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令和元年度第 1 回さいたま市立少年自然の家運営委員会（会議録）

開催日時：令和元年７月１６日（火）午後１時３０分～

開催場所：教育研究所 視聴覚研修室

出席者 ：委員

      渡邊修（委員長）、岡野育広、岡野友敬、大塚健一朗、武田博

      渡辺典子、大木克己（副委員長）、安藤幸子、渡辺明、長島淑子

    ：事務局（舘岩少年自然の家）

      佐藤浩市（所長）、縫正也（指導係長）、西形和人（管理係主査）

      山下貴路（主任指導主事）、岩田貴典（指導主事）、

岩渕正樹（指導主事）

欠席者 ：事務局 

      平野守（管理係長）

公開・非公開の別 公開

傍聴者数：なし 

次第

 １ 委員交代の報告

 ２ 副委員長の選出

 ３ 第 1 回さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会
(1)委員紹介、事務局紹介
(2)さいたま市立舘岩少年自然の家運営員会関連条例、規則等について

 ４ 議事

(1)「少年自然の家」利用状況について
(2)事業進捗状況及び今後の事業計画について
(3)運営委員会視察研修について
(4)予算について
(5)その他（主催共催事業報告・意見交換等）
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○縫指導係長

   皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。

   まず、会議を開催する前に、お手元の配付資料の確認をさせていただきま

す。

   何か資料の過不足等がございましたら、事務局まで申し付けください。

それでは、定刻でございますので、運営委員会を始めさせていただきます。

この４月の人事異動に伴う一部委員の交代がございます。そこで、議事に先

立ちまして、まず、次第１の「委員交代の報告」をさせていただきます。

運営委員会の委員の内、さいたま市立の中学校長である、中川昇次委員に

おかれましては、今年度当初の４月異動がございました。それに伴い、中川

委員は任期途中で委員を退任されることとなりました。そこで、「さいたま

市立舘岩少年自然の家条例」第１７条第５項及び第６項により、その残任期

間を任期とする補欠委員を任命する必要がございます。

前与野西中学校の中川委員の後任といたしまして、中央区・岩槻地区の中学

校長会から推薦いただきました川通中学校安藤幸子校長先生が新委員とな

られます。

   なお、さいたま市立舘岩少年自然の家条例第１７条第３項は、「委員は、

委員会が委嘱し、または任命する」としております。ここでの「委員会」と

は、さいたま市教育委員会でございます。推薦いただいた安藤校長先生にお

かれましては、５月３０日の教育委員会議で、正式な任命となりました。

新委員の任期は、先にも申し上げました通り、同条例第１７条第６項により、

前任者の残任期間となります。従いまして、任期は、令和２年９月３０日ま

ででございます。

   続きまして、任命状の交付式を行います。本来ならば、学校教育部長が交

付するところではありますが、所要により出席ができないため、舘岩少年自

然の家所長佐藤から交付いたします。それでは、安藤委員お名前をお呼びし

ますのでその場でご起立ください。

それでは、次第２といたしまして、副委員長の選出をいたしたいと存じま

す。副委員長でございました中川委員が退任されましたので、舘岩少年自然

の家運営委員会規則第２条第 2 項により副委員長を互選いたしたいと存じ
ます。立候補もしくは御推薦はございますか。

○渡辺明委員

「大木委員」

○縫指導係長 

ただいま、大木委員との御推薦がありましたが、他に立候補もしくは御推
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薦の発言はございますでしょうか。

