


 

 

 



はじめに 

平成２８年度の国立岩手山青少年交流の家の事業も終了いたしました。いろいろな教育事

業に参加いただきました皆様、当施設をご利用いただきました皆様、施設を応援いただきま

した地域の皆様、また、施設ボランティアとして活躍していただきました皆様方に感謝と御

礼を申し上げます。 

本年度は独立行政法人国立青少年教育振興機構としての第三期中期目標・中期計画のスター

トの年でありました。新たな目標に向かっての取組みに職員一同で課題を共有し様々な事業

に取り組んだ結果、過去２０年の利用者数で最大値を記録することができましたことを改め

て御礼申し上げます。 

 近年の、青少年を取り巻く環境が大きく変化する中で、子どもの自然体験や生活体験な

どの体験不足や体力の低下・生活習慣の乱れ、人間関係の希薄化など様々な課題が指摘され

ています。そのような中で機構として「体験活動を通した青少年の自立」を目指し、北東北

地域に立地する当施設を拠点として広大なエリアに国公立の青少年教育施設と連携して「体

験の風をおこそう」運動と「早寝早起き朝ごはん」運動を展開いたしました。特に本年度は

「親子で行う体験活動」の事業を増やすことにより保護者の方々に「体験活動の必要性・重

要性」を伝える理解増進のための取組みを行い、何れの事業も募集予定数を上回り好評をい

ただくことができました。 

また、岩手県内においては東日本大震災を「風化させない」「忘れない」ために防災学習と復

興する岩手を体験する事業「さんりく体験！発見隊」を地域力向上事業として岩手県立県南

青少年の家と企画・連携することで、岩手県の将来を担う児童生徒たちに復興支援の一員と

なる意識を高めることができたものと思料いたしております。 

 加えて本年度は地元の滝沢市、岩手大学に次いで盛岡大学・同大学短期大学部と包括連

携協定を締結することができました。同大学の学生は、これまでもボランティア活動、社会

教育実習などを通して当施設の活動に参加いただいていましたが、今後さらに地域に貢献す

る活動や人材育成などに取り組むことができるものと期待いたしております。 

最後に、このような活動を行うことができますことも地元をはじめとする地域の方々のご

理解あってのものと承知いたしておりますので今後とも、当施設の事業運営につきまして、

ご支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

平成２９年３月  

独立行政法人国立青少年教育振興機構 

国立岩手山青少年交流の家 所長 松田 栄二 
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平成２８年度施設運営の全体概要 

１ 施設運営の基本方針 

機構本部の平成２８年度の方針を踏まえ，「『安全と健康，そして復興』～地域社会（学

校・企業・民間団体）との連携～」をスローガンにし，次の３点を施設運営の基本方針

に定めて運営を進めてきました。 

① 特色ある教育事業の実施を通じて，地域における青少年教育の中心的役割を担いな

がら，教育事業の充実に努める。 

② 研修支援事業の一層の改善・充実に努力するとともに，利用者の増加に努める。

③ 地域との連携を深め，地域の拠点として「体験の風をおこそう」運動，「早寝・早起

き・朝ごはん」運動のさらなる普及に努める。 

２ 教育事業について 

   教育事業は，当施設の看板事業である「通学合宿 テンちゃん一家の一週間」を引き

続き実施しました。通学合宿の対象校を同じ中学校区の２校とし，異なる学校・学年同

士での共同生活や学習活動を行い，コミュニケーション能力や基本的な生活習慣の育成

の充実に努めました。 

成果の把握とその普及の観点では，いくつかの事業でＩＫＲ調査や児童用情動知能尺

度（ＥＱＳＣ）等の手法を取り入れて分析しました。 

今年度は，県立の教育施設や他機関，近隣の大学との連携協力を強化し，事業内容の

充実に努めました。 

教育事業の概要は，以下の通りです。 

（１）看板事業

通学合宿 テンちゃん一家の一週間   （「早寝早起き朝ごはん」運動推進事業） 

《平成２８年度「体験の風をおこそう」運動協賛事業》 

小学生を対象に当施設から学校に通いながら，規則正しい生活リズムの育成とより

よい仲間づくりを目的として，通学合宿（６泊７日）を実施しました。今年度は，滝

沢市立滝沢第二小学校と滝沢市立滝沢東小学校の５～６年生の児童３９名が参加しま

した。生活の基盤となる「衣・食・住」を児童自らの力で取り組み，レクリエーショ

ンや創作活動を体験しました。今年度は，４日目の祝日（勤労感謝の日）を利用し，

活動内容を工夫しました。午前中に洗濯や掃除等の身の回りの整理整頓にじっくりと

取り組み，午後は，岩手日報社から講師を招き「まわしよみ新聞」の活動をした後，

大学生との交流を図りながら盛岡大学見学を行いました。全体を通して，自分でやる

べきことはしっかり行い，学生ボランティアと楽しい時間を共有しました。 
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（２）地域力向上事業

さんりく体験！発見隊  《平成２８年度「体験の風をおこそう」運動協賛事業》 

 東日本大震災から６年が経過しました。「震災を風化させない」「忘れない」ために，

震災当時の様子を知ることに加え，被災地での「民泊」等の活動をとおして，被災地

復興の現状を理解し，復興支援の一役を担う意識を高めることを目的とした事業です。 

岩手県立県南青少年の家と連携して検討委員会を組織し，企画段階から検討を進め

ました。 

1 日目は，岩手県立陸中海岸青少年の家の所長から，震災当時の様子を伺ったり，

荒神海岸散策時に拾ったマリングラス等を使用しての創作体験を行ったりしました。

２日目は，震災メモリアルパーク中の浜で震災遺構を見学し，その後，田老地区の「学

ぶ防災」で震災語り部から，震災の話を聞き，津波のビデオを視聴しました。また，

この日は田野畑村での民泊を行いました。最終日は，サッパ舟の乗船体験と机浜番屋

群の見学を行いました。参加者からは，震災に関する学びを積極的に取り組みたいと

いう気持ちが伺えました。 

（３）貧困対策事業

タートルズ・キャンプ   《平成 28年度「体験の風をおこそう」運動協賛事業》 

児童養護施設との密接な連携により，課題を抱える子供たちの自立支援を目的とし

た事業「タートルズ・キャンプ」において，「アドベンチャー」をテーマに実施しま

した。今年度も，３つの児童養護施設と１つの情緒障害短期治療施設の参加で，事業

開始から７年目を迎えました。本事業名の由来となる「自分の殻から顔を出し，まわ

りを見る勇気をだしてほしい。様子を見て，少しずつ手足をだし，ゆっくり一歩ずつ

自分のペースで歩みだすことができるように・・・」のとおり，成長を実感できる子

供たちの様子を見ることができました。特にスポーツレクリエーションや，陶芸体験，

カヌー体験では，施設の枠を越えた参加者同士の交流も見られました。

（４） 国際交流事業

日独学生青年リーダー交流事業（文部科学省委託事業） 

 ドイツ団の１７名は，ドイツ国内でボランティア活動を行う等，様々な社会貢献を

している大学生を中心とした高校生から社会人の方々でした。 

岩手山プログラムでは，法人ボランティアと一緒に，意見交換や野外炊事の活動を

行いました。夜には，法人ボランティアとスポーツ交流会をとおして交流を深めまし

た。また，３つのグループに分かれて滝沢市立柳沢小学校に訪問し，子供たちと交流

する内容を企画して授業を行いました。ボランティア同士や子供たちとの交流をとお

して，「子供の体験活動の機会を提供するための支援」について理解を深めました。

小学校訪問やホームステイ等の体験をとおして，日本の文化についても理解を深める

ことができました。 
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（５）指導者養成事業 

① Ｈｏｗ Ｔｏ ボランティア，体験活動支援セミナー 秋・冬 

《平成２８年度「体験の風をおこそう」運動協賛事業》 

青少年教育施設でのボランティア活動の基本を学ぶ「Ｈｏｗ Ｔｏ ボランティア」

と，実際に「テンパークちゃれんじくらぶ」に参加した子供たちのグループリーダー

としてボランティア活動の実践を学ぶ「体験活動支援セミナー」を開催し，それぞれ

多くの大学生・高校生が参加しました。 

② NEAL自然体験活動指導者（リーダー）養成研修 

  今年度から始まった事業で，教育事業「Ｈｏｗ Ｔｏ ボランティア」「ボランティア・

ブラッシュアップ・プロジェクト④」と兼ねて実施しました。自然体験活動の特質，

技術や安全管理等について研修を行いました。参加者１０名全員がＮＥＡＬリーダー

の登録申請をしました。 

③ 教員免許状更新講習 

  岩手大学と連携し，「安全面に配慮した自然体験活動の実際」と「体験活動プログラ

ムによる人間関係づくり」の２講習（各６時間）を行いました。講義と演習を行うこ

とで，理論と実践を結びつけて講習を行うことができました。 

④ ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（７回） 

  岩手山ボランティア育成ビジョンに基づいた２年目の事業です。今まで学んだボラ

ンティアとしての知識や技術のスキルアップの機会として，ボランティア自身の企画

運営で「ダンボールマスター」（ダンボールを使った遊び），「プロモーションプロジェ

クト」（ＰＶを作製して情報発信），「咲く☆ＳＥＥＤ」（ボランティア間交流），「よく

おでんした！」（当施設の理解を深める）の４事業の企画運営を行いました。法人ボラ

ンティアのスキルも大きくステップアップしました。 

 

（６）普及啓発事業 

① テンパークまつり２０１６ 《平成２８年度「体験の風をおこそう」運動協賛事業》 

当施設が提供する活動プログラムを体験し，施設自体を広く地域の方々に知ってい

ただくことを目的として「テンパークまつり２０１６」を開催しました。今年度も１

泊２日（土・日）の親子宿泊体験と日曜日のみのテンパークまつりの２部構成で実施

しました。今年度は「イーハトーヴ」による一輪車の華麗な演技の発表後，来場して

いた子供たちを対象に一輪車教室を開催し，大盛況でした。また「テンパークオリン

ピック」も新たに加え，延べ１千人を超える家族連れが来場しました。ステージ発表，

スタンプラリー，創作活動など室内外のプログラムを楽しみました。 

  ② テンパークちゃれんじくらぶ 秋・冬 

    毎回楽しい内容で，リピーターが多い事業です。小学生３年生から６年生を対象に，

法人ボランティアが企画した活動を体験しました。体験活動支援セミナーに参加して

いる学生が子供たちのグループリーダーとして活動しますので，学生との触れ合いも

子供たちの楽しみの一つになっています。 
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（７）その他の事業 

  ① 子どもゆめ基金体験の風リレーションシップ事業 

     スキー体験 in テンパーク ～スキー すき 好き シーハイル！～   

    《平成 28年度「体験の風をおこそう」運動協賛事業》 

小学校３年生から６年生を対象に，スキーに親しむことと参加者間の交流を図るこ

とを目的に開催しました。技能別に分かれてスキー体験を楽しみ，初心者のグループ

は少人数で手厚い指導を行いました。夜は講師を招き「スキーの話」を聞きました。

２日目のスキー体験は初日に比べ，どの子も上達し，満足そうな顔をしていました。 

② 連携協力事業 

Kids Together えいご deキャンプ in テンパーク 

被災地域の子どもたちを対象に「Kids Together えいご de キャンプ inテンパー

ク」を HSBCグループと NPO法人日本国際ワークキャンプセンター（NICE）との連携事

業として実施しました。この事業は，平成２０年度に始まった事業で，HSBCグループ

が資金とボランティアを提供し，NICEがキャンプの企画・運営を担当し，当施設が活

動場所と指導者を提供するという三者による連携協力事業です。今年度は，「ハロウィ

ーン」と「クリスマス」をテーマとして１０月と１２月に，岩手山青少年交流の家を

会場に行われました。日・英２言語を活用し，参加した子供たちは HSBC グループと

NICEの外国人スタッフ・外国人ボランティアと交流することで英語や外国文化に触れ

有意義な時間を過ごしました。 

 

 

３ 研修支援について 

  研修支援については，利用者の立場に立った業務運営に努め，利用者の研修をサポート

するという意識を持って，親切，丁寧，迅速，笑顔での利用者対応を心掛けてきました。 

また，利用者数の年間目標を定めるとともに，日常的に施設内の活動場所の安全点検を

行い，安心・安全で清潔な活動環境を確保することに努めました。 

 

（１）研修指導・支援 

利用団体の研修目的の実現のために，利用団体の立場になって研修支援を実施しまし

た。具体的には，当施設職員によるきめこまやかな事前相談を行うとともに，事前相談

に来られない団体にも，電話連絡を密にし，利用前の不安をなくせるように努めました。 

また，野外炊事，アドベンチャープログラム，七宝焼などの研修において直接指導を

実施しました。指導の質を高めるため職員研修を行い，より多くの職員が対応できるよ

うにしました。 

 

（２）施設の利用状況及び利用者の評価 

平成２８年度の年間目標として，総利用者数 112,000 人以上，宿泊室稼働率 53.0％以

上を目標としていましたが，総利用者数 121,556 人，宿泊室稼働率 53.9％となり,利用者

数,宿泊室稼働率ともに目標を達成いたしました。今後とも広報活動や成果普及活動を行
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い利用者の確保に努めたいと考えています。 

利用団体からのアンケート「当施設を利用しての総合的な満足度」をみると，「満足し

ている」と回答しているものが86.2％，「やや満足している」と回答しているものが12.7％，

両者を合わせると 99.9％が「満足」と回答し，高い評価を得ることができました。利用

団体からの意見・要望等については，事務連絡協議会でその内容を確認し，対応できる

ものはすぐに改善するように心がけています。 

 

（３）利用者の安全で快適な生活環境の確保，危機管理 

   利用者が安全・安心で清潔な生活環境のもとで，快適な研修活動が実施できるように，

施設設備の整備・点検を定期的に行うとともに，想定される様々な災害・事故等が発生

した場合の具体的な危機管理マニュアルを策定しています。 

   平成２８年度は敷地内でのクマの目撃が３件あり，安全対策として，利用者が野外活

動を行う前にコースを職員が爆竹を鳴らしてから活動に入っていただくとともに，クマ

を目撃した場合についての資料を作成し，団体に配布するなどしておりましたが，さら

なる対策が必要となり，猟友会による罠の設置で１頭を捕獲しました。さらに，捕獲し

た地点を含むオリエンテーリングコースを一部使用禁止にする対策を取りました。スズ

メバチ対策については，トラップを自作し敷地内各所に設置するとともに，巣を発見し

次第駆除しています。 

 

 

４ 地域との連携，社会貢献について 

  施設の運営に当たっては，様々な団体・個人と連携し，協力をいただいています。また，

社会教育実習生やインターンシップの受け入れも随時行いました。 

（１）教育事業における連携・協力 

教育事業は，その目的・内容によって地域の団体との連携が不可欠です。教育事業に

おける主な連携先は以下の通りです。 

○タートルズキャンプ・・児童養護施設，みちのくみどり学園，青雲荘，和光学園 

・情緒障害児短期治療施設，ことりさわ学園 

○教員免許状更新講習・・岩手大学・教員免許状更新講習連絡協議会 

○テンパークまつり・・・児童養護施設・地元団体・企業 等 

○通学合宿・・・・・・・滝沢市立滝沢第二小学校・滝沢市立滝沢東小学校 

滝沢市教育委員会，岩手日報社，盛岡大学 

○Kids Together えいご deキャンプ・・NICE，HSBC，陸前高田市教育委員会等 

○さんりく体験！発見隊・・岩手県立県南青少年の家，岩手県立陸中海岸青少年の家， 

             NPO法人 体験村・たのはたネットワーク 

 

（２）岩手大学との連携・協力 

   岩手大学三陸復興・地域創生推進機構と主催した事業「頭と体と心の３（未）体験フ

ェスティバル」は，昨年度に引き続き大盛況でした。 
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また，教育事業「親子で楽しむ大学探検隊」～小学生のオープンキャンパス～を共催

し，大学生との交流，大学教員や学生による講義や実験・演習を体験，大学図書館見学

や学生食堂での食事等盛りだくさんの内容で，参加家族の高い満足度が得られました。 

 

（３）盛岡大学との連携・協力 

   平成２９年２月９日に，盛岡大学・盛岡大学短期大学部と国立岩手山青少年交流の家

は，これまで培ってきた信頼関係と連携・協力の実績を基盤とし，より一層，緊密かつ

組織的な連携・協力体制の充実を図り，自然の中での活動を通じた社会貢献及び教育・

研究の発展に寄与することを目的として包括協定を締結しました。 

今後，両者の特色を活かし，国際交流や，児童教育における調査研究といった先端的

取り組みについて協力していくほか，交流の家のフィールドを活用した共同事業など，

多岐にわたる連携を展開していきます。 

今年度は包括協定締結に先立ち，通学合宿「テンちゃん一家の一週間」において，参

加した小学生が盛岡大学の構内を見学したり，現役の大学生と一緒に講義の体験をした

りと，盛岡大学と連携・協力した事業を行うことができました。 

 

（４）岩手県内の青少年教育施設との連携・協力 

例年，岩手県内の青少年教育施設（県立県北・県南・陸中海岸青少年の家，盛岡市立

区界高原少年自然の家）と合同で集団宿泊教育施設連絡協議会（宿泊連）を開催し，研

究協議や情報交換を行っています。今年度は，盛岡市立区界高原少年自然の家で開催さ

れ，つなぎ温泉「四季亭」女将 林氏を講師に招き「おもてなしの心」について講演が

あり，新区界トンネルの視察を行いました。 

 

（５）ボランティアとの連携・協力 

子供を対象とした教育事業の際に大学生や高校生などにグループリーダーとして運営

の補助をしてもらいました。また，広大な施設の環境整備は職員だけでは限界があるた

め，地域住民からなるボランティアの協力により，草刈り・花壇整備などの環境整備を

行いました。 

①  施設ボランティア（法人ボランティア） 

大学生や高校生などによるボランティアを育成し，希望者には法人ボランティアと

して登録してもらい，様々な教育事業に協力をいただいています。今年は，１３９名

のボランティア（新規７９名，継続６０名）が登録しました。平成２８年度に法人ボ

ランティアが活動した延べ人数は，４５０名でした。 

  ② 環境ボランティアによる環境整備 

    今年度も地域住民を主体とする環境ボランティアによる環境整備活動を実施いたし

ました。４月から１１月までの期間，施設内外の草刈りやキャンプ場などの整備を職

員と共に行いました。ボランティアの皆さんの献身的な働きにより，当施設の環境が

保たれています。（登録者１９名，年間６日，参加者延べ９０名） 

③ 岩手県立盛岡峰南高等支援学校生徒による花壇整備 
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    岩手県立盛岡峰南高等支援学校高等部生徒の皆さんによる花壇の整備をしていただ

きました。 

生徒と教職員の方々は，５月から１０月までの間，概ね月１回程度来所し，施設内

にある花壇２か所（利用玄関前，第２駐車場前）に，春にはメランポジウム・サルビ

ア，秋にはパンジーを植栽し，除草，追肥等の作業を行っていただきました。（年間７

回，参加者延べ約１００人） 

手入れの行き届いた，沢山のきれいな花々に迎えられて，利用者から大変喜ばれて

います。 

   

（６）社会教育実習生・インターンシップの受け入れ 

   今年度も５１名（盛岡大学５０名，東北福祉大学１名）の社会教育実習生の受け入れ

を行いました。また，インターンシップ５名（岩手大学１名，岩手県立大学２名，岩手

県立大学盛岡短期大学部１名，岩手県立大学宮古短期大学部１名）の受け入れを行いま

した。 

 

     

５ 職員の資質向上について 

  事業における企画力・指導力・安全指導，利用者との接遇サービス・コミュニケーショ

ン能力，職務遂行上の専門能力，危機管理，子どもゆめ基金，「体験の風をおこそう」運動，

服務規律等の職員の資質向上を目指し，職員研修を行いました。施設内研修として２５件

（参加者延べ３３７名）の研修を実施しました。外部の研修には１２件（参加者延べ１４

名）の研修を受講しました。今後も積極的に実施・受講し，職員の資質向上を図り，全職

員が利用者に対し，安全・安心，親切・丁寧・迅速な対応を心がけていきます。 

  また，今年度は職員４名が国立日高青少年自然の家，国立大雪青少年交流の家を訪問し，

業務・運営改善の状況及び教育・研修支援事業に関する調査を行いました。今後，他施設

での先進的な取組みを取り入れ，当施設の運営改善に務めていきます。 
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Ｂ Ｃ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｎ Ｏ

 No 事　業　名 事業の目的
期　　間

(Ｈ２8年度の期間）
対　　象

参加
人数
(人）

満足度
（％）

備考

1
①テンパークちゃれんじくらぶ・秋
②テンパークちゃれんじくらぶ・冬

小学生が季節に応じた様々な体験活動を通し，友達との
関係づくりを深めながら，自然に対する親和的な態度を
育成する。

①9.10(土)～9.11（日）　<1泊2日>
②1.14(土)～1.15(日)　＜1泊2日＞ 小学校３～６年生

①72
②99

①100
②98.9

2 テンパークまつり2016
岩手山青少年交流の家を広く地域に開放し，様々な活
動プログラム等を通して，施設の理解と利用の促進を図
る。

9.25(日)
一般 1793 100

体験の風を起こそう月間事業
宿泊体験は，みちのく「体験緒風をおこ
そう」３－２（３）で実施

3
通学合宿
テンちゃん一家の１週間

小学生を対象にした集団宿泊をとおして，人間関係を深
め，より良い仲間作りのためのプログラムを開発する。 11.20（日）～11.26（土）<6泊7日>

滝沢東小５～６年生
滝沢第二小５～６年
生

39 100

4
スキー体験　in　テンパーク
～スキー　すき　好き　シーハイル！～

スキー体験や交流活動をとおして，コミュニケーション能
力の向上と自然に親しむ心を育むとともに，スキーに親
しむ機会とする。

1.21（土）～1.22（日）＜1泊2日＞
盛岡市滝沢市
小３～６

120 子ども夢基金

5
タートルズキャンプ
～自立支援が必要な子どもたちのチャレンジ
タイム～

自然体験や集団宿泊等を通して，コミュニケーション能
力向上と個々の目標達成を支援し，自信を持たせる。

8.3（水）～8.5（金）　＜2泊3日＞
通年（随時）

施設入所者 12

児童養護施設みちのくみどり学園
情緒障害児短期治療施設ことりさわ学
園
児童養護施設和光学園
児童養護施設青雲荘

7
 
えいご　de　キャンプ　in テンパーク

東日本大震災被災地域の子どもたちを支援するため，
小中学生を対象として，海外ボランティアと一緒に自然
体験活動をとおして，新しい友達を作り，自立心や自尊
心を育む機会とする。

10.14（金）～10.16（日）　＜2泊3日
＞
12.10（土）～12.11（日）　＜1泊2日
＞

小中学生
①177
②112

共催NICE
協賛HSBCグループ

8 日独学生青年リーダー交流

研修テーマ「若者の社会参画」のもと，日本とドイツの青
少年団体等でリーダーとして活躍する学生・青年等が，
文化体験，意見交換，機関や団体で体験活動等を行うこ
とにより，青年リーダーとしての資質を髙めるとともに，
日独の相互理解と交流の発展を図ることを目的とする。

8.31(水)～9.5(月)　＜6泊7日＞ １８歳～２６歳
ドイツの学生青年リー
ダー(社会人含む）

17 文部科学省委託事業

9

教員免許状更新講習
①「安全に配慮した自然体験活動の実際」
②「体験活動プログラムによる人間関係づく
り」

自然体験活動実施上の安全面について，人間関係づく
りの手法について，講義と演習により体験的に学習す
る。

①8.7(日)
②8.11（木）

幼・小・中・髙等学校
教諭等
養護教諭

①18
②30

①100
②100

岩手大学
(教員免許状更新講習連絡協議会）

10
ＨｏｗＴｏボランティア
～ボランティアの基本を学ぼう～

青少年教育におけるボランティア活動に対する知識や理
論を学ぶとともに，野外炊事やレクリエーション等の実習
を通して，ボランティア活動の基本を学ぶ。

5.21(土)～5.22(日)　＜1泊2日＞
髙校生以上の青年 71 97

盛岡大学
共催NICE
協賛HSBCグループ）

11
①体験活動支援セミナー・秋
②体験活動支援セミナー・冬

体験活動に必要な知識を学ぶとともに，小学生のグルー
プリーダーとして実際に活動し，体験活動の支援の仕方
について学ぶ。

①9.10(土)～9.11（日）　<1泊2日>
②1.14(土)～1.15(日)　＜1泊2日＞ 髙校生以上の青年

①20
②20

①100
②100

12 ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト

ボランティアがチームを組んで事業の企画立案をするこ
とで，ボランティアのスキルアップを図り，社会を生き抜く
力磨くとともに，創造性やチャレンジ精神，リーダーシッ
プ，コミュニケーション能力などの育成に向けた多様な体
験の機会を提供する。

①5.14（土）
②6.18（土）～6.19（日） ＜1泊2日＞
③8.20（土）
④8.27（土）～8.28（日）＜1泊2日＞
⑤10.29（土）～10.30（日）＜1泊2日
＞
⑥12.3（土）
⑦3.11（土）～3.12（日） ＜1泊2日＞

法人ボランティア

①12
②8
③10
④7
⑤12
⑥
⑦
⑧

共催NICE
協賛HSBCグループ

13
親子で楽しむ大学探検隊
～小学生のオープンキャンパス～

子どもたちとその保護者が，大学で行われている講義・
実験・ものづくりなどのプログラムを体験すると共に，大
学生と交流することにより，学ぶことの目的や科学の楽
しさを知るとともに，将来についての考えを深めるきっか
けの場を提供することにより，地域・日本・世界の未来を
担う人材を育む。

12.3（土）～12．4（日）＜1拍2日＞
小学生４・５・６年生を
含む家族

85 100
国立大学法人岩手大学　三陸復興・地
域創生推進機構

14
親子で遊ぼう
～ダンボールと雪遊び～

親子で遊びながら，幼児期に必要な３６の基本的な
動きを体験し，体力・運動能力の基礎を培うととも
に，親子の触れ合いや参加者同士のコミュニケー
ションを図る。

2.4（土）～2.5（日）＜1拍2日＞ 年長児とその保護者 21 100

15 賢治の自然学校
岩手山青少年交流の家の活動プログラムと宮沢賢治の
童話を結び付け，学習指導要領に則った形で学校に提
供できるものを作成する。

4.1（金）～3.31（金）
小学生

　

2　職員研修事業

 No 事　業　名 事業の目的
期　　間

(Ｈ２8年度の期間）
対　　象

1
岩手県内青少年集団宿泊教育施設職員合同
研究会

岩手県内青少年集団宿泊教育施設の課題共有及び望
ましい施設運営の充実と発展の方策を研究協議する。

11.9（水）～11.10（木）　＜１泊２日＞ 岩手県内青少年集団
宿泊教育施設関係職
員

2 体験活動安全管理研修（山編）
　体験活動における指導者の安全管理意識及び指導・
救助技術の向上を図る。

6.6（月）～6.8（水）
＜2泊3日＞ 施設職員

登山指導員

震災を「風化させない」「忘れない」ために，岩手県の将
来を担う児童生徒たちが，防災学習を終えた後に被災
地を訪問し，沿岸地域の人々と自然体験活動を通して触
れ合う中で，被災地復興の現状を理解し，復興支援の一
役を担う意識を髙める。

7.16(土)～7.18(月)　＜2泊3日＞

平成28年度  事業一覧表

国立岩手山青少年交流の家

100
ＮＰＯ法人体験村たのはたネットワーク

6 さんりく体験！発見隊

備　　考

独立行政法人国立青少年教育振興機構（本部）主催

小学校５・６年生・中
学校１・２年生

29

9



１ 事業名 

  平成２８年度教育事業  「体験の風をおこそう」運動協賛事業 

「テンパークちゃれんじくらぶ」 ～ドキドキ わくわく・秋～ 

 

２ 趣 旨（事業の目的） 

  自然体験をとおして，自然を大切にする心，豊かな感性や思いやりの心を育むとともに，ボラ

ンティア高校生・大学生また参加者同士の交流をとおして，コミュニケーションの力を育む。 

 

３ 期 日  平成２８年９月１０日（土）～１１日（日） 

 

４ 参加者  ７９名（盛岡市・滝沢市・八幡平市・雫石町の小学３～６年生） 

 

５ 後 援  盛岡市教育委員会，滝沢市教育委員会，八幡平市教育委員会，雫石町教育委員会 

 

６ 内 容 

（１）日程 

日 

時 

       13:00 13:30 13:50         15:00          17:30 18:30   

   20:00 21:00 21:30 

 
9／1

0 
（土） 

 
 

 
 
 
 

 

参 
加 
者 
受 
付 

は 
じ 
め 
の 
会 

ドキドキ！ 
(O_O) 

フレンドリ
ーゲーム 

わくわく！ 
O(^-^)o 

「秋のごちそ
う」 

クッキング 

  
夕 
 
食 
 

オータム 
（≧▽≦） 
キャンプ 
ファイヤ～

！ 

 
入 
 
浴 
 

就
寝
準
備 

 
就 
 
寝 
 

日 

時 

6:30      7:00  7:30  9:00               12:00  

 13:00 14:00 14:30 

 
9／1

1 
（日） 

 

