
令和２年度 第 1回 

さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会 

日時：令和２年１０月３０日（金）午後３時～ 

会場：さいたま市立教育研究所視聴覚研修室 

さいたま市立舘岩少年自然の家

自然体験活動等サポート事業（令和 2年 10 月 12   原小） 



次  第 

１ 委嘱状・任命書の交付 

(1)委嘱状・任命書交付 

(2)さいたま市教育委員会事務局 学校教育部長あいさつ （平沼学校教育部長） 

２ 第 1回 さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会 

・委員紹介、事務局紹介（運営委員会委員名簿）   ・・・ 2 頁 

議題 

(1) 委員長、副委員長選出 

(2) さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会関連条例、規則等について 

       資料①②③④ ・・・ 3 頁 

(3) 舘岩少年自然の家施設紹介   資料⑤  ・・・18 頁 

(4) 令和元年度自然の教室実施状況について  資料⑥  ・・・24 頁 

(5) 令和２年度予算について    資料⑦  ・・・25 頁 

(6) 令和２年度自然の教室実施について   資料⑧  ・・・28 頁 

(7) その他（意見交換等）    資料⑨⑩ ・・・29 頁 
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令和2年度 さいたま市舘岩少年自然の家運営委員会委員名簿

ふりがな
氏名

わたなべ おさむ
渡邊 修

きどころ みつる
城處 満

うちだ たかひろ
内田 宜宏
たけだ ひろし
武田 博

かづの まさこ
鹿角 雅子

浦和・与野地区 ながおか ゆみこ

大宮・岩槻地区 あんどう さちこ
安藤 幸子
こうご ひとし
高後 仁

わたなべ あきら
渡辺 明

なかの みどり
中野 緑

区分 所属（団体名）

少年団体代表

PTA代表

PTA代表

さいたま市ボーイスカウト協議会理事

さいたま市ＰＴＡ協議会理事

さいたま市ＰＴＡ協議会理事
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○さいたま市立舘岩少年自然の家条例

平成13年５月１日

条例第130号

改正 平成17年12月21日条例第212号

平成21年７月17日条例第25号

平成25年12月26日条例第46号

平成27年10月26日条例第53号

〔題名改正〕

平成31年３月13日条例第９号

（設置）

第１条 豊かな自然環境の中で心身ともに健全な少年の育成を図るため、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第30条の規定に基づき、さいたま

市立舘岩少年自然の家（以下「少年自然の家」という。）を福島県南会津郡南会津町宮

里字向山2847番地１に設置する。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（業務）

第２条 少年自然の家は、次に掲げる業務を行う。

(1) 集団宿泊体験に関すること。

(2) 自然観察、自然探求、自然愛護その他の自然に親しませる学習活動に関すること。

(3) 体育、レクリエーション及び野外活動に関すること。

(4) 前３号に掲げるもののほか、少年自然の家設置の目的を達成するために必要な事業

に関すること。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（職員）

第３条 少年自然の家に所長その他必要な職員を置く。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（休所日）

第４条 少年自然の家の休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) １月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 所内整理日（毎年10日以内で市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が定
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める日）

２ 教育長は、前項に規定する休所日のほか、少年自然の家の管理上必要があるときは、

臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（利用時間等）

第５条 少年自然の家の利用時間は、午後１時から翌日の午後零時までとし、当該時間を

もって１泊とする。ただし、さいたま市立舘岩少年自然の家所長は、必要があると認め

るときは、これを変更することができる。

２ 少年自然の家を継続して利用できる期間は、５泊を限度とする。ただし、教育長は、

必要があると認めるときは、これを変更することができる。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（利用者の範囲）

第６条 少年自然の家を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。

(1) 教育課程に基づく学習活動を実施するさいたま市立小・中学校、中等教育学校の前

期課程及び特別支援学校の小・中学部の児童及び生徒並びにその引率者

(2) 市内に居住する小・中学校の児童又は生徒を主たる構成員とする少年団体及びその

引率者

(3) 市内の少年の健全育成に携わる指導者

(4) 前３号に掲げる者のほか、市教育委員会（以下「委員会」という。）が適当と認め

た者

（一部改正〔平成27年条例53号・31年９号〕）

（利用の許可）

第７条 少年自然の家を利用しようとする者は、あらかじめ、委員会の許可を受けなけれ

ばならない。許可に係る事項の変更（取消しを含む。）をしようとするときも、同様と

する。

２ 委員会は、前項の許可をする場合において、少年自然の家の管理上必要な条件を付す

ることができる。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（許可の制限）

第８条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、少年自然の家の利用
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を許可しない。