それでは、副委員長は大木委員にお願いいたしたいと存じますがいかがで

しょうか。

ご異議がないようですので、副委員長は大木委員にお願い申し上げます。

大木委員、副委員長席へご移動をお願いいたします。なお、委員長は昨年に

引き続き渡邊修委員にお願いします。

   それでは、次第３といたしまして、会議を開催いたします。

まず、舘岩少年自然の家所長佐藤より、あいさつを申し上げます。

○佐藤所長

初めまして、舘岩少年自然の家所長佐藤と申します。本日はお忙しいなか

本会議に出席していただきましてありがとうございます。さて、本年度の自

然の教室・夏季の前期日程を終了いたしました。これまでは、何事もなく実

施できました。委員の皆様には忌憚のないご意見をいただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

○縫指導係長

次に、本年度最初の会議ということでございますので、委員のご紹介をさ

せていただきます。名簿の順にお名前を呼びしますので、委員の皆様におか

れましては、お手数ですが、御起立の上、自己紹介をお願い申し上げます。

・さいたま市ボーイスカウト協議会理事 渡邊修様 様

・さいたま市ＰＴＡ協議会常任理事   岡野育広 様

・元さいたま市ＰＴＡ協議会理事    岡野友敬 様

・市民公募委員            大塚健一朗様

・市民公募委員            武田博  様

・さいたま市立三室中学校長      渡辺典子 様

・さいたま市立宮前中学校長      大木克己 様 

・さいたま市立川通中学校長      安藤幸子 様

・さいたま市立中島小学校校長     渡辺明  様

・さいたま市立大成小学校校長     長島淑子 様

ありがとうございました。

続きまして、事務局職員を紹介させていただきます。

  所長の佐藤浩市です。指導係の山下貴路です。指導係の岩田貴典です。

  指導係の岩渕正樹です。管理係の西形和人です。最後に、私、指導係長の縫

正也です。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

○縫指導係長
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   本年度、初めての運営委員会という事もありますので、改めてさいたま市