 
起 
 
床 

 

 
洗 
 
面 
 

 
つ 
ど 
い 
 

   
朝 
点 
・ 
食 
検 

 

キラキラ！ 
(☆。☆) 

メモリークラフ
ト 

  
 昼 
 
 食 

 
片
づ
け 
 

終 
わ 
り 
の 
会 

 
解 
 
散 
 

 

（２）指導者 

   国立岩手山青少年交流の家    副主任企画指導専門職  佐々木 真里子 

                   企画指導専門職     鎌 田 信 浩 

事業推進係       山 﨑 啓 陽 

事業推進係       髙 橋 知 也 

指導補助            法人ボランティア    １３名 

（３）企画のポイント 

   今年度は，秋をテーマにした活動を企画立案した。企画立案に際して，法人ボランティア向

けの事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト」において，年度当初から４回に

わたり企画会議，事前準備を行った。参加した小学生が，安全に楽しく２日間を過ごせるよう

に，体験活動支援セミナーに参加している高校生や大学生を，グループリーダーとして配置し，

高校生や大学生とのふれあいや体験活動をとおして，友達作りや班で協力することの大切さを

10



学ぶことのできる機会を提供した。 

今回は，それぞれの活動において秋を感じながら参加者同士のコミュニケーションが図れる
ような工夫を行った。「ドキドキ！フレンドリーゲーム」では，初対面の参加者の緊張を解きほ
ぐすアイスブレイクを行った。その後の「わくわく!『秋のごちそう』クッキング」では，秋の
味覚であるさつまいもと鮭を取り入れて，さつまいもカレーとご飯，鮭のホイル焼きを各班で
協力して調理し， 
『秋のごちそう』を楽しんだ。夜は従来のキャンプファイヤーとは一味違う「オータムキャン
プファイヤー！」を行った。キャンプファイヤーには，宇宙人を登場させるなど，企画の法人
ボランティアのアイディアが光った。「キラキラ！メモリークラフト」では，思い出を形にする
クラフトに挑戦した。野外炊事の時の班の思い出の写真を自分が作った写真立てに入れてみた
時の子供達の顔はとても満足げな表情であった。 
活動全体をとおして，秋を感じながら，班ごとのコミュニケーションが深まるように，先輩

法人ボランティアがプログラムを構成した。 

（４）広報のポイント 

   年度当初から，当施設ホームページに事業日程を掲載してきた。また，盛岡市，滝沢市，八

幡平市，雫石町の教育委員会教育長，盛岡市，滝沢市，八幡平市，雫石町の各小学校と報道機

関へ開催要項とチラシを送付した。目を引くような構成にしたチラシも，参加者増加に効果が

あった。 

（５）運営のポイント 

   小学生７～８人の１０グループに，体験活動支援セミナーの参加者を２～３名ずつグループ

リーダーとして位置づけて，小学生の参加者が不安を抱くことがないように，あたたかく迎え

入れるようにした。また，班が早く仲良くまとまるようにグループリーダーが率先して話しか

けるようにした。グループリーダーがうまく話しかけられないでいる班には，企画・運営にか

かわるボランティアにコミュニケーションのきっかけをつくるようになどの配慮もした。班の

仲を深めることで，参加者がより楽しく活動できるように配慮した。 

また，階層型組織キャンプを構成し，本部ミーティング，スタッフミーティング，スライド

ショー撮影ミーティング，生活班ミーティングなど役割を明確にした組織運営体制を敷き，安

全に留意したプログラム展開を実践した。（補足資料１を参照） 

 

７ 成果とその普及 

テンパークちゃれんじくらぶは，以前も参加して楽しかったので，今回も是非参加したいとい

う参加者が約半数を占め，人気の高い期待されている事業となっている。昨年度の反省を受け，

法人ボランティアが企画立案する時期を早めた。そのことで，子供達の手元に届く広報チラシの

内容は，具体的な内容にすることができた。リピーターだけでなく初めての子供達の参加も多か

った。 

  子供達の中には，はじめは不安や緊張を感じていたところもあったが，各グループのリーダー

や仲間とかかわる中でうちとけ，仲良く活動を楽しむ姿が見られた。子供達がグループリーダー

に親しみをもってかかわっていくことで，グループリーダーたちも次第に自信をもって，子供達

とかかわるようになっていくなどの相乗効果も見られた。クラフトが早く終わった時に，ゲーム

等をとおして交流を深めることができた。さらに昼食後，班毎に遊びを工夫してグループリーダ

ーと班の友達と楽しく過ごすことができた。 

  参加者のアンケートから「友達がいっぱいできて楽しかったので，また来たい。」「初めは緊張

していたけれど，お兄さんやお姉さんが優しくて安心した。たくさん友達ができた。」「みんなで

助け合いながら活動できて楽しかった。」「みんなでつくったご飯を，みんなで食べてすごくおい

しかった。」などの感想が多くよせられた。さらに，活動中の子供達の様子からも，今の子供達に

欠けているといわれるコミュニケーション能力の向上にもつながったのではないかと考える。１

泊２日という短い期間ではあるが，十分に満足できる活動を提供できたものと考える。 
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８ 今後の課題 

  グループリーダーだけでなく，参加者である子供達も主体的に行動できるように，活動に対し

ての安全面や見通しを持たせる必要がある。 

２日間と短い期間ではあるが，リーダーや子供達がグループで工夫をして活動できる時間など

を設定できれば，さらにコミュニケーション能力の向上つながると感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

わくわく！O(^-^)o 

「秋のごちそう」クッキング 

（野外炊事） 

オータム（≧▽≦） 

キャンプファイヤ～！ 

（キャンプファイヤー） 

キラキラ！(☆。☆) 

メモリークラフト 

（クラフト） 
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補足資料１  テンパークちゃれんじクラブ及び体験活動支援セミナー 組織図 

 

本部ミーティング

主担当

副担当 副担当

スタッフミーティング

生活班ミーティング

フレンドリーゲーム 「秋のごちそう」クッキング オータムキャンプファイヤ～ メモリークラフト スライドショーMT 統括リーダー 生活・活動班

統括リーダー

統括リーダー

テンパークちゃれんじくらぶ及び体験活動支援セミナー　組織図

法人ボラ 法人ボラ 法人ボラ 法人ボラ

スライドショー
作成の手順

プレゼン作成ソフト
を使用

チームで全体の構成を練る
　　↓

カメラスタッフが撮影し，良
い写真を選定する。

（各プログラム30枚程度）
　　↓

編集チーフがPCを
使って作業
　　↓
　完成

職員

法人ボラ

職員 職員

本部MT…全体の最終判断を行う。

アドバイザーMT…各活動プログラム
の運営に際し，状況確認と人員配置
等の動線の最終決定をする

スタッフMT…各活動プログラムの運
営に際し，状況確認と人員配置等の
動線の最終決定をする。また，各活
動プログラムの補助スタッフとして，
主に物品の準備等を行う（自らの担
当の時間帯はスタッフに指示を出す
リーダーとなる）

生活班MT…主に子供の状況把握に
勤める。健康状態や怪我，安全確保
について情報を集約する。点呼や
様々な相談は迅速に統括チーフに情
報を伝達する

スライドショー撮影MT…写真の撮影
及び選定，スライドショーの作成を行
う

【各階層の役割】
生活・活動班の役割　　…　　班の子供の安全管理及び生活指導を行う。
①人数把握をこまめにする
②自分自身が模範となり，生活指導を行う（食事，入浴，ベッドメイキング，活動場所の使い方
等）
③心と身体の安全を確保する
④自然の中で，十分楽しませる
⑤些細なサインを感じる
※点呼の報告は統括リーダーに伝える。子供との関わり方等の悩みや相談は統括リーダー，
統括チーフが対応
その他，キャンプ中に発生する様々な事象について，統括リーダー→統括チーフ→本部MTの
順で情報共有を図る

法人ボラ
3
班

法人ボラ
4
班

法人ボラ 法人ボラ
2
班

法人ボラ

法人ボラ 法人ボラ

法人ボラ 法人ボラ

法人ボラ

法人ボラ

9
班

体験活動支援
セミナー参加者
各班２～３名

法人ボラ
7
班
8
班

5
班
6
班

法人ボラ
1
班
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１ 事業名 

  平成２８年度教育事業  「体験の風をおこそう」運動協賛事業 

「テンパークちゃれんじくらぶ」 ～ドキドキ わくわく・冬～ 

 

２ 趣 旨（事業の目的） 

  自然体験をとおして，自然を大切にする心，豊かな感性や思いやりの心を育むとともに，

ボランティア高校生・大学生また参加者同士の交流をとおして，コミュニケーションの力

を育む。 

 

３ 期 日  平成２９年１月１４日（土）～１５日（日） 

 

４ 参加者  ９９名（盛岡市・滝沢市・八幡平市・雫石町の小学３～６年生） 

 

５ 後 援  盛岡市教育委員会，滝沢市教育委員会，八幡平市教育委員会， 

雫石町教育委員会 

 

６ 内 容 

（１）日程  
日時                        13:00 13:30 14:00     16:50     18:00   19:00    20:15   21:00  21:30 
  
14日

 

(土)
 

 

 

 

 

 

 

 

参 

加 

者 

受 

付 

は 

じ 

め 

の 

会 

 

ゆきゆき 

ワールド 

 

きらきら 

ワールド

１ 

 

夕 
食 
・ 
休 

憩 

 

きらきら 

ワールド

２ 

 

 

入 

 

浴 

 

就
 

寝
 

準
 

備
 

 

  

就 

  

寝 

 
日時 6:30  7:00 7:20 8:45 9:15          13:00         14:00   14:30 

 
15日

 

(日)
 

 

 

 

起 

床 

 

 

洗 

面 

・ 

清 

掃 

 

つ 

ど 

い 

 

朝 

食 

・ 

休 

憩 

退 

所 

点 

検 

 

もっちもち 

ワールド 

自 

由 

時 

間 

 

 

 

 

お 

わ 

り 

の 

会 

参 

加 

者 

解 

散 

 

（２）指導者 

   国立岩手山青少年交流の家    副主任企画指導専門職  佐々木 真里子 

                   企画指導専門職     鎌 田 信 浩 

事業推進係       山 﨑 啓 陽 

事業推進係       髙 橋 知 也 

指導補助            法人ボランティア    １６名 

（３）企画のポイント 

   それぞれの活動の語尾に「ワールド」をつけ統一感をもたせ，ワールドの中の活動に

浸ることができるように企画立案した。企画立案に際して，法人ボランティア向けの事

業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト」において，テンパークちゃれん

じくらぶ秋が終わってから２回にわたり企画会議，事前準備を行った。今回は，それぞ

れの「ワールド」の中で，参加者同士がコミュニケーションを図れるような工夫を行っ

た。「ゆきゆきワールド」では，初対面の参加者の緊張を解きほぐすアイスブレイクを行

ってから外に出て雪上運動会を行った。雪上運動会の競技は，班のみんなで力を合わせ

て取り組む内容にした。その後の「きらきらワールド１」では，班でテーマを決めて模

造紙大の画用紙に蓄光塗料で絵を描いた。また，ランタン作りでは，プラスチックカッ

プとストロー，カラーホイルを使って，作り方を簡単にすることにより，オリジナル性

ア
ン
ケ
ー
ト
記
入 
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に時間がかけられるようにした。プラスチックカップにどんな絵や模様を描くかを班で

楽しく話しながら活動することができた。「きらきらワールド２」では，「きらきらワー

ルド１」で製作した絵とランタンの灯りが，部屋の灯りを落としたときに，一斉に浮か

び上がり，子供達の心に感動を与えた。「きらきらワールド２」の活動の終わりにふりか

えりを組み入れたことで，参加者同士のコミュニケーションを図り，班のまとまりを強

くすることにつながった。「もっちもちワールド」では，もちつき体験を参加者全員にさ

せたいと考え，２班に１基臼を設置した。自分たちでついたもちはみずき団子用にした。

みずき団子の由来を話したり，もちに関するクイズを出したりするなどの工夫をし，参

加者が意欲的に取り組める工夫をした。季節的に食中毒を考慮し，食べるもちは，もち

つき機でついた。伝統的なお雑煮などを味わいお正月気分を満喫した。その他に，もち

につけて食べるトッピングを普段家では食べないようなものを提供する「もっちもちバ

イキングコーナー」を設置した。「ココアとホイップ」や「ミートソース」など食べたこ

とのない味を味わった子供達は大満足だった。「ワールド」での活動全体をとおして，班

ごとのコミュニケーションが深まるように，先輩法人ボランティアがプログラムを構成

した。 

（４）広報のポイント 

   年度当初から，当施設ホームページに事業日程を掲載してきた。また，盛岡市，滝沢

市，八幡平市，雫石町の教育委員会教育長，盛岡市，滝沢市，八幡平市，雫石町の各小

学校と報道機関へ開催要項とチラシを送付した。目を引くような構成にしたチラシも，

参加者増加に効果があった。 

（５）運営のポイント 

   小学生８～９人の１２グループに，体験活動支援セミナーの参加者を３～４名ずつグ

ループリーダーとして位置づけて，小学生の参加者が不安を抱くことがないように，あ

たたかく迎え入れるようにした。健康観察を取り入れることで子供達の健康状態を把握

し，参加者が健康でより楽しく活動できるように配慮した。また，階層型組織キャンプ

を構成し，本部ミーティング，スタッフミーティング，スライドショー撮影ミーティン

グ，生活班ミーティングなど役割を明確にした組織運営体制を敷き，安全に留意したプ

ログラム展開を実践した。（補足資料１を参照） 

 

７ 成果とその普及 

   企画段階で，活動内容を検討していくことで，子供達に与える感動の大きさがちがっ

てくる。感動の作り方や与え方を工夫することで，企画した側の達成感や参加した側の

感動の心への残り方が違うと感じた。感動が大きいほど，体験活動が子供達の将来に与

える影響は大きいのではないかと考える。各活動には，参加者同士がコミュニケーショ

ンを図る場面が多くあり，参加者のアンケートから「ライトファンタジーの時に，グル

ープで描いた光る絵がきれいで，チームが仲良くなった気がした。」「仲のいい友達がで

きてうれしかった。お兄さんお姉さんも優しいし気軽に接してくれてすぐなれました。」

などの感想が多くよせられた。 

 

８ 今後の課題 

   「もっちもちワールド」のみずき団子作りで，食紅を溶くための水の量の指示がなく，

多めの水をもちに混ぜてしまい，もちがやわらかくなりすぎて子供達の手がべたついた

り，木にもちがつかなかったりしたことで，少数であるが子供達の中から「もうやりた

くない」という声もあがった。また，「ゆきゆきワールド」の雪上運動会では，競技時間

より競技の説明が長くなってしまったことがあり，子供達から「もう少し遊びたかった。」
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「寒かった。」などの声があがった。場の設定や時間配分，説明の仕方などの細かいとこ

ろまで，参加者が意欲的に取り組めるような企画にしていきたい。子供達のアンケート

結果を企画したボランティアに還元する機会を設定していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ゆきゆきワールド 

（雪上運動会） 

きらきらワールド 

（製作活動） 

もっちもちワールド 

（もちつき体験） 

   

16



 
１ 事業名 

平成 28年度教育事業「体験の風をおこそう」運動協賛事業 テンパークまつり 2016 

       

２ 趣 旨（事業の目的） 

岩手山青少年交流の家（テンパーク）を広く地域に開放し，当施設の様々な活動プログラムな

どの体験を通して，施設の理解と利用の促進を図ると共に震災復興に立ち向かっている県民の元

気回復に寄与する。 

 

３ 期 日 

    平成28年 9月 25日（日）9：00～15：30 

 

４ 参加者 

   1，793名 

 

５ 後援 

   岩手県教育委員会  盛岡市教育委員会  滝沢市教育委員会 

 

６ 協力 

   ユーレストジャパン株式会社，ファーム仁王，りんりん舎，みのりホーム，みどり学園，こと

りさわ学園，和光学園，岩手大学 IWATE STREET PERFORMANCE CLUB，イーハトーヴ，元村こど

もさんさ愛好会，国立花山青少年自然の家，国立磐梯青少年交流の家，国立那須甲子青少年自

然の家，岩手県立県南青少年の家，岩手県立県北青少年の家，滝沢市観光協会（チャグチャグ

馬コ） 

     

７ 協賛 

（株）浅沼工務店，（社）岩手県薬剤師会検査センター，岩手トヨペット（株），（株）いんべリ

ネンサプライ，北岩手環境保全，キョウワセキュリオン（株），コセキ（株）盛岡営業所，（株）

小山商会盛岡営業所，三機商事（株），（株）三幸堂ビジネス盛岡店，松栄商事（株），東北ビル

管財（株），（株）トライス，杜陵高速印刷（株），（株）ネクサス，（株）橋市物産，（株）平金商

店，フルテック（株），盛岡ガス燃料（株），（株）ユアテックサービス岩手営業所 

 

８ 内 容 

 （1）活動内容 

つどいの 

広場 

開会式（9:00）                                             

和太鼓発表  ≪みどり学園・ことりさわ学園 （9:00～）≫ 

伝統さんさ踊り≪元村こどもさんさ愛好会 (9:45～10:10)≫ 

ジャグリング ≪岩手大学 IWATE STREET PERFORMANCE CLUB (11:30～12:00)≫ 

さんさ踊り  ≪和光学園 （12:00～12:20）≫ 

フードコーナー（9:00～15:00） 

テンパークスタンプラリー（9:30～15:00） 

表彰式≪午前の部(12:30)・午後の部（15：00）≫ 

グラウンド ストラックアウト（9:30～15:00）  

ディスク投げ（9:30～15:00） 

スナッグゴルフ（9:30～15:00） 

ＰＫボーリング（9:30～15:00） 

五輪くぐし（9：30～15：00） 

グラウンド・ゴルフ（9：30～15：00） 
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体育館 一輪車演技と一輪車教室≪イーハトーヴ（10：15～11：30）≫ 

卓球場 スカットボール≪岩手県立県北青少年の家（9:30～15:00）≫ 

ホール 缶バッチ作り ≪花山青少年自然の家 （9:00～15：00）≫ 

森のキーホルダー作り≪岩手県立県南青少年の家（9：30～15：00）≫ 

研修室 七宝焼（9:00～15:00） 

チャグチャグ絵馬(9:00～15:00) 

あけびつるクラフト①（9:00～12:00)  ②（13:00～15:00) 

曲り家 昔の話を聞いてみよう ①（11:00～11:30）②（13:15～13:45）③（14:15～14:45） 

草木染め①（10:30～12:00）②（13:00～14:30） 

曲り家周辺 ディスクゴルフ（9：30～15：00） 

チャグチャグ馬コ（10：00～14：00） 
 
（２）指導者 

  あけびつるクラフト  国立岩手山青少年交流の家  創作活動指導員 田 中   潔 氏 

  チャグチャグ絵馬                  創作活動指導員 階   幸 男 氏 

  草木染め                     創作活動指導員 西 田 宏 子 氏 

  昔の話を聞いてみよう               指導員     太 田 トミエ 氏 

                           指導員     藤 沢 昭 子 氏 

                           指導員     斉 藤 桃 江 氏 

  缶バッチ作り      国立花山青少年自然の家   企画指導専門職 島 貫 織 江 氏 

                           事業推進係   阿 部 和 恵 氏 

  スナッグゴルフ     国立磐梯青少年交流の家      企画指導専門職 大 場 しのぶ 氏 

               国立那須甲子青少年交流の家 事業推進係   谷 中 宏 樹 氏 

  森のキーホルダー作り 岩手県立県南青少年の家   指導員     中 村 和 宏 氏 

                           指導員     滝 口 理恵子 氏 

  スカットボール    岩手県立県北青少年の家   指導員     和多田   晋 氏 

                           指導員     西 山 詩帆子 氏 

  チャグチャグ馬コ                                 馬 主     斉 藤 貞 雄 氏 

 

（３）企画のポイント 

  ① 特別ゲストということで，文化庁から「選択無形民俗文化財」に選択され「残したい日本の

音風景 100選」にも環境省から選出されている滝沢市の指定文化財チャグチャグ馬コを招いた。 

② 一輪車による華麗な演技の後に一輪車教室を設定したことにより，多くの子供達が一輪車を

楽しむことができた。 

③ テンパークオリンピックの 5 種目の会場をグランドに集結させたことで,来場者が参加しや

すいようにした。 

④ 地元の滝沢市に古くから伝わる伝統さんさの子供達による発表や，岩手大学学生によるジャ

グリングのステージ発表を盛り込むことで，多様な来場者に楽しんでもらえるように配慮した。 

⑤ 貧困対策（生活・自立支援キャンプ）で実施している「タートルズ キャンプ～自立支援が

必要な子どもたちのチャレンジタイム～」において連携している４つの児童養護施設の子供達

に，日頃練習している和太鼓やさんさ踊りの発表の場を設定した。 

 

 

（４）広報のポイント 

 盛岡市，紫波町，矢巾町，八幡平市，雫石町の全小学校と盛岡市，八幡平市，滝沢市の幼稚園

と保育園にチラシを送付した。滝沢市広報誌へチラシの折り込み（全戸），地域情報誌，ＨＰへ

の掲載を行った。 
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９ 成果とその普及 

当日は，施設ボランティアや社会教育実習生を含め約 100名のスタッフで運営し，幼児から高

齢者まで多くの来場者が楽しんで活動していた。参加者からは「毎年楽しみにしています。」「職

員の方々やボランティアの皆さんが親切で良かったです。」「また，参加したいです。」等の感想

を頂いた。このことにより，施設の理解と利用促進を図ると共に震災復興に立ち向かう岩手県民

の元気回復に寄与するという当初の目的を達成できたと考える。 

特別ゲストとして，文化庁から「選択無形民俗文化財」に選択され「残したい日本の音風景

100選」にも環境省から選出されている滝沢市の指定文化財チャグチャグ馬コを招いた。チャグ

チャグ馬コにはめったに乗れないのだが，馬主の方の配慮により，子供を馬の背に乗せて曲り家

周辺を歩いてくださったので，この機会にチャグチャグ馬コに乗ろうという子供達の長蛇の列が

できた。新たな活動プログラムとして，遊びリンピックの一環として「テンパークオリンピック」

を行い，「未就学児部門」「小学校低学年部門」「小学校高学年部門」「中学生以上」と年代別に午

前午後それぞれ上位3名の表彰を行った。貧困対策（生活・自立支援キャンプ）「タートルズ キ

ャンプ～自立支援が必要な子どもたちのチャレンジタイム～」の児童養護施設の子供達の発表も，

多くの来場者に見てもらったり,お互いに鑑賞したりしたことで自己肯定感につながったと思わ

れる。 

また，東北の国立４施設や県立 2施設と連携することで，指導方法や運営方法の情報交換を行

うことができた。 

今年度は，協賛として20社を得ることができた。また，連携機関16カ所の他，当施設の活動

プログラム登録指導者の協力を得て実施したことにより，各連携先との関係が深められた。 

 

１０ 今後の課題 

   今後もより多くの参加者を対象に質の高い内容を提供するためには，活動プログラムの開発と

イベント内容の精査，ボランティアスタッフのスキルアップが重要であると考える。 

   アンケート結果によると，初めて参加したと言う方が 62％だったので，今後の広報活動を工

夫していきたい。 

岩手大学学生サークル，地元滝沢市の一輪車演技や伝統さんさ踊りのステージ発表は質も高く

参加者からも好評であった。学生や地域の子供達の活動発表の場としての役割も積極的に担って

いきたい。 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 

一輪車演技と一輪車教室 
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チャグチャグ馬コ              テンちゃん（岩手山マスコット）と子供達                  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

昔の話を聞いてみよう        ストラックアウト（テンパークオリンピック） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  スナッグゴルフ（テンパークオリンピック）       テンパークオリンピック表彰式 
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１ 事業名  平成２８年度教育事業 「体験の風をおこそう」運動協賛事業 

通学合宿「テンちゃん一家の一週間」 

 

２ 趣 旨 

  日常の家庭生活とは切り離した環境で，異なる学校・学年同士での共同生活や学習活動

を行い，人と関わる力や集団生活のマナー，基本的な生活習慣の育成を図るとともに，中

１ギャップ解消を目指す。 

 

３ 期 日  平成２８年１１月２０日（日）～１１月２６日（土） 

 

４ 参加者  滝沢市立滝沢第二小学校・滝沢東小学校 ５～６年生  ３９名 

              ※参加人数の内訳 

学校名 参 加 人

数 

5年 6年 男子 女子 

滝沢第二小 26名 8名 18名 15名 11名 

滝沢東小 13名 7名 6名 4名 9名 

 

５ 連携・協力 滝沢市教育委員会，滝沢市立滝沢第二小学校，滝沢市立滝沢東小学校 

        岩手日報社，盛岡大学 

 

６ 内 容 

 （１）日 程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）指導者 

   ・国立岩手山青少年交流の家職員・法人ボランティア【生活・学習指導全般，交流の

時間の指導】 

   ・岩手日報社 編集局 読者センター 多田 比呂子 氏【まわしよみ新聞の指導】 

   ・盛岡大学 教授 市原 常明 氏，教授 高城 靖尚 氏，教授 市川 陽子 氏 

【大学講義対応】 
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 （３）企画のポイント 

    滝沢市立滝沢第二小学校・滝沢東小学校の二校の児童は, 中学生になると滝沢市立

第二中学校で一緒に学校生活を送るようになる。そうした中学校に向けた交流や仲間

作りを意識しながら，交流の家を拠点として一週間の共同生活を送る。今年度はより

中学校での生活を見通し，昨年度までの４～６年生の募集から５・６年生の高学年に

絞って参加者を募った。実施にあたっては，二校をそれぞれ訪問し，児童の様子や宿

題の内容，各学校との日程調整等を行い，登校・下校の協力を得ながら連絡を密にし

て企画を進めた。 

規則正しい生活及び家庭学習の習慣を形成するために，時間を意識して行動するこ

とを心がけさせ，そうした取組が，通学合宿が終了した後も取り組んでいけるように，

日々の生活を見直し，これからの生活に生かしていけるように，家訓としてまとめ上

げ，具現化を図ることに重点を置いた。今回，期間中に休日が入るので，１日の過ご

し方を工夫し，日常の活動もしっかりと行いながら，新聞に親しむ活動や近隣の大学

を見学する活動も取り入れた。   

また，人とかかわる力や集団生活のマナーを学びながら，意欲を持続させるために

日替わりの「学習・交流」の時間を設定し，職員と法人ボランティアが担当した。 

調査研究として，参加小学生に対して事業前後にアンケートを実施した。また，保

護者に対しては事業後にアンケートを実施し個々の変容や事業の有効性を探るよう企

画した。 

 

 （４）広報のポイント 

    年度初めに各学校を訪問し，校長，副校長，教務主任等に事業の趣旨や内容の説明

と広報を行った。事業１ヶ月前には５～６年生にチラシを配布した。滝沢市教育委員

会や報道機関へ開催要項とチラシを送付し，本事業開催についての広報を図った。 

 

 （５）運営のポイント 

    一週間をとおして決められた生活リズムと時間を意識した行動ができるように，基

本的な生活習慣を身につけることに重点を置いた活動プログラムを工夫した。また，

色々な人からの影響を受けながら活動や生活できるように，二校のバランスや学年，

男女を考慮して，１グループ６～７名の６班を編成した。学生のボランティアスタッ

フは，各班にリーダーとして配置した。またきめ細やかな対応ができるように２班ご

とに統括リーダーを置き，さらにボランティア全体をまとめる統括チーフ１名を配置

した。（組織図参照）各班には児童たちの活動が自発的なものになるための工夫として，

毎日の活動の最後に「ふりかえり活動」を設け，模造紙に児童たちの思いや生活の中

で気づいたことを書き込ませるビーイングを取り入れ，思いや考えを見える形で積み

重ねた。最終日前日の夜にＫＪ法を用いながら，一週間をかけて書き込まれたビーイ

ングから，個人の思いや考えをグループの話し合いをもとに整理し大切な言葉を組み

合わせながら，これからの生活の中で生かせる「家訓づくり」としてまとめる活動を

取り入れた。 

    一週間をとおして班での活動が中心になることから，初日から最終目までの学習・

交流の時間は，班員がまとまって行動し，協力して活動できるものを行った。コミュ

ニケーションをとりながら楽しむ「館内オリエンテーリング」，「アドベンチャープロ

グラム」やボランティアが企画したレクリエーション「ドッヂビー大会」，グループオ

リジナルの「缶バッチづくり」，知的好奇心を刺激する「星空観察」など，様々な体験

活動を行いながら仲間とともに毎日を過ごした。今回，一週間の日程の中に勤労感謝

の日があり，休日を過ごす中で，洗濯や清掃に取り組むことで各自の生活環境を整え

る活動や岩手日報社の協力を得て新聞に親しむ「まわしよみ新聞」，大学生との交流を
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図りながらの「盛岡大学見学」など，休日を活用した取組も行った。 

