協賛団体名

○伊平屋村漁業協同組合 伊平屋村漁協とスタジオ29との協同事業体で運営され
る体験学習教室として開校。伊平屋分校、新宿分校で
別れて実施。開校当時の1995年は参加人数は20人程
度であったが、2000年度には278人となる。2001年11月
に農林水産大臣賞、“むらづくり部門奨励賞”を授賞。

○スタジオ29（東京）

特記すべき事項／参考資料

○「海の学校」のハード（施設）の建設計画、出資者の公募、スタジオ29の法人化、伊平屋
村、農業関係者、商工会等、地域全体との連携強化により事業の展開の推進を検討してい
る。

テーマ／目的

○開校当時はダイビングコースを中心としたプログラムであったが、開校3年目頃から「エ
コツーリズム」の考え方をテーマとし体験漁業教室、海洋スポーツ教室を主なコースとして
設置している。
○エコツーリズムの観点から、伊平屋の自然資源、文化資源も取り入れたフィールドの拡大
も検討している。
○また、地元漁業者の兼業機会の創出、村内宿泊施設等の利用者増などからの経済効果も目
的としている

活動内容（プログラム）

○「海鮮料理体験コース」

○「貝の放流、モズクの収穫体験コース」

○「伊平屋村観光地を巡るコース」

○「海洋スポーツコース」
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カテゴリー

10
自然体験(エコツーリズム)

（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県国頭郡国頭村字安田３９番
地

名称

慶佐次川マングローブ観察と
塩屋湾カヌー体験

出典資料

http://www.ocvb.or.jp/ja/archives/ecotour/html/38_04.
html

事業主体及び協賛団体名

○サンゴとブロッコリの森自然学校
　（やんばるエコツーリズム研究所）

テーマ／目的

○エコツアー

活動内容（プログラム）

○慶佐次川マングローブ観察と塩屋湾カヌー体験

○慶佐次川マングローブ観察とウッ浜マリンクラフト

○比地の大滝登り

○伊部岳トレッキング

○安田ヶ島カヌーツーリング

特記すべき事項／参考資料

マングローブ林 案　内　板

遊歩道
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カテゴリー

11
自然体験(エコツーリズム)

（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県八重山郡竹富町字上原584-1

　

テーマ／目的

○環境への配慮
○安全への配慮
○生活文化への配慮
○情報提供
○地域への還元

活動内容（プログラム）

○生き物と出会う
　　サンゴ礁から海岸林にかけての生態系、動植物
　　マングローブ林・水田の生き物
　　河口から水田にかけての生態系、動植物
　　山地から低地にかけての亜熱帯の生態系、動植物･･････その他
○生活と歴史をたどる
　　西表島の地名
　　祭りと自然、唄と自然
　　樹木と生活
　　島人の遊び場･･････その他

○西表島エコツーリズム協会 １９９１年に環境庁によってエコツーリズム資源調査が行われ、そ
の成果をもとに「西表島エコツーリズムガイドブック」が１９９４年に
完成した。その後、『西表をほりおこす会』の有志や当時の『竹富
町観光協会青年部』の面々が中心となって『西表島エコツーリズ
ム協会設立準備会』を結成し、多くの島民を巻き込みながら、２
年間の勉強期間を経て、１９９６年５月に『西表島エコツーリズム
協会』が設立された。

出典資料

http://www10.ocn.ne.jp/~iea/index.htm
西表島エコツーリズム・ガイドブック

名称

西表島エコツアー

事業主体及び協賛団体名

海岸の観察 カヌー体験

民具作り
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カテゴリー

12
自然体験(エコツーリズム)

（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県東村字平良809-1

平成11年5月31日、西表島エコルーツリズムについで
全国２番目に東村エコツーリズム協会は設立された。
農業者・漁業者・商工会・行政担当者などで理事が構
成さ、民間と行政が一体となった組織づくりは全国でも
初めての事で注目されている。
  

