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本研究は、熊本県水俣市における環境教育旅行の誘致における体験型観光を事例として注目し、行政や 

ＮＰＯ、観光施設を対象とした聞き取り調査をとおして、各々が抱える現状と問題点を明らかにすること

を目的におこなった。 

 その結果、過疎地域に一般的に指摘される、交通アクセス、宿泊、高齢・過疎化、後継者という 4 つの

課題は水俣市でも同様に現実に深刻なものとなっている。それと同時にガイド・人材を育成する環境や資

金面での問題、各団体との連携といった複合的な問題の存在も浮き彫りになった。 
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1.1.1.1.はじめにはじめにはじめにはじめに    

(1)(1)(1)(1)背景と目的背景と目的背景と目的背景と目的 

近年の観光形態として、都市部を楽しむ従来型の観

光から、地方に目を向けた観光への多様化がみられる。

その原因として、旅行者が「非日常性」や「癒し」を

求めるようになったことが挙げられる。また、文化や

自然、食など地域の持つ様々な特性を観光資源として

売り出している供給側にあたる地域の努力が挙げられ

る。「非日常性」や「癒し」を求める旅行者は都市住民

に多く、地方へ出かけ自然や風景に触れ、ゆっくりと

した時間を過ごすという現代人ならではの指向の表れ

といえる。こうした背景から「体験型観光」が注目さ

れている。 

「体験型観光」とは、地域の産業や文化に参加体験

する観光である。近年では修学旅行に農家民泊や農業

体験が採り入れられるケースも増えてきている(鈴村，

2009)。今回、取り上げる熊本県水俣市では、環境教育

旅行と呼ばれる体験型観光が環境教育の一環として実

施されている(飯塚，2012)。 

水俣市には、1956年の水俣病の公式確認から今日に

至るまで、負の遺産を抱えたイメージが残されている。

一方で水俣市では、官民を問わず環境改善の実態を知

ってもらうべくさまざまな取り組みを推進してきた。

2011 年には、全国初となる日本の環境首都
(1)(1)(1)(1)
の称号を

得るまでにその状況は回復している。その背景として、

多岐にわたる環境への取り組みがなされており、その

一つとして環境教育旅行の受け入れが挙げられよう。

環境教育旅行の実働団体として、NPO法人環不知火プ

ランニングが中心となった誘致が知られる。そこでは、

「学習プログラム」と呼ばれるフィールドワークおよ

び滞在型環境教育が展開されており、水俣市の環境に

ついて学ぶことができる。こうした環境教育旅行の誘

致は、水俣市に残る「負の遺産」のイメージを変えて

いく際には重要な役割を担うことにつながるといえる。 

しかし、根底には地方にくまなくみられる交通アク

セスや宿泊、高齢化・過疎化に伴う後継者問題などが

存在することを忘れてはならない。水俣市も高齢化率

が30％を超えており、集落ごとにみれば50％超のいわ

ゆる限界集落の存在も珍しくはない。こういった環境

教育旅行の受け入れに関する現状と問題点を把握して

いくことは、同類の取り組みをおこなう事例に対して

も有用な示唆をもたらすと考えられる。 

そこで本研究は、熊本県水俣市における環境教育旅

行の誘致における体験型観光を事例として注目し、行

政やNPO、観光施設を対象とした聞き取り調査をとお

して、各々が抱える現状と問題点を明らかにすること

を目的としておこなった。 

(2)(2)(2)(2)研究研究研究研究方法方法方法方法    

今回は供給者にあたる受け入れ団体の現状を把握す

るために、聞き取り調査を実施した。対象として、水



 

 

俣市で環境教育旅行の受け入れを全般的におこなって

いる NPO 法人環不知火プランニング理事長の吉永利

夫氏、水俣市4地区(頭石(かぐめいし)、大川、久木野、

越小場(こしこば))における「地元学」の取り組みの 1

つとして展開されている「村丸ごと生活博物館」担当

の水俣市役所農林水産振興課・赤石護氏、「触れる、食

べる、作る、学ぶ」という４つの視点から体験型観光

の提供をおこなっている水俣市湯の児スペイン村福田

農場代表の福田理恵子氏、水俣市久木野地区において

様々な体験学習を提供している水俣市久木野ふるさと

センター愛林館館長・沢畑亨氏の 4 名に協力をいただ

いた。なお、この聞き取り調査は 2011 年 11 月 25 日

～27日にかけておこない、その内容は、非統制的な自

由な発話により収集したものである。 

 