健康面における配慮として，健康観察は朝と就寝前に行い，体調や排便の有無，薬

の服用について聞き取りをするとともに，必要に応じて学校と連絡を取り合った。ま

た，登下校時の安全確保通学バスにはボランティアスタッフが同乗し児童の掌握及び

乗下車時の安全確保を行った。 

    児童の就寝後にスタッフミーティングを設定し，共有すべき内容や児童への対応に

関する悩みを出し合い，その対策を話し合う場とした。その後の個々の「ふりかえり

活動」も含め，短時間に効率よく実施することでスタッフの睡眠時間を確保した。 

 

 

７ 成果とその普及 

  合宿の前半は，集団や班を中心とした活動プログラムを組み込んだので，参加した児童

たちはすぐに班のメンバーやボランティアスタッフと仲良くなり，「一緒にいろんなことを

して楽しむことができました。友達もいっぱいできてよかったです。」「初めて参加して，

最初は緊張していたけど，だんだん楽しくなって，なれていきました。食事はおいしかっ

たし，活動もおもしろいし，いろいろなことをして楽しかったです。」という感想から，良

好な仲間作りを構築することができた。 

家庭学習の習慣を形成において，時間を意識して行動することを心がけさせ，一週間の

通学合宿の期間中，下校バス到着後すぐに家庭学習の時間を設定したことにより，落ち着

いて学習に取り組む姿が見られた。児童からも「分からない勉強を教えてくれてありがと

うございました。」「宿題はテレビを見ながら２時間かかっていたが，集中してやると１時

間で終わった。家でもテレビを消してやりたい。」という感想が聞かれた。 

生活に関しては，「衣・食・住」を自らの力で取り組ませたことにより，「みんなと暮ら

せて布団のたたみ方などが分かった。」「お風呂や食事など，家でやっていることを大勢で

やっても楽しいと思った。」という児童の声が聞かれた。また，集団生活の約束事を「家訓」

として提示し，「ふりかえり活動」は職員が交代で指導を行うことで話し合いに変化をもた

せ，活発な意見交換につながった。ねらいとしている，基本的な生活習慣の定着を図るた

めの意識付けとなった。 

  今回，グループワークを中心としたプログラムを行うことで人と関わる力の高まりが見

られた。活動をとおして積極的に仲間と関わる中で，他の学校の人と仲良くなれてうれし

かったという感想も多数あり，中学校に向けた交流や仲間作りの意識化を図ることができ，

「中一ギャップ」解消に向けた一助となったと考える。 

 

８ 今後の課題 

基本的生活習慣を図る意味で，時間を意識して生活するように心がけさせたが，朝の時

間など，慌ただしく過ごしてしまうことが時々見られた。グループ内では時間を意識して

行動している様子も見られたので，活動に余裕をもち，個人及びグループで考えながら生

活できるサイクルを構築していく必要があると感じた。また，参加児童とその保護者のア

ンケートは，過去のデータと照らし合わせながら累積を行い，事業の成果を広めるととも

に今後の事業計画，運営に生かしていきたい。 
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帰所後の学習をしている様子     話し合いの様子       グループごとの家発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              テンちゃん一家の一週間 

                    組織図 
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１ 事業名 

平成 28年度 子どもゆめ基金体験の風リレーションシップ事業  

スキー体験 inテンパーク ～スキー すき 好き シーハイル！～ 

       

２ 趣 旨（事業の目的） 

        スキーの体験や交流活動をとおして，コミュニケーション能力の向上と自然に親しむ心を育むと

ともに，スキーに親しむ機会とする。 

  

３ 期 日 

    平成２９年１月２１日（土）～１月２２日（日） 

 

４ 参加者 

    １２０名 

   

５ 後 援 

    盛岡市教育委員会  滝沢市教育委員会 

 

６ 共 催 

   みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会 

 

７ 内 容 

 

 （１）日程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （２）指導者 

    盛岡市スキー協会事務局長            佐々木 正宏 氏 他 

                 （スキー実技指導   １日目１５名・２日目１６名） 

    盛岡市スキー協会指導副部長           八重樫 泰規 氏 

    国立岩手山青少年交流の家 外部指導者      階 幸男 氏 

    国立岩手山青少年交流の家 外部指導者      田中 潔 氏 

    国立岩手山青少年交流の家 外部指導者      石川 享子氏 

    国立岩手山青少年交流の家 外部指導者      阿部 祐二氏 

    国立岩手山青少年交流の家 主任企画指導専門職  桑原 玲子 

【第１日目　１月２１日（土）】

【第２日目　１月２２日（日）】

9:30 10:00 18:0010:30 11:00 12:30 13:00

移
　
動

休
　
憩

16:00 16:30 17:17

9:30

19:30 21:00

受
　
付

開
会
式

 
交
流
会

昼
食
・
出
発

移
　
動

スキー体験
（岩手高原スノーパーク）

スキー体験
（岩手高原スノーパーク）

昼
　
　
食

夕
　
食

ス
キ
ー

の
話

就
　
　
寝

就
寝
準
備

入
　
　
浴

6:30 7:00 7:20 8:30 9:00

移
　
　
動

解
　
　
散

11:30 12:30 13:00

起
床

洗
面

清
掃

朝
の
集
い

朝
　
　
食

荷
物
整
理

退
所
点
検

移
　
　
動
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国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職 中田 春輝 

国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職 佐々木 真里子 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係主任    藤根 智子 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係員     佐々木 翔也 

国立岩手山青少年交流の家 総務係員       小泉 奏子 

    指導補助         法人ボランティア   ３名 

 

 （３）企画のポイント 

   岩手県盛岡市・滝沢市の小学校では，２月に授業や学校行事で「スキー教室」が行われるため，

小学校の行事の前に冬の自然とウインタースポーツの代表であるスキーに慣れ親しむことに重

点を置いて企画した事業である。スキー体験では，できるだけ小グループにし，参加者一人一人

に目が行き届くように実技講師は盛岡市スキー協会とテンパークの外部指導者で地元のスキー

教室講師をしている方々に依頼した。 

   体験だけではなく，スキーに対しより幅広く興味を持ってもらったり理論面で上達をカバーし

たりするために「スキーの話」の時間を設定した。 

 

 （４）広報のポイント 

   盛岡市と滝沢市の小学校に，約１５，０００部の「体験の風をおこそう」と「子どもゆめ基金」

のロゴを使用したチラシを配布するとともに，本施設のホームページを活用し，幅広く企画の周

知を図った。「子どもゆめ基金」の認知度も高まった。 

 

 （５）運営のポイント 

   スキー技術の向上というより「スキーに慣れ親しむ」ために，技能別の３～１０人のグループ

にした。スキー指導者としては，初級者～上級者まで幅広く指導を行っている盛岡市スキー協会

の方々を中心に依頼した。 

   参加者の安全性を高めるため，参加者に対応したサイズのヘルメットを準備して事業に臨んだ。 

   交流会では，生活班とスキー体験班が異なるため，どちらの班のメンバーとも仲良く活動がで

きるようにした。 

 

８ 成果とその普及 

   参加者の声から，満足度が高かったことが伺われる。「また，来年も参加したい」といった声

も多く聞かれた。スキーが終わってから，昼ご飯のカレーをおかわりしながら「スキーが初めて

だったけれど，２回もリフトに乗ることができた。」「もっと滑っていたい。」と嬉しそうに話し

ていた。 

   交流に関しても，「他の学校の新しい友達がたくさん増えた。」という声が聞かれた。 

「スキーに親しむ」と「交流を深める」という事業の目的は達成できた。 

 

９ 今後の課題 

   参加者個々に応じたスキー体験ができるよう，スキー体験の講師の人数を確実に確保したい。 

  また，指導補助につく学生ボランティアの参加が大学の試験期間と重なってしまい，ボランティ

アの参加が少なかった。家族と離れて過ごした経験がほとんど無い小学校３年生４年生の参加が

多かったが，ボランティア一人が対応する子どもたちの数が多くなってしまい，ボランティアの

負担も大きくなってしまった。 
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１０ 活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 初心者は緩斜面で練習       プルークでトレイン        真剣に聞く参加者 
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１ 事業名 

  体験の風をおこそう運動協賛事業 平成２８年度教育事業 「タートルズ キャンプ」 

   ～自立支援が必要な子どもたちのチャレンジタイム～ 

 

２ 趣旨 

  被虐待等により社会的養護が必要な子供に対し，自然体験活動や集団宿泊体験等をとお

してコミュニケーション能力向上を図り，それぞれの目標に向けて，自分に自信をつける

機会とする。 

 

３ 期日  

平成28年10月15日(土)～16日(日)

平成28年10月19日(水)

平成28年10月17日(月)

平成28年10月20日(木)

平成28年11月21日(月)

平成29年 1月11日(水)

平成29年 1月13日(金)

平成28年 8月 3日(水)～ 5日(金)

平成28年 9月25日(日)

平成28年 5月19日(木)

平成28年 6月 5日(日)

平成28年 7月13日(水)

平成28年 7月14日(木)

平成28年 7月15日(金)

平成28年 7月18日(月)

平成28年10月 2日(日)

和光学園鞍掛山登山サポート事業

サポート事業 青雲祭

対応事例研究会，参加者との顔合わせ会
（青雲荘）

事 業

協力４施設と主催者との事業に関わる年間計画
の確認

対応事例研究会，参加者との顔合わせ会
(和光学園）
対応事例研究会，参加者との顔合わせ会
（ことりさわ学園）

対応事例研究会，参加者との顔合わせ会
（みどり学園）

サポート事業

みどり学園宿泊スキー教室

和光学園日帰りスキー教室

青雲荘日帰りスキー教室

第２回担当者会議
並びに事業成果報

ことりさわ学園日帰りスキー教室

学園公開（ことりさわ学園・みどり学園）

事後反省会（和光学園）

平成29年 2月11日(土)

平成29年 2月4日(土)～5日(日)

平成29年 1月11日(水)～12日(木)

事後反省会（ことりさわ学園・みどり学園）

事後反省会（青雲荘）

協力４施設と主催者との事業反省会
今年度の成果確認及び次年度構想

事前活動

第１回担当者会議

事後活動

事 業
テンパークまつりステージ発表
（みどり・ことりさわ学園・和光学園）

サポート事業

「タートルズ　キャンプ」

大収穫祭（ことりさわ学園・みどり学園）

 
 

４ 参加者 

  小学生（男子 6名，女子 4名）10名 中学生（男子 1名，女子 1名）2 名 合計 12名 

内訳 ことりさわ学園 小学生 2名 中学生 1名 みどり学園 小学生 2名 中学生 1名 

和光学園    小学生 3名       青雲荘   小学生 3名  

  

５ 連携・協力 

  児童養護施設みちのくみどり学園，情緒障害児短期治療施設ことりさわ学園 

児童養護施設和光学園，児童養護施設青雲荘 

長内工房，久慈市ふるさと体験学習協会，ユーレストジャパン（株）岩手店 
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６ 内容 

（１）日程 平成２８年 ８月 ３日（水）～ ５日（金）  

21 22 23時

Ｔ
タ
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ム

23時6

フ
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ー

タ
イ
ム

9 10 168

21

9

11

17

8/3
(水)

7 1613 14 1511

昼
食
・
休
憩

10 186 12

14 15
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チャー２
陶芸体験
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作ろう～

18
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掃

つ
ど
い

朝
食

フ
リ
ー

タ
イ
ム

7

8 9 10 17 1912 1413

清
掃

つ
ど
い

朝
食

8/5
(金)
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17 19 22

就
寝
準
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20 21

就
寝
準
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フ
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タ
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受
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開
会
式
・
Ｏ
Ｒ
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23時20 22

夕食
入浴

レクリ
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んな仲良
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う～

話
し
合
い

アドベンチャー

１

秘密基地づく
り

～みんなでテ
ントを設営し

よう～

フ
リ
ー

タ
イ
ム

レクリ
エーショ
ン②～み
んなでス
ポーツを
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就
寝

テ
ン
ト
撤
収

移
動
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エーショ
ン③～み
んな仲良
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う～

アドベンチャー３

洞窟探検
～自然を満喫しよ

う～

入浴

フ
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ー

タ
イ
ム

昼食

11

Ｔ
タ
イ
ム

アドベンチャー４
パーティー

～みんなで楽しい夕飯を
作ろう～

【野外炊事・ボンファイ
ヤー】

就
寝

アドベンチャー５
カヌー体験

～大自然を満喫し
よう～

移
動 昼食 移動

Ｔ
タ
イ
ム

閉
会
式

 

（２）指導者 

    久慈市ふるさと体験学習協会職員 

  長内工房 

  国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職  中田  春輝 

  国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職  佐々木真里子 

  国立岩手山青少年交流の家    企画指導専門職  中 村  聡 

  国立岩手山青少年交流の家     事業推進係長  田 口 康 宏 

  国立岩手山青少年交流の家      事業推進係  佐々木 翔也 

 

（３）企画のポイント 

  虐待を受けた子供が，大人への信頼を回復し一歩前に踏み出せるように，ゆとりある日

程の中で大人１名に子供が１～２名程度にして，大人との関わりをとれるようなスタッフ

の配置をした。「アドベンチャー」をテーマに秘密基地づくり，陶芸体験，洞窟探検，カヌ

ー体験，などのチャレンジをとおして自己肯定感を高める活動と，野外炊事やソフトボー

ルなどの交流をとおして社会性を養う活動を取り入れてプログラムを構成した。また，年

間を通して各施設の登山やスポーツ大会，スキー教室等の行事のサポートを行い，子供た

ちとの関わりをもてるよう配慮している。 

 

（４）広報のポイント 

  参加対象者を４つの施設に入所している児童・生徒と限定したことから，公募の形では

なく各施設で参加者を４人以内で確定してもらった。参加者は様々な家庭事情を抱えてい

るため報道機関への案内はあえて行わなかった。 

 

（５）運営のポイント 

  参加児童・生徒にタートルズキャンプへの共通理解を深めてもらうために，４つの施設

を事業開始前に訪問し，交流の家職員から参加者に対する対応事例の説明と参加者同士の
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顔合わせ会を行った。顔合わせ会では，昨年度のキャンプの様子を紹介しながら，今年の

キャンプの活動内容について説明することでキャンプへの意欲付けをするとともに，参加

する職員を紹介しながら交流を図った。職員間でも，参加者への対応の仕方について共通

理解を深めるために，参加者就寝後にスタッフミーティングを２日間行い，参加者の行動

の変化や担当する班の様子について情報交換を行った。昨年度に引き続き，所外での宿泊

をプログラムに取り入れ，安全面のガイドラインについて職員で共通理解をしたうえで行

った。 

  

７ 成果とその普及 

  参加者同士の名前を早く覚えてもらいたと考え，アイスブレイクでは，「ネームトス」や

「仲間さがしゲーム」に時間をかけて行った。子供たちも互いの名前をすぐ覚えることが

できてよかったという声が多くあり，初日から進んでコミュニケーションを取り合う姿が

よく見られた。 

  陶芸体験では，施設ごとの座席のほうが良いと考えていたが，子供たちから他の施設の

人と一緒に作りたいと申し出があり，子供たちが自由に交流しながら活動することとした。

初日からみんな仲良くなっている姿をみて感動を覚えた瞬間であった。 

  ２日目の朝，施設ごとに泊まったテントの片付けでは，競争させたわけでもないのに声

をかけあって，あっという間に撤収していた。内間木キャンプ場に出発のためトラックに

寝袋などを積む作業を職員が始めて間もなく，自主的に列を作り，手渡しリレーで作業を

手伝ってくれ，子供たちの満足感あふれる顔が印象的であった。 

  野外炊事では，キャンプも中盤にさしかかるので，各施設の参加者同士が交流できる班

を編成して活動した。野菜を切る作業や火起こしの仕方を下級生にやさしく教える姿が多

く見られた。それぞれの班で協力して行うことができ，子供たちの自己肯定感を高める活

動につながったものと考えられる。 

  今回は，子供たちのキャンプの変容を把握するために，参加者の感情を読み取るため「じ

ぶんバロメーター」で自分のその日の感情を数値化し前日と比較した。「つながりマップ」

では，自分の身近にいた人を記入させることでコミュニケーションの広がりを把握するこ

とができた。 

  今回の成果を，県立の青少年施設等に紹介し普及を図るとともに，このような子供たち

を社会全体で支援していくという考えのもと，当施設としても事業の内容を充実させてい

きたい。 

 

８ 今後の課題 

  事前事後に自己肯定感を図るアンケートは，今年度は機構本部のアンケートで実施した。

分析結果が出てから子供たちの変容把握に努め，本事業におけるプログラムの有効性につ

いて検証していきたい。来年度の活動内容については，生活自立支援キャンプ予算がなく

なることを前提に，経費のかからない日程を検討しなければいけない。そうなった場合に

おいても，参加者のニーズと設定したねらいがずれないようにプログラムを構成していく

と共に，子供たちが自己肯定感を高めるためのさらに一歩踏み込んだ活動を考えていきた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

        「洞窟探検」         「カヌー・カヤック体験」 
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１ 事業名 

   平成２８年度 教育事業 「体験の風をおこそう」運動協賛事業 さんりく体験！発見隊 

 

２ 趣 旨（事業の目的） 

   東日本大震災から５年が経過し，被災地も徐々にではあるが復興に向かっている。震災
を「風化させない」「忘れない」ために，岩手県の将来を担う児童生徒たちが，被災地を
訪問し，沿岸地域の人々と自然体験活動を通して触れ合う中で，被災地復興の現状を理解
し，復興支援の一役を担う意識を高める。 

 

３ 期 日  平成２８年７月１６日（土）～１８日（月） ２泊３日 

 

４ 参加者  岩手県内の小学５年生から中学２年生  ２９名 

 

５ 共 催  みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会 

 

６ 連携・協力  岩手県立県南青少年の家  岩手県立陸中海岸青少年の家 
宮古観光文化交流協会   宮古市役所田老公民館 

ＮＰＯ法人 体験村・たのはたネットワーク 

 

７  内 容 

 （１）日 程 

  【１日目 ７月１６日（土）】 

 

 

 

 

 

  【２日目 ７月１７日（日）】 

 

 

 

 

 

  【３日目 ７月１８日（月）】 

 

 

 

 

 

 

 （２）講師及び指導者 

    岩手県立陸中海岸青少年の家          所長  菊池 啓子 氏 

    岩手県立県南青少年の家           指導員  中村 和宏 氏 

    ＮＰＯ法人 体験村・たのはたネットワーク  理事長  道合 勇一 氏 

    国立岩手山青少年交流の家           所長  松田 栄二 

    国立岩手山青少年交流の家    主任企画指導専門職  桑原 玲子 

    国立岩手山青少年交流の家   副主任企画指導専門職    中田 春輝 

    国立岩手山青少年交流の家      企画指導専門職    鎌田 信浩 

    国立岩手山青少年交流の家        事業推進係  中野 健二 

    国立岩手山青少年交流の家        事業推進係  髙橋 知也 

指導補助                      法人ボランティア（５名） 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

陸中海岸

青少年の家

→ 宮古市

三陸

復興

国立

公園

学ぶ防災

田老地区

【バス移動】

朝食
荷物整理 田野畑村　　民泊体験昼食 バス移動

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

田野畑村

民泊体験

移
動

閉

会

式
【バス移動】

サッパ船

体験・

交流会

田野畑村 →

岩手山青少年交流の家
昼食

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
受

付

･

開

会

式

昼食
岩手山青少年交流の家

→ 大槌町

荒神海水浴場

散策

震災の話
入所式

夕食・

休憩

クラフト作成

ふりかえり

【バス移動】

就寝
入浴・

就寝準備
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 （３）企画のポイント 
        本年度の国立青少年教育振興機構における地域力向上事業として，岩手県立県南青

少年の家と検討委員会を組織し，企画段階から連携して地域の教育資源を生かすプロ
グラムを検討した。検討委員会で協議した内容をもとに，野外活動や地域の方々との
交流を通じて被災の状況や復興の様子を感じ取れるように，担当者は事前に現地へ足
を運び，活動場所や連携先の検討を行った。内容については，被災の様子や復興状況
について地域の実際を知り，震災を乗り越え，復興に向かっている前向きな状況を感
じとれるものに重点を置いた。 

 
 （４）広報のポイント 
        盛岡市，滝沢市，八幡平市，雫石町，花巻市の小中学校に向けて，印刷所に発注し

た約 20,000枚のチラシを配布するとともに，本施設のホームページを活用し，幅広く
企画の周知を行った。また「岩手日報」に参加者募集の記事が掲載され，岩手全県下
に企画事業について周知することができた。 

 
 （５）運営のポイント 
      参加者が被災の状況や復興の様子を感じとれるように，実際に現地へ行き，見たり，

ふれたりする活動を取り入れた。併せて，震災に関わる体験談や語り部によるガイド
を聞くことにより，震災当時の様子と５年経った被災地の現状を重ね合わせ，これか
らの自分に何ができるかを気づかせていきたいと考えた。 

    １日目は，荒神海水浴場で散策をしながらマリングラスや貝殻を拾い，クリアキャ
ンドル作成の材料とした。初日の宿泊施設の岩手県立陸中海岸青少年の家では，所長
の菊池 啓子 氏から大槌小学校在職中に体験した「震災の話」を伺うことで，震災当
時の状況や被災した子どもたちや家族の様子について理解を深めた。 
 ２日目は，三陸復興国立公園 震災メモリアルパーク中の浜 へ行き，震災遺構や津
波の高さを体感する丘を散策した。また田老地区の「学ぶ防災」では，実際に防潮堤
に上がり，語り部から震災時の様子や町の現状について話を聞いたり，津波のビデオ
を視聴したりすることで，改めて津波の恐さを実感することができた。２日目の宿泊
は田野畑村において民泊体験を行った。民泊では９つの受入家庭に分かれ，漁業体験
や食事の手伝い等をとおして，各家庭で交流を深めた。  

    ３日目は民泊の受入家庭と別れ，サッパ船で北山崎の岩穴を巡る乗船体験をした。
その後，乗船したサッパ船の船頭さんと交流会を行い，漁師の仕事のことや乗船の感
想，震災のときの様子などの話をとおして，互いの思いを伝え合った。 

 
８  成果とその普及 

    参加者の教育事業全体に関する満足度･プログラムに関する満足度は共に 100%であ
り，震災に関する学習に積極的に取り組みたいという気持ちが表れていた。参加者から
は「津波が恐ろしいことを改めて知った。これからも忘れないでいたい。」「どれだけ
被災地の方々がつらい思いをしてきたのか知ることができた。これからは復興のために
なるように積極的に関わっていきたい。」「津波の話は学校でも聞いたが，それよりも
っとくわしく，大変な思いをしたということがわかった。なにかの助けになりたいと思
った。」という感想が聞かれた。岩手県の内陸の児童生徒が震災時の沿岸部の様子を知
ることと，復興の途上にある現在を見ることで，同じ地域としての一体感をもち，実情
を広く伝えていくことに期待ができる。また，県立施設や他団体のもつ地域の教育資源
を活用することで，沿岸地域の支援につながった。今後は，さらに他施設・他団体との
連携の拡充を図り，２泊３日で小学校高学年に向けた震災学習のモデルケースとして，
県内の公立の青少年教育施設と連携を広げ，普及を目指し取り組んでいきたい。 

 
９  今後の課題 

     所外での活動が中心となるため，安全管理が重要であると感じた。事故や怪我に応じ
て，保護者への連絡や病院の手配など，迅速に対応できる体制を構築していく。また，
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今回，参加者が互いに体験したことについて話し合う時間を十分にもうけることができ
なかった。参加者が学習・体験したことについて，参加者同士が震災や復興について意
見交換をする場面を作ることにより，今後の自分ができることへの理解や行動につなが
ると感じた。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災時の様子を知り，被災した 震災遺構から津波の恐ろしさ  民泊先で夕飯の手伝いをする 

方々に思いを馳せる           を感じる           参加者 
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１ 事業名 

   「体験の風をおこそう」運動協賛事業 

平成２８年度教育事業 「Kids Together えいご de キャンプ in テンパーク」 

 

２ 趣旨（事業の目的） 

   東日本大震災の被害を受けた岩手県内沿岸市町村の陸前高田市・大船渡市・釜石市・

宮古市・久慈市・住田町・大槌町・山田町・岩泉町・田野畑村・洋野町・野田村・普代

村の児童生徒に対し復興支援の一環として，様々な自然体験活動や英語を使った国際交

流活動を行い，同郷の友達と交流やふれあいを深めるとともに，豊かな心を育み心身の

リフレッシュの機会とする。 

 

３ 期日 

① 平成２８年 ７月２３日（土）～２５日（日） ２泊３日 （共催事業） 

② 平成２８年１０月１５日（日）～１６日（月） １泊２日 （共催・教育事業） 

③ 平成２８年１２月１０日（土）～１１日（日） １泊２日 （共催・教育事業） 

④ 平成２９年 ２月２５日（土）～２６日（日） １泊２日 （共催事業） 

⑤ 平成２９年 ３月２５日（土）～２６日（日） １泊２日 （共催事業） 

   

４ 参加者 

   陸前高田市・大船渡市・釜石市・宮古市・久慈市・住田町・大槌町・山田町・岩泉

町・田野畑村・洋野町・野田村・普代村の小学校３年生～中学校３年生 

① 中学校１年生～中学校３年生  ２８名 

ボランティア  １１名（NICE ボランティア 10 名，HSBC 社員ボランティア 1 名） 

② 小学校３年生～中学校３年生 １８５名 

ボランティア  ５３名（NICE ボラ 17 名，HSBC 社員ボラ 2 名，岩手山ボラ 34 名） 

③ 小学校３年生～中学校３年生 １１２名 

ボランティア    ４８名（NICE ボラ 16 名，HSBC 社員ボラ 2 名，岩手山ボラ 30 名） 

④ 中学校１年生～中学校３年生  ２７名 

ボランティア   ４名（HSBC 社員ボラ 4 名） 

⑤ 中学校１年生～中学校３年生  ２３名 

ボランティア   ６名（HSBC 社員ボラ 6 名） 

 

５ 連携・協力 

（１） 主催：ＮＰＯ法人日本国際ワークキャンプセンター（ＮＩＣＥ） 

（２） 共催：国立岩手山青少年交流の家 

（３） 協賛：ＨＳＢＣグループ，Water Dragon Foundation，みちのく「体験の風をお 

         こそう」運動推進協議会 

（４） 協力：自然遊びクラブ，株式会社岩手ホテル＆リゾート 

（５） 後援：宮古教育事務所，沿岸南部教育事務所，県北教育事務所  

 

６ 内容 

（１）日程 

①【第１日目 ７月２３日（土）】岩手県立御所湖広域公園漕艇場，安比高原 
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  チームビルディングゲーム・カヌー体験 

【第２日目 ７月２４日（日）】安比高原 

 マウンテンバイク体験・釣り体験・デザート作り体験，英語で発表会 

【第３日目 ７月２５日（月）】安比高原 

 思い出創作体験 

②【第１日目 １０月１５日（土）】国立岩手山青少年交流の家 

  森のウォークラリー・ハロウィンパーティー（ミュージックプログラム） 

【第２日目 １０月１６日（日）】国立岩手山青少年交流の家 

 ハロウィンパーティー（クラフトワークショップ，インターナショナルゲーム，音

楽・科学・スポーツ体験） 

③【第１日目 １２月１０日（土）】花巻市石鳥谷アイスアリーナ，国立岩手山青少年交

流の家 

  スケート体験教室・クリスマスコンサート 

【第２日目 １２月１１日（日）】国立岩手山青少年交流の家 

 クリスマスパーティー（クラフトワークショップ，インターナショナルゲーム，音

楽・科学・スポーツ体験） 

④【第１日目 ２月２５日（土）】安比高原 

  スキー・スノーボードレッスン，国際交流ゲーム 

【第２日目 ２月２６日（日）】安比高原 

 スキー・スノーボードレッスン 

⑤【第１日目 ３月２５日（土）】安比高原 

  スキー・スノーボードレッスン，国際交流ゲーム 

【第２日目 ３月２６日（日）】安比高原 

 スキー・スノーボードレッスン 

 

（２） 指導者  

自然遊びクラブ                   豊留 雄二 氏 

  NPO 法人日本国際ワークキャンプセンター（ＮＩＣＥ） 

  上田 英司 氏 

  三上はる菜 氏 

  岩手山青少年交流の家 企画指導専門職    佐々木真里子，中村 聡 

             事業推進係      山﨑 啓陽，鈴木 孔明 

  イーハトーヴォ安比高原自然学校                ５名 

  岩手県スケート連盟公認指導員                １０名 

  ICT 音楽教育家                         鈴來 正樹 氏 

  夜長三丁目カルテット                寺山 貴大 氏 

  安比高原 スキー，スノーボードインストラクター      

 

（３）企画のポイント 

    東日本大震災及び平成２８年台風１０号の被害を受け仮設住宅で暮らす子供たち

や，学校の校庭に仮設住宅が立ち並び，十分な遊びができない子供たちが，思いっ

きり遊ぶことのできる体験プログラムを設定した。事前に安全管理意識を高めるた

めの綿密な打ち合わせを実施したことで，交流の家，HSBC，NICE のスタッフ間で密
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な連携をとることができ，プログラムを安全に進めることができた。各回のプログ

ラムでは，チームで協力したりチャレンジしたりする機会を多く設定した。その際，

仲間と支え合い，交流を深めるとともに楽しみながら英語に触れ，国際理解を深め

ることができるように外国人ボランティアと密な打ち合わせを行った。  

 

