
日高
【養成研修】ボランティ
アセミナー

14

[事業目的]
・青少年教育施設でのボランティア活動について目的や内容を理解するとともに、意欲を行動につなげる具体的な手立て
を学び取ることで、ボランティア活動の実践力を身につける。
[主な内容]
・青少年教育についての講義
・ボランティアの意義についての講義
・施設におけるボランティアの知識や技術についての実技演習

6.1（土）〜6.2（日） ・ボランティアを目指す高校生以上 30

日高 1

[事業目的]
学校の教員が、施設が提供する自然体験活動や教科と関連付けたプログラム内容について学び、自然体験活動の実践力を
向上させる。
[主な内容]
・当施設が提供する自然体験活動への参加
・施設の担当者による教科と関連付けた内容についての説明

①6.8（土）〜6.8（土）
②6.15（土）〜6.15（土）
③8.17（土）〜8.17（土）
④8.24（土）〜8.24（土）

①日高で宿泊学習を予定している小・中学
校、高等学校教諭
②日高で宿泊学習を予定している小・中学
校、高等学校教諭
③日高で宿泊学習を予定している小・中学
校、高等学校教諭
④日高で宿泊学習を予定している小・中学
校、高等学校教諭

①10
②10
③10
④10

日高 教員免許状更新講習 11

[事業目的]
・集団宿泊活動を充実させるためのプログラム作成、自然体験活動時の安全管理の方法について学ぶ。
[主な内容]
・体験活動の教育的意義についての講義
・集団宿泊的行事等における自然体験についての演習

7.13（土）〜7.15（月） ・主に小学校教諭 20

日高
HIDAKAアルティメット
キャンプ

4

[事業目的]
・青少年の意欲や社会性、規範意識など、豊かな人間性を育むための自然体験活動プログラムの開発
・関係団体等と連携して企画運営を行うことで、プログラムの普及を図る。

[主な内容]
・キャンプ場、山小屋で寝泊り、自炊する。
・登山、沢登り、ラフティング、釣りなどの活動を体験する。

8.8（木）〜8.14（水） 小学校4～6年生 24

日高
ひだかちゃん家に泊まら
ナイト

7

[事業目的]
異なる学校、年齢の子供たちが、宿泊しながら学校に通い、望ましい生活習慣で過ごす態度を身につけ、よりよい人間関
係を築くことの大切さを学ぶ。
[主な内容]
通学合宿、生活体験、学習活動

9.1（日）〜9.7（土）
日高小学校児童、振内小学校児童、占冠中
央小学校児童、他近隣小学校児童

40

日高
ひだかちゃん家に泊まら
ナイト保護者学習会

7

[事業目的]
保護者が子育ての専門家の話を聞くことで、自分の子育てをふりかえり、今後の子育てに生かす。
[主な内容]
子育てに関する講話

9.7（土）〜9.7（土）
「ひだかちゃん家に泊まらナイト」参加者
の保護者及び地域住民

20

日高
【子供の貧困対策事業】
日高の自然たっぷりキャ
ンプ

1

[事業目的]
困難な環境にある子供たちが自然体験活動を行い、達成感を味わわせることで自己肯定感を向上させると共に、様々な生
活体験を通して自立に向けた意欲を喚起する。
[主な内容]
ひとり親家庭の子ども及び保護者に対し、乗馬、ラフティング、沢登りなど日高の自然を味わう体験活動を提供する。

9.15（日）〜9.16（月）
連携団体に所属する子どもとその保護者及
びスタッフ

50
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日高
親子ＤＥまるごと自然体
験①

5

[事業目的]
親子で自然の中での活動を体験し、北海道の自然の豊かさを感じる。

[主な内容]
・自然体験
・野外炊事
・ナイトプログラム体験

9.28（土）〜9.29（日） 親子 60

日高
自然体験活動指導者養成
事業（ＮＥＡＬインスト
ラクター養成事業）

4

[事業目的]
・青少年向け自然体験活動プログラムにおいて、子供の発達段階に応じて適切かつ安全に指導ができる自然体験活動指導
者を養成する。
[主な内容]
・自然体験活動や子供の発達に関わる講義及び演習
・自然体験活動指導の実際

10.1（火）〜10.3（木）
自然体験指導者（NEALリーダー）を取得済
みで、演習Ⅰ終了済みの者

20

日高
北海道アウトドアフォー
ラム①

5

[事業目的]
・北海道の大自然を活動の場にする、教育・観光・施設等の関係者が一堂に会し、情報交換や交流を行うことで、立場を
超えたつながりや新しい価値を生み出し、道内の自然体験活動や野外教育活動のさらなる振興に資する。
[主な内容]
・基調講演
・プレゼンテーション
・トークセッション

10.29（火）〜10.31（木）
青少年教育施設職員、自然体験活動指導
者、アウトドア事業者、観光事業者、ボラ
ンティア等

200

日高

リスクマネジメントセミ
ナー（リスクマネジメン
トディレクター養成事
業）

4

[事業目的]
・活動現場におけるリスク（危険）を予測し、事故発生への対応や事故防止策を学ぶとともに、安全の推進及び提案を行
う管理者（リスクマネジメントデ ィレクター）を養成する。
[主な内容]
・リスクマネジメントに関する講義
・事故事例の研究
・アクションプランと検定