2222....水俣市の環境教育旅行誘致の現状水俣市の環境教育旅行誘致の現状水俣市の環境教育旅行誘致の現状水俣市の環境教育旅行誘致の現状    

(1)(1)(1)(1)水俣市の観光入込客数水俣市の観光入込客数水俣市の観光入込客数水俣市の観光入込客数    

水俣市の観光入込客数をみると 1997 年に 718,308

人だったのが 2010 年には 380,033 人と、ほぼ半減と

なっている(図1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 水俣市の観光入込客数 

熊本県庁ホームページより筆者作成．閲覧日:2011年12月8日． 

 

これは水俣市の代表的な観光資源であった温泉街 

の衰退が大きく影響していると考えられる。後継者不

足により経営困難に陥ったり、施設の老朽化が進んだ

りしたことが原因とされる
(2)(2)(2)(2)
。 

(2(2(2(2))))環境教育旅行にかかわる団体の概要環境教育旅行にかかわる団体の概要環境教育旅行にかかわる団体の概要環境教育旅行にかかわる団体の概要    

①①①①NPONPONPONPO 法人環不知火プランニング法人環不知火プランニング法人環不知火プランニング法人環不知火プランニング    

熊本県からの委託事業として水俣市への環境教育旅

行誘致を全般的に担っており、おもに中学生・高校生

の修学旅行の受け入れを手がけている。水俣・芦北地

区の地域住民が「水俣フィールドパートナー」として

さまざまなプログラムのガイドとして参加し、「水俣病

との関わりを学ぶ」「環境について考える」「暮らしと

地域づくりを知る」「楽しく遊び自然に向き合う」とい

う4つの大きなテーマのもと53のプログラムが準備さ

れている。こうした活動の目的として、水俣に対する

認識を「かわいそう」や「恐い」で終わらせることな

く、なぜ水俣病が起こったのか、環境汚染からどのよ

うに立ち直っていったのかといった点を知ってほしい

という点があり、これらに地域住民の声が環境教育の

活動に反映されていく仕組みを構築している。全国各

地から訪れる人が多く、また海外からの視察者も増え、

水俣病に対する知識や水俣市の現状を学習したいとい

う需要も徐々に増えつつある。 

②②②②村丸ごと生活博物館村丸ごと生活博物館村丸ごと生活博物館村丸ごと生活博物館((((水俣市農林水産振興課水俣市農林水産振興課水俣市農林水産振興課水俣市農林水産振興課))))    

2001年に水俣市が制定した「水俣市元気村づくり条

例」にもとづき、自然、産業、生活文化を守り育てる

ことを目的に活動している。聞き取り調査の時点で、

前述の 4 地区が村丸ごと生活博物館に認定されている。

認定された地域では住民が訪問者を案内し、「生活の

たび」といわれる村めぐり、食めぐり、技めぐりの体

験ができるようになっている。村丸ごと生活博物館で

は「あるもの探し」という理念が掲げられており、住

民が自らの集落内をめぐり、集落にある資源を再発見

するとともに、観光客の目が加わることで新たな発見

が生まれることが意図されている。指定された 4 地区

は高齢化率が40～50％と市平均より高いが、彼らが中

心となり毎年1,000人ほどの観光客を迎えている。 

③水俣市湯の児スペイン村③水俣市湯の児スペイン村③水俣市湯の児スペイン村③水俣市湯の児スペイン村    福田農場福田農場福田農場福田農場    

1968 年に熊本県初のミカン狩りができる観光農園

としてオープンし、その後ぶどうや梨などのフルーツ

狩り、ツツジなどの花摘みを 1 年間通して楽しめるよ

うになった。独自の製法でジュースやジャム、ワイン、

ハンドクリームなどの加工品を製造・販売している。

福田農場を開設した福田興次氏は「地域の魅力を引き

出し、公害都市・水俣のイメージを変えたい」と食材

や建築資材に至るまで水俣のものを用いるこだわりを

持っている。来訪者に水俣の魅力を伝えるためにミカ

ン狩りをはじめとした体験メニュー(2011 年現在 7 種

類)を提供している。これはとくに修学旅行生を対象と

したものである。 

④水俣市久木野ふるさとセンター愛林館④水俣市久木野ふるさとセンター愛林館④水俣市久木野ふるさとセンター愛林館④水俣市久木野ふるさとセンター愛林館    

1994 年に水俣市久木野地区の村おこし施設として

開設された。カフェレストランや農産加工品の販売を

おこなっており、また、環境教育の一環として森林と

全体 

日帰り 

 
 
 
宿泊 



 

 