（４） 広報のポイント 

    宮古教育事務所，沿岸南部教育事務所，県北教育事務所の理解と協力を得て，事

務所管内の小学校・中学校にチラシを配布し，企画の周知を行った。 

 

（５） 運営のポイント 

「えいご de キャンプ」は，HSBC グループのコーポレート・サスティナビリティ（社

会貢献）事業の一環で行われている。また，委託先である主催団体の NICE は，青年

向けの国際ワークキャンプ団体である。 

NICE は，組織としての運営ノウハウを高いレベルで有しているが，青少年に関わ

るための教育的ノウハウや，安全に野外活動を実施するための指導力の確保が課題

である。そこで，開催地である岩手山青少年交流の家が職員及びボランティアを派

遣することで教育的ノウハウを補完し，同じく開催地の団体である「自然遊びクラ

ブ」が野外活動の安全面についてコーディネートすることで，事業の効率的かつ質

の高い運営を実現している。 

交流の家を含めた 4 つの団体は「沿岸地域の児童を支援する」という目指すべき

ミッションを共通で認識しており，それぞれの団体が，その特性を存分に活かすこ

とで有機的な協力関係を実現している。 

NICE のキャンプ運営ノウハウ，HSBC グループの多国籍社員スタッフの派遣，自然

遊びクラブの野外活動スキル，そして岩手山青少年交流の家の教育的ノウハウが密

接に絡み合い，事業を運営している点が本事業における最大の運営ポイントである

といえる。 

 

７ 成果とその普及 

子供たちの感想からは，「いろいろな体験ができ，外国の人とも仲良く活動ができて

楽しかった。」「外国の人に教えてもらいながらいろいろな国のことや言葉を学ぶこと

ができた。」「英語を使うゲームで外国の人と話ができるようになったし，新しい友達

ができてとても楽しかった。またこのキャンプに参加したい。」などの感想が寄せられ

た。このことから，キャンプの特徴である外国語圏のスタッフとの国際交流やコミュ

ニケーション・友達同士の交流を通して心身共にリフレッシュでき，活動内容の有効

性が認められたと考えられる。また，普段外国の人と接することが少ない子供たちに

とってこのキャンプは，外国語圏のスタッフとコミュニケーションを図る大変良い機

会となった。様々な活動をともに行うことで英語を身近なものと感じることができた。

また，事業に参加した岩手山法人ボランティアからも，外国語圏のボランティアと協

力して活動することができ，コミュニケーションを図ることができてよかったという

声が多く聞かれ，積極的に参加する法人ボランティアが増えてきている。 

「えいご de キャンプ」では，平成２５年度から継続して参加者の「情動知能（EQSC）」

調査を実施している。データの分析から震災が被災地の子供に対する心理的な影響が

明らかとなってきており，継続的に参加している子供たちほど，情動知能が向上して
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いることがわかった。また，平成２５年度の調査では，特に自己対応領域の数値が内

陸部の直接的に被災していない子供たちに比べて，沿岸部の直接津波に被災した子供

たちの値が著しく低い可能性が示唆されていた。しかしながら，平成２８年までの継

続した調査において，子供たちの自己対応能力は回復傾向であるとともに，キャンプ

に参加することで向上することが明らかとなった。この調査結果は，今後訪れる可能

性のある自然災害時の子供たちへの支援のあり方の一助として重要な資料であると考

えられる。（この研究結果は，平成２６年１０月の青少年教育研究センター紀要第３号

に掲載されている） 

企画の概要・報告書等はＨＰへの掲載，館内に写真を掲示し利用者への紹介をとお

して幅広く普及に努めた。 

 

８ 今後の課題 

毎回，季節に応じたプログラムを提供しているが，さらに，ＨＳＢＣ・ＮＩＣＥ等

との連携を深め，外国人スタッフと英語を用いた活動プログラムを開発し，プログラ

ム全体を改善しながら事業展開を行っていきたい。また，新しく開発した活動プログ

ラムについては，交流の家の活動に取り入れるようにしていきたい。 

「情動知能（EQSC）」調査において，リピーターの情動知能が向上していることが明

らかになっているので，新規参加者が増えるように広報を工夫し，今後も継続的な支

援を図っていきたい。 

心身のリフレッシュを目的に行っている事業であるが，事業を継続して５年という

一つの節目を迎えたことから，今後は本事業に参加した子供たちが，支援する側とし

て地域貢献や人材育成につながるよう，フォローアップも含めた事業を展開していき

たい。 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
クリスマスコンサート 

  

スキー・スノーボードレッスン スケートにチャレンジ 

カヌー体験 森のウォークラリー ハロウィンパーティー  
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１ 事業名 

  平成２８年度 文部科学省委託事業 日独学生青年リーダー交流事業（地方受け入れプ

ログラム） 

 

２ 趣旨（事業の目的） 

  日本とドイツの青少年団体等でリーダーやボランティアとして活動する学生・青年が，

文化体験，意見交換，機関や団体で体験活動等を行うことにより，青年リーダーとしての

資質を高めるとともに，日独の相互理解と交流の発展を図ることを目的とする。 

 

３ 期日 

  平成２８年８月３１日（水）～９月５日（月） 

 

４ 参加者 

  ・社会人を含む１８歳～２６歳のドイツ人学生青年リーダー１６名 

  ・ドイツ団長１名 

  ・岩手山青少年交流の家法人ボランティア１７名 

 

５ 連携・協力 

  滝沢市  滝沢市立柳沢小中学校  盛岡大学さんさ踊り実行委員会 

  公益財団法人岩手県国際交流協会  ホストファミリー１６家族 

 

６ 内容 

（１）日程 

 
 

（２）指導者 

  国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職  中田 春輝 

  国立岩手山青少年交流の家    企画指導専門職  中村 聡 

  国立岩手山青少年交流の家      事業推進係  佐々木 翔也 

  国立岩手山青少年交流の家      事業推進係  鈴木 孔明 

 

（３）企画のポイント 

  本事業では，岩手山の法人ボランティアの活動紹介や岩手県の学校教育における課題の

発表をとおして，お互いのボランティア活動や学校教育における課題について理解を深め

合うための意見交換会を企画した。意見交換や子供たちと交流する計画を話し合う時間を

確保した。学校で子供たちと交流する際に，岩手県の学校で見られる課題や柳沢小学校の

課題を考慮した内容を計画した。昼食を挟んで意見交換会を十分に行い，交流が深まって

から，岩手山青少年交流の家の法人ボランティアが小学生のキャンプで実際に行っている

活動を一緒に体験した。ドイツ人参加者が「子供の体験活動の機会を提供するための支援」

について理解を深められるようした。また，岩手山法人ボランティアがドイツ団参加者と

ともに活動することで，日独の青年が互いに違った立場で，文化の理解や交流の発展につ

6:30

8月31日（水）

9月1日（木） 起床

9月2日（金） 起床 移動

9月3日（土）

9月4日（日）

9月5日（月） 起床 お別れ会 　岩手山青少年交流の家　出発

昼食意見交換会① 意見交換会② 共同体験活動 入浴スポーツ交流

ホストファ ミリー

対面式
ホームステイプログラム

ホームステイプログラム

ホームステイプログラム
ホストファ ミリー

歓送会
ドイツ団ミーティング 夕食 入浴 ドイツ団ミーティング

宿泊

（岩手山）

宿泊

（岩手山）

朝のつどい 朝食
宿泊

（岩手山）

19:00 20:00 21:00 22:00

ドイツ団バス移動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手山青少年交流の家到着　　 オリエンテーション 歓迎会 夕食 入浴 ドイツ団ミーティング

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

朝のつどい 朝食 学習成果発表会 昼食

朝のつどい 朝食 準備・移動
柳沢小学校訪問

授業参観　交流会　給食体験
ドイツ団ミーティング

17:00 18:007:00 8:00 9:00 10:00
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いて考えを深める機会とすることをねらった。さらに，「ホームステイ」や「盛岡さんさ踊

り」の体験等をとおして，一層の日本の文化理解と交流を図った。 

 

（４）広報のポイント 

  ホームステイプログラムに向けて，ホストファミリーの募集を行った。公益財団法人岩

手県国際交流協会に協力をいただき，国際交流協会と岩手山青少年交流の家のホームペー

ジで広報をした。また，盛岡市・滝沢市の高等学校にチラシを配布した。また，事業全体の

広報として，岩手県内の各テレビ局やラジオ局，新聞社に取材を依頼した。事業期間中，

新聞社１社と滝沢市広報による取材があった。 

 

（５）運営のポイント 

  日独の青年が一緒に意見交換や体験活動ができるように日程を考えて運営にあたった。

より良い意見交換や交流ができるようにグループを３つに分けて活動するようにした。さ

らに，滝沢市立柳沢小学校へ実際に訪問し，交流授業を行った。子供たちと交流する授業

内容を企画し，低・中・高学団の３つの教室で交流授業を行った。また，滝沢市の市長・教

育長を柳沢小学校に招いて一緒に給食をとった後，ドイツ団との懇談会を開催した。日本

の市町村や小中学校の教育現場が抱える問題点について質問や意見の交換が活発に行われ

た。ボランティア同士の交流や子供たちとの交流をとおして，「子供の体験活動の機会を提

供するための支援」について理解を深められるようした。 

 

７ 成果とその普及 

  日独のボランティア同士の交流や共同体験活動によって，お互いのボランティア活動の

様子について理解を深めることができた。ドイツ人参加者からは，「時間が少し短かったけ

れども，我々は休み時間などにも話をし，各々の経験を共有した。我々は相互に新しい事

柄を学ぶことが出来たし，それはとても喜ばしいことだと思った。」「野外炊事は，ドイツ

団と法人ボラの交流のためにベストなプログラムだったと思う。」「意見交換の時に議論で

きなかったことが，共同活動の際に議論できた。」といった感想が聞かれた。また，小学校

へ実際に訪問して交流をしたことも，日本の学校の様子について理解する機会となった。

「日本の小学校への良い洞察を得た。良い授業の方法を見ることが出来た。自分たちで計

画を立てられたのもよかった。」「小学校の訪問は素晴らしい経験になった。授業時間はす

ごく興味深く楽しかった。小学生たちのダンスはとても素晴らしかった。」「日本の学校に

ついて知ることが出来た。学校長との質疑や対話は良い機会になった。色々な授業の形式

について知ることが出来た。（音楽と地理）」といったドイツ人参加者からの感想が寄せら

れた。 

  ホームステイプログラムも好評価であった。「ホストファミリーとの交流は信じられない

くらい素晴らしい経験になった。家族は私を心から迎え入れてくれたし，とてもよく配慮

してくれた。家族が立ててくれた計画はすごく多様で，色々な経験が出来た。もっと長く

滞在したかった。」「実りの多い，素晴らしい経験ができた。日本のプライベートな日常生

活について知ることができた。」という意見もあった。言語の壁により，意思疎通が難しか

ったと感じる家族もあったが，ホームステイプログラムはドイツ団参加者・ホストファミ

リー双方とも１００％の満足度であり，ドイツ人参加者のために頑張るホストファミリー

の気持ちは十分ドイツ人側に伝わっていた。ドイツ人参加者は皆，「楽しかった。」「とても

親切な家族だった。」「最高の週末だった。」という感想を述べていた。 

  柳沢小学校訪問での児童との交流で新聞社１社の取材があった。また，滝沢市のホーム

ページや広報で事業の紹介があった。企画の概要・報告書等は，ホームページへの掲載や

館内への写真掲示による紹介をとおして，幅広く普及活動を行うこととする。 

 

 

39



８ 今後の課題 

  期間の中で交流をとおして文化理解や交流発展を図るには，プログラムの精選と焦点化

が必要である。今回は，意見交換の時間を確保しつつ体験活動を重視した内容で運営した。

それでも，日独お互いのボランティアについて理解し合うための時間は短かったようであ

る。「残念なことに，ディスカッションの時間が少ししかなかった。興味深いテーマ。」「と

ても楽しめた。交流の時間がもっと多くあればよかった。」といった声が聞かれた。自己紹

介シートを活用してテーマを絞り深くディスカッションできるように内容や時間について

工夫する必要がある。 

  柳沢小学校訪問での市との懇談会でも「素晴らしい経験だった。市長や学校の先生との

対話の時間が短かった。」「残念ながら時間が短かった。校長や，子供たちともっと多くの

時間を過ごしたかった。」「オフィシャルな人々との時間が少なかった。」といった意見が聞

かれた。ドイツ団は市長・教育長との懇談の機会を楽しみにしていたようであったので，

児童との交流時間を確保しつつ懇談もできるような会の運営の工夫が必要であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアの意見交換     柳沢小学校での交流    ホストファミリー歓送会 
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１ 事業名  平成２８年度教育事業 「体験の風をおこそう」運動協賛事業 

Ｈｏｗ Ｔｏ ボランティア ～ボランティア活動の基本を学ぼう～ 

兼「ＮＥＡＬ自然体験活動指導者（リーダー）養成研修」 

２ 趣 旨 

  講義や演習，野外活動体験等の研修をとおして，青少年教育におけるボランティア活動

に必要な基礎的な知識・技術について学ぶ機会とする。 

 

３ 期 日  平成２８年５月２１日（土）～５月２２日（日） 

 

４ 参加者  ボランティア活動に興味関心をもつ高校生，大学生 ７１名 

       （高校生 ４名    大学生 ６７名） 

 

５ 協 賛  Water Dragon Foundation 

ＮＰＯ法人日本国際ワークキャンプセンター（ＮＩＣＥ） 

 

６ 後 援  岩手県教育委員会 

 

７ 内 容 

 （１）日 程 

  ５月２１日（土） 

 

 

 

 

 

  ５月２２日（日） 

 

 

 

 

 

 （２）指導者 

NPO法人 NICE                       三上 はる菜 氏 

        NPO法人 NICE                             Avery Ikegami 武 氏 

国立妙高青少年自然の家  企画指導専門職付      及川 未希生 氏 

日本赤十字社 岩手県支部 赤十字救急法指導員     村上 隆志 氏                                    

日本赤十字社 岩手県支部 赤十字救急法指導員     落合 智恵子 氏 

日本赤十字社 岩手県支部 赤十字救急法指導員     木村 匠 氏 

国立岩手山青少年交流の家 所長                   松田 栄二  

    国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職    佐々木 真里子 

 国立岩手山青少年交流の家 企画指導専門職       鎌田 信浩 

  国立岩手山青少年交流の家 事業推進係長        田口 康宏 

    国立岩手山青少年交流の家 事業推進係         山﨑 啓陽 

    国立岩手山青少年交流の家 事業推進係         髙橋 知也  

    指導補助                       法人ボランティア 
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（３）企画のポイント 

    ボランティア活動に興味関心をもつ高校生，大学生に向けて，ボランティア活動の

基本を講義・演習をとおして学び，ボランティアとして活動する上で必要な資質や施

設を活用するためのスキルを身に付けさせるため，事業のプログラム構成に当たって

は，魅力的な体験プログラム，魅力的なボランティア仲間，魅力的な講師を意識した。 

    また，NEALリーダー養成研修として，ボランティア活動とともに自然体験活動への

興味・関心が広がるようにした。 

 （４）広報のポイント 

    岩手山独自のチラシの中に，東北地区国立青少年教育施設の４施設（岩手山，花山，

磐梯，那須甲子）のボランティア養成講座の日程等を盛り込むことで他施設との連携

も図った。青森，秋田，岩手の三県の大学と岩手県内の高等学校には，チラシを配布

する広報を行った。また，施設のホームページにおいて，参加フォームを設け，イン

ターネット上から申し込めるようにした。盛岡大学には，年度初めの４月に事業のガ

イダンスを実施し，事業の趣旨や内容の説明と広報を行った。過去の事業の様子をス

ライドショーで紹介し，事業内容がイメージしやすいようにした。高校においては，

前年度まで参加した生徒のいる学校に電話をして広報を行った。さらに今年度は，遠

野方面からの参加者に向けたポスターを作成するとともに，遠野発のバス送迎も計画

し，参加しやすい体制にしたことも広報に加えた。 

 （５）運営のポイント 

    機構の共通カリキュラムをもとに事業を推進する中で，ボランティアに対する理論

や知識  を習得するとともに，アイスブレイクを随所に入れながら，７１名の参加

者のコミュニケーションが十分にとれるように進めた。 

ボランティアの養成行うにあたり，参加者が意欲的に講義・演習を実施できるよう

なプログラムを構成した。野外活動を安全に行うための知識を学び，活動中も安全管

理を意識させた。 

参加者にとって，ボランティアスタッフの動きは，参加者自らがボランティア活動

に一歩踏み出すためのモデルとなるため，ボランティアスタッフが参加者の身近な手

本となるよう，学生のボランティアスタッフをグループに配置したり，ボランティア

スタッフが前に出て活動したりすることで，参加者もボランティアスタッフも相互に

かかわり合いながら活動を進めた。また，ボランティアスタッフも，自分たちのスキ

ルアップを図る機会となるようにした。 

８ 成果とその普及 

２日間をとおして，講師と参加者の架け橋としてボランティアスタッフが細やかに活

動したこともあり，参加者は意欲を持続して取り組む様子が見られた。国立妙高青少年

自然の家から招聘した及川氏の講義により，当施設がこれまで推し進めていた「ボラン

ティア育成ビジョン」と今後のボランティア像などの理解を体験的に深めることができ

た。 

参加者７１名中，法人ボランティア登録を行ったのは７０名と，本事業の参加者に対

して，ボランティア活動の意義や魅力を伝えることができた。アンケートの自由記述か

らも，青少年教育におけるボランティアに興味を感じている記述が見られ，これからの

本施設の事業にボランティアスタッフとして関わりたいと考えている参加者も多く見ら

れた。 

また，東北４施設の連携として花山青少年自然の家の職員が，当施設の事業の様子を

視察し，相互に情報交換をすることができた。 
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９ 今後の課題 

   登録した法人ボランティアが当所でいきいきと活動が出来るように，ボランティア・

ブラッシュアップ・プロジェクトへの参加を促して研修の機会を設けたり，ボランティ

ア・ブラッシュアップ・プロジェクトの内容についても検討したりして，継続的なボラ

ンティアの育成を行っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

救急救命法の様子      野外炊事の様子       講義の様子 
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１ 事業名  平成２８年度教育事業 「体験の風をおこそう」運動協賛事業 

ボランティアブラッシュアップ研修④ 

「ＮＥＡＬ自然体験活動指導者（リーダー）養成研修」 

 

２ 趣 旨 

  専門的な講師の指導の元，自然体験スキルを習得することで，ボランティアに必要な資

質・能力を高めるとともに、ＮＥＡＬリーダーとして必要な知識・技術を身につける。 

 

３ 期 日  平成２８年８月２７日（土）～８月２８日（日） 

 

４ 参加者  法人ボランティア７名、職員３名 合計１０名 

 

５ 協 賛  Water Dragon Foundation 

ＮＰＯ法人日本国際ワークキャンプセンター（ＮＩＣＥ） 

 

６ 後 援  岩手県教育委員会 

 

７ 内 容 

（１） 日 程 

 

  ８月２７日（土） 

 

 

 

 

 

  ８月２８日（日） 

 

 

 

 

 

 

 （２）指導者 

自然遊びクラブ      代表            豊留 雄二 氏 

国立磐梯青少年交流の家  事業推進室長        室井 修一 氏 

    国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職    佐々木 真里子 

 国立岩手山青少年交流の家 企画指導専門職       鎌田 信浩 

  国立岩手山青少年交流の家 事業推進係長        田口 康宏 

    国立岩手山青少年交流の家 事業推進係         山﨑 啓陽 

     

 （３）企画のポイント 

    昨年ＮＥＡＬの養成研修を実施している磐梯青少年交流の家から事業推進室長の室

井修一氏の派遣を依頼し、昨年度の状況などの情報を得ながら企画をした。また、自

然遊びクラブ代表の豊留雄二氏も、ＮＥＡＬコーディネーターの資格も持ち、各所で

指導者養成研修なども行っているため、参加者のレベルを話し、現在必要な知識を初

歩から丁寧に教えていただくことにした。夜の時間はＮＥＡＬ研修の概論には含まれ

ない時間であったが、ファイヤーマネジメントや星座観察など自然体験活動や今後の

キャンプファイ

ヤー・星座観察 
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ボランティア活動に必要な知識を身につける時間とした。 

 （４）広報のポイント 

    今回は、対象が５月にＨｏｗｔｏボランティアを受講している者が対象であったた

め、メーリングリストへの送信とＨＰへの掲載のみとなった。 

 

 （５）運営のポイント 

    ＮＥＡＬによる共通のカリキュラムがあり、講義の内容もある程度決められたもの

であったが、講師には演習を増やすこと、なるべく野外での活動を取り入れることを

依頼し、体験をとおして学べるようにした。初日の最初に対象者理解のコマを入れ、

アイスブレイクなどを行うことで、参加者同士のコミュニケーションが広がるように

した。 

 

８ 成果とその普及 

    参加者からは「子供達との接し方や注意点を学ぶことができた。」「ボランティア養成研

修より一歩踏み込んだ視点でとてもためになった。」などの声があり、「普段の対応を見つ

め直し、次に活かしたい。」「参加できなかったメンバーにも伝えていきたい。」といった今

後の活動への前向きな発言が寄せられた。今回の講師が２名とも話し方が素晴らしく、参

加者にとってそれだけでもいい教科書になったと思われる。参加者は全員ＮＥＡＬリーダ

ーの登録申請を出しており、指導者としての今後の活躍が期待される。 

 

９ 今後の課題 

   内容が素晴らしかっただけに、参加者が１０名のみだったことが非常にもったいなかっ

た。メーリングリストへの参加者募集を３回送信し、個別にも参加しそうな学生に声がけ

をしたが、この状況であった。理由としては参加費３，０００円と登録料３，０００円を同

時に支出するのが厳しいという声もあった。登録料については手間ではあるが後日に徴収

することも可能であるため、そういったアナウンスも必要かと思われる。また、他施設で

ボランティア養成研修を受講した方への広報のため、岩手山と同様の方式でＮＥＡＬ指導

者養成研修を行っている施設と連携して参加者を募集することも必要と思われる。（今回３

名が磐梯のＮＥＡＬリーダー養成研修に参加している。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者理解の様子      自然体験活動の特質      自然体験の技術 
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１ 事業名 

平成２８年度教育事業 「体験の風をおこそう」運動協賛事業 

  「体験活動支援セミナー」 ～ドキドキ わくわく ボランティア・秋～ 

 

２ 趣 旨（事業の目的） 

  小学生を対象とした事業の企画・運営を行うためのボランティア活動に必要な知

識や技能の研修を行い，ボランティアとしての資質の向上を図る。 

３ 期 日   平成２８年９月１０日（土）～１１日（日） 

４ 参加者   ２８名（高校生１名，大学生２７名）  

５ 後 援   岩手県教育委員会 

６ 連携・協力 盛岡大学 

７ 内 容 

（１）日程 

日時        9:20  9:40  10:00    10:50     11:45 13:00 13:30 13:50    15:00   17:30 18:30    20:00 21:00 21:30    22:30 
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小学生との活動 

 

 

9/11 

(日)
 

 

 

起 

 

床 

洗 

面 

・ 

清 

掃 

つ 

ど

い 

 

 

朝 

食 

・ 

休 

憩 

退

所

点

検
 

 

活動４ 

キラキラ

メ モ リ ー

クラフト 

創作活動 

 

昼 

 

食 

 

片 

づ 

け 

 

 お 

 わ 

 り 

 の 

 会 

小 

学 

生 

解 

散 

演習 

 

 

 

 

閉
 

会
 

行
 

事
 

 

参 

加 

者 

解 

散 

（２）・指導者 

       国立岩手山青少年交流の家  副主任企画指導専門職  佐々木 真里子 

企画指導専門職     鎌 田 信 浩 

                   事業推進係       山 崎 啓 陽 

事業推進係       髙 橋 知 也 

・指導補助           法人ボランティア    １３名 

（３）企画のポイント 

  法人ボランティア向けの事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェク

トにおいて，企画会議，事前準備を行い，「テンパークちゃれんじくらぶ・秋」の

企画・運営体制を構築した。その際，支援セミナー参加者に対する支援を行うこ

とができるように法人ボランティアの３名を統括リーダーとして配置した。また，

支援セミナー参加者はグループリーダーとして，子供に近い立場でかかわる体験

ができるように企画した。 

 

活
動
内
容
に
つ
い
て
の 

打
合
せ 
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（４）広報のポイント 

   年度当初から，当施設ホームページに事業日程を掲載した。開催要項に関して

は，チラシとともに岩手県内の大学・短期大学，高等学校，報道機関に送付した。  

（５）運営のポイント 

第１日目の午前中に実施した「事業運営並びに活動支援についての心構え」の

講義では，子供とかかわる上でのリスクマネジメントに関する内容や，活動のタ

イムマネジメントに関する内容，指導者として子供とかかわるときに気を付けた

いことなどを，支援セミナー参加者に分かりやすいように資料を提示しながら話

すなど工夫した。小学生を迎えての活動に備えて，参加者に対するアイスブレイ

クも交えながら，活動の支援に必要な知識や技能についての研修を行った。また，

アイスブレイク等の体験活動を，法人ボランティアがコーディネートすることに

より，近い世代の若者が活躍する姿を見て，憧れを抱くような事業展開を心がけ

た。さらに，事業の企画・運営についての事前説明及び実際の運営を，法人ボラ

ンティアが担当することで，法人ボランティアとセミナー参加者が主体となって

活動に取り組めるように心がけた。 

一方で，事業のリスクマネジメントの視点から，組織的な運営を心がけた。具

体的には，法人ボランティア３名が統括リーダーとなり，テンパークちゃれんじ

くらぶ参加児童の健康調査票をもとに児童の健康面や心理面，保護者からの特記

事項等を把握することで，支援セミナーの参加者と児童理解を深め，受け入れの

準備を整えた。組織構築の中で，参加した子供が２日間，楽しく過ごせるように，

２～３名ずつ小学生の班にグループリーダーとして配置し，統括リーダーがフォ

ローできる体制を敷いた。運営スタッフとして参加している法人ボランティアも，

子供とのかかわり方等についてセミナー参加者にアドバイスを行えるように配置

した。  

活動の振り返りは，体験活動支援セミナーの参加者も法人ボランティアも，そ

れぞれ別時刻に設定し，子供から大人が離れることがないように配慮した。（補足

資料１を参照） 

８ 成果とその普及 

体験活動支援セミナーの参加者は，初めの頃は不安もあったが，グループリーダ

ーとして子供と深くかかわり，真剣に向き合う中で，子供達への接し方やコミュニ

ケーションの取り方など，体験から多くのことを学んでいた。事業の目的どおりの

成長が得られた２日間であった。アンケートの結果も大変高い満足度であった。ア

ンケートの自由記述から，セミナー参加者自身が，次の活動や将来への見通しに対

する気付きが見られる事業となった。また，子供とかかわる体験は，法人ボランテ

ィアとして他の事業へ参加するきっかけになると考えられる。体験活動支援セミナ

ーを入口とした，法人ボランティアの拡充も大いに期待できると思われる。 

９ 今後の課題 

体験活動支援セミナー参加者に対して，ミーティングの時間を十分にとることが

できなかったので，グループリーダーとしての見通しをもたせることが難しかった。

また，各活動内容とそれにかかわるスキルを理解する時間もたりなかった。事業に

参加することで子供とかかわれることはもちろん，体験活動のスキルを高めていく

ことにも価値をもたせていきたい。そうしたプログラムを構成していく上での時間
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の確保が難しい。このことから，ボランティア養成講座である「How To ボランティ

ア」と，この「体験活動支援セミナー・秋」，「体験活動支援セミナー・冬」へと

つながりをもたせ，それぞれの講義の内容を精選し，テンパークちゃれんじくらぶ

に向けた実践的な内容にしていく必要がある。そうすることで，参加者自身が意欲

と自信をもって子供たちとかかわることができるようにしていきたい。 

企画・運営にかかわるボランティアについて，人材を適材適所に配置すること，

また，組織の役割に対しての動きの確認をする時間が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足資料１ テンパークちゃれんじくらぶ及び体験活動支援セミナー 組織図 

本部ミーティング

主担当

副担当 副担当

スタッフミーティング

生活班ミーティング

フレンドリーゲーム 「秋のごちそう」クッキング オータムキャンプファイヤ～ メモリークラフト スライドショーMT 統括リーダー 生活・活動班

統括リーダー

統括リーダー

9
班

体験活動支援
セミナー参加者
各班２～３名

法人ボラ
7
班
8
班

5
班
6
班

法人ボラ
1
班

法人ボラ
3
班

法人ボラ
4
班

法人ボラ 法人ボラ
2
班

法人ボラ

法人ボラ 法人ボラ

法人ボラ 法人ボラ

法人ボラ

法人ボラ

テンパークちゃれんじくらぶ及び体験活動支援セミナー　組織図

法人ボラ 法人ボラ 法人ボラ 法人ボラ

スライドショー
作成の手順

プレゼン作成ソフト
を使用

チームで全体の構成を練る
　　↓

カメラスタッフが撮影し，良
い写真を選定する。

（各プログラム30枚程度）
　　↓

編集チーフがPCを
使って作業
　　↓
　完成

職員

法人ボラ

職員 職員

本部MT…全体の最終判断を行う。

アドバイザーMT…各活動プログラム
の運営に際し，状況確認と人員配置
等の動線の最終決定をする

スタッフMT…各活動プログラムの運
営に際し，状況確認と人員配置等の
動線の最終決定をする。また，各活
動プログラムの補助スタッフとして，
主に物品の準備等を行う（自らの担
当の時間帯はスタッフに指示を出す
リーダーとなる）