11.16（土）〜11.17（日）
自然体験活動の現場で、事業の企画や運営
を担当する機会を有する者

20

日高
アウトドアゲーム指導法
講習会

2

[事業目的]
・ＩＯＲＥ ＳＨＥＥＴの活動をもとに、指導法やプログラムの創作法を学び、子どもたちの自然体験活動の推進に寄与す
る。
[主な内容]
・自然環境を活用したパッケージドプログラム体験
・アウトドアゲームの作成についての講義
・ゲームの作成と発表

11.23（土）〜11.24（日）
学校教育、青少年教育・体験活動に携わる
指導者、学生、社会人など。

30

日高
サイエンスフェスティバ
ル

10

[事業目的]
サイエンスショー鑑賞、科学実験工作教室の体験等を通じて、科学の楽しさや感動を与え知的好奇心を喚起する。
[主な内容]
サイエンスショー、科学実験工作教室

12.7（土）〜12.8（日） 小学生及び家族 300

日高
親子ＤＥまるごと自然体
験②

5

[事業目的]
親子で自然の中での活動を体験し、北海道の自然の豊かさを感じる。
[主な内容]
・自然体験
・野外炊事
・ナイトプログラム体験

12.14（土）〜12.15（日） 親子 60



期 間

令和元年度（2019年度）教育事業計画一覧表

募集人数(人)対 象継続年数 事業概要（目的・主な内容等）事 業 名施設名

日高
【看板事業】ディスカバ
リー北海道（ファースト
ディスカバリー）

7

[事業目的]
冬の日高周辺のフィールドを活かし、雪や冬山など厳しい環境の中で体験活動を行うことで、コミュニケーション能力や
自己肯定感の向上を図る。
[主な内容]
スノーシューハイク、雪中泊体験、雪中炊事体験

1.7（火）〜1.9（木） 小学校高学年～中学生 24

日高
【子供の貧困対策事業】
自立支援キャンプ

6

[事業目的]困難な環境にある子供たちが自然体験活動を行い、達成感を味わわせることで自己肯定感を向上させると共
に、様々な生活体験を通して自立に向けた意欲を喚起する。
[主な内容]日高周辺のフィールドを活かした自然体験活動やレクリエーション活動等の提供

2.15（土）〜2.16（日）
連携する児童養護施設で生活する子供及び
スタッフ

50

日高
北海道アウトドアフォー
ラム②

5

[事業目的]
・ファシリテーションの基礎とともに、ファシリテーターとしてのあり方や創造的な場の作り方を学び、体験活動のファ
シリテーションに必要な考え方や技術を身につける。

[主な内容]
・ファシリテーションについての講義
・ファシリテーション演習

2.22（土）〜2.23（日）
青少年教育施設職員・自然体験活動指導
者・アウトドア事業者・観光事業者・ボラ
ンティア等

20

日高
【看板事業】ディスカバ
リー北海道（セカンド
ディスカバリー）

7

[事業目的]
冬の日高周辺のフィールドを活かし、雪や冬山など厳しい環境の中で体験活動を行うことで、コミュニケーション能力や
自己肯定感の向上を図る。
[主な内容]
スノーシューハイク、山小屋泊、雪中野外炊事

2.22（土）〜2.24（月） 小学校高学年～中学生 24

日高
フットサルフェスティバ
ル②

20

[事業目的]
道内の少年フットサルチームによる交流試合・交流プログラムを通してチーム力の向上及び他チームとの交流を図る。
[主な内容]
少年団による交流試合、交流ゲーム

2.29（土）〜3.1（日） フットサル少年団団員、指導者、家族 200

日高
【自主企画】ボランティ
ア自主企画事業

2

[事業目的]
・ボランティアが教育事業の一部や自主企画事業の立案・運営することで、スキルアップや参画意識を高めることを目的
とする。
[主な内容]
・これからのボランティア活動についての講義
・自主企画事業の立案
・自主企画事業の運営

3.7（土）〜3.8（日） ボランティアを目指す高校生以上 30

日高
親子ＤＥまるごと自然体
験③

5

[事業目的]
親子で自然の中での活動を体験し、北海道の自然の豊かさを感じる。
[主な内容]
・自然体験
・野外炊事
・ナイトプログラム体験

3.7（土）〜3.8（日） 親子 60
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日高 あそぼうフェスティバル 5

[事業目的]
・日高の冬のフィールドを活かした体験プログラムを提供することにより、世代や地域を越えた交流の場を設けるととも
に、子供たちの体験活動の推進を図る。
[主な内容]
・犬ぞり体験、乗馬体験、そり遊び、クロスカントリー、宝さがしなどの12体験活動プログラム

3.8（日）〜3.8（日） 日高町近隣に住む親子など 300