立舘岩少年自然の家運営委員会条例、規則等について簡単にご説明いたしま

す。

お手元の資料を４ページ以下、資料①～④は、さいたま市例規集から関連

の例規を抜粋したものでございます。

さいたま市立舘岩少年自然の家は資料①さいたま市立舘岩少年自然の家条

例に基づいて設置されております。

１０ページをご覧ください。今年の２月議会において一部条例の改正を行

いましたのでお知らせいたします。さいたま市立大宮国際中等教育学校の設

置及び消費税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行いました。第６条での

教育課程に基づく学習活動に係る利用者の範囲について、中等教育学校の前

期課程の生徒及びその引率者を加えたほか、特別支援学校につきましても、

将来に向けて検討を進め、実施の可能性があることから、利用者の範囲に加

えたものでございます。２点目につきましては、消費税及び地方消費税の税

率が、８パーセントから１０パーセントに引き上げられることに伴い、舘岩

少年自然の家の利用に係る使用料について、２パーセント相当額の引上げを

行うものでございます。１点目の改正は今年の４月１日から、２点目は１０

月１日から改正するものです。なお、食事代は給食事業者と協定により１０

月末までは改定されません。冬季の食事代は調整中でございます。

続きまして、１２ページ以下の資料②さいたま市立舘岩少年自然の家条例

施行規則は少年自然の家条例の施行に必要な事項を定めたものでございま

す。利用申請の手続きを始め施設の利用に関することなどを定めております。

続きまして、１６ページ以下の資料③さいたま市立舘岩少年自然の家運営

委員会規則は、先ほど触れました条例第１７条に規定する本委員会に関して

必要な事項を定めたものでございます。

続きまして、１８ページ以下の資料④さいたま市立舘岩少年自然の家附属

職員宿舎管理規則は職員宿舎の管理に関する基本的事項を定めたものでご

ざいます。

以上４つの条例・規則が舘岩少年自然の家に関わる例規でございます。以

上簡単ではございますが、ご説明させていただきました。

 それではこれ以降は、さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会規則第２

条第２項により、渡邊修委員長に、会議の議長として、議事進行をお願いし

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡邊委員長

  それでは、御指名でございますので次第に則りまして、議事に移らせていた

だきます。

  議事（１）平成３０年度と令和元年度の少年自然の家の利用状況について、

事務局から説明をお願いします。
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○岩田指導主事

  資料５、２０ページをご覧ください。平成３０年度の自然の教室実施状況を

平成３１年３月末現在までの状況を掲載いたしました。続きまして２１ページ

をご覧ください。令和元年度の自然の教室利用状況になります。７月７日の慈

恩寺小学校までの利用状況になります。なお、とくさ館、からまつ館、総計と

なりますのでご覧いただければと思います。以上です。

○渡邊委員長

   説明が終わりました。質問はございますか。

   では無いようですので、次の議事に移ります。

○渡邊委員長

   次の議事です。議事（２）令和元年度の事業進捗状況及び今後の事業計

画等について、事務局から説明をお願いします。

○山下主任指導主事

   ２２ページ資料７をご覧ください。こちらは、先ほど岩田が申し上げまし

たとおり、５月から７月７日の慈恩寺小学校までの実施状況になります。今

年度主な自然体験活動の実施の割合ですが、６月中旬から天候不順によりま

して、キャンプファイヤー等の外での活動が学校の計画通りに実施できない

という日が多くございました。昨年度と比較しますと、キャンプファイヤー

が３パーサント、ナイトハイクが１６パーセント、星空観察では１０パーセ

ントほど実施率が低くなっております。ただ、そのかわりに室内でのレク、

学校が柔軟に対応している状況で、その間まったく何もしていないというこ

とではなく変更して実施しています。一方で、雨がありましたが、雨の間を

縫って源流探検を実施する学校が昨年度と比較しまして増えております。学

校ごとに狙いを持って実施していくスタイルが今年度非常によく目立つよ

うでした。

   引率責任者のアンケートでは、自然体験活動の達成度、児童相互の理解・

協力の達成度が共に、十分達成・概ね達成という結果になっております。引

率責任者の記述をみますと、自然体験活動につきましては自然とかかわるこ

とで自然の良さだけでなく厳しさを知り実感を伴った活動になったという

記述が目立ちました。また、さいたま市との違いを感じたり意識したりした

児童が多く見られたという記述も成果として挙げられております。児童相互

の理解協力につきましては、進んで自分の役割を果たしたり、達成感成就感

を味わうことができたりしたという記述が数多くありました。また、友達へ

の声掛けやサポートと協力して活動しようとする姿が見られたという記述

が見られた。学年主任からのアンケートからです。どの項目も十分達成・概

ね達成との回答が多く、特に自然への関心、成就感達成感の項目で割合が高
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くなっております。一方で、挨拶や時間を守るということについては、学校