生活班MT…主に子供の状況把握に
勤める。健康状態や怪我，安全確保
について情報を集約する。点呼や
様々な相談は迅速に統括チーフに情
報を伝達する

スライドショー撮影MT…写真の撮影
及び選定，スライドショーの作成を行
う

【各階層の役割】
生活・活動班の役割　　…　　班の子供の安全管理及び生活指導を行う。
①人数把握をこまめにする
②自分自身が模範となり，生活指導を行う（食事，入浴，ベッドメイキング，活動場所の使い方
等）
③心と身体の安全を確保する
④自然の中で，十分楽しませる
⑤些細なサインを感じる
※点呼の報告は統括リーダーに伝える。子供との関わり方等の悩みや相談は統括リーダー，
統括チーフが対応
その他，キャンプ中に発生する様々な事象について，統括リーダー→統括チーフ→本部MTの
順で情報共有を図る

 

 
法人ボランティアによる企画説明 わくわく！「秋のごちそうクッ

キング」（野外炊事）  
子供との出会い（アイスブレイク） 
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１ 事業名 

平成２８年度教育事業 「体験の風をおこそう」運動協賛事業 

  「体験活動支援セミナー」 ～ドキドキ わくわく ボランティア・冬～ 

 

２ 趣 旨（事業の目的） 

  小学生を対象とした事業の企画・運営を行うためのボランティア活動に必要な知

識や技能の研修を行い，ボランティアとしての資質の向上を図る。 

３ 期 日   平成２９年１月１４日（土）～１５日（日） 

４ 参加者   ３８名（高校生７名，大学生３１名）  

５ 後 援   岩手県教育委員会 

６ 連携・協力 盛岡大学 

７ 内 容 

（１） 日程 

日時        9:00 9:15 9:30      10:00    11:45 13:00 13:30 14:00      16:50   18:00 19:00     20:15 21:00 21:30 22:00  22:30 

  

1/14
 

(土)
 

 

 

 

 

 

 

 

参 

加 

者 

受 

付 

開
 

会
 

行
 

事
 

 

講義 

「事業運営及

び活動支援に

ついての心構

え」 

 

 

 

 

 

 

 

昼 

食 

 

 

小 

学 

生 

受 

付 

は

じ

め

の

会 

ゆきゆき 

ワールド 

 

きらきら

ワールド  

１ 

 

夕 

食 

・

休

憩 

きらきら 

ワールド 

２  

 

入 

 

浴 

 

就
 

寝
 

指
 

導
 

 

ふ

り

か

え

り 

就
 

寝
 

準
 

備
 

 

 

就 
 

寝 

日時 6:30 7:00 7:20  8:45  9:15       13:00  14:00  14:30             15:00 15:30 

 

1/15
 

(日)
 

 

 

 

 

起 

床 

 

 

 

洗 

面 

・ 

清 

掃 

 

 

つ 

ど 

い 

 

 

朝 

食 

・ 

休 

憩 

 

退
 

所
 

点
 

検
 

 

 

もっちもち 

ワールド 

自 

由 

時 

間 

 

 

 

 

 お 

 わ 

 り 

 の 

 会 

 

小 

学 

生 

解 

散 

 

演習 

「活動支援と 

   児童理解」 

 

 

閉
 

会
 

行
 

事
 

 

 

参 

加 

者 

解 

散 

 

 

 （２）・指導者 

       国立岩手山青少年交流の家  副主任企画指導専門職  佐々木 真里子 

企画指導専門職     鎌 田 信 浩 

                   事業推進係       山 崎 啓 陽 

事業推進係       髙 橋 知 也 

・指導補助           法人ボランティア    １６名 

 （３）企画のポイント 

   法人ボランティア向けの事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェク

ト」において，企画会議，事前準備を行い，「テンパークちゃれんじくらぶ・冬」

の企画・運営体制を構築した。その際，支援セミナー参加者に対する支援を行う

ことができるように法人ボランティアの４名を統括リーダーとして配置した。ま

た，支援セミナー参加者はグループリーダーとして，子供に近い立場でかかわる

体験ができるように企画した。 

（４）広報のポイント 

   年度当初から，当施設ホームページに事業日程を掲載した。開催要項に関して

活
動
内
容
に
つ
い

て
の
打
合
せ 

 

ア
ン
ケ
ー
ト
記
入 
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は，チラシとともに岩手県内の大学・短期大学，高等学校，報道機関に送付した。  

 （５）運営のポイント 

「体験活動支援セミナー・秋」の反省を受け，子供達を対象としたボランティ

ア活動の基本についてまとめた「ボランティアハンドブック」を作成した。第１

日目の午前中に実施した「事業運営並びに活動支援についての心構え」の講義で

は，そのハンドブックをベースに「テンパークちゃれんじクラブ・冬」と関連付

けながら話すことで，参加者がイメージを持ちやすくなり，理解の一助となるよ

うにした。また，セミナーの参加目標や目標達成のためにどうするかをセミナー

参加者に書かせることで，より主体的に事業に参加できる体制にした。講義の後

の「活動内容についての打合せと説明」では，講義の内容をさらに具体的な場面

として説明を進めていった。ワーキンググループで作成した活動計画書を，セミ

ナー参加者に配付し，それをもとに活動内容に関わる留意点や支援についての説

明をした。さらに，職員から補足説明をすることで，活動計画に対する共通理解

の徹底を図り，参加者が主体的に活動できるように配慮した。１日目のふりかえ

りの時に，自分で立てた参加目標や目標達成のための手立て，また，班の子供達

の様子で気付いたことなどを，班のメンバーで話し合わせた。そこで出てきた疑

問点などを先輩ボランティアに教えてもらう時間を設定した。 

 

８ 成果とその普及 

体験活動支援セミナーの参加者は，初めの頃は不安もあったが，グループリーダ

ーとして子供と深くかかわり，真剣に向き合う中で，子供達への接し方やコミュニ

ケーションの取り方など，体験から多くのことを学んでいた。「ボランティアハン

ドブック」や活動計画書を用いて，活動に対する具体的なイメージがもてたことで，

秋の事業よりもセミナー参加者が主体的に行動している姿が多く見られた。今後，

この内容と流れを整えていくとともに，「ボランティアハンドブック」を岩手山にお

ける「体験活動支援セミナー」でのボランティア育成の手引きとし，必要に応じて

加除修正を加えていくこととする。 

今年度新規登録した法人ボランティアの中で，運営側を見てみたいというボラン

ティアが数名前泊から参加した。来年度はブラッシュアップにも積極的に参加した

いということがあり，新規登録のボランティアにも運営側に参加できる機会を広め

ていくことで，継続的な育成につながっていくと考える。 

 

９ 今後の課題 

活動における場の設定や時間配分，説明の仕方などの細かいところまで，参加者

が意欲的に取り組める企画にしていかなければならない。子供達に感動を与える活

動にするための企画段階での指導の在り方を検討していかなければならない。 

先輩ボランティアの経験値を新規ボランティアに継続していくために，新規ボ

ランティアを企画段階からワーキンググループに組み込む手立てを検討していく

必要がある。また，最後のふりかえりを充実させていくために，アンケートやワ

ークシートを精選していくとともに，アンケートを書く視点を明確に示していく。 
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補足資料１ テンパークちゃれんじくらぶ及び体験活動支援セミナー 組織図 

ボランティアハンドブック 

を用いての講義 

子供達の情報の共通理解と 

班の役割分担 

 
 

活動計画書の共通理解 

本部ミーティング

主担当

副担当 副担当

スタッフミーティング

生活班ミーティング

フレンドリーゲーム 「秋のごちそう」クッキング オータムキャンプファイヤ～ メモリークラフト スライドショーMT 統括リーダー 生活・活動班

統括リーダー

統括リーダー

9
班

体験活動支援
セミナー参加者
各班２～３名

法人ボラ
7
班
8
班

5
班
6
班

法人ボラ
1
班

法人ボラ
3
班

法人ボラ
4
班

法人ボラ 法人ボラ
2
班

法人ボラ

法人ボラ 法人ボラ

法人ボラ 法人ボラ

法人ボラ

法人ボラ

テンパークちゃれんじくらぶ及び体験活動支援セミナー　組織図

法人ボラ 法人ボラ 法人ボラ 法人ボラ

スライドショー
作成の手順

プレゼン作成ソフト
を使用

チームで全体の構成を練る
　　↓

カメラスタッフが撮影し，良
い写真を選定する。

（各プログラム30枚程度）
　　↓

編集チーフがPCを
使って作業
　　↓
　完成

職員

法人ボラ

職員 職員

本部MT…全体の最終判断を行う。

アドバイザーMT…各活動プログラム
の運営に際し，状況確認と人員配置
等の動線の最終決定をする

スタッフMT…各活動プログラムの運
営に際し，状況確認と人員配置等の
動線の最終決定をする。また，各活
動プログラムの補助スタッフとして，
主に物品の準備等を行う（自らの担
当の時間帯はスタッフに指示を出す
リーダーとなる）

生活班MT…主に子供の状況把握に
勤める。健康状態や怪我，安全確保
について情報を集約する。点呼や
様々な相談は迅速に統括チーフに情
報を伝達する

スライドショー撮影MT…写真の撮影
及び選定，スライドショーの作成を行
う

【各階層の役割】
生活・活動班の役割　　…　　班の子供の安全管理及び生活指導を行う。
①人数把握をこまめにする
②自分自身が模範となり，生活指導を行う（食事，入浴，ベッドメイキング，活動場所の使い方
等）
③心と身体の安全を確保する
④自然の中で，十分楽しませる
⑤些細なサインを感じる
※点呼の報告は統括リーダーに伝える。子供との関わり方等の悩みや相談は統括リーダー，
統括チーフが対応
その他，キャンプ中に発生する様々な事象について，統括リーダー→統括チーフ→本部MTの
順で情報共有を図る
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１ 事業名 

   「体験の風をおこそう」運動協賛事業 

平成２８年度教育事業 「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト」 

 

２ 趣旨（事業の目的） 

   ボランティアがチームを組んで事業の企画立案をすることで，社会を生き抜く力を磨くとともに，

創造性やチャレンジ精神，リーダーシップ，コミュニケーション能力などの育成に向けた多様な体

験の機会を提供する。 

 

３ 期日及び参加者（国立岩手山青少年交流の家で活動する法人ボランティア）   

回 数 期  日 
参 加 者 内 訳 

男性 女性 計 

第一回 平成２８年５月１４日（土） ６名 ６名 １２名 

第二回 平成２８年６月１８日（土）～１９日（日） ６名 ２名 ８名 

第三回 平成２８年８月１２日（金） ５名 ５名 １０名 

第四回 平成２８年８月２７日（土）～２８日（日） ５名 ３名 ８名 

第五回 平成２８年９月９日（金） ８名 ３名 １１名 

第六回 平成２８年１０月２９日（土）～３０日（日） ５名 ７名 １２名 

第七回 平成２８年１２月３日（土） ５名 ４名 ９名 

第八回 平成２９年３月１１日（土）～１２日（日） ８名 ７名 １５名 

  総 計 ４８名 ３７名 ８５名 

 

４ 内容 

(１) 指導者 

第一回「チームビルディングと組織キャンプ運営の心得」 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係 山 﨑 啓 陽 

国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職 佐々木 真里子 

国立岩手山青少年交流の家 企画指導専門職 鎌 田 信 浩 

第二回「組織キャンプ運営の立案①」 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係 山 﨑 啓 陽 

国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職 佐々木 真里子 

国立岩手山青少年交流の家 企画指導専門職 鎌 田 信 浩 

第三回「組織キャンプ運営の立案②」 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係 山 﨑 啓 陽 

国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職 佐々木 真里子 

国立岩手山青少年交流の家 企画指導専門職  鎌 田 信 浩 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係 髙 橋 知 也 

第四回「NEAL自然体験活動指導者（リーダー）養成研修」 

自然遊びくらぶ 代表 豊留 雄二 氏 

国立磐梯青少年交流の家 事業推進室長 室井 修一 氏 

 国立岩手山青少年交流の家 主任講師  田 口 康 宏 

国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職 佐々木 真里子 

国立岩手山青少年交流の家 企画指導専門職 鎌 田 信 浩 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係 山 﨑 啓 陽  
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第五回「組織キャンプ運営の実際 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係 山 﨑 啓 陽 

国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職 佐々木 真里子 

国立岩手山青少年交流の家 企画指導専門職  鎌 田 信 浩 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係 髙 橋 知 也 

 

第六回「プロジェクト中間報告会・組織キャンプ運営の立案」 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係 山 﨑 啓 陽 

国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職 佐々木 真里子 

国立岩手山青少年交流の家 企画指導専門職 鎌 田 信 浩 

第七回「組織キャンプ運営の実際」 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係 山 﨑 啓 陽 

国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職 佐々木 真里子 

国立岩手山青少年交流の家 企画指導専門職  鎌 田  信 浩 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係  髙 橋  知 也 

第八回「法人ボランティア活動報告会」 

国立岩手山青少年交流の家 法人ボランティア 

「新年度へ向けたプロジェクトチームの構築」 

国立岩手山青少年交流の家 事業推進係 山 﨑 啓 陽 

国立岩手山青少年交流の家 副主任企画指導専門職 佐々木 真里子 

国立岩手山青少年交流の家 企画指導専門職 鎌 田 信 浩 

                             

（２） 企画のポイント 

「岩手山ボランティア育成ビジョン」をもとに，ボランティア育成の「サイクル」に着目した取

組であった。事業の展開として，前年度末に発足したプロジェクトチームは，ボランティアコー

ディネーターをアドバイザーとして配置した。 

第一回目は，活動時における危機管理やリスクマネジメント，施設の利用方法などボラン

ティアが自主企画を行う上で必要となる知識・技能の習得を主眼とした。また，第二回～七

回（第四回は除く）については，参加ボランティアの裾野を広げ，教育事業「テンパークちゃ

れんじくらぶ」における活動プログラムの企画立案を実施した。 

第四回は，「NEAL 自然体験活動指導者（リーダー）養成研修」に参加者として，体

験活動の基礎や知識を学んだ。 

第八回においては，本事業の取組を含めた，岩手山青少年交流の家の法人ボランティア

全体の取組について発表の場を設けることで，プレゼンテーション能力の育成とともに，ボラ

ンティア個人の成果を全体で共有することのできる仕組みを構築した。加えて，次年度のプ

ロジェクトチームを発足させることで，年度で途切れることのないボランティア育成の継続性

を視野に入れた内容を盛り込んだ。 

 

（３） 広報のポイント 

メンバーの自主企画という点を活用し，法人ボランティア以外の大学生の参加も促した。

企画に参加した学生の中には，それ以後の教育事業に参加した者や，法人ボランティア登

録を行った者など，ボランティア活動に興味をもたせるきかっけ作りとなった。 

 

（４） 運営のポイント 

職員と法人ボランティア同士の円滑な連携を図るために，また，各プロジェクトチームにお

いて，LINE グループ機能を活用することで，企画立案における迅速な情報共有を図るととも

に，グループに職員が加わることで，話し合いの進捗状況の確認や，インターネット活用に
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おけるトラブル発生の予防に努めた。 

また，事業のねらいである「社会を生き抜く力」の養成を踏まえ，各プロジェクトチームにお

いては，施設の利用に際し，申込申請書類の提出や各種締切りについて，一般の研修支援

事業団体に準じた扱いとすることで，計画性のない場当たり的な取組とならないように，社

会的スキルの育成にも目を向けた運営を心がけた。 

 

５ プロジェクトチームの実施内容と取組結果 

(１) ダンボールマスターに俺はなる！！ 

メンバー：杉本茜（盛大３年），玉山彩生（盛大３年），加藤真奈美（盛大３年），細川咲季（盛

大３年），小國瑞希（盛大短期２年），下道諒志（岩手大１年） 

内 容  ：ダンボールを使用し，創作活動を実際に行うことで想像力を養うとともに，教科とし

ての図画工作の実践力を高めた。プレキャンプを実施した後，メンバー以外の大

学生を募集し，実際に作製及びダンボール遊びを体験した。また，メンバーの数名

は教育事業の「ダンボールと雪遊び」にも参加し，経験を存分に生かし事業運営

に大きく寄与した。 

実 施 日 ：５月２８日（土），６月２５日（土）～２６（日） 

(２) 岩手山のボランティア活動を世界に発信したい！～プロモーションプロジェクト～ 

メンバー：立花春香（盛大２年），黒沼遥希（盛大２年），小國瑞希（盛大短期２年）， 

平田泰大（盛大２年）  

内 容 ：プロモーションビデオ（以下 PV という）の作成により，岩手山青少年交流の家の情

報を発信することを目的として，当施設を利用するための紹介 PV を現在作成中で

あり，完成後は当施設 HP に掲載予定である。また，メンバー以外も交えて作成す

る教育事業の PV は，参加者はもとより，保護者からも活動の様子がよく分かると

好評を得ている。 

実 施 日 ：通年 

(３) 咲く☆SEED 

メンバー：田中照美（盛大３年），太野佑哉（盛大１年），黒沼遥希（盛大２年），荒関峻也（盛

大４年），金子優太（盛大２年） 

内 容 ：岩手山法人ボランティアと他団体のボランティアが意見交換できる交流の場を開

催した。プレキャンプ実施後，１泊２日の宿泊交流を行った。参加者は男性１３名，

女性１０名の計２３名。また企画終了後にも自主的に，青少年機構の他施設法人

ボランティアとの交流を実施するなど意欲的に活動し，交流の幅を広げる大きなき

っかけとなった。 

実 施 日 ：６月５日（日），７月８日（金）～１０日（日） 

(４) よくおでんした！～「知る」から始まる わ ☆～ 

メンバー：佐々木藍（盛大３年），平田泰大（盛大２年），他流動的参画 

内 容 ：岩手山の法人ボランティアとして高い意識をもちながら活動に臨むため，自分達  

が活動する施設，仲間を知る機会を作った。ボランティア活動以外での施設を知る

ため，自ら当施設の活動プログラムを体験し，施設への理解を深めた。 

実 施 日 ：６月２６日（日），７月２日（土）～３日（日） 

（５）よさこい×フラッシュモブ 

    メンバー：平田泰大（盛大２年），星野雄哉（盛大３年），立花春香（盛大２年），渡邊裕人（盛

大３年） 

    内 容 ：テンパークまつりで，フラッシュモブよさこいを作成し披露する予定だったが，参加

者が集まらず企画自体は実施できなかった。学生への広報の難しさなど，他の活

動で活かせるノウハウを得る機会となった。 

    実 施 日 ：２８年度前期 
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６ 成果とその普及 

「岩手山ボランティア育成ビジョン」に基づく，取組の継続であったが，２７年度までの活動で

「継続して取り組むだけの価値」を法人ボランティアに感じさせたことで，２８年度はその価値を他

者へも伝えようと取り組む姿勢が見られた。学生の自主企画ということにより，参加者にとって同

じ学生同士である点が参加へのハードルを下げ，その後の教育事業への参加や法人ボランティ

ア登録として繋がり，既存の法人ボランティアから次代に繋がる人材の発掘に大きく寄与した。 

 

７ 今後の課題 

本事業は，「岩手山ボランティア育成ビジョン」における「育成の起点」と「育成の継続」を経て

「育成のサイクル」につなげるための取組であったが，ボランティアコーディネーター担当者が変

わったことにより， 継続の部分において，前年度までの具体的な情報をもたない職員側と継続し

てきた法人ボランティアとの間で当初の指導方針の共有において不足している部分があった。

「育成のサイクル」を継続することで，先輩ボランティアが後輩ボランティアを指導する体制を確

立させ，今後ボランティアコーディネーターが変わった場合においても，安定した活動を継続して

いけるよう次年度以降プロジェクトを進行していく必要があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイスブレイク                     餅つき練習   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度打ち合わせ                チームダンボールマスター 
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１ 事業名 

   平成２８年度 教育事業  「体験の風をおこそう」運動協賛事業 

   親子で楽しむ大学探検隊～小学生のオープンキャンパス～ 

 

２ 趣 旨（事業の目的） 

   子供たちとその保護者が，大学で行われている講義・実験・ものづくりなどのプログラムを
体験し，大学生と交流することにより，学ぶことの目的や科学の楽しさを知るとともに，将来
についての考えを深めるきっかけの場を提供し，地域・日本・世界の未来を担う人材を育む。 

 

３ 期 日  平成２８年１２月３日（土）～４日（月） １泊２日 

 

４ 参加者  岩手県内の小学４年生から６年生までの児童とその家族 ３３家族８５名 

 

５ 共 催  国立大学法人岩手大学 三陸復興・地域創生推進機構 

       みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会 

 

６ 後 援  盛岡市教育委員会，滝沢市教育委員会 

 

７  内 容 

 （１）日 程 

【第１日目 １２月３日（土）】 

 時 間 活動内容・会場 

 10:30-11:00 

11:00-11:15 

11:20-11:50 

 

12:00-13:00 

13:00-13:50 

 

14:00-14:50 

 

15:00-15:50 

 

16:00 

16:50-17:05 

17:30-18:20 

受付（岩手大学） 

開講式 

講義１ 大学ってどんなところ？  

「岩手大学概要」 

昼 食 学生食堂を体験しよう（岩手大学中央食堂） 

講義２ どんな勉強をしているのかな？ 

「どうしてもだまされる！？トリックアートの心理学」 

演習１ 大学を見てみよう！ 

「大学見学」 

演習２ どんな研究をしているのかな？ 

「動物のお医者さんの研究を見てみよう！」 

バス移動（国立岩手山青少年交流の家へ） 

交流の家オリエンテーション 

夕食（国立岩手山青少年交流の家レストラン） 
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18:30-19:20 

19:30-21:00 

21:00 

大学生との交流・音楽体験（岩手大学管弦楽団演奏会・楽器体験） 

入浴・就寝準備 

就寝 

 

【第２日目 １２月４日（日）】 

 時 間 活動内容・会場 

 6:30 

7:00 

7:15-8:20 

8:30 

9:15 

9:30-12:00 

 

 

12:10-12:30 

12:30 

起床・荷物整理・清掃 

朝のつどい 

朝食・清掃 

バス移動（岩手大学へ） 

岩手大学着 

演習３ 大学の研究室を体験してみよう！「科学実験教室」 

（理工学部 物理・材料理工学科、化学・生命理工学科、シ

ステム創成工学科の各研究室） 

閉講式・修了証書授与 

解散（岩手大学） 

 

 

 （２）講師及び指導者 

    国立岩手山青少年交流の家           所長   松田 栄二 

岩手大学    理事（総務・企画・評価担当）･副学長   小川 智  氏 

    岩手大学三陸復興・地域創生推進機構      教授   今井 潤  氏 

    岩手大学人文社会科学部人間文化課程      教授   松岡 和生 氏 

    岩手大学学術研究推進部学術情報課       課長   竹谷 隆則 氏 

    岩手大学学術研究推進部学術情報課       主任   高橋 慶子 氏 

    岩手大学農学部共同獣医学科       特任研究員   山崎 弥生 氏 

    岩手大学理工学部物理･材料理工学科      准教授   山口 明  氏 

    岩手大学理工学部化学・生命理工学科     准教授   會澤 純雄 氏 

    岩手大学理工学部システム創成工学科      助教   高橋 克幸 氏 

     

    岩手大学学内カンパニー ＥＣＬ（enjoy campus life） 

    岩手大学管弦楽団 

    国立岩手山青少年交流の家           次長   佐々木 浩 

    国立岩手山青少年交流の家    主任企画指導専門職   桑原 玲子 

    国立岩手山青少年交流の家 主幹兼総務係長兼管理係長   東 喜洋  

    国立岩手山青少年交流の家   副主任企画指導専門職     中田 春輝 
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    国立岩手山青少年交流の家      企画指導専門職     鎌田 信浩 

    国立岩手山青少年交流の家        管理係主任   小綿 洸鋭   

    国立岩手山青少年交流の家      事業推進係主任   藤根 智子 

    国立岩手山青少年交流の家        事業推進係   佐々木 翔也 

    国立岩手山青少年交流の家          総務係   三浦 勇次郎 

            指導補助                   法人ボランティア（３名） 

 

 

 （３）企画のポイント 

        参加の親子が学ぶことや科学の楽しさを知ると共に，地域や国の未来を担う人材を育む
よう，岩手大学三陸復興・地域創生推進機構と協力し，企画段階から連携してプログラム
を検討した。 

    岩手大学の全ての学部「人文社会科学部」「教育学部」「農学部」「理工学部」から，
教員や学生に講師を依頼し，２日間で２つの講義と３つの演習を企画した。また，宿泊場
所を岩手山青少年交流の家とし，夜のプログラムでは岩手大学管弦楽団の学生による演奏
会と楽器体験会を行い，大学生との交流を行った。楽器体験では普段ふれることができな
い弦楽器の体験も企画した。 

 

 （４）広報のポイント 

        盛岡市，滝沢市の小学校に向けて，印刷所に発注した約 14,000枚のチラシを配布する
とともに，本施設のホームページを活用し，幅広く企画の周知を行った。また「岩手日報」
に参加者募集の記事が掲載され，岩手全県下に企画事業について周知することができた。 

 

 （５）運営のポイント 

      １日目，開会行事後の最初の講義は，参加者に大学生活の様子を身近に感じとってもら
うように，「学内カンパニーＥＣＬ」代表の教育学部学生を講師に行った。岩手大学の学
部やサークル，学生生活について，留学生との交流も交えながら自分自身の生活の様子を
話すことで，参加者に伝わったようであった。大学教員による講義の体験では，人文社会
科学部教授から「どうしてもだまされる！？トリックアートの心理学」と題して，小学生
にも分かりやすい内容で講義を行った。トリックアートを用いた心理学についての話を聞
いたり，絵や映像資料を見たりすることで参加者は時間を忘れて講義に集中していた。演
習の大学見学では，２班に分かれて図書館等の施設見学とサークルの見学を行った。図書
館は学生以外も自由に利用できることや，グループでディスカッションしながら利用する
スペース（ラーニング・コモンズ）に驚きながら見学をしていた。サークル見学では，体
育系の少林寺拳法部と文化系のアカペラサークルＶＯＩＶＯＩが活動を紹介した。夕方か
らは岩手山青少年交流の家に移動し，文化系サークルの岩手大学管弦楽団の演奏を聴いた
後，大学生との交流と楽器体験を行った。楽器の体験コーナーでは，大学生の指導により
様々な楽器の体験を楽しんでいた。 

    ２日目は，理工学部の物理・材料理工学科，化学・生命理工学科，システム創成工学科

の３研究室で「科学実験教室」を行った。身の回りにある物で電池を作ったり，モーター

の振動で動き回るおもちゃの「ゴキブリモーター」を作ったりした。また，数種類の溶液

からサンドイッチ状の結晶を作る実験も行った。身近な物をテーマにした小学生にも分か

りやすい実験に，参加者は時を忘れて夢中になっていた。 

閉講式では，岩手大学の小川理事・副学長から修了証書が小学生一人一人に手渡され，

２日間の日程を終えた。 

 

８  成果とその普及 

  参加者からは，「大学は好きな勉強ができる場所。小学生にいろいろな夢を与えることがで

きたと思います。岩手大学に入りたいと子供たちが言っておりました。」「獣医学科は，研究

する内容や専門性に驚きました。子供たちの夢である獣医の仕事を，より身近に感じることが

できたと思います。」「夜の音楽体験がすごく楽しかったです。優しい学生さんたちが親切に

教えてくれたし普段は触ることもできないような楽器をやってみることができて，すごく良い

体験でした。」「子供はもちろんのこと，大人も楽しめました。いろいろな体験や実験ができ，

とても良い経験になりました。」という感想が聞かれた。科学の楽しさや将来についての考え 
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を深めるきっかけの場を提供することができた。 

  この取組が，地域課題である「低迷する大学進学率の向上」や「地元大学への進学を希望す

る子どもの増加につなげる」ことの一助になることが期待できる。 

 

９ 今後の課題 

多くの機材が配置されている大学の研究室を見学するということで，参加する子供の年齢制
限があるが，大学を会場に行う事業はニーズが高く，今回もたくさんの家族からの申し込みが
あった。アンケートの満足度も高く，継続して事業を行って欲しい旨の自由記述も多く見られ
た。 

研究室での活動は時間的な制約があり，３研究室中２研究室を体験することとしたが，全て
の研究室を体験したかったという不満が参加者から聞かれた。 

  今後も大学との協議を重ね，ニーズに応えられるようにしていきたい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽器体験の様子        科学実験教室           修了証書授与 
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１ 事業名 

  平成２８年度教育事業 「体験の風をおこそう」運動協賛事業 

  「親子で遊ぼう！～ダンボールと雪遊び～」 

 