棚田に囲まれた地区でグリーンツーリズムや棚田保全、

森林づくり、体験教室として豆腐作りやそば作りとい

った食べ物の手作りなどがプログラム化されている。

久木野地区の生活文化や伝統を守り伝えていく活動を

村おこしやまちづくりにつなげたいとの趣旨から、同

様の過疎山村地域からの視察も受け入れている。訪問

者は毎年1,500～2,000人程度で推移している。 

(3(3(3(3))))聞き取り調査の結果から聞き取り調査の結果から聞き取り調査の結果から聞き取り調査の結果から    

聞き取り調査を実施するにあたって、過疎山村とい

う対象から一般的に指摘される問題点として交通アク

セス、宿泊、高齢・過疎化、後継者などが挙げられる 

 

表1 聞き取り調査から抽出した各団体共通の問題点 

筆者が作成． 

 

表2 聞き取り調査から抽出した各団体個別の問題点 

筆者が作成． 

 

が、ここでもこれら4点の実際について訊ねた。 

その結果、各団体の聞き取り調査の内容を一文ごと

に書き出し、それらを KJ 法により分類を試みた。そ

の結果、共通する問題点およびそれぞれが抱える個別

の問題点が抽出された(表1、表2)。本稿では、紙幅の

都合上、表 2 に示された問題点について取り上げ、以

下にその結果の概要を記す。 

①①①①フィールドパートナーフィールドパートナーフィールドパートナーフィールドパートナー((((ガイドガイドガイドガイド))))不足不足不足不足 

高齢化と連動して、現地を案内できるフィールドパ

ートナーが減少を続けている。現地を案内できる人が

足りなくなるということは、修学旅行などの誘致をす

る際に多くの人を一度に呼べなくなることを意味する。

また、フィールドパートナーは容易になれるものでは

なく、現地のことを 100％認識するというレベルに立

って初めて可能となる。そのため、フィールドパート

ナーの育成が可能な仕組みづくりが重要と考えており、

その環境を醸成していくことも重要となる。 

②②②②活動の持続性活動の持続性活動の持続性活動の持続性    

 NPO法人環不知火プランニングは、財源の多くを熊

本県の委託事業に依存している。委託事業でなければ

収入が少額にとどまるため、新たなプログラムの展開

が図れない状況にある。もし委託事業がなくなった場

合には、水俣市の環境教育旅行誘致の活動がストップ

するといった影響が想定される。近年では、年間約

5,000人の受け入れ実績で推移しているが、受託資金な

しの自主事業として成り立たせるには年間で 20,000

人の利用が必要になるとのことで、現実的には難しい。 

③③③③生業を生み出す必要性生業を生み出す必要性生業を生み出す必要性生業を生み出す必要性    

村丸ごと生活博物館の活動では後継者の問題が表れ

始めているが、この活動だけでは収入が少なく生活を

続けることは難しい。この中に生業を生み出さなけれ

ば、後継者を見つけることができずに活動自体が終わ

る可能性も考えられる。 

④④④④少子化少子化少子化少子化 

少子化は全国的な問題であるが、特に地方では都市

への人口流出と重なり、より深刻さは増している。水

俣市でも少子化の問題は顕著に表れてきており、1990

年の 15 歳未満人口は 6,592 人であったが、2005 年に

は 3,904 人と約半数になっている。水俣市ではさらに

高齢化も重なって進行しており、このままの人口動態

の変化が続けば、水俣市でのさまざまな体験活動の提

供が困難になり、ガイドの後継者が減少していくこと

は確実視せざるを得ない。 

⑤⑤⑤⑤資金や権限資金や権限資金や権限資金や権限    

 活動の持続と発展のためには、資金だけでなく権限

も必要である。環境教育旅行のような修学旅行を主に

した体験型観光では、行政など他の組織との連携が重

要である。同時に、新たな活動やガイドの育成などを

おこないたい形にしていくのが望ましい。自分たちだ

けではできないことを他の団体にバックアップしても

らうには、各々の権限の明確化も必要である。これは、

委託事業が単に行政の下請け的な業務代行にとどまる

ことへの危惧とも読める。 

 

4.4.4.4.考察考察考察考察 

水俣市の環境教育旅行誘致の現状を把握すると、と

りわけ深刻なのがガイド・人材の育成である。この原
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① アクセス方法がバスや車に限られてくる 

② 宿泊場所の減少 

③ 現役で活動を行っている人が50歳代以上 

各
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NPO 

・フィールドパートナー(ガイド)不足 

・活動の持続性 

市役所 ・生業を生み出す必要性 

福田農場 ・少子化 

愛林館 ・資金や権限 



 

 