生活から引き続き課題というふうに捉えている学校が多くありました。また、

続きまして学校生活に不安を与える児童につきましてですが、そのような児

童の参加があったと答えている学校が６２パーセントと半数以上が答えて

おります。そのうち効果があったと回答した学校が９４パーセントとなって

おります。先生方の記述を見ますと保健室登校や不登校傾向にある児童が生

き生きと活動している姿が見られたということです。続いて、傷病者等につ

いてですが、７月７日までで１４回１５名を病院に搬送しております。内容

につきましては、資料に書かれているとおりですが、病院搬送の有無に関わ

らず、保護者への引渡しにつきましては合計１６名になっております。最後

に成果と課題です。成果として天候不順の中、各学校が臨機応変に対応し効

果的な自然体験活動になるように工夫して活動を展開しておりました。課題

としましては、特別支援学級の児童や、身体的理由等で全体と一緒に活動で

きない児童に対して、学校と連携を取り個別に支援できるような活動を提案

していくように考えております。以上でございます。それではこれまでの活

動の様子をご紹介いたします。

○岩渕指導主事

自然の教室（夏季）、活動内容紹介内容

：オリエンテーリングとフィールドワーク

            前山登山

            焼き板活動

            イワナさばき・野外炊飯

            源流探検

            キャンプファイヤー

            星空観察

            ストーンアート・ネイチャクラフト

            緑の体験活動

○縫指導係長

   資料２３ページ資料８をご覧ください。こちらは今年度の実施計画でご

ざいます。ちょっと見にくいですが、上段がとくさ館宿泊校、下段がから

まつ館宿泊校になっております。どのように決めていくのか基本的には５月

から７月、９月から１０月が小学校・中学校の一部が実施する自然の教室・

夏季。１月から３月が中学校でスキー活動を実施する自然の教室・冬季にな

っています。本年度に関しましては、６月１６日は施設点検施設整備等のた

め実施しない日を設けました。また、祝日は実施しない。冬で申しますとス

キー場の混雑が予想されるためなど、国民の祝日の主旨にのっとったかたち

になっています。
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○縫指導係長

   続きまして、２４ページ資料９をご覧ください。運営委員会現地視察につ

いて説明いたします。第１回開催通知にもお知らせさせていただきましたが、

１０月５日土曜日の開催といたします。集合場所はＪＲさいたま新都心駅東

口にありますコクーン２館の南側６時５０分集合・７時出発といたします。

地図の場所になります。所員は６時３０分頃より待機しております。行程は、

７時出発、途中２回佐野ＳＡと道の駅湯の香しおばらでの休憩をはさみまし

て１１時頃到着し、１２時までに館内見学、昼食、当日２日目の入所校の活

動を見学し、１４時に自然の家を出発、舘岩広域観光案内所、たかつえスキ

ー場と見学いたしまして帰路につき、１８時を目標にＪＲさいたま新都心駅

東口を目指します。なお、食事代は６９０円になります。この金額は中学生

の食事代と同額になります。食事代は当日、現金で負担していただきます。

後日、旅費として参加した委員の皆様にお支払いいたします。

以上です。

○渡邊委員長

   説明が終わりましたが、何か質問はございますか。

○大木副委員長

   ２点ほどあります。２２ページにある自然体験活動の割合で野外炊飯を選

択している学校が前期は０パーセントようですがどうしてでしょうか。２学

期からは実施する学校があるか。

○山下主任指導主事

   はい、お答えします。先ほど活動内容をスライドで紹介した中の野外炊飯

は、浦和中学校の物でございます。今年度はまだ浦和中のみでございます。

昨年度は２校が選択しました。野外炊飯を実施するのは２日目の午前中にな

り、学校の狙いで登山の達成感を得ることを目指す思いがあると登山を選ぶ

ことが多いです。野外炊飯を選ばれる学校は比較的小規模の学校が選択しま

すが、こちらとしてはどちらを選択しても実施できますが、学校の実態や子

どもたちの実態から選んでいただいている状態です。

○大木副委員長

   もう１点は、２３ページで宿泊の計画ですが、からまつ館には大規模校は

入らないと思いますが、３校同時入所は学校の規模を考えているかと思いま

すが、２年続けて３校同時にならないように計画していただきたい。

○渡邊委員長

   ありがとうございました。他にありますか。
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○安藤委員