２ 趣 旨（事業の目的） 

  親子で遊びながら，幼児期に身に付けさせたい３６の基本的な動きを体験し，体力・運

動能力の基礎を培うとともに，親子のふれあいや参加者同士のコミュニケーションを図る。 

 

３ 期 日   平成２９年２月４日（土）～５日（日） 

 

４ 参加者   ２１名（盛岡市・滝沢市・八幡平市・雫石町の幼稚園・保育園の年長児とそ

の保護者） 

 

５ 内 容 

（１）日程 

 

 

（２）指導者 

   国立岩手山青少年交流の家    主任企画指導専門職    桑 原 玲 子 

                   副主任企画指導専門職   佐々木 真里子 

                   事業推進係        山 﨑 啓 陽 

                   事業推進係        鈴 木 孔 明 

   指導補助            法人ボランティア     ４名 

 

（３）企画のポイント 

   「ダンボールであそぼう」では，桃太郎が鬼退治をするというストーリー性をもたせ，

ダンボールの各ゾーンに桃太郎のおともの動物をイメージできるような活動を取り入れ

た。「犬ゾーン」では，トンネルと迷路とお城を子供たちが四つん這いになって通り抜け

ていく動きを，「猿ゾーン」では，橋や階段を親と手をつないだりぶら下がったりする動

きを，「きじゾーン」では，ダンボールの枠を並べて連続して跳び越える動きを体験でき

るようにした。スレスレの隙間をくぐるところや，雪合戦用のシェルターにかくれなが
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ら鬼に玉を投げるところは，「桃太郎ゾーン」とした。子供たちが楽しく遊びながら幼児

期に必要な動きを身に付けることができる場を設定した。 

   「ゆきあそび」では，そりやスノーチューブですべるだけではなく，砂遊びセットを

用いて雪の山を作ったり，穴をほったり，雪でいろいろなものを作ることができるよう

にした。 

（４）広報のポイント 

   事業のチラシを当施設ホームページに掲載し，事業の周知を図った。また，当施設の

広報紙に事業案内を掲載し，滝沢市の広報にはさみこみ，全戸配付を行い，参加者を募

った。盛岡市，滝沢市，八幡平市，雫石町の教育委員会や役場の保育園担当部署，幼稚園

や保育園と報道機関へ開催要項とチラシを配付した。 

（５）運営のポイント 

   参加者が幼児ということもあり，親子でたっぷりとふれあえるように，全体的にゆと

りのある日程を設定した。幼児の体調にも配慮し，親子で自由に参加できるプログラム

を２つ設定した。「ダンボールであそぼう」の各コーナーの動きは，幼児期に身に付けさ

せたい動きのどの動きにあたるのかを掲示することで，保護者に「３６の基本的な動き」

を知らせた。２日目の雪遊びのときに，曲り家で休憩しながらおやつを食べる時間を設

定し，その時に食べるおやつや飲み物を休憩時間に売店で買い物をする体験も取り入れ

た。 

 

６ 成果とその普及 

   「ダンボールであそぼう」の時に，想定した遊び方だけでなく，親子でふれあいなが

ら遊びを工夫している姿が見られた。自由参加としていたプログラムにも全員が参加す

るなど，親子でのふれあいを大切にし，子供に様々な体験をさせたいという親の意欲的

な姿勢とともに，活発に活動する子供の姿が見られた。また，子供同士の活動を通して

親も自然に交流するようになるなど，活動が進むにつれてあたたかい雰囲気になってい

た。この事業のために作成したダンボール遊具は，事業後にも使用できるように折りた

たみ式で作成した。今後の当施設における活動プログラムや幼稚園・保育園への出前事

業の遊具として使用し，ダンボールを使った「３６の基本的な動き」の普及にも役立つ

と考える。 

   「ゆきあそび」では，親子で雪遊びを楽しみながら，室内のダンボール遊具での活動

では体験できなかった「３６の基本的な動き」を体験することができた。 

 

７ 今後の課題 

   「ダンボールであそぼう」の時間設定を２時間としたが，途中，休憩を含めて１時間

半位が妥当な時間ではないかと感じた。今後，時間設定について検討していく。活動場

所にダンボール遊具を設置してしまうと，他の遊びをしようとしたときに，何かをよせ

ないとできないということになってしまった。ダンボール遊びコースの設定だけでは単

調になってしまうので，コースの他にも遊べる場の設定が必要であると感じた。今後，
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コース以外でも遊んだり休憩したりできる場も考えていく必要がある。また，各ゾーン

に関わって活動に浸ることができるような手立てを工夫していく。 

    
  

遊び方を工夫する親子 読み聞かせを楽しむ親子 雪遊びを楽しむ親子 

62



  

 

平成２８年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業について 

 

 

Ⅰ.事業の趣旨 

  近年，社会が豊かで便利になる中で，子供たちの自然体験，社会体験，生活体験などの体験が

減少している。このため， 東北地区において子供たちに自然体験や生活体験などの体験活動を

提供するとともに，関係機関と連携を図りながら体験活動を推進する機運を高める取組などを実

施し，「体験の風をおこそう」運動を普及，推進することを目的としている。 

当交流の家では，外部有識者で組織する「みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会」

を組織し，独立行政法人国立青少年教育振興機構から本事業を受託し実施した。 

 

Ⅱ.受託期間 

   平成２８年５月９日～ 平成２９年３月２０日 

 

Ⅲ.実施体制 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ.事業概要 

１ 「体験の風をおこそう」運動を普及･啓発する取組 

  (1)岩手県，青森県，秋田県，宮城県の公民館等に「体験の風をおこそう」運動の趣旨を説明 

  するとともに幟旗の設置を依頼し，要望に応じ「子どもゆめ基金」の説明会を開催した。 

  （各県の社会教育主事会議等で説明を行い，幟旗を配布し設置を依頼した。）  

① 青森県訪問 11月 14日（月）～15日（火） 

     五戸町立公民館，十和田市南公民館，七戸町中央公民館，野辺地町中央公民館，横浜町

公民館，むつ市中央公民館，公立小川原湖青年の家，種差少年自然の家 

    【青森県市町村教委主管課長会議兼生涯学習・社会教育担当者会議 5月 13日（金）】  

② 秋田県訪問 11月 17日（木）～18日（金） 

   子ども未来センター，秋田市自然科学館，（県生涯学習センター，県児童会館）潟上市
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天王公民館，男鹿市中央公民館，三種町山本公民館，能代市中央公民館，大館市中央公

民館，鹿角市文化の杜交流館コモッセ 

    【秋田県生涯学習・社会教育関係職員会議 4月 12日（火）・2月 1日(水)】  

③ 岩手県訪問 12月 13日（火）～14日（水） 

紫波中央公民館，花巻市生涯学習都市会館（まなび学園），日本現代詩歌文学館，北上市

生涯学習センター，奥州市水沢地区センター，一関市市民センター，一関市金沢市民セ

ンター 

    【岩手県社会教育主事会議 4月 7日（木）～8日（金）・2月 8日(水)】  

   ④ 宮城県訪問 12月 7日（水）～8日(木) 

    多賀城市山王地区公民館，仙台市宮城野区高砂市民センター，仙台市若林区中央市民セ

ンター，仙台市八木山動物公園，仙台市青葉区中央市民センター，せんだいメディアテ

ーク 

    【宮城県生涯学習・社会教育主管課長等会議 4月 25日（月）・10月 26日(水)】 

  (2)「体験の風をおこそう」運動推進委員会構成団体の地方組織等の事業に次の事項を依頼 

  した。 

    ① 『「体験の風をおこそう」運動協賛事業』の冠を付すこと。 

    ② 事業チラシに「体験の風をおこそう」運動のロゴ等を印刷すること。 

 

２ 保護者や指導者が子供たちの体験活動の重要性について理解を促進する取組 

  (1)本運動を推進する事業への本協議会委員等を派遣し，体験活動の重要性について説明をし

た。 

  ① 岩手県青少年育成県民会議「第 1回青少年育成セミナー」7月 8日（金） 

   ②  秋田県北地区社会教育関係職員研修会    平成 28年 9月 16日（金） 

  ③ 盛岡市 PTA連合会理事会 11月 25日（金） 

    ④ 岩手県生涯学習推進センター・盛岡市公民館職員等研修会 12月 1日（木） 

⑤  岩手県沿岸南部教育事務所管内生涯学習・社会教育担当者会議 12月 6日（火） 

  ⑥ 北上市生涯学習推進員研修会 12月 6日(火) 

  ⑦ 盛岡市玉山区社会福祉協議会「玉山区児童館職員研修会」12月 7日（水） 

⑧ 宮古教育事務所管内社会教育主事等会議 12月 16日 

  ⑨ 岩手県青少年育成県民会議「第 2回青少年育成セミナー」 2月 21日（火） 

  ⑩ 盛岡市公民館職員研修会 2月 16日（火） 

  ⑪ 岩手県県南教育事務所管内社会教育主事等会議 2月 24日（金）   

 

  (2)公民館，公立青少年教育施設等の事業に参加し，体験活動の重要性の啓発を図る。 

    ① 秋田市太平山自然学習センター「まんたらめちびっこキャンプ」 

10月 8日（土）～9日(日) 

  ② 秋田県立保呂羽山少年自然の家「みんな森の芸術家ハロウィン工作」10月 22日（土） 

  ③ あきた白神体験センター「あきた白神であそぼうフェスティバル」10月 23日(日) 
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  ④ 岩手県立陸中海岸青少年の家「親子 deチャレンジ」11月 19日(土)～20日（日） 

  ⑤ 盛岡市中央公民館「わくわく盛岡チャレンジクラブ」12月 10日（土） 

  ⑥ 宮城県松島自然の家「おいＳＥＡ！冬の奥松島」 12月 11日(日) 

  ⑦ 青森県立梵珠少年自然の家「アウトドアライフ 2017inウインター」1月 14日（土）～

15日（日） 

  ⑧ 公立小川原湖青年の家「冬の自然体験教室」 2月 11日(土)～12日（日） 

  ⑨  青森県立梵珠少年自然の家「冬にとびだそう」2月 4日（土）～2月 5日（日） 

  ⑩ 青森県立梵珠少年自然の家「アウトドアライフ２０１７ｉｎウインターⅡ」 

2月 18日（土）～2月 19日（日） 

 

（3）親子宿泊体験や幼児キャンプの開催し，保護者を対象に体験活動の重要性に関する説明を

することで，理解を促進した。 

   ① あつまれちびっこ！テンパークワクワクキャンプ（参加者：41名） 

    於：国立岩手山青少年交流の家 

期日：平成 28年 10月 9日(土)～10月 10日(日) 1泊 2日 

     内容：１日目は保護者と幼児を分けて，それぞれのプログラムを行った。幼児は「動物発

見オリエンテーリング」「ドラム缶風呂体験」「読み聞かせ」「蚊帳体験」「南部曲り

家宿泊」などの体験活動プログラムを行い，保護者は体験の風をおこそう運動と幼

児期の体験の重要性について理解を深めるプログラムを行った。２日目は郷土料理

であるひっつみ鍋を親子一緒に野外で炊事した。子供たちに体験活動の機会を提供

すると共に保護者にその重要性の啓発をすることができた。 

   ②親子で楽しむ自然体験ＩＮ冬のテンパーク（参加者：104名） 

    於：国立岩手山青少年交流の家 

     期日：平成 29年 2月 18日(土)～2月 19日(日) 1泊 2日 

     内容：本事業は，国立岩手山青少年交流の家（テンパーク）を広く地域に解放し，当施設

の冬の様々な活動プログラムなどの体験を通して，施設の理解と利用の促進を図る

とともに，「体験の風をおこそう」運動に対する気運を高めることをねらいとして

実施した。２日間で様々な体験活動の機会を提供したことにより，『施設の理解と

利用の促進を図るとともに，「体験の風をおこそう」運動に対する気運を高める』

というねらいを達成することができた。 

 

３ 子供たちに多様な「体験活動」を提供する取組 

  (1)ヴァイオリンとピアノのコンサート 

     期日：6月 16日（木）・17日（金） 

   会場：岩手山青少年交流の家，滝沢市立一本木小学校 

    対象：めんこい協同組合，滝沢市立一本木小学校児童，滝沢市立柳沢小学校児童， 

障がい福祉サービス事業所みのりホーム 

   参加人数：約 234名 
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(2)山の日記念親子鞍掛山清掃登山  

     期日：7月 10日（日）・9月 17日（土） 

   会場：鞍掛山 

    対象：小学生以下の子どもと親 

   参加人数：7月 10日（日）96名・9月 17日（土）31名 

(3)「体験の風」出前創作活動教室 in ＩＢＣ祭り  

     期日：9月 3日（土）・4日（日） 

   会場：岩手産業文化センター「アピオ」 

    対象：ＩＢＣ祭りに来場した親子，子供達 

   参加人数：約 1,628名 

 (4) 親子で楽しむ宿泊 inテンパーク 

   期日：9月 24日(土)～25日(日) １泊２日 

   対象：岩手県内在住の親子 

参加者：69家族 216名の親子 

 (5)「体験の風」出前創作活動教室 in盛農祭 

   期日：10月 29日（土）～30日（日） 

会場：岩手県立盛岡農業高等学校 

   対象：盛農祭来場者  

   参加人数：1,310名 

(6)頭と体と心の３（未）体験フェスティバル 

   期日：10月 23日（日） 

会場：岩手大学盛岡市産学官研究センター 

   対象：小学生・親子  

   参加人数：約 938名 

  (7) 第1回JCカップU-11 盛岡フェスティバル 少年少女サッカー盛岡フェスティバル 

   期日：5月 14日（土） 

会場：つなぎ多目的運動場 

   対象：大会参加者・関係者・保護者  

   参加人数：150名 

  (8) 岩手県立県南青少年の家・自主事業みどりのキャンパス・ふれあいフェスティバル 

   期日：8月 7日（日） 

会場：岩手県立県南青少年の家 

   対象：フェスティバル参加者  

   参加人数：150名 

        

Ⅳ 「体験の風をおこそう」運動推進月間における「事業エントリー」と「子ども体験遊びリン

ピック」の実施依頼  

 (1)  公民館や児童館，公立青少年施設，地域の子ども会や放課後児童クラブに働きかけた。 
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 (2)  児童養護施設に「子ども体験遊びリンピック」の実施を働きかけた。 

平成２８年度エントリー数（青森・岩手・秋田・宮城４県）「体験の風をおこそう推進月間

事業」607件。 

 

Ⅴ その他，「体験の風をおこそう」運動を推進するための取組 

  (1)  本運動のロゴマーク，岩手山青少年交流の家の独自の鉛筆と定規を作成し，教育事業参

加者や本運動推進のため訪問した公民館へ配布した。「早寝早起き朝ごはん」国民運動に関

する普及・啓発事業については，教育事業「テンちゃん一家の一週間」で参加児童に徹底

したほか，事業参加者や研修支援団体に普及した。 

  (2)東北地方の国立青少年教育施設４か所が連携し，施設開放事業や地方自治体へのさら 

  なる普及を図った。 

① 国立岩手山青少年交流の家「テンパークまつり 2016」9月 25日(日) 

② 国立那須甲子青少年自然の家「なすかしの森ファミリーフェスティバル」10月 2日(日) 

③ 国立磐梯青少年交流の家「体験の風をおこそう in磐梯」10月 16日（日） 

④ 国立花山青少年自然の家「はなやままるごとフェスティバル」10月 23日(日) 

 

 

Ⅵ 事業の成果 

１ 岩手県，青森県，秋田県，宮城県の主要公民館等を直接訪問し，「体験の風をおこそう」運

動の趣旨を説明するとともに幟旗の設置を依頼したことにより，北東北４県の「体験の風をお

こそう」運動に対するより一層の理解を深めることができた。「体験の風をおこそう」運動強

調月間（9～11月）の４県のエントリー数が飛躍的に増えた。  

２ 親子で楽しむ宿泊・自然体験 inテンパークを 9月 24日(土)～25日(日)，親子で楽しむ自然

体験ＩＮ冬のテンパークを 2 月 18 日(土)～19 日(日)，1 泊 2 日で年 2 回行った。岩手県内在

住の親子に岩手山青少年交流の家の様々な体験を提供することができた。県内の様々な地域の

親子が体験をとおして交流を深めた思い出多い２日間となった。 

３ 岩手県青少年健全育成県民会議等の本運動を推進する団体やその団体が行う事業に出向き，

保護者や指導者に子供たちの体験活動の重要性について説明を行ったことにより，団体の下部

組織まで「体験の風をおこそう」運動を推進することができた。 

４ 民間や公立施設，公民館等と共催し，連携して事業に参加することにより，参加者やその地

域に「体験の風をおこそう」運動のさらなる普及をすることができた。 

 

Ⅶ 今後の展開  

１ 普及・啓発の強化 

 これまで，青森県，岩手県，宮城県，秋田県の全市町村の教育委員会及び主要公民館への普

及・啓発活動を行ってきた。今後も，各地域の教育委員階・公民館等への普及・啓発を行い，

北東北地域での更なる普及・啓発を推進する。 

２ 連携協力の拡大による多様な体験の場の提供 
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   各地域の企業・団体等との交流を増やしていく。各地コンベンション協会，ＮＰＯ法人，商

工会議所，商工会，青年会議所等とのネットワークを作り生かすと共に，公立青少年教育施設，

高等教育機関，児童養護施設等とも連携を図り，「体験の風をおこそう」運動の啓発活動と多

様な体験の場を提供していく。 
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平成２９年１月２５日現在 

氏     名 よみがな 役　　職　　名　　等

浅　沼　道　成 あさぬま　みちなり 岩手大学 人文社会科学部 教授

石　川　正　悦 いしかわ　しょうえつ 岩手県立盛岡農業高等学校 校長

伊　藤　博　章 いとう　ひろあき 八戸市教育委員会 教育長

大　石　泰　夫 おおいし　やすお 盛岡大学 文学部 教授

菊　池　啓　子 きくち　けいこ 岩手県立陸中海岸青少年の家　所長

熊　谷　雅　英 くまがい　まさひで 滝沢市教育委員会 教育長

児　玉　政　光 こだま　まさみつ 青森県教育庁 生涯学習課長

佐々木　由紀子 ささき　ゆきこ 滝沢市立一本木小学校 校長

沢　屋　隆　世 さわや　たかせ 秋田県教育庁 生涯学習課長

主　濱　惠　悦 しゅはま　けいえつ 滝沢市子ども会育成連合会 会長

菅　原　正　弘 すがわら　まさひろ 盛岡市立河南中学校 校長

武　田　敏　哉 たけだ　としや
(株)アイビーシー岩手放送
 取締役　放送本部長（復興支援室担当）
 編成局長兼ラジオ放送部長

新　妻　直　樹 にいつま　なおき 宮城県教育庁 生涯学習課長

野　場　秀　輝 のば　ひでき 岩手県ＰＴＡ連合会 副会長

波　紫　裕　司 はし　ゆうじ 一般社団法人盛岡市青年会議所 理事長

松　下　洋　介 まつした　ようすけ
岩手県教育委員会
生涯学習文化課 総括課長

横　澤　　　繁 よこさわ　しげる 岩手県レクリエーション協会 理事長

みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会委員一覧

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ
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区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
団体数 126 139 158 166 156 138 144 85 71 91 90 116 1,480
利用者数 11,258 13,096 10,918 14,110 12,301 11,743 11,002 4,246 8,738 7,761 6,863 9,520 121,556

月　別　利　用　状　況
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岩手県 宮城県 青森県 秋田県 東京都 福島県 その他 合計
団体数 1,216 110 49 26 18 16 45 1,480
比率 82.2% 7.4% 3.3% 1.8% 1.2% 1.1% 3.0% 100.0%

岩手県 宮城県 青森県 福島県 東京都 秋田県 その他 合計
利用者数 88,447 17,115 7,154 3,372 2,079 1,531 1,858 121,556
比率 72.8% 14.1% 5.9% 2.8% 1.7% 1.3% 1.5% 100.0%

地　域　別　利　用　状　況
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当機構 青少年団体 学校 官公庁・企業等 家族 その他 合計
団体数 136 435 330 128 204 247 1,480
比率 9.2% 29.4% 22.3% 8.6% 13.8% 16.7% 100.0%

当機構 青少年団体 学校 官公庁・企業等 家族 その他 合計
利用者数 25,062 29,624 43,352 13,283 949 9,286 121,556
比率 20.6% 24.4% 35.7% 10.9% 0.8% 7.6% 100.0%

主　催　団　体　別　利　用　状　況
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１泊２日 ２泊３日 ３泊４日 ４泊５日 ５泊６日 ６泊７日 ７泊８日 ８泊以上 日帰り 計

団体数 457 155 41 13 8 8 2 8 652 1,344
比率 34.0% 11.5% 3.1% 1.0% 0.6% 0.6% 0.1% 0.6% 48.5% 100.0%

１泊２日 ２泊３日 ３泊４日 ４泊５日 ５泊６日 ６泊７日 ７泊８日 ８泊以上 日帰り 計

利用者数 17,509 7,809 2,632 835 552 386 47 314 10,531 40,615
比率 43.1% 19.2% 6.5% 2.1% 1.4% 1.0% 0.1% 0.8% 25.9% 100.0%

泊数別利用状況
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施設を利用しての総合的な満足度

※平成28年度からアンケート項目の変更があった。
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合　計 宿　泊 日帰り 小　計 宿　泊 日帰り 小　計 宿　泊 日帰り

26 113,513 87,908 25,605 4,182 12,386104,896

15,68212,902 19,404 3,72298,060

83,726 13,219 16,568 53.5

85,158

82,439

27 117,464 88,880 28,584 54.1

53.914,055 25,062 4,178 20,88428 121,556 86,617 34,939 96,494

17,176 10,812 5,287 5,525

19,81685,080

24 111,186 88,485 22,701 51.8

3,999 8,256 53.312,25525 117,151

100,374 83,198

89,079 28,072 104,896

宿泊室
稼働率 ％

 施設の利用実績　（過去５年間の比較）

年　度
研修支援事業 主催事業（教育事業等）

単位：　人

総利用者数
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利用状況の推移 昭和４７～平成２８年度
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平成２８年度 法人ボランティアについて 

 

５月２１日，２２日に法人ボランティア養成事業の「Ｈｏｗ Ｔｏ ボランティア」を実施

し，今年度も継続して登録した法人ボランティア６０名に加え，７９名が新規にボランティ

ア登録し，総勢１３９名が当施設の事業運営の補助を行ってきた。今年度は「ボランティア・

ブラッシュアップ・プロジェクト」をとおして，ボランティアとしてのスキルアップや事業

に向けた運営の準備，自主企画の準備や報告会等を行った。継続登録の法人ボランティアが

本年度登録のボランティアの指導を含め活動を行い，当施設の運営に大きく貢献している。

また，「日独学生青年リーダー交流事業」の日本学生リーダーとして 1名ドイツへ行き研修し

てきた。信州高遠青少年自然の家で行われる「ボラミックスキャンプ」及び，３月に本部主

催で行われる「学生ボランティアフォーラム」への参加など，全国規模で岩手山の法人ボラ

ンティアが活躍している。今年度は，国立青少年教育振興機構の理事長から，岩手山法人ボ

ランティア１名が理事長表彰を受けた。 

 

【事業における法人ボランティアの活動状況】 

No 活 動 名 

参加 

状況 
主な活動内容 

日

数 

人

数 

１ How  To ボランティア 3 84 ボランティア活動紹介，受講者の補

助 

２ ボランティア・ブラッシュアップ・

プロジェクト（７回） 

9 70 講義，演習，自主企画打合せ，「テ

ンパークちゃれんじくらぶ秋・冬」

打ち合わせや事前研修 等 

３ 頭と心と体の３（未）体験 

フェスティバル 

1 3 

 

プラ板製作補助 

４ さんりく体験！発見隊 3 5 Ｇリーダー，体験活動補助，生活指

導補助 

５ 日独学生青年リーダー交流会 5 33 意見交換，共同体験，小学校訪問準

備 

６ IBCまつり 2 2 プラ板・缶バッジ製作補助 

７ 幼児キャンプ 2 7 体験活動支援，生活全般指導補助 

８ テンパークちゃれんじくらぶ・秋 3 37 Ｇリーダー，生活全般指導補助，企

画運営 

９ 親子宿泊体験 inテンパークまつり 1 5 生活全般指導補助 

10 テンパークまつり２０１６ 1 55 受付，創作活動，自然体験活動 

11 テンちゃん一家の一週間 7 10 Ｇリーダー，生活・学習の補助 

12 えいご de キャンプ（2回） 6 57 体験活動支援，生活全般指導補助 

13 イオン出前創作教室 2 8 創作活動補助 

14 親子で楽しむ大学探検隊 2 3 生活全般指導補助，運営 
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15 テンパークちゃれんじくらぶ・冬 3 55 Ｇリーダー，生活全般指導補助，企

画運営 

16 

 

スキーすき好き シーハイル！ 

 

2 

 

3 

 

スキー体験補助，生活指導補助，活

動支援補助 

17 親子で遊ぼう～ダンボールと雪遊

び～ 

2 

 

8 

 

体験活動支援，生活全般指導補助 

18 親子宿泊体験 2 5 体験活動支援，生活全般指導補助 

計 延べ日数・延べ人数 56 450  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の How To ボランティアの参加者  ボランティア･ブラッシュアップ･プロジェクト    
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岩手山ボランティア
　　　育成ビジョン

平成 27 年
5 月 21 日

策定

循環的なボランティア育成が若者の未来を拓く
育成における「起点」と「継続」

TEN　PARK
国立岩手山青少年交流の家

　平成 25 年 6 月 14 日に閣議決定された第 2期教育振興基本

計画を承けて，国立岩手山青少年交流の家における法人ボラ

ンティアの養成指針を「岩手山ボランティア育成ビジョン」

として明文化しました。

岩手山ボランティア育成ビジョンのポイント

岩手山青少年交流の家を取り巻く
　　　　ボランティア状況の的確に把握

岩手山青少年交流の家が目指す
　　　ボランティア育成の方向性を明示

育成における
「起点」→「継続」 の循環的育成スキ
ームの構築による戦略的な育成

　立地条件， 施設の持つ指導力， 若者のニーズ， これまでの取り組み実績

等を的確に把握することで質の高いボランティア養成を推進する。

　単なる人手として養成しているのではなく， 青少年教育のナショナルセンタ 

ーとして相応しい育成の姿を明示。 若者の自己実現へ向けたステップとなる

体験を提供。 「社会を生き抜く力の養成」 「未来に飛躍する人材育成」 へと

繋げる。

　育成の過程から 「起点」 と 「継続」 のポイントを的確に見極め， 戦略的な

育成を行う。 「起点」 においては， ボランティア養成研修 「How to ボランテ 

ィア」 における 「継続」 のきっかけを 3 つの要素から仕掛け， 「継続」 にお

いては， 若者にとって魅力的で成長に繋がる 「ブラッシュ ・ アップ ・ プロジェ

クト」 を展開し， 若者の内発的な動機を醸成していく。

　これまでの調査研究から得られた知見を元に， ナショナルセンターとして先

鋭的な視点に基づく育成を実現していく。

国立岩手山青少年交流の家

岩手山ボランティア育成ビジョン担当　ボランティア・コーディネーター　及川　

TEL　019-688-4221　FAX　019-688-5047　MAIL　iwate-vol@niye.go.jp　　
住所：020-0601 岩手県滝沢市後 292
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育成の「起点」 育成の「継続」
ボランティア養成研修「How to ボランティア」

この機会で，ボランティアの心に「火を点ける」ことができれば，岩手山が目指すべき循環的
な人材育成の第一歩を踏み出すことができる。

３つの重点要素

１．

２．

３．

「魅力的な体験プログラム」

「魅力的なボランティア仲間の存在」

「魅力的な講師の存在」

 施設の持つ最も有効な要素は「体験プログラム」である。体験プログラムは「普段なかな
か経験することのできない，交流の家で学べる体験」であると考えられる。
 養成後のステップアップの機会として，体験学習法や人間関係作りの理論，更には教育心
理学的な知見等を取り入れながら子どもと関る専門性を，体験の中から学んで行くことも，
参加者にとって魅力の一つとして映ると考えられる。

 新規ボラが先輩ボラに対して「ボランティアってすごい」「あの先輩のようになりたい」
「どうしたらあんなに堂々と人前で話せるのだろう？」といった，憧れや目標を抱くことが
出来るロールモデルとして捉えることができる機会を作ることが重要である。
 また，多くの同期仲間の存在も重要であり，「ナナメ」の関係性が重要である。

 専門的な知見は，実際に体験して学んだ事柄を，ボランティア自身の経験知として深化させ
ることが出来る。そのために，ボランティアに関する知識経験が豊富であったり，教育心理
学的な専門知見を有したりする人間的な魅力にあふれた講師を招聘することで，ボランティ
ア活動のスタートとなる養成研修にふさわしい研修になると考えられる。
 また，実社会で働く専門性を有した人物としても講師の役割は重要である。ボランティアと
して取り組んだ先に，「どんな将来が待っているのか？」あるいは「どんな将来を目指すこと
が出来るのか？」「何に役立つのか？」等，実際に社会で活躍している人物が参加者に刺激的
な魅力を与えると考えられる。