因として、高齢化や過疎化の進行に伴う後継者不足、

ガイドの育成環境が整っていないことが挙げられる。

水俣市は市全体で高齢化率が30％を超えており、少子

化や都市部への人口流入などの影響から、最近では毎

年人口が減り続けている。また、NPO法人環不知火プ

ランニングの収入が委託事業に大きく依存する状態は、

地縁団体にはない機動性を有する NPO 法人でありな

がら、現実は厳しい状況にあることを物語る。 

それでは、地方における体験型観光のガイド・人材

の育成をおこなう術はないのであろうか。このことに

ついては 2 つの可能性を示したい。1 つは大学等の学

校と自治体の連携によるガイド・人材の育成である。

このことに関して、佐々木(2008)は「観光を地域再生

の起爆剤をしたい自治体の思惑があるほか、観光分野

の振興策立案や人材育成に｢産学官連携｣で取り組んで

いく狙いがある。｢産学官連携｣は、地元観光事業者や

自治体と大学の研究者などが観光振興において、とも

に密接な連携関係を構築するものである。これにより、

地域ツーリズムなど着地型観光ビジネスの育成支援や

プロデューサー型の人材養成などが期待されている。」

と述べている。こうした試みは決して容易ではないが、

地道な取り組みが蓄積されていくことで体験型観光を

含めた着地型観光の普及の可能性が高まると考えられ

る。もう1つが、他地域からの人材の招聘である。NPO

法人環不知火プランニング理事長の吉永利夫氏や愛林

館館長の沢畑亨氏は水俣市出身ではないが、水俣市の

環境教育旅行誘致において中核的な役割を担っている。

他地域から人材を招聘するメリットとして、地域の持

つ個性や魅力は他地域から訪れる人の方が気づきやす

く、また、地域の持つ「負の遺産」に対して過去のし

がらみを持たない。 

 また、活動の持続性を指向するには克服すべき点が

あることが明らかになった。NPO法人の委託事業と自

主事業の狭間での葛藤や、村丸ごと生活博物館の取り

組みに従事する人々の「生業を生み出す必要性」とい

う指摘がそれに該当する。こうした資金面の問題は多

くの類似事例においても例外とは言えないのではない

か。 

このように、水俣市の環境教育旅行誘致の現状を掘

り下げていくと、自治体、NPO、民間企業などにおけ

る相互の連携の希薄さも伺えた。各団体のマネジメン

ト機能が一元化され、水俣市を挙げて環境教育旅行を

推進していくことができれば、現在の状況からの改善

が期待されるのではないだろうか。これは水俣市に限

ったことではなく、他の地方においても早急な検討を

要する事項と位置づけられる。 

  

5.5.5.5.おわりにおわりにおわりにおわりに    

 本研究では、熊本県水俣市の環境教育旅行を事例と

した聞き取り調査をとおして、その受け入れの現状と

問題点を把握することを目的に論をすすめてきた。過

疎地域に一般的に指摘される、交通アクセス、宿泊、

高齢・過疎化、後継者という 4 点はやはり現実に深刻

なものとなっている。それと同時に、ガイド・人材を

育成する環境や資金面での問題、各団体との連携とい

った複合的な問題の存在も浮き彫りになった。 

経済の好不況は流動的であり、さらに人びとのニー

ズも多様化している。ただし、体験型観光を含めた着

地型観光の普及が進んでいることは明らかである。今

後さらに体験型観光が普及し定着していくにはどうす

ればよいのかについては、本研究では言及することが

できなかった。記して今後の課題としたい。 

 

付記：付記：付記：付記：本研究をまとめるにあたり聞き取り調査に応じてくだ

さった、ＮＰＯ法人環不知火プランニングの吉永利夫

氏、水俣市役所農林水産振興課の赤石護氏、水俣市湯

の児スペイン村福田農場の福田理恵子氏、水俣市久木

野ふるさとセンター愛林館の沢畑亨氏には大変お世話

になった。ここに深く感謝申し上げる。なお、本研究

をすすめるにあたって、科学研究費・基盤研究(B)「正

負の生態系サービス経済評価のための環境経済・倫

理・法政策・生態学の融合研究」（研究代表者：吉田謙

太郎）の一部を使用した。 

    

【補注】【補注】【補注】【補注】    

(1) 環境首都創造NGO全国ネットワーク(旧・環境首都コンテス

ト全国ネットワーク)が主催するコンテストで受賞。持続可能な

社会づくりを、住民参加のもとに地域から創造していく自治体

の取り組みを支持・支援し、加速させることを目的としたコン

テスト。2001 年から 10 回のコンテストが開かれており(第 1

回から水俣市は参加し 5度の総合1位を受賞)、10回目のコン

テストで初めて水俣市がNGOの設定した条件をクリアし、全

国初の日本の環境首都の称号を得た。 

(2) 水俣市農林水産振興課の赤石護氏への聞き取りによる。 
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