   ２２ページにあります傷病者等への対応にですが、これは小学校５５校と

いうことですが、冬は中学校ですが、私が行った時にインフルエンザや、イ

ンフルエンザではなかったけれど４０度の熱が出て、それが夜中で、近くの

医者には行けなくて、県立南会津病院に救急車で行ったけれども、もうタク

シーがなくて病院で一泊して次の日にタクシーで帰ってきたということが

ありました。スキーでいろんな怪我もありましたし、看護師とかを常駐させ

るという考えはありますか。

○山下主任指導主事

   看護師については医療行為ができないので、病院行ったほうがいいという

ところまではできますが、そのあとの処置が難しいので、どうしても医療行

為ができないので、やっぱり病院搬送になってしまいます。

○安藤委員

   教頭が一人しかいなくて、去年はそうゆう生徒が多くて、もちろん先生

方はいますけど、誰が担当するかというときに私教頭だったので、最高責

任者だから、現場のスキー場にいなくてはならないし、保健の先生はいろ

いろな怪我があるから必要だし、他の先生を探したけど会計担当があり、

手薄ななか私が行きました。どうしても保健の先生が一人だと考えると、

これだけは安心いわれていて常駐させなくていいのかなと思います。

○山下主任指導主事

   参考にさせていただきます。

○渡邊委員長

   はい、どうぞ。

○長島委員

   今の件で、本校でも今回具合の悪い子が出てしまって、病院に一緒に行

こうと思ったが、その後帰って来れないということを聞いて躊躇してしま

った。余裕を持った人数で行っていない。ぎりぎりの人数で行っているの

で、何かあった時にしばり付けられる一人が凄く大きくて離すわけにもい

かない。山登りもそうなんですけど、病院と山登りに誰がつくとか、行く

前にもよく話し合っていたのですけど、もう一人いればなという状況でい

つも看護師さんがいてくれればと話題になります。どうにかならないでし

ょうか。

○山下主任指導主事

   ご意見としていただきたいと思います。ありがとうございます。
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○渡邊委員長

   他にありますでしょうか。

   では、議事（４）予算について事務局から説明をお願いします。

○西形主査

   令和元年度予算の執行状況についてご説明させていただきます。

２６Ｐ資料⑩を御覧ください。歳入でございます。社会教育使用料、少

年自然の家使用料は、舘岩少年自然の家の使用料で主に主催事業における

使用料となっております。他に、職員宿舎や業者の厨房に係る光熱水費等

の負担金の収入がございます。

２７P 資料⑪をご覧ください。歳出について、ご説明いたします。上の
方から、教育費・教育総務費・事務局費の共済費、賃金は、何れも、臨時

職員の賃金等でございます。事務補助、環境整備、看護師といった臨時職

員に係る費用でございます。

次に、社会教育費・少年自然の家費でございます。

事業別予算となっております。初めに、少年自然の家管理運営事業から申

し上げます。まず、旅費でございますが、職員の、主に、さいたま市役所

等への事務連絡等の出張旅費でございます。

   次に、需用費でございますが、事務用消耗品等の他、とくさ館用の寝具

、舘岩少年自然の家に係る燃料費、光熱水費、修繕料等でございます。

   次に、役務費でございますが、これは自然の家の電話料、毛布やベッド

パットなどのクリーニング代、ゴミ収集手数料などでございます。

   次に、委託料でございますが、建物の予防保全・維持管理するための委

託料で自家用電気工作物保守点検、浄化槽維持管理・エレベーター保守

点検・建物管理業務と、建設委託料等の委託料になっています。

   次に、使用料及び賃借料でございますが、職員の出張等の高速代や病人

が出たときの病人搬送用タクシー代などの使用料、職員宿舎の賃借料、コ

ピー機、印刷機賃借料、公用車賃借料などでございます。

   次に、備品購入費でございますが、３０年度は、とくさ館のベッドマッ

ド等の購入でございます。

次に、負担金補助及び交付金ですが、危険物や防火管理者などの安全協

会費や除雪に関する負担金等でございます。

   続きまして、少年自然の家野外活動事業でございます。

まず、報酬でございますが、これは運営委員の皆様の報酬でございます。

   次に、報償費ですが、こちらはスキー指導者の講習会の講師などに対す

る報償金でございます。

次に、需用費ですが、消耗品費は、野外活動に係る消耗品でございます。

又、印刷製本費は所報等に係るものでございます。

次に、使用料及び賃借料でございますが、こちらは先生方の現地研修会
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実施するためのバス借上げ料などでございます。