「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト」
調査研究で得た知見から得た，継続に向けた新たな「価値」の創出。若者が「社会を生き抜
く力」を身に付けること。そしてプロジェクト成功に向けた取り組みの課程で得られる
　　　「自分」に対する「信頼」。自信にあふれる若者を育てる，自尊感情を育むプログラム。

調査研究から得た知見

ボランティアは子どもと関わる
　　　　　　　　　企画活動を展開することで，情動知能が向上する

４．
「自主企画活動の立案及び運営の体験」

 継続して取り組むボランティアが今後も交流の家のボランティアとして活動を続けていく
には，交流の家がある一定以上の付加価値を提供し続けることが重要であると考えられる。
 育成を行っても，活躍の場や自己研鑚の場がなければ，ボランティアにとっては参加・活
動する価値がなくなり，アルバイトやその他のコンテンツ（趣味やサークル活動等）とい
った他の有益な選択肢へと流れてしまうだろう。
 そこで，交流の家では継続して取り組むボランティアに対する新たな研鑽機会として，ボ
ランティア自身のアイディアで事業を企画運営することが出来る教育事業「ボランティア
・ブラッシュアップ・プロジェクト」を展開する。
 「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト」は，平成 27 年度に新規に実施する教
育事業であり，その対象は交流の家で登録している法人ボランティアである。「ボランティ
ア・ブラッシュアップ・プロジェクト」は，法人ボランティアが複数の企画チームを組織
し，自然体験キャンプや，学生交流キャンプ等様々な活動を自由に考え実施するプログラ
ムである。

 人間の感情やその感情に対する対処，適応などの情動能力が，対人間，あるいは様々な社会状況
において生じる複雑な問題において大きな役割を果たす。（Mayer and Salovey 1995）
　　　　　  →急激に変化する現代社会において，必要な「社会を生き抜く力」を図る指標となる

育成の「継続」育成の「起点」→→

職員に依存することなくボランティアが
　　　次代のボランティアを育てて行く循環

岩手山ボランティア育成ビジョンは，簡潔に述べると

「育成の起点」で新規ボランティアを開拓し，

「育成の継続」で継続的に活動するボランティアを育

成していくことである。

継続的に活動するボランティアを「育成の起点」に

おいて，ロールモデルとして参画させることで，人

材育成の好循環を作り出し，循環的ボランティア育

成スキームを構築することができると考えられる。

「育成の起点」と「育成の継続」の 2 軸を包括的に捉えることで，
岩手山ボランティア育成ビジョンにおける「循環的育成スキーム」として完成する。

岩手山ビジョンが目指す循環的育成スキーム

第 2 期教育振興基本計画の策定に伴う背
景は，家庭の教育力の低下や情報テクノ
ロジーの発達・グローバル化の進展に伴
う社会構造の急激な変化等が挙げられる
だろう。

青少年を取り巻く現状と課題

青少年教育施設のボランティア育成
の対象となる年代は

「社会の荒波に船出するための
　　　最後の教育機会を迎えている」

→
→
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平成２８年度 盛岡大学社会教育活動実習受入事業

１ 趣 旨
盛岡大学に在籍する学生が，国立岩手山青少年交流の家が主催するボランティア事業に

参加することにより，ボランティア活動の基本を理解し，社会貢献の意義を学び，ボラン
ティアリーダーとしての資質を身につけると共に，独立行政法人国立青少年教育振興機構
におけるボランティアスタッフの養成を図る。

２ 期 間
平成２８年５月２１日（土）～平成２９年１月２８日（日）

３ 実習生数
４８名

４ 実習内容及び参加者数
○必修
（１）Ｈｏｗ Ｔｏ ボランティア～ボランティア活動の基本を学ぼう～

期 日 ：平成２８年５月２１日（土）～２２日（日）
参加者数：５１名
内 容 ：履修者には必修事業として位置づけ，ボランティア活動の基本を学び，実践

しようとする意欲を育てる。

（２）テンパークまつり２０１６
期 日 ：平成２８年９月２５日（日）
参加者数：４４名
内 容 ：教育事業「テンパークまつり２０１６」の運営補助を行う。

○選択
（１）体験活動支援セミナー～ドキドキ わくわく ボランティア・秋～

期 日 ：平成２８年９月１０日（土）～１１日（日）
参加者数：２３名
内 容 ：小学生を対象とした１泊２日のキャンプのグループリーダーとして，実践の

場で学ぶ。

（２）体験活動支援セミナー～ドキドキ わくわく ボランティア・冬～
期 日 ：平成２９年１月１４日（土）～１５日（日）
参加者数：２７名
内 容 ：小学生を対象とした１泊２日のキャンプのグループリーダーとして，実践の

場で学ぶ。

（３）日独学生青年リーダー交流
期 日 ：平成２８年８月３０日（火）～９月５日（月）
参加者数：１名
内 容 ：ドイツの学生青年リーダーとの意見交換や交流。

（４）滝沢市産業まつり２０１６
期 日 ：平成２８年８月２７日（土）～２８日（日）
参加者数：１名
内 容 ：創作活動の補助。

（５）IBCまつり２０１６
期 日 ：平成２８年９月３日（土）～４日（日）
参加者数：２名
内 容 ：創作活動の補助。
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（６）創作体験 inイオン
期 日 ：平成２９年１月２８日（土）
参加者数：１名
内 容 ：創作活動の補助。

５ 履修の流れ
（１）履修ガイダンスで履修方法の説明及び希望調査を実施：４月１３日（水）
（２）選択した各事業に参加

６ 評価について
各事業への参加状況及び実施後のレポート提出状況等で総合して評価する。

７ その他
（１） 履修者は，機構本部の社会教育実習生の取扱に準じて４，０００円を事前に振り込

む。
（２） 参加した事業毎に参加費を納入する。
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平成２８年度 東北福祉大学社会教育実習生の受入

１ 趣旨

国立岩手山青少年交流の家での実習体験をとおして，社会教育活動の意義を理解し，

社会教育実習生としての必要な知識の習得と能力の向上を図る。

２ 期間及び参加者数

平成２８年８月３１日（水）～９月５日（月） １名

３ 実習内容

・当施設で提供する教育事業及び活動プログラム（研修支援の業務）について理解し，指

導補助に携わりながら，指導の方法や支援の仕方について学ぶ内容とした。

・２日間で約３０,０００人が来場した「ＩＢＣまつり」の創作補助を行った。

４ 日 程

８：３０ 職員朝会出席

８：４５ 退所点検確認業務実習

９：００ 実習指導担当専門職と打合せ・実習

１２：００ 昼食・休憩

１３：００ 実習

１７：１５ 実習終了

夕食・入浴

５ その他

（１）実習費（４，０００円）は事前に振り込む。

（２）一日の食費１，６４０円（朝食４２０円，昼食５３０円，夕食６９０円），シーツ等

洗濯代２００円が必要経費となる。

（３）食費，シーツ等の支払いについては最終日に売店に直接納入する。

（４）実習生の持ち物として，洗面用具・着替え・運動着・運動靴（外・内）・帽子・

雨具・保険証（写し可）等を持参する。
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平成２８年度 東北福祉大学社会教育実習生の受入

１ 趣旨

国立岩手山青少年交流の家での実習体験をとおして，社会教育活動の意義を理解し，

社会教育実習生としての必要な知識の習得と能力の向上を図る。

２ 期間及び参加者数

平成２８年８月３１日（水）～９月５日（月） １名

３ 実習内容

・当施設で提供する教育事業及び活動プログラム（研修支援の業務）について理解し，指

導補助に携わりながら，指導の方法や支援の仕方について学ぶ内容とした。

・２日間で約３０,０００人が来場した「ＩＢＣまつり」の創作補助を行った。

４ 日 程

８：３０ 職員朝会出席

８：４５ 退所点検確認業務実習

９：００ 実習指導担当専門職と打合せ・実習

１２：００ 昼食・休憩

１３：００ 実習

１７：１５ 実習終了

夕食・入浴

５ その他

（１）実習費（４，０００円）は事前に振り込む。

（２）一日の食費１，６４０円（朝食４２０円，昼食５３０円，夕食６９０円），シーツ等

洗濯代２００円が必要経費となる。

（３）食費，シーツ等の支払いについては最終日に売店に直接納入する。

（４）実習生の持ち物として，洗面用具・着替え・運動着・運動靴（外・内）・帽子・

雨具・保険証（写し可）等を持参する。
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平成２８年度 盛岡大学社会教育活動実習受入事業

１ 趣 旨
盛岡大学に在籍する学生が，国立岩手山青少年交流の家が主催するボランティア事業に

参加することにより，ボランティア活動の基本を理解し，社会貢献の意義を学び，ボラン
ティアリーダーとしての資質を身につけると共に，独立行政法人国立青少年教育振興機構
におけるボランティアスタッフの養成を図る。

２ 期 間
平成２８年５月２１日（土）～平成２９年１月２８日（日）

３ 実習生数
４８名

４ 実習内容及び参加者数
○必修
（１）Ｈｏｗ Ｔｏ ボランティア～ボランティア活動の基本を学ぼう～

期 日 ：平成２８年５月２１日（土）～２２日（日）
参加者数：５１名
内 容 ：履修者には必修事業として位置づけ，ボランティア活動の基本を学び，実践

しようとする意欲を育てる。

（２）テンパークまつり２０１６
期 日 ：平成２８年９月２５日（日）
参加者数：４４名
内 容 ：教育事業「テンパークまつり２０１６」の運営補助を行う。

○選択
（１）体験活動支援セミナー～ドキドキ わくわく ボランティア・秋～

期 日 ：平成２８年９月１０日（土）～１１日（日）
参加者数：２３名
内 容 ：小学生を対象とした１泊２日のキャンプのグループリーダーとして，実践の

場で学ぶ。

（２）体験活動支援セミナー～ドキドキ わくわく ボランティア・冬～
期 日 ：平成２９年１月１４日（土）～１５日（日）
参加者数：２７名
内 容 ：小学生を対象とした１泊２日のキャンプのグループリーダーとして，実践の

場で学ぶ。

（３）日独学生青年リーダー交流
期 日 ：平成２８年８月３０日（火）～９月５日（月）
参加者数：１名
内 容 ：ドイツの学生青年リーダーとの意見交換や交流。

（４）滝沢市産業まつり２０１６
期 日 ：平成２８年８月２７日（土）～２８日（日）
参加者数：１名
内 容 ：創作活動の補助。

（５）IBCまつり２０１６
期 日 ：平成２８年９月３日（土）～４日（日）
参加者数：２名
内 容 ：創作活動の補助。

87



（６）創作体験 inイオン
期 日 ：平成２９年１月２８日（土）
参加者数：１名
内 容 ：創作活動の補助。

５ 履修の流れ
（１）履修ガイダンスで履修方法の説明及び希望調査を実施：４月１３日（水）
（２）選択した各事業に参加

６ 評価について
各事業への参加状況及び実施後のレポート提出状況等で総合して評価する。

７ その他
（１） 履修者は，機構本部の社会教育実習生の取扱に準じて４，０００円を事前に振り込

む。
（２） 参加した事業毎に参加費を納入する。
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平成２８年度 広報について 

 

１．新規利用団体の獲得に向けて 

 今年度は岩手県内の高等学校４校、高等専門学校１校を直接訪問し，勉強合宿・部活動

等での利用について広報活動を行いました。 

また，青森・岩手・宮城・秋田県の生涯学習・社会教育関係担当職員会議及び研修会等

において，当施設の利用及び事業の説明を行った他，盛岡市ＰＴＡ連合会や岩手県青少年

育成県民会議等の場においても，施設のＰＲと「体験の風をおこそう」運動等の説明を行

っています。 

 

２．近隣の自治体等との連携について 

滝沢市の「産業まつり」及び「福祉ボランティアまつり」，岩手産業文化センター（ア

ピオ）で開催された「ＩＢＣまつり」，盛岡農業高等学校開催された「盛農農」に当施設

の体験ブースを出展し，施設のＰＲ活動を行うとともに，「体験の風をおこそう」運動，

「早ね早おき朝ごはん」運動等のパネルを設置し，同運動の普及・啓発を行いました。 

 

３．公立の社会教育施設との連携について 

岩手県立県北青少年の家で開催された「ステラパルまつり」，岩手県立県南青少年の家

で開催された「みどりのキャンパス・ふれあいフェスティバル」，及び岩手県内の県立３

施設合同で開催された「親子でチャレンジ」に出展し，施設の広報を行うともに，「体験

の風をおこそう」運動，「早ね早おき朝ごはん」運動等のパネルを設置し，普及・啓発を

行いました。 

       

４．テレビコマーシャルによる広報 

ＩＢＣ岩手放送において，「体験の風をおこそう」運動のＰＲと，国立岩手山交流 

の家と岩手県立青少年交流の家３施設及び盛岡市区界高原少年自然の家のテレビコマー

シャルを２週間にわたり放映しました。 

 

５．地元自治体との連携について 

滝沢市との連携により，四半期ごとに滝沢市の広報に合わせて当所のニュースレター

を全世帯（約 22,500世帯）に配布しました。 

 

６．イオンモールへの体験ブースの出展について 

   当施設のＰＲと利用者の獲得を目的として，イオンモール盛岡（盛岡市前潟），イオン

モール盛岡南・イオンモール下田（青森県）に体験ブースの出展し，多数の来場者に施

設のＰＲ活動を行いました。 

 

７．企業・団体等と連携した広報について 

   盛岡青年会議所と連携し，同会議所主催の第 1 回 JC カップ U-11 盛岡フェスティバ

ル 少年少女サッカー盛岡フェスティバルに当施設の体験ブースを出展し，当施設のＰ

Ｒ活動を行うとともに，「体験の風をおこそう」運動，「早ね早おき朝ごはん」運動のパ
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ネルを設置し，同運動の普及・啓発を行いました。 

   また，企業・団体等を対象としたパンフレットを作成し，盛岡市・花巻市・北上市の

商工観光部局を訪問し市役所で行われる会議等でのＰＲを依頼したほか，岩手県内の商

工会議所・青年会議所・商工会・工業クラブ等の経済団体を訪問し，会員事業所等への

チラシの配布を依頼しました。 

 

８．地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業での広報 

みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会と連携し，青森・岩手・宮城・秋田県

の主要公民館や青少年教育関係団体（３１箇所）を直接訪問し，広報を行ないました。 

  また，青森県青森市・弘前市，岩手県盛岡市・久慈市・大船渡市，秋田県秋田市・横手

市の７会場で「子どもゆめ基金」の説明会を開催し，「体験の風をおこそう」運動及び施設

の利用について説明及びＰＲを行いました。 

90



  

平成２８年度訪問先一覧 

 

№ 訪問先団体名 先方対応者 訪問者 訪問日 

1 一関第一高等学校 事務職員 
田口係長・ 

千葉管理係員 
12月 14日（水） 

2 一関学院高等学校 
校長 

教務担当教員 
同上 12月 14日（水） 

3 一関工業高等専門学校 教務係長 同上 12月 14日（水） 

4 水沢高等学校 副校長 同上 12月 14日（水） 

5 黒沢尻北高等学校 教務担当教員 同上 12月 14日（水） 

6 北上青年会議所 事務職員 同上 12月 14日（水） 

7 花巻青年会議所 
青少年育成委員会

委員長 
同上 12月 14日（水） 

8 盛岡市 商工観光部 次長 
所長・主幹・ 

小綿管理係主任 
3月 3日（金） 

9 盛岡商工会議所 総務企画部主任主査 同上 3月 3日（金） 

10 岩手県商工会連合会 
事務局長 

副主幹 
同上 3月 3日（金） 

11 滝沢市商工会 事務局長 同上 3月 3日（金） 

12 岩手県中小企業家同友会 事務局次長 同上 3月 3日（金） 

13 
花巻市起業化支援センタ

ー 
事務職員 

所長・主幹・ 

中田企画指導専門職 
3月 9日（木） 

14 花巻工業クラブ 事務局長 同上 3月 9日（木） 

15 

花巻市体育協会 

はなまきスポーツコンベ

ンションビューロー 

花巻スポーツ少年団 

事務局長 同上 3月 9日（木） 

16 花巻市 商工観光部 工業労政係長 同上 3月 9日（木） 

17 花巻商工会議所 理事・事務局長 同上 3月 9日（木） 

18 
北上工業クラブ 

北上市技術交流センター 
事務職員 同上 3月 9日（木） 

19 北上市 商工部 工業振興課課長補佐 同上 3月 9日（木） 

20 北上商工会議所 総務課員 同上 3月 9日（木） 
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○平成２８年度

No 掲 載 日 媒体名　 記事タイトル等

1 28.5.15 盛岡タイムス １１歳の熱戦イレブン　少年少女サッカーでフェス

2 28.5.16 文教速報 岩手山交流の家が「鞍掛山実地踏査」

3 28.8.1 岩手教育新聞 小学生が新たな活動を提案

4 28.8.3 文教速報 岩手山交流の家「さんりく体験！発見隊」を開催

5 28.8.4 盛岡タイムス テンパークちゃれんじクラブ 募集

6 28.8.8 岩手日報 そろばん向上友達と一緒に　小中学生が合宿

7 28.9.2 文教速報
体験の風をおこそう運動協賛事業　岩手山交流の家「ター
トルズキャンプ」～自立支援が必要な子どもたちのチャレンジタイム～

8 28.9.3 岩手日報 ドイツ人学生と楽しい触れ合い

9 28.10 広報たきざわ ドイツ青年リーダー　柳沢小児童と交流深める

10 28.10.19 文教速報
「テンパークちゃれんじくらぶ・秋」を開催　岩手山交流
の家で体験活動支援セミナー

11 28.10.24 文教ニュース
文科省関係独法２４名
平成２８年度社会教育功労者表彰１１８名

12 28.11.2 岩手日報
親子で楽しむ大学探検隊～小学生のオープンキャンパス～
参加者募集

13 28.11.7 文教速報
「えいごｄｅキャンプ」でハロウィン被災地児童が仮装も
－岩手山交流の家

14 28.11.30 岩手日報
教育に新聞を ＮＩＥ（NewspaperInEducation） 鋭い視点
「まわしよみ新聞」国立岩手山青少年交流の家 滝沢の児童
が初体験

15 28.12.7 文教速報
岩手山交流の家「体験の風をおこそう」運動事業
「頭と体と心の未（３）体験フェスティバル」

16 28.12.9 文教速報 「テンちゃん一家の一週間」岩手山交流の家で通学合宿

17 28.12.13 岩手日報
県立大岩手山調査　火山防災にどう活用　盛岡でワーク
ショップ

18 28.12.21 文教速報
「親子で楽しむ大学探検隊」を開催　岩手山交流の家
～小学生のオープンキャンパス

19 28.12.26 文教ニュース 国立岩手山青少年交流の家 「親子で楽しむ大学体験隊」

20 29.1.11 文教速報
岩手山交流の家「えいごｄｅキャンプ」開催　被災地の児
童生徒対象に英語圏スタッフが活動

21 29.1.15 盛岡タイムス 「親子で楽しむ自然体験ＩＮ冬のテンパーク－参加募集」

当施設に関する記事の掲載について
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No 掲 載 日 媒体名　 記事タイトル等

22 29.1.9 文教ニュース
岩手山青少年交流の家 被災地の子供たちと「えいごｄｅ
キャンプ」開催

23 29.1.22 岩手日報 平和考える一歩 県ユネスコ研究大会 高校生が意見交換

24 29.2.6 文教速報
スキー体験ｉｎテンパーク
岩手山交流の家で楽しく能力向上

25 29.2.10 岩手日報 盛岡大と青少年交流の家　教育、研究充実願い協定

26 29.2.10 盛岡タイムス
人材育成にパートナー　包括連携協定
盛岡大・短大部　国立岩手山青少年交流の家と
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（単位：千円）

教育事業経費 4,900

研修支援事業経費 1,500

小　　　　計 6,400

運営経費 72,842

　（事業・管理運営経費） (66,842)

　（施設・設備整備事業運営経費） (6,000)

小　　　　計 72,842

附帯業務経費 1,500

　（リレーションシップ事業） (1,500)

小　　　　計 1,500

合　　　計 80,742

主な施設整備・設備の改修、更新状況

＜施設＞

・施設北側ドイツトウヒ伐採（利用者の安全・安心確保のため）

・炉筒煙管ボイラー燃焼装置修繕（適切な保守・管理のため）

・浴槽ろ過装置ろ材交換工事（適切な保守・管理のため）

・ホール照明器具ＬＥＤ化工事（省エネのため）

・避難誘導灯ＬＥＤ化工事（一部・省エネのため）

・公用車更新（全損のため）

・管理研修棟研修室机・椅子更新（一部・利用者利便性のため）

・体育館天井断熱材修繕（利用者の安全・安心確保のため）

＜南部曲家開発＞

・テントサイト（６台）

・炊事用テーブル・イス（６組） 

・水場（手洗場・手洗機械工事・大型テント１張）

・野外炊事用機器（食器消毒保管庫１台・包丁まな板殺菌庫１台・冷蔵庫１台

　 　 ・テーブル・食器類１式）

事　業　費

管理運営費

平成２８年度当初予算

基金事業費
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【所内会議・研修・教育事業等】　 ２８年度

月 日

1日

1日

6日

13日

13日

14日

18日

20日

21日

29日

2日

2日

10日

11日

12日

15日

21日

25日

26日

6日

7日

9日

14日

15日

15日

16日

17日

18日

20日

21日

22日

22日

1日

6日

10日

11日

13日

13日

15日

16日

23日

27日

職員研修事業「体験活動安全管理研修～山編～」（機構本部主催）（～８日）

ＳＤ研修「セクハラ認識度チェック」

事務連絡会（第２回）

ＳＤ研修「宮沢賢治特別講義」

事務連絡会（第３回）

日　誌　抄

内　　　　　　容

辞令交付式・着任式

新任職員研修会（第１回）（～４日）

事務連絡会（第１回）

環境ボランティアによる環境整備（第１回）

4月
ＳＤ研修「アドベンチャープログラム」

活動プログラム職員体験研修「鞍掛山登山（第２回）」・鞍掛山山開き　

給食業務等運営委員会（第１回）

活動プログラム職員体験研修「姫神山登山（第１回）」

新任職員研修会（第２回）

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第１回）

活動プログラム職員体験研修「鞍掛山登山（第１回）」

事務連絡会（第７回）

事務連絡会（第８回）

施設業務運営員会（第１回）

事務連絡会（第６回）

教育事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（第１回）」

事務連絡会（第４回）

給食業務等運営委員会（第２回）

教育事業「HowToボランティア」～ボランティア活動の基本を学ぼう～
兼NEAL自然体験活動指導者（リーダー）養成研修（～２２日）

事務連絡会（第５回）

ＳＤ研修「パワハラ・セクハラ認識度チェックの実施について」

環境ボランティアによる環境整備（第２回）

バイオリンとピアノのコンサート（岩手山青少年交流の家）

活動プログラム職員体験研修「姫神山登山（第２回）」

活動プログラム職員体験研修「岩手山登山（第１回）」

活動プログラム職員体験研修「岩手山登山（第２回）」・岩手山山開き

給食業務等運営委員会（第４回）

山の日記念「鞍掛山親子登山」（第１回）

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第２回）

バイオリンとピアノのコンサート（一本木小学校）

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備（第３回）

ＳＤ研修「みちのく「体験の風をおこそう」運動について」

給食業務等運営委員会（第３回）

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第４回）

5月

6月

7月

教育事業「さんりく体験！発見隊」（～1８日）

教育事業「えいごｄｅキャンプｉｎテンパーク」（～２６日）

教育事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（第２回）」（～１９日）
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月 日 内　　　　　　容

1日

3日

7日

10日

11日

12日

17日

24日

25日

26日

31日

7日

10日

10日

14日

17日

21日

23日

24日

25日

26日

29日

3日

3日

5日

6日

9日

12日

12日

14日

21日

23日

29日

4日

8日

16日

16日

20日

29日

3日

3日

7日

10日

13日

14日

15日

21日

26日

教育事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（第３回）」

10月

11月

12月

事務連絡会（第１３回）

体験教室「頭と体と心の３(未)体験フェスティバル」

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第７回）

青森県上北教育事務所研修会・施設見学交流会

施設開放事業「テンパークまつり　２０１６」

教育事業「テンパークまつり　２０１６　～親子宿泊体験～」（～２５日）

ＳＤ研修 ｢セクハラ認識チェック（自己点検）｣人権教育啓発推進センター製作のテキストによる

事務連絡会（第１１回）

あつまれちびっこ！テンパークわくわくキャンプ（幼児キャンプ）（～１０日）

教育事業「テンパークちゃれんじくらぶ～ドキドキわくわく・秋」（～１１日）

給食業務等運営委員会（第６回）

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第６回）

新任職員研修会（第３回）

教育事業「教員免許状更新講習」

給食業務等運営委員会（第９回）

環境ボランティアによる環境整備（第４回）・昼食会

小学生のための「親子で楽しむ岩手大学親子探検隊」～小学生のオープンキャンパス～（～４日）

教育事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（第４回）」（～３０日）

教育事業「日独学生青年リーダー交流」（～9/5）

事務連絡会（第１０回）

教育事業「えいごｄｅキャンプ　ｉｎテンパーク」（～１６日）

消防訓練（消防設備操作方法等説明会）

ＳＤ研修「南部曲が家（藤倉邸）・ビッグルーフ滝沢見学会」

事務連絡会（第９回）

緊急地震速報訓練

事務連絡会（第１２回）

通学合宿～テンちゃん一家の一週間（～２６日）

ＳＤ研修 ｢七宝焼｣

給食業務等運営委員会（第７回）

教育事業「えいごｄｅキャンプｉｎテンパーク」（～11日）

平成２８年度岩手県内所在文部科学省関係４機関人事担当課長会議

事務連絡会（第１４回）

環境ボランティアによる環境整備（第３回）

岩手県立盛岡峰南高等支援学校による花壇整備(第５回）

消防訓練（第1回）

給食業務等運営委員会（第８回）

山の日記念　「親子鞍掛山登山」（第２回）

仕事納め会・餅つき

ＳＤ研修「子どもゆめ基金説明会」

教育事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（第５回）」

事務連絡会（第１５回）

辞令交付式・着任式

教育事業「タートルズキャンプ～自立支援が必要な子どもたちのチャレンジタイム～」（～５日）

給食業務等運営委員会（第５回）

教育事業「体験活動支援セミナー～ドキドキわくわくボランティア・秋」（～１１日）

教育事業「教員免許状更新講習」

新任職員研修会（第４回）（～４日）

8月

9月
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月 日 内　　　　　　容

5日

10日

11日

14日

14日

18日

21日

25日

26日

27日

4日

9日

9日

9日

15日

18日

22日

27日

8日

11日

15日

22日

22日

25日

30日

事務連絡会（第１９回）

1月

2月

3月

教育事業「テンパークちゃれんじくらぶ・冬」（～１５日）

食堂業務等運営委員会（第１０回）

仕事始め会

平成２８年度社会教育功労者表彰伝達式（吉田　光　氏）

事務連絡会（第１６回）

教育事業「スキー体験inテンパーク～スキーすき好きシーハイル～（～２２日）

平成２８年度第２回施設業務運営委員会

教育事業「体験活動支援セミナー　テンパークちゃれんじくらぶ・冬」（～１５日）

離任式

救急救命講習

独立行政法人国立青少年教育振興｢平成２８年度法人ボランティア表彰授与式｣（荒関　峻也さん）

親子で遊ぼう～ダンボールと雪遊び～（～５日）

盛岡大学･盛岡短期大学部と国立岩手山青少年交流の家との連携・協力に関する協定書調印式

第２回消防訓練

食堂業務等運営委員会（第１１回）

親子で楽しむ自然体験ｉｎ冬のテンパーク（～１９日）

事務連絡会（第１８回）

離任式

教育事業「ボランティア・ブラッシュアップ・プロジェクト（第６回）」（～１２日）

食堂業務等運営委員会（第１２回）

平成２８年度感謝状授与式

事務連絡会（第２０回）

えいごｄｅキャンプ(～２６日）

事務連絡会（第１７回）
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【所外会議・研修等】　 平成２８年度