(1) 少年自然の家の設置目的に反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 前２号に掲げる場合のほか、少年自然の家の管理上支障があるとき又は委員会が適

当でないと認めるとき。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（利用権の譲渡等の禁止）

第９条 第７条第１項に規定する利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、

その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（特別の設備等の制限）

第10条 利用者は、少年自然の家を利用するに当たって、既設の設備等を移動し、又は特

別の設備をしようとするときは、あらかじめ、委員会の許可を受けなければならない。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（利用許可の取消し等）

第11条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は少年自然の家の管理

上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止

し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 管理上特に必要と認められるとき。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（使用料）

第12条 利用者（第６条第１号に掲げる者を除く。）は、あらかじめ、別表に定める使用

料を納付しなければならない。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（使用料の免除）

第13条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（使用料の不還付）
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第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、災害その他利用者の責めに帰す

ることができない理由により少年自然の家を利用することができないときは、その全部

又は一部を還付することができる。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（原状回復の義務）

第15条 利用者は、その利用を終了したときは、速やかに利用した施設又は設備を原状に

回復しなければならない。第11条の規定による利用の停止又は許可の取消しの処分を受

けたときも、同様とする。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（損害賠償の義務）

第16条 利用者は、故意又は過失により少年自然の家の施設、設備、備品等を損傷し、又

は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（運営委員会）

第17条 少年自然の家の適正な運営を図るため、さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員

会（以下「運営委員会」という。）を設置することができる。

２ 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。

３ 委員は、委員会が委嘱し、又は任命する。

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

５ 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を委嘱し、又は任命する。

６ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

（委任）

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

（一部改正〔平成27年条例53号〕）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成13年５月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の浦和市立赤
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城少年自然の家条例（昭和48年浦和市条例第５号）又は大宮市立少年自然の家条例（昭

和56年大宮市条例第35号）（以下これらを「合併前の条例」という。）の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものと

みなす。

３ 第13条の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係

る使用料については、なお合併前の条例の例による。

附 則（平成17年12月21日条例第212号）

この条例は、平成18年３月20日から施行する。

附 則（平成21年７月17日条例第25号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成25年12月26日条例第46号抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。

（経過措置の原則）

２ 次項から第９項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞ

れ、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の同表の右欄に掲げる行為に

係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る

使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

略 略

第6条の規定による改正後のさいたま市立少年自然の家条例別表の規定 許可の申請

略 略

附 則（平成27年10月26日条例第53号）

（施行期日）

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に従前のさいたま市立少年自然の家運営委員会の委員である者

は、この条例の施行の日にこの条例による改正後のさいたま市立舘岩少年自然の家条例

第17条第３項の規定により委員として委嘱し、又は任命されたものとみなす。この場合

において、その委員として委嘱し、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条

第４項の規定にかかわらず、平成28年９月30日までとする。

附 則（平成31年３月13日条例第９号）
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（施行期日）

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、別表の改正は、平成31年10月

１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後のさいたま市立舘岩少年自然の家条例別表の規定は、別表の改

正の施行の日以後の利用に係る使用料で同日以後に納付するものについて適用し、同日

前の利用に係る使用料で同日前又は同日以後に納付するもの及び同日以後の利用に係る

使用料で同日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表（第12条関係）

（一部改正〔平成25年条例46号・27年53号・31年９号〕）

区分 利用者 使用料（1人1泊につき）

市内 小・中学校の児童及び生徒 380円

その他の者 670円

市外 小・中学校の児童及び生徒 740円

その他の者 1,480円

備考

１ 「市内」とは、本市に住所を有する者、本市内の事業所に勤務する者及び本市内

の学校に在学する者をいい、「市外」とは、市内以外の者をいう。

２ 食事料については、委員会が別に定める。
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○さいたま市立舘岩少年自然の家条例施行規則