次に、原材料費でございますが、木材、堆肥などの敷地内整備に使う原

材料費でございます。

   次の、備品購入費でございますが、記録写真用のデジタルカメラの購入

費でございます。

次に、負担金補助及び交付金でございます。これは自然の教室を行うため、

各学校から自然の家まで児童生徒を運搬するためのバス借上げの補助金と、

所員が参加する講習会への負担金でございます。

以上になります。

○渡邊委員長

   予算について説明が終わりましたが、何か質疑はございますか。

なければ次の議事に移ります。

○渡邊委員長

   最後に（５）「その他」ですが、事務局より「主催・共催事業」について

報告をお願いします。

○岩田指導主事

令和元年度の舘岩少年自然の家の主催・共催事業について説明いたします。

２８項資料⑫をご覧ください。「会津高原の夏・家族の集い」について

説明いたします。

この集いは、舘岩少年自然の家を中心に様々な自然体験活動や集団宿泊

体験を行うことで、南会津の雄大な自然を満喫し家族の絆を深め、参加者

相互の交流を図ることを目的として実施します。実施日は令和元年７月２

６日（金）から２８日（日）までの２泊３日です。今年の現在の参加申込

み数は２０家族６９人です。

   今年度の内容は、舘岩地域内にある田代山に登ります。また、ブルーベ

リー狩りや源流探検、選択活動としてそば打ちとイワナさばきを行います。

次に３０Ｐ資料⑬ご覧ください。こちらは東京大学加藤泰浩研究室との

共催事業になります「自然に学ぶ夏の学校」について説明いたします。

   日本近海でレアアースという貴重な資源が大量にあることを発見し、日

本の鉱物資源の可能性を広げることに大きく貢献している加藤泰浩学校

長のもと、「むし（昆虫採集）」「ほし（星空観察）」「いし（鉱物観察）」を

中心とした自然体験を通して、五感を働かせ楽しく学んでいきます。大自

然に恵まれた環境の中で、「自然に学ぶ夏の学校」を実施します。

   小学６年生が２９人、中学２年生が１５人参加します。活動内容は、昆

虫採集や星空観察などの体験活動を行います。
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次に３１Ｐ資料⑭をご覧ください。「舘岩少年自然の家 施設見学自然

体験会」について説明いたします。

この事業は、舘岩地域の方に自然の家の施設を見学していただき、活動

体験をしながら「自然の教室」を知っていただけるように「施設見学自然

体験会」を８月１１日に開催します。

この体験会のチラシを、舘岩小学校、舘岩中学校、舘岩幼稚園、舘岩総合

支所に配付しました。ただいま申し込みを受け付けているところであります。

実施内容は、自然の家の概要説明、施設見学の後に自然の教室（夏季）に行

っているプログラムであります「渓流イワナキャッチ」や「小枝でえんぴつ

作り」、「アウトドアゲーム」を体験していただきます。

以上でございます。

○渡邊委員長

   説明が終わりましたが、何か質疑はありますか。

○渡邊委員長

それでは、意見交換等を行いたいと思います。「少年自然の家」の運営を

はじめ、何かお気づきの点などありましたら、挙手の上、発言してください。

○渡邊委員長

   無いようですので、あと、事務局から発言はありますか。

○渡邊委員長

   ありがとうございました。皆様のご協力により、本日の議題はすべて終

了いたしました。

進行を事務局にお返しします。

○縫係長

   委員長、ありがとうございました。最後に、閉会のことばを、少年自然の

家、佐藤所長が申し上げます。

○所長（閉会のことば）

   昨年度から、宿泊棟が増築され５６０人が宿泊できるようになりました。

  ところが、小学校の活動場所とかを考えると、先ほど野外炊飯の話があり

ましたが、実際３クラス位がちょうど良い、１２０人精々頑張って１６０人

４クラスが活動できる野外炊飯場が１つあるだけで、キャンプファイヤーで

きる所が２つある。宿泊できるハードは充実しましたが、活動できるハー

ド面はまだ充実していないということで、山を一つ潰してというのは無理で

すので、ある施設を工夫していかなければならないというのが使命になるの

で、もし１０月５日に行われる視察に是非来ていただいて、いろいろな視点
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から施設を見ていただいて、こうゆう活動や方法があるのではご意見、忌憚

のない意見をたくさんいただけると大変ありがたいと思いますので、ぜひ１

０月はお待ちしておりますので多くの方の参加していただきますようにお

願いいたします。今日は貴重な時間ありがとうございました。

○縫係長

   以上をもちまして、本日の日程を終了いたします。

   本日は、本当にありがとうございました。


