
大雪
【養成研修】ボランティ
ア養成塾①　大学生

12

[事業目的]
青少年の体験活動を支援するボランティアを行う上で必要な知識・技術について学ぶとともに、青年層の自立を促し、生
きがいを見出し生き抜く力を磨く契機とする。

[主な内容]
青少年教育への期待、子供の発達心理、集団活動と豊かな心の育成の関係、自然体験活動と安全、野外の遊び、野外調
理、救命救急、先輩ボランティアから学ぶ

6.1（土）〜6.2（日）
主に大学生、専門学校生、勤労青年

20

大雪 たびうさぎファミリー春 3

[目的]
機構が作成している「遊んで身につく36の基本的な動き」を活用した運動に親しむ体験や自然体験、食に関する体験な
ど、幼児とその保護者が様々な体験の共有を通して、親子の絆を深めるとともに、特に、保護者については、子供の達成
感や挑戦心など、自己肯定感の基礎となる感覚を培うことができるよう、見守り方や声かけ等、望ましい親子の関係性に
ついての気づきを得る機会として実施し、その成果を日常的な家庭教育に生かせるよう取りまとめ、市町村や幼稚園・保
育所等に普及啓発する。
[内容]
炊事活動、生活体験、３６の動きを取り入れた活動

①6.1（土）〜6.2（日）
②7.13（土）〜7.14（日）
③9.28（土）〜9.29（日）
④2.8（土）〜2.9（日）

①登録家族
②登録家族
③登録家族
④登録家族 ①50

②50
③50
④50

大雪
青少年の地域参画促進体
験事業（青少年顕彰制
度）

0
[事業目的]
高校生が地域課題の解決に資する活動をとおして、社会の担い手としての若者育成を進めるとともに、高校生自身の体験
と成長を社会が認め、社会で生きる力の育成を図る。

6.12（水）〜6.14（金） 0

大雪 山ガール 2

[目的]
登山に興味を持つ女性が楽しみながら安全な登山をするための基礎的な知識、装備を学ぶとともに、女性の社会参画に向
けた機会とする。
[内容]
十勝岳の自然環境の理解、登山の服装、装備の基礎、登山の基礎知識、安全管理

6.22（土）〜6.23（日）
成人女性

20

大雪
【地域ぐるみ】フレンズ
オブ　ザ　ワールド

1
[事業目的]
近隣に居住する外国人やALTなどとの交流体験をとおして、生活習慣や食などの異文化についての興味関心や理解を深める
機会として実施する。

6.29（土）〜6.30（日） 30

大雪
【地域力向上事業】自立
支援キャンプ

2

[目的]
課題を抱える青少年を対象に、自己肯定感の向上、生活習慣の改善等につながる多様な体験活動を提供するなどして体験
活動を普及する。
[内容]
望岳台散策、野外でのおやつ作り

7.3（水）〜7.3（水） 旭川児童相談所　保護児童 15

大雪 集団登山指導者研修会 10

[目的]
集団登山の教育的価値について理解を深めるとともに、演習を通して、安全に実施するために必要な知識、指導技術を身
につける。
[内容]
登山の技術、集団登山を前提とした事前、本番、事後の一連の安全対策、活火山に対する理解、安全対策

7.6（土）〜7.7（日）
教育関係者及び青少年教育の指導者を目指
す者(18歳以上) 20
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大雪 教員免許更新講習 11

[目的]
学習指導要領における体験活動について理解を深めるとともに、体験活動を通して、安全に配慮した指導法や技術を身に
つける。
[内容]
学校教育の現状と課題、学校教育における体験活動の意義と効果、体験活動と安全管理

7.29（月）〜7.31（水）
小学校等の教諭
※修了確認期限該当者 40

大雪
【地域力向上事業】災害
サバイバルキャンプ（長
期自然体験）

1

[目的]
自然の雄大さや美しさとそれと隣り合わせの恐ろしさを体験するとともに、災害時の避難所生活を疑似体験し、その条件
の中でよりよく生活していく知識・技能を身につけるとともに、災害への日常的な備えと緊急時の対応について学ぶ。
[内容]

8.1（木）〜8.8（木） 小・中学生 20

大雪
ボランティア養成塾②
高校生

2

[目的]
青少年の体験活動を支援するボランティアを行う上で必要な知識・技能について学ぶとともに、青年層の自立を促し、生
きがいを見出し生き抜く力を磨く契機とする。
[内容]
青少年教育への期待、子供の発達心理、集団活動と豊かな心の育成の関係、自然体験活動と安全、野外の遊び、野外調
理、救命救急、先輩ボランティアから学ぶ

8.8（木）〜8.9（金） 主に高校生 20

大雪
【地域ぐるみ】北海道子
どもキャンプ

2

[目的]
・北海道各地域で活動する子どもたちが一堂に会し、異年齢での共同生活や、自然体験、創作体験、など多様な体験活動
とともに、各地域の情報交換・交流を行うとともに、高校生リーダーは、小中学生に対して活動や生活の支援を行うな
ど、日頃の活動の成果を発揮する事により、異年齢交流の促進と技術の習得、リーダーの資質向上を図り、地域の未来を
担う青少年の健全育成に資する。
・申込時の申請により北海道子ども会リーダーの単位認定（実技）を行う。
[内容]
ダンボールクラフト、集団宿泊