平成13年５月１日

教育委員会規則第35号

改正 平成15年３月27日教委規則第17号

平成19年３月27日教委規則第１号

平成27年12月25日教委規則第18号

〔題名改正〕

平成28年12月27日教委規則第13号

（趣旨）

第１条 この規則は、さいたま市立舘岩少年自然の家条例（平成13年さいたま市条例第

130号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（一部改正〔平成27年教委規則18号〕）

（事務）

第２条 さいたま市立舘岩少年自然の家（以下「少年自然の家」という。）において取り

扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 少年自然の家の庶務に関すること。

(2) さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会に関すること。

(3) 少年自然の家の使用料に関すること。

(4) 少年自然の家の施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家設置の目的を達成するために必要な事項

に関すること。

（一部改正〔平成27年教委規則18号〕）

（係の設置）

第３条 少年自然の家に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 指導係

（追加〔平成19年教委規則１号〕、一部改正〔平成27年教委規則18号〕）

（利用の申請）

第４条 条例第６条第１号に掲げる者は、少年自然の家を利用しようとするときは、あら

かじめ、市教育委員会（以下「委員会」という。）に届けなければならない。

２ 条例第６条第２号から第４号までに掲げる者は、少年自然の家を利用しようとすると
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きは、利用開始日の３月前から利用しようとする日の20日前までの間に、少年自然の家

利用許可申請書（様式第１号）を提出し、許可を受けなければならない。ただし、委員

会が特別の事情があると認めるときは、この期間を変更することができる。

（一部改正〔平成15年教委規則17号・19年１号・27年18号〕）

（利用の許可等）

第５条 委員会は、少年自然の家の利用を許可するときは、少年自然の家利用許可書（様

式第２号。以下「利用許可書」という。）を交付するものとする。

２ 前項の規定により利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、利用を変更

し、又は取り消すときは、あらかじめ、少年自然の家利用許可変更（取消）申請書（様

式第３号）に利用許可書を添えて提出し、許可を受けなければならない。

３ 利用者は、少年自然の家の入所時に利用許可書を提出しなければならない。

（一部改正〔平成15年教委規則17号・19年１号〕）

（使用料の納付）

第６条 利用者は、条例第12条に規定する使用料を、利用開始日までに納付しなければな

らない。

（一部改正〔平成15年教委規則17号・19年１号・27年18号・28年13号〕）

（使用料の免除）

第７条 条例第13条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ少年自

然の家使用料免除申請書（様式第４号）を委員会に提出し、承認を受けなければならな

い。

２ 委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、当該申請をした者に対し、少年

自然の家使用料免除承認書（様式第５号）を交付するものとする。

（一部改正〔平成15年教委規則17号・19年１号・27年18号〕）

（使用料の不還付）

第８条 利用者が利用開始日の20日前までに第５条第２項の許可を受けたときを除き、既

納の使用料は、還付しない。

（一部改正〔平成15年教委規則17号・19年１号〕）

（利用者の遵守すべき事項）

第９条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用できる施設以外に立ち入らないこと。

(2) 指定の場所以外で火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
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(3) 勝手に備え付けた備品等を移動しないこと。

(4) 施設等を汚損し、又は損傷しないこと。

(5) みだりに動植物及び岩石を採取しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、所長の指示に反する行為をしないこと。

（一部改正〔平成15年教委規則17号・19年１号〕）

（損傷の届出等）

第10条 少年自然の家の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに所長に届け出て、

その指示に従わなければならない。

（一部改正〔平成15年教委規則17号・19年１号〕）

（管理上の指示）

第11条 所長は、少年自然の家の管理上必要があると認めるときは、その都度利用者に必

要な指示をすることができる。

（一部改正〔平成15年教委規則17号・19年１号〕）

（帳簿）

第12条 少年自然の家に次に掲げる帳簿を備える。

(1) 出勤簿

(2) 文書収発件名簿

(3) 公文書綴

(4) 備品台帳

(5) 関係法規集

(6) 郵便切手使用簿

(7) 宿泊者名簿

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿

（一部改正〔平成15年教委規則17号・19年１号〕）

（事業計画）

第13条 所長は、あらかじめ、委員会教育長（以下「教育長」という。）の承認を得て、

少年自然の家の事業計画を定め、実施後事業の概要を教育長に報告しなければならな

い。

（一部改正〔平成15年教委規則17号・19年１号〕）

（委任）

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、あらかじめ、教育長の承認を得

11
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て、所長が別に定める。

（一部改正〔平成15年教委規則17号・19年１号〕）

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成13年５月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市立赤城少年自然の家管理規則（昭