月 日 出席者

1日 次長

1日 次長

7日
主任企画指導専門職・企画指導専門職1名
副主任企画指導専門職１名

12日 副主任企画指導専門職１名

18日 副主任企画指導専門職１名

19日
副主任企画指導専門職1名・事業推進係長
企画指導専門職1名・事業推進係員1名

22日 副主任企画指導専門職１名

25日 企画指導専門職1名

26日 所長

27日 事業推進係長

8日 所長、主幹、管理係主任

13日 次長・副主任企画指導専門職１名

14日
企画指導専門職１名・事業推進係長
主幹・総務係員1名・管理係員1名

15日 主任企画指導専門職

16日 所長

16日 所長

18日 主任企画指導専門職

18日
副主任企画指導専門職1名
企画指導専門職1名・事業推進係員２名

22日 所長

27日 所長

30日 次長

30日 次長

5日 所長・主幹

5日 所長

10日 所長

14日 事業推進係員１名

15日 所長

23日 管理係主任

27日
主任企画指導専門職・企画指導専門職１名
副主任企画指導専門職1名･事業推進係員１名

29日 次長・桑原

30日 所長

30日 次長

1日 次長・総務係員1名・管理係員1名

6日 総務係員1名

7日 次長

8日 副主任企画指導専門職2名

14日 所長

15日
次長・主任企画専門職１名
副主任企画指導専門職１名

21日 所長

5日 企画指導専門職1名

7日
主幹・副主任企画指導専門職1名・
管理係主任･管理係1員名

26日 副主任企画指導専門職1名

27日
次長・主幹・管理係主任・管理係員２名・
総務係員１名

日　誌　抄

会議・研修名

辞令交付式

新任所長・次長研修会

岩手県教育社会主事会議（～８日）

平成２８年度第１回秋田県生涯学習・社会教育関係職員会議

4月
平成２８年度新任事業系職員研修（～２０日）

タートルズキャンプ運営の事前視察

平成２８年度北管内生涯学習・社会教育主管課長会議
（兼）第１回北地区社会教育関係職員研修会

平成２８年度総務・管理系係長研修（～２４日）

さんりく体験！発見隊　事前視察

第１回JCカップU-11少年少女サッカー盛岡フェスティバル

滝沢市子ども会育成連合総会

国立青少年教育施設　東北地区連携会議①（～１７日）

岩手県私立幼稚園連合総会

平成２８年度公益社団法人岩手県青少年育成県民会通常総会

第６３回東北地区中堅係員研修（～１７日）

国立青少年教育施設東北地区連携会議②（～３１日）

平成２８年度第１回独立行政法人国立青少年教育振興機構次長会議（～３１日）

国立磐梯青少年交流の家開所５０周年記念式典

平成２８年度第１回市町村教育委員会生涯学習・社会教育主管課長及び担当者会議
兼第１回生涯学習・社会教育担当者会議

平成２８年度第１回独立行政法人国立青少年教育振興機構会議（～17日）

十和田八幡平国立公園八幡平地域指定60周年記念式典

平成２８年度岩手県内青少年集団宿泊教育施設連絡協議会役員会

平成２８年度｢青少年を非行･被害から守る県民大会｣

平成２８年度授業力向上研修及び教員免許状更新講習（８・９日）

第６３回岩手県公民館大会・平成２８年度岩手県社会教育委員研究大会（紫波地区大会）

平成２８年度生涯学習・社会教育主管課長会議

五日会４月例会

平成２８年度自然体験活動指導者養成事業主任講師（講習管理者）連絡会

岩手駐屯地創立59周年記念式典

岩手大学開学記念行事

岩手大学新採用職員研修講義

平成28年度「勤務時間・休暇制度及び育児休業・女子福祉制度等説明会」（～７日）

5月

平成２８年度盛岡地区安全運転管理者者部会・第４８回通常総会

みちのく体験の風をおこそう共催事業
岩手県立県南青少年の家自主事業「みどりのｷｬﾝﾊﾞｽ･ふれあいフェスティバル」

平成２８年度日独学生青年リーダー交流　合宿セミナー（～２８日）

滝沢市産業まつり（～２８日）

岩手県スポーツ振興事業団評議員会

五日会６月例会

国立青少年教育施設東北地区連携会議③（～２日）

安全運転管理者講習会

平成２８年度第１回岩手県青少年育成セミナー（研修会及び意見・情報交換会）

さんりく体験！発見隊事前視察

教員免許状更新講習連絡協議会

6月

7月

8月
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月 日 出席者会議・研修名

3日
次長・主任企画専門職･
事業推進係員１名・管理係員２名・
副主任企画指導専門職１名・総務係員２名

8日 所長・主幹

16日 副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

21日 企画指導専門職1名

30日
副主任企画指導専門職1名・事業推進係員1名・
管理係員1名

2日 総務係員1名・事業推進係員1名

3日 企画指導専門職1名・事業推進係員1名・管理係員1名

4日 企画指導専門職1名・事業推進係員1名・管理係員1名

4日 主任企画専門職

6日 次長・主幹・管理係主任・副主任企画指導専門職1名

7日 次長・主幹・管理係主任・副主任企画指導専門職1名

8日 副主任企画指導専門職1名

13日 主幹・総務係員１名・副主任企画指導専門職1名

15日
主任企画専門職・主幹・総務係員１名・事業推進係長・
管理係主任

16日 所長

16日 企画指導専門職1名・事業推進係員1名

17日 副主任企画指導専門職1名・管理係員1名・総務係員１名

20日 主幹・副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

21日 所長

23日 企画指導専門職1名・事業推進係員1名

22日 副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

23日 副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

26日 企画指導専門職1名

27日 所長・主幹

28日 総務係員１名

29日 主幹・主任企画専門職・事業推進係長・総務係員１名

1日 所長・副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

4日 所長・副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職2名

7日 所長

9日 管理係員１名

9日
所長・主幹・管理係主任・総務係員1名
副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職2名・
事業推進係主任・事業推進係員1名

11日 副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職2名

11日 事業推進係主任・事業推進係員1名・総務係員１名

12日 所長

14日
次長・主幹・副主任企画指導専門職1名・
事業推進係員1名

17日 次長・主幹

17日 所長・企画指導専門職1名・事業推進係主任・管理係主任

18日 副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

19日 主任企画専門職

22日 企画指導専門職1名

24日 所長

25日 主任企画専門職・副主任企画指導専門職1名

平成２８年度第１回滝沢市社会教育委員会会議

平成２８年度東北地区国立大学法人等若手職員研修(～１１日）

平成２８年度岩手県内青少年集団宿泊教育施設職員合同研究会（～１０日）

岩手大学生涯学習計画論講義

岩手大学人事交流者懇談会

岩手県レクリエーション協会50周年記念式典

みちのく広報活動（青森県内）（～１５日）

みちのく体験の風をおこそう運動協賛事業
太平山自然学習センター主催事業「まんたらめちびっこキャンプ」（～９日）

子どもゆめ基金説明会（大船渡市）

子どもゆめ基金説明会（岩手県久慈市）

体験の風をおこそうｉｎ磐梯「ばんだいフェスティバル」（～１７日）

「体験の風」出前創作活動教室ｉｎ盛農祭（～３０日）

平成28年度東北地区国立大学法人等総務部課長・
人事担当部課長合同会議及び管理事務セミナー

平成２８年度生涯学習・社会教育主管課長等会議及び県社会教育主事会議

国立大雪青少年交流の家開所５０周年記念式典

みちのく広報活動（秋田県内）（～１８日）

岩手大学生涯学習計画論講義

平成２８年度 第９回東北地区青少年教育施設協議会総会・運営研究協議会(～２日）

岩手大学生涯学習計画論講義

子どもゆめ基金説明会（秋田県横手市）

ＩＢＣまつり｢体験の風｣出前創作活動教室（～４日）

宮澤賢治誕生１２０年記念事業講演会

平成２８年度滝沢市福祉ボランティアまつり

子どもゆめ基金説明会（秋田県秋田市）

施設連携事業（県南・県北・陸中海岸）みちのく「体験の風をおこそう」運動協賛事業
｢親子ｄｅチャレンジ｣（～２０日）

宮城県大崎市立沼部小学校自主公開研究会

平成２８年度全国青少年教育施設所長会議・施設研究集会（～２５日）

平成２８年度盛岡市ＰＴＡ連合会理事会

宮城県社会教育協会｢協働教育研修会｣

広報スキルアップ研修

子どもゆめ基金説明会（岩手県盛岡市）

子どもゆめ基金体験の風リレーションシップ事業
「なすかしの森ファミリーフェスティバル」

子どもゆめ基金説明会（青森県青森市）

第２６回東北地区課長級研修（民官交流研修）（～６日）

子どもゆめ基金説明会（青森県八戸市）

子どもゆめ基金平成29年度助成活動募集説明会

平成２８年度秋田県北地区社会教育関係職員第２回研修会（～１７日）

地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業
「はなやままるごとフェスティバル」

みちのく体験の風をおこそう運動協賛事業
秋田県保呂羽山少年自然の家主催事業　「みんな森の芸術家ハロウィン工作」

五日会１０月例会

機構本部人事・事業等関係（所長）ヒアリング

みちのく体験の風をおこそう運動協賛事業
あきた白神体験センター主催事業「あきた白神で遊ぼうフェスティバル」

9月

10月

11月
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月 日 出席者会議・研修名

1日 企画指導専門職1名

5日 事業推進係員1名

6日 企画指導専門職1名

6日 主任企画指導専門職

7日 主任企画指導専門職

7日 企画指導専門職1名・総務係員1名

8日 次長

8日 次長

9日 主幹・副主任企画指導専門職1名・管理係主任

10日 主任企画指導専門職

11日 所長

11日 副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

13日 事業推進係長・管理係員1名

16日 副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名

20日 事業推進係長・企画指導専門職１名

23日
次長・主幹・主任企画指導専門職・事業推進係長
ほか１１名

26日 副主任企画指導専門職1名

10日 企画指導専門職1名

14日 副主任企画指導専門職1名

16日 事業推進係員1名

18日 所長

28日 次長・主任企画専門職・事業推進係主任・管理係主任

29日
次長・副主任企画指導専門職1名・企画指導専門職1名・
総務係員1名

1日 副主任企画指導専門職1名

2日 企画指導専門職1名・副主任企画指導専門職1名

3日 所長

4日 次長・管理係員２名・総務係員２名

5日 次長・副主任企画指導専門職1名

5日 企画指導専門職1名

6日
主幹・副主任企画指導専門職1名・事業推進係長・
管理係主任

7日 所長

7日 次長

8日 主任企画専門職・企画指導専門職1名

9日 主任企画専門職

11日 副主任企画指導専門職1名

12日 主任企画専門職

12日
次長・主幹・副主任企画指導専門職1名・事業推進係長・
管理係員1名

13日 所長

13日 所長

13日 副主任企画指導専門職1名

16日 主任企画専門職

21日 副主任企画指導専門職1名

24日 企画専門職１名

26日 事業推進係員1名

｢親子で作ろう！創作教室inイオン｣（イオンモール盛岡）

平成２８年度県南地区社会教育担当者会議

｢親子で作ろう！創作教室inイオン｣（イオンモール盛岡）

平成２８年度教職員等中央研修（第５回中堅教員研修）（～２７日）

平成２８年度第２回独立行政法人国立青少年教育振興機構　次長会議（～９日）

平成２８年度第５回管内社会教育主事等会議（宮古地区）

国立青少年教育施設　東北地区連携会議④（～２１日）

盛岡市中央公民館青少年講座
「わくわく盛岡チャレンジクラブ～クリスマスのお菓子作り～」

センター・公民館職員等研修講座（西根地区）

国立青少年教育施設　東北地区連携会議③（～９日）

平成２９年度秋田県公立小・中学校教頭候補者研修会

みちのく広報活動（宮城県内）（～８日）

みちのく｢体験の風をおこそう｣運動協賛事業
宮城県松島自然の家主催事業「おいSEA!冬の奥松島」

みちのく広報活動（岩手県県央･県南地区）

体験の風をおこそうフォーラム

秋田県公立小中学校管理職候補者に対する義務教育課長ヒアリング

平成２８年度（第６０回）岩手県教育研究発表会（～１０日）

平成２８年度第２回秋田県生涯学習・社会教育関係職員会議

平成２８年度岩手県生涯学習推進研究発表会～人づくり・地域づくりフォーラム2016～（～３日）

平成２８年度第２回滝沢市社会教育委員会議

自然体験活動上級指導者（ＮＥＡＬインストラクター）養成研修（～８日）

平成２８年度第２回KCカフェ生涯学習推進員研修（北上地区）

平成２８年度第２回管内各市町村生涯学習・社会教育担当者会議（沿岸南部地区）

盛岡市玉山区社会福祉協議会｢玉山児童館職員研修会｣

子どもゆめ基金助成活動　岩手しぜんとあそぼ「遊びの広場in釜石２０１６」

東北地区連携会議⑥（～１４日）

職員研修（日高青少年自然の家・大雪青少年交流の家訪問調査）（～７日）

文部科学省生涯学習政策局青少年教育課との打合せ

平成２８年度　第２回岩手県社会教育主事等会議

親子創作教室inイオンモール盛岡南(～２５日）

平成２８年度教職員中央研修（第４回副校長・教頭等研修）（～１７日）

機構本部事務打合せ

みちのく｢体験の風をおこそう｣運動協賛事業
青森県立梵珠少年自然の家共催事業「アウトドアライフ2017inウィンター」

体験活動安全管理研修～雪編～(～１８日）

岩手県青少年育成県民会議結成５０周年記念式典

｢親子で作ろう！創作教室inイオン｣（イオンモール盛岡南）

｢親子で作ろう！創作教室inイオン｣（イオンモール盛岡）

平成２８年度第２回青少年育成セミナー・
第４回社会生活に困難を有する子ども・若者支援セミナー

青森県公立小川原湖青年の家共催事業｢雪上大運動会｣（～１２日）

岩手県立県北青少年の家自主事業｢ステラパル冬まつり｣　

｢親子で作ろう！創作教室inイオン｣（イオンモール下田）

平成２８年度第２回独立行政法人国立青少年教育振興機構会議（～１４日）

2月

平成２８年度第３回盛岡教育事務所管内社会教育係長等会議・
平成２８年度盛岡教育事務所管内資質向上研修会

平成２８年度ボラミックスキャンプ（～２８日）

12月

1月
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月 日 出席者会議・研修名

2日 事業推進係主任・事業推進係員1名

3日 所長・主幹・管理係主任

9日 所長・主幹・副主任企画指導専門職1名

12日 所長

17日 所長

21日 事業推進係員1名

23日 所長

24日 所長

25日
次長・主任企画専門職・副主任企画指導専門職1名・事業
推進係長・管理係主任・総務係員1名

平成２８年度｢利用団体管理システム担当者研修｣（～２２日）

平成２８年度国立大学法人岩手大学卒業式

団体企業広報活動（盛岡市・滝沢市地区）

団体企業広報活動（花巻市・北上市地区）

早寝早起き朝ごはん運動国民１０周年記念式典・全国フォーラム

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞｰ協会主催　応対スキルアップ研修（応用編）

公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団　第１３回評議員会

創作活動教室inわんだふぉ～パーク2017（テレビ岩手主催）（～２６日）

3月

主濱恵悦氏社会教育功労者｢文部科学大臣表彰受賞祝賀会｣
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平成２９年１月２５日現在

氏     名 役　　職　　名　　等

大　石　泰　夫
（委員長）

盛岡大学 文学部 教授

熊　谷　雅　英
（副委員長）

滝沢市教育委員会 教育長

浅　沼　道　成 岩手大学 人文社会科学部 教授

石　川　正　悦 岩手県立盛岡農業高等学校 校長

伊　藤　博　章 八戸市教育委員会 教育長

菊　池　啓　子 岩手県立陸中海岸青少年の家　所長

児　玉　政　光 青森県教育庁 生涯学習課長

佐々木　由紀子 滝沢市立一本木小学校 校長

沢　屋　隆　世 秋田県教育庁 生涯学習課長

主　濱　惠　悦 滝沢市子ども会育成連合会 会長

菅　原　正　弘 盛岡市立河南中学校 校長（※岩手県中学校長会常任理事）

武　田　敏　哉
(株)ＩＢＣ岩手放送 取締役　放送本部長（復興支援室担当）
編成局長兼ラジオ放送部長

新　妻　直　樹 宮城県教育庁 生涯学習課長

野　場　秀　輝 一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会 副会長

波　紫　裕　司 一般社団法人盛岡青年会議所 理事長

松　下　洋　介 岩手県教育委員会 生涯学習文化課 総括課長

横　澤　　　繁 岩手県レクリエーション協会 理事長

平成２８年度 国立岩手山青少年交流の家施設業務運営委員会委員名簿
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沿     革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昭 

 

 

 

 

 

 

 和 

 

 

 

 

 

 

 

 ４７． ５． １ 

       １２． ７ 

 ４８．  ２．１３ 

         ３．１９ 

         ６．１７ 

 ４９． ３．２６ 

 

         ５．１９ 

       １２．２１ 

 

 

 ５０． ５．１９ 

       １０．１６ 

       １０．３１ 

 ５２．１２．２６ 

 ５３．１２．１２ 

 ５４．１２．１９ 

 ５８． ９．１１ 

 ６１．１２．２３ 

 ６３． ４． ６ 

 

国立岩手山青年の家機関設置（昭和４７年文部省令第１７

号） 

所章及び生活信条を決定 

本館，講堂，食堂，浴場及び宿泊棟完成 

利用者の受入業務開始 

開所式を挙行 

体育館，総合グランド，テニスコート，つどいの広場，取付

道路及び駐車場完成 

天皇・皇后両陛下行幸啓 

南部曲家，遊歩道の整地，キャンプ場の管理棟，炊事場，便

所，体育館の渡り廊下，営火場，総合グランドの倉庫及び視

聴覚研修 室の空気調整整備等完成 

野球場のバックネット，築山及び体育館脇の庭園，池の完成 

管理棟裏の駐車場完成 

楽焼用窯場完成 

スキー場にロープトウ完成 

つどいの広場に照明灯新設 

特殊車両庫及びサイクリング車庫新設 

開所１０周年記念式典を挙行 

体育館暖房設備工事完成 

利用者数１００万人突破 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成 

 

 

 

   ４． ２．２８ 

         ９．１２ 

       １２．２５ 

   ５．１０．２２ 

       １２．２７ 

   ６． ３．２５ 

 

       １０．１３ 

   ７． ７．２８ 

 

   ８． ３．２９ 

         ８． ５ 

   ９． ２．２８ 

         ３．２１ 

         ７．２４ 

 １０． ３．１９ 

         ９． １ 

 １１． ３．３０ 

 １２．１２．２０ 

 １３． ４． １ 

 １５． １．３１ 

 

 

宿泊棟の一部和室化工事完成 

学校週５日制対応事業開始 

宿泊棟の一部個室化工事完成 

開所２０周年記念式典を挙行 

全宿泊棟（４棟）の改修工事（和室化，個室化）完成 

グランド及びテニスコートの改修工事（全天候型・照明付）

完成 

体育館屋根その他改修工事完成 

第３３回全国スポーツ少年大会を秋篠宮殿下，同妃殿下を

お迎えして開催 

ボランティア棟の完成 

第７回世界少年野球大会・いわて盛岡大会の開催 

体育館照明設備を昇降式に改修 

食堂棟（レストランポローニア）の完成 

国際青年の村’９７を清子内親王殿下をお迎えして開催 

利用者受入開始２５周年記念式典挙行 

プラザイーハトーブ（旧食堂改修）完成            

南部曲家改修工事完成 

南部曲家，宿泊棟の屋根改修工事完成 

独立行政法人国立青年の家国立岩手山青年の家に移行 

管理研修棟・体育館にエレベーター設置及び体育館東側出

入口にスロープ設置 
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 平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ３．２８ 

         ９．２６ 

       １０．１８ 

 

 １６． ３． ４ 

     ３． ５ 

 

 

         ３．１７ 

         ６．  ７ 

       １２．２４ 

 １７． ２．２２ 

     ４．２８ 

       １２．２６ 

 １８．  ４． １ 

 

    １１．１４ 

       １１．３０ 

 １９．  ２．２８ 

 ２０． ３．３１ 

         ３．３１ 

         ３．３１ 

      ６．３０ 

    １０．３１ 

 ２１．１１．２０ 

 

 ２２． ３．２８ 

 ２３． １．３１ 

     ３．１１ 

     ３．１９ 

         ５．２２ 

         ６． １ 

       １１．１８ 

 

 ２４．  ３． ５ 

       １１．１３ 

 

    １１．１７ 

      １１．３０ 

 ２５．  ３． １ 

       ３．２２ 

    １１．１３ 

          

 ２６．  ３．２４ 

 

 ２６． ９． ９ 

給水設備の更新 

宿泊棟Ｄ棟１階トイレ・洗面所の改修 

屋外休憩コーナーの設置 

開所３０周年記念式典を挙行 

つどいの広場に３０周年記念時計塔を設置 

リネンコーナーの改修工事完成 

管理研修棟の耐震補強工事・外壁塗装，利用者玄関の全面改

修工事完成 

受付窓口の改修工事完成 

管理研修棟２階・３階トイレの改修工事完成 

キャンプ場常設テント新設工事完了 

屋外給水管改修及び敷設替工事完成 

管理・研修棟点字表示整備完了 

キャンプ場炊事棟改修及び常設テント増設工事完成 

利用者玄関脇道路改修工事完了 

独立行政法人国立青少年教育振興機構国立岩手山青少年交

流の家に移行 

第４７回全国青年の家運営研究協議会開催 

利用者玄関脇トイレ新設工事完成 

宿泊棟トイレ・洗面所改修工事完成 

体育館通路断熱工事完成 

宿泊室ベット更新 

１０人乗りワゴン車購入 

キャンプ場管理棟外階段改修工事完成 

キャンプ場流し場(２ヵ所)改修工事完成 

当施設指導員（田中 潔 氏）が社会教育功労者文部科学大臣

表彰を受賞 

利用者数４００万人突破 

体育館の暖房改修及びボイラーの更新工事完成 

東日本大震災発災，利用者の受け入れ停止 

被災地捜索・復旧活動に従事する自衛隊滞在開始 

自衛隊の滞在終了 

利用者の受け入れ再開 

当施設指導員（階 幸男 氏）が社会教育功労者文部科学大臣

表彰を受賞 

宿泊棟に防犯カメラ設置 

当施設指導員（滝田 章 氏）が社会教育功労者文部科学大臣

表彰を受賞 

屋外炊飯場排水接続工事完成 

災害復旧に伴う外壁他改修工事完成 

防犯カメラ増設（宿泊棟・利用者玄関）工事完成 

体育館音響機器設備更新 

当施設元指導員（山田 純 氏）が社会教育功労者文部科学大

臣表彰を受賞 

宿泊室Ａ棟の改修工事の一部（※４人部屋１２室を６人部

屋６室に改修）を施工 

滝沢市との連携・協力に関する協定を締結 
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平 

 

成 

 

 

２６．１２． ５ 

 

 ２７．  ３． １ 

 

２７． ６．２９ 

２７．１１． ２ 

 

２８．１１．１０ 

 

２８．１２．２７ 

 

２９． ２． ９ 

当施設指導員（石川享子 氏）が社会教育功労者文部科学大

臣表彰を受賞 

宿泊室Ａ棟の改修工事の一部（※４人部屋６室を６人部屋

３室に改修）を施工 

岩手大学との連携・協力に関する協定を締結 

当施設指導員（泉貴美子 氏）が社会教育功労者文部科学大

臣表彰を受賞 

当施設指導員（吉田光氏）が社会教育功労者文部科学大臣表

彰を受賞 

曲家周辺の総合的エリアの開発（テントサイト・野外炊事設

備）工事完成 

盛岡大学・盛岡大学短期大学部との連携・協力に関する協定

を締結 
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<研修指導員>(登山指導員） <労務作業員 （環境ボランティア）>

常勤職員　　　　　　　　　　　　　　　　 １５名 石川　享子 伊藤　聖徳 馬場　栄松 柏木　勇三 山村　洋 

パートタイム職員（事業補佐員） 　　　　５名 泉　貴美子 髙橋　孝精 菅原　公佑 吉田　信吉 千葉　良子 

パートタイム職員（技能補佐員）   　　　２名 大友　晃 田村　章一 小野寺　知明 長沢　キミエ

パートタイム職員（研修指導員）  　 　１０名 佐藤　誠 田村　耕三 山口　喜勝 

パートタイム職員（労務作業員）　 　　１９名 滝田　章 欠畑　澄 中島　徹哉 

※１　事業補佐員として週３０時間勤務 田中　潔 工藤　忠夫 千葉　茂 

※２　事業補佐員として週２４時間勤務 田中　耕一 小杉　英機 佐々木　實 

※３　技能補佐員として週３０時間勤務 吉田　光 小野寺　晶子 重茂　勇治 

※４　登山指導員として一人当たり年間５日程度勤務

※５　環境ボランティアとして、除草作業等に一人当たり年間１８時間程度勤務

主幹 兼総務係長

兼管理係長

東 喜 洋

総務係員(3)

三 浦 勇次郎
小 泉 奏 子（※１）

柱 晃 子（※２）

管理係主任
小 綿 洸 鋭

事業推進係長
田 口 康 宏

主任企画指導専門職
桑 原 玲 子

次長
佐々木 浩

係員(2)
千 葉 浩 幸
髙 橋 恵（※１）

企画指導専門職(4)
中 田 春 輝
佐々木 真里子
鎌 田 信 浩
中 村 聡

係員(5)
山 﨑 啓 陽
佐々木 翔 也
髙 山 薫（※１）

鈴 木 孔 明（※１）

施設業務運営委員(17名)

組 織 図 （H29.3.31現在）

研修指導員(10)（※４）

技能補佐員（２）

竹 花 正 幸（※３）

舘 洞 清 美（※３）

所長
松 田 栄 二

労務作業員(19)（※５）

事業推進係主任
藤 根 智 子
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協力者一覧 

 

 

 

【登山指導員】                             １０名 

氏      名 

石川 享子 泉 貴美子 大友  晃 佐藤  誠 滝田  章 

田中  潔 田中 耕一 吉田  光 伊藤 聖徳 高橋 孝精 

  

 

【創作活動・体験活動指導員】 

氏   名 プ ロ グ ラ ム 

階  幸男 忍び駒（わら細工）、チャグチャグ馬っ子 

田中  潔 あけびつるクラフト、焼板、木の実のリース、木の実のコレクション、 

木の実のやじろべえ 

藤沢 昭子 昔話 

齋藤 桃江 昔話 

太田 トミエ 昔話 

西田 宏子 草木染め 

 

 

【ノーマライゼーション指導者関係】 

点  字 特定非営利活動法人岩手点字の会 

手  話 木村 敬子 

 

 

【レクリエーション指導者関係】 

特定非営利活動法人岩手県レクリエーション協会 

 

 

【ネイチャーゲーム指導者関係】 

岩手県シェアリングネイチャー協会 
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【法人ボランティア】                        １３９名 

氏      名 

梅田 実里 小山 莉奈 小田島 早江 佐藤 穂乃佳 山川 智萌香 

高橋   諒 斎藤 敦哉 上野 さあや 佐藤 志菜 山崎 彩斗 

首藤   礼 嵯峨 京華 山下 莉奈 清和  栞 山田 ひなの 

沼田  真奈 下道 諒志 飛知和 あいか 髙橋 亜美 山田 美佳 

荒関 峻也 高橋 優明 阿部  巧 髙橋 七緒 山中 陽香 

渡辺 隆暉 阿部 美穂 大倉 恒星 高橋 長仁 吉田 愛菜 

笹森 秀斗 瀬川 奈央 小笠原 徹也 田村  俊 渡辺 音和 

太野 佑哉 郷古 華恵 小笠原 裕太 田森 比奈子 赤坂 陽奈 

鈴木 孔明 茂石 祐香 長内 香純 千葉  和 石川 さくら 

青木 眸美 山﨑 友紀 加藤 大弥 千葉 祐胤 遠藤 悠香 

有原 悠里 奥寺 美月 加藤 優希 照井 登姫子 工藤 春菜 

昆野  航 佐々木 芙美 門脇 日向 仁佐瀬 遥 佐々木 美波 

大滝 彩華 黒沼 遥希 上川 陽佳 沼畑 幸樹 佐藤  舞 

今野 蓉子 立花 春香 菊地 聡太 畠山 奈央 髙橋 和也 

佐藤 百福 村岡  凌 久保田 健也 日野杉 海 槻木 星香 

譽田 朱菫 渡邊 裕人 栗原 里帆 福岡 美生 大川  隼 

野場 瑞希 田中  涼 黒澤 優希 保坂 祐樹 沼﨑 大諄 

杉本  茜 平田 泰大 小森 沙耶 松山 由樹 村上  丈 

田中 照美 吉田 優雅 坂本 詩織 廻立  崚 伊藤 一洋 

星野 雄哉 藤野 峻平 佐久間 敬 三浦  彩 武居 聖人 

加藤 真奈美 吉内 元子 櫻井 優樹 三浦 駿一 岩田  眞 

佐々木 藍 村中 未唯 佐々木 幸祐 三上 千春 菅野 百花 

玉山 彩生 小國 瑞季 佐々木 大樹 南  瑛久 吉田 真衣 

細川 咲季 齋藤 龍之介 佐々木 太郎 村岡 秀一 丹治 沙津生 

松橋 舞美 島田 直哉 佐々木 千華 村上 洋介 髙橋 明里 

福島 遼平 金子 優太 佐々木 美結 村木 麗葉 髙野 美香 

山田 陽介 志田  翔 佐藤 朱莉 八重樫 真子 深谷  有 

小保内 絵理子 橋本 明日香 佐藤  輝 八重畑 怜那  

 

 

 

 

 

【環境ボランティア】                          １９名 

氏      名 

馬場 栄松 菅原 公佑 田村 章一 欠畑 澄 工藤 忠夫 

小杉 英機 小野寺 晶子 柏木 勇三 吉田 信吉 小野寺 知明 

山口 喜勝 中島 徹哉 千葉 茂 佐々木 實 重茂 勇治 

山村 洋 千葉 良子 田村 耕三 長沢 キミエ  
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