テーマ／目的

○「東村にふさわしいエコツーリズムの確立を目指し、自然・文化とのふれあい及び保全を
行うとともに地域経済への貢献を通して東村の活性化を図る。」以上のことを目的に設立さ
れました。

活動内容（プログラム）

○慶佐次川マングローブ林カヌー探検ツアー

○マングローブ林自然観察ツアー

○やんばる森林ツアー

○リバートレッキング

　

出典資料

http://www.higasi.or.jp/eco.html

名称

東村エコツアー

事業主体及び協賛団体名

○東村エコツーリズム協会

カヌー探検 マングローブ観察

やんばる森林ツアー
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5.3 海外の事例

No. カテゴリー

13
自然体験(エコツーリズム)

（海外）

所在地 実施年度

オーストラリアクイーンズランド
州ポートダグラス

名称

グレートバリアリーフツアー

事業主体及び協賛団体名

出典資料

エコツーリズム教本　～先進国オーストラリアに学ぶ実
践ガイド～　小林英俊　平凡社

○クイックシルバーコネクションズ社 クイーンズランド州北部のポートダグラスにある大規模
オペレーターで日帰りの海洋ツアーを運営。様々な解
説技術を組み合わせて、興味範囲のあらゆるレベルに
対応した情報を提供している。

特記すべき事項／参考資料

○クイックシルバーコネクションズ社では、海洋生物学者を雇って観光客に解説教育を行っ
ている他、ツーリズムに携わる全社員に企業内研修を行い、デスクスタッフから乗務員にい
たるまで一貫した情報の提供を行っている。

テーマ／目的

○1981年から世界遺産に登録されている、グレートバリアリーフ（世界最大のサンゴ礁群）
の多様な生物の解説・教育を行うことを目的としている

活動内容（プログラム）

○サンゴ礁へ向かうツアーでの注意事項説明
○サンゴ礁の生態系に関するレクチャー
○シュノーケリングツアー
○ビーチウォーク
○生物学者による質疑応答
○クルージング船内の図書室利用

クイックシルバー号 シュノーケリングツアー

船内からの鑑賞
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カテゴリー

14
自然体験(エコツーリズム)

（海外）

所在地 実施年度

中米　コスタリカ

○旅行会社のツアーの一例
　・熱帯林ゴンドラ遊覧
　・ケツァルの森自然観察
　・イラス火山とオロシ渓谷
　・ポアス火山とサルチ民芸村
　・ポアス火山とサラピキ川クルーズ
　・アレナル火山とタバコン温泉
　・ウォーターラフティング
　・トルトゥーガ島クルーズ
　・トルトゥゲーロ国立公園

　

グアナカステ国立公園周辺

○コスタリカ観光協会 エコツーリズムブームにのって乱立するホテルを規制す
るために認定プログラムが必要となり、コスタリカ観光協
会が環境に配慮した持続的な資源利用をどの程度目
指しているかを認定するプログラム「CST」を1999年に
発表し、国家戦略として導入された。

テーマ／目的

コスタリカは太平洋・カリブ海に面し、北緯８～１１度の熱帯地域に位置する。 中央の活
火山などの影響も受け、多種多様な気候や生態系を生み出している。 地球上の生物の約５%
が生息していると言われるコスタリカはまさに生物の宝庫。 これを背景に、国策としてエ
コツーリズムを促進している。

活動内容（プログラム）

出典資料

エコツーリズムってなに？　小林寛子　河出書房新社
http://www.costarica.co.jp/

名称

コスタリカ　エコツアー

事業主体及び協賛団体名

＜フンキジャル湾海岸＞
バンデラ・アスール・プ
ログラム登録保護と、自
然との調和の一例

熱帯乾燥林の生き物調査

みんなの前で成果の発表
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No. カテゴリー

15
自然体験(エコツーリズム)

（海外）

出典資料
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No. カテゴリー

16
自然体験(エコツーリズム)

（海外）

出典資料
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No. カテゴリー

17
自然体験(エコツーリズム)

（海外）

出典資料
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