8.9（金）〜8.12（月） 200

大雪
青少年の地域参画促進体
験事業（青少年顕彰制
度）

0

[目的]
高校生が地域課題の解決に資する活動をとおして、社会の担い手としての若者育成を進めるとともに、高校生自身の体験
と成長を社会が認め、社会で生きる力の育成を図る。 8.31（土）〜9.1（日） 0

大雪
【地域ぐるみ】三世代で
DIY

1
[目的]
多様な世代が、環境保全や産業の振興などの社会体験を通して、世代間の感性の違いを感じるとともに、世代を越えた協
働の大切さに気付く機会として実施する。

9.7（土）〜9.8（日） 30

大雪 【看板】親子登山 2

[目的]
親子で富良野岳山頂を目指し、自然への理解を深めるとともに、家族の絆づくりに寄与する。
[内容]
親子での体験活動、十勝岳の自然環境の理解、登山の服装、装備の基礎、安全管理

9.14（土）〜9.15（日）
小学生・中学生を含む親子

30



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

大雪
ボランティア養成塾③
小中学生

2

[目的]
小中学生にボランティア活動を通して、自己有用感、自己肯定感の育成を図る。
[内容]
青少年教育への期待、子供の発達心理、集団活動と豊かな心の育成の関係、自然体験活動と安全、野外の遊び、野外調
理、救命救急、先輩ボランティアから学ぶ

9.21（土）〜9.22（日） 小学校３～６年生、中学生 30

大雪
【地域ぐるみ】ゆーす
フェスタ2019

9

[目的]
教育資源を活かした体験プログラムを地域と協働で提供することによって、世代や地域を越えた多種多様な「交流」の場
を創造するとともに、より多くの国民に施設の取組と機能を周知し、新規団体の拡充につなげる。
[内容]
テーマ「キテ・ミテ・ハッケン！大雪タイケンの祭典」、普及啓発・パフォーマンス部門、自然体験、仕事体験、物販、
展示等

9.22（日）〜9.22（日）
一般

1,500

大雪
青少年教育スキルアップ
セミナー

5

[目的]
青少年の現状と課題、青少年教育行政の意義と役割などについて理解を深め、安全な体験活動を指導する職員として求め
られる資質・能力を高める。
[内容]
青少年の現状と課題、体験活動を通した望ましい人間関係づくり、具体的な安全管理の対応

10.7（月）〜10.8（火）

教育関係者、青少年教育の指導を目指す者
（18歳以上）、大学生

20

大雪
【地域ぐるみ】アスリー
トキッズ（フットサル）

2

[目的]
試合を通し選手同士の交流を図るとともに、夜には選手間のコミュニケーショントレーニング、保護者は家庭でできるア
スリートの育て方の講義を行う。
[内容]
スポーツ体験、生活体験、コミュニケーショントレーニング

11.2（土）〜11.3（日） 近隣のフットサル少年団・クラブ 100

大雪
【地域力向上事業】体験
の風キャンプ（札幌編）

1

[目的]
道内の児童養護施設等の子供を対象に自己肯定感の向上、生活習慣の改善等につながる多様な体験活動を提供するととも
に、成果を広く周知することを通して体験活動を普及する。
[内容]
雪上活動（大雪青少年交流の家）、動物園裏側ガイドツアー、スキー場・雪遊び体験（サンタプレゼントパーク・カムイ
の杜）

1.6（月）〜1.8（水）
柏陽荘

0

大雪
自然体験活動指導者
（NEALリーダー）養成事
業

5

[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指導者を養成する。
[内容]
青少年教育における体験活動、自然体験活動の特質、対象者理解

1.8（水）〜1.10（金）
青少年教育関係者、学校教育関係者、自然
体験活動に興味・関心のある方（１８歳以
上）、学生

20

大雪
【地域力向上事業】（体
験の風キャンプ（岩見沢
編））

2

[目的]
道内の児童養護施設等の子供を対象に自己肯定感の向上、生活習慣の改善等につながる多様な体験活動を提供するととも
に、成果を広く周知することを通して体験活動を普及する。
[内容]
雪上活動（大雪青少年交流の家）、動物園裏側ガイドツアー、スキー場・雪遊び体験（サンタプレゼントパーク・カムイ
の杜）

1.11（土）〜1.13（月） 岩見沢光が丘学園 0
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大雪
【地域力向上事業】自立
支援キャンプ

2

[目的]
課題を抱える青少年を対象に、自己肯定感の向上、生活習慣の改善等につながる多様な体験活動を提供するなどして体験
活動を普及する。
[内容]
望岳台散策、野外でのおやつ作り

2.5（水）〜2.5（水） 旭川児童相談所　保護児童 15

大雪 理科マルシェ 1

[目的]
｢体験の風をおこそう｣運動を推進するために、自然体験や生活体験の中における理科に関する体験を通して、理科に対す
る興味関心を高め、体験活動の機会の更なる充実を図る。
[内容]
理科の実験

2.22（土）〜2.23（日）
一般

2,500