和48年浦和市教育委員会規則第４号）又は大宮市立少年自然の家管理規則（昭和56年大

宮市教育委員会規則第６号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの

規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則（平成15年３月27日教委規則第17号）

この規則は、平成15年４月１日から施行する。

附 則（平成19年３月27日教委規則第１号抄）

（施行期日）

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。

附 則（平成27年12月25日教委規則第18号）

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

附 則（平成28年12月27日教委規則第13号）

この規則は、公布の日から施行する。

12
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○さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会規則

平成13年５月１日

教育委員会規則第36号

改正 平成15年３月27日教委規則第１号

平成27年12月25日教委規則第19号

〔題名改正〕

（趣旨）

第１条 この規則は、さいたま市立舘岩少年自然の家条例（平成13年さいたま市条例第

130号）第17条に規定するさいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会（以下「運営委員

会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（一部改正〔平成27年教委規則19号〕）

（委員長及び副委員長）

第２条 運営委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。

（会議）

第３条 運営委員会の会議は、必要に応じ所長が招集する。

２ 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

３ 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。

４ さいたま市立舘岩少年自然の家の職員は、会議の必要に応じ会議に出席し、発言する

ことができる。

（一部改正〔平成27年教委規則19号〕）

（庶務）

第４条 運営委員会の庶務は、学校教育部において処理する。

（一部改正〔平成15年教委規則１号〕）

（委任）

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成13年５月１日から施行する。

13
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附 則（平成15年３月27日教委規則第１号抄）

（施行期日）

１ この規則は、平成15年４月１日から施行する。

附 則（平成27年12月25日教委規則第19号）

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

14
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○さいたま市立舘岩少年自然の家附属職員宿舎管理規則

平成13年５月１日

教育委員会規則第37号

改正 平成23年３月29日教委規則第５号

〔題名改称〕

平成27年12月25日教委規則第20号

〔題名改称〕

（趣旨）

第１条 この規則は、さいたま市立舘岩少年自然の家附属職員宿舎（以下「職員宿舎」と

いう。）の管理に関する基本的事項を定めるものとする。

（一部改正〔平成23年教委規則５号・27年20号〕）

（入居者）

第２条 さいたま市立舘岩少年自然の家に勤務する職員（以下「職員」という。）は、職

員宿舎に入居するものとする。ただし、市教育委員会教育長（以下「教育長」とい

う。）が特別な事情により、入居困難と認める場合は、この限りでない。

２ 職員と生計を一にする者は、入居することができる。

３ 前２項に規定する者で職員宿舎に入居するものの戸別の割当ては、さいたま市立舘岩

少年自然の家所長（以下「所長」という。）が行う。

（一部改正〔平成23年教委規則５号・27年20号〕）

（入居届）

第３条 前条の規定により職員宿舎に入居した者（以下「入居者」という。）は、入居後

直ちに少年自然の家附属職員宿舎入居届（様式第１号）を所長に提出しなければならな

い。

（一部改正〔平成23年教委規則５号〕）

（職員宿舎の使用上の義務）

第４条 入居者は、善良なる管理者の注意義務をもって職員宿舎を利用しなければならな

い。

２ 入居者は、敷地の現状を変更し、又は職員宿舎の一部を教育長の承認を受けないで改

造、模様替えその他の工事を行ってはならない。

３ 入居者は、職員宿舎を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく所長に報告し、その指

示に従わなければならない。

15
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（家賃及び管理費）

第５条 入居者から家賃及び管理費を徴収しない。

（職員宿舎の修繕費等）

第６条 入居者の使用に係る電気、ガス等に要する費用は、入居者が負担するものとす

る。

２ 天災、時間の経過その他入居者の責めに帰することのできない理由により職員宿舎が

損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、市が負担するものと

する。

（職員宿舎の退居）

第７条 入居者は、配置替えその他の理由により職員でなくなった場合は、その日から10

日以内に職員宿舎を退居しなければならない。ただし、相当の理由があると教育長が認

めるときは、教育長が指定する期間、引き続き当該職員宿舎を使用することができる。

（原状回復の義務）

第８条 入居者は、敷地の現状を変更し、職員宿舎の一部を改造し、模様替えその他の工

事を行った場合、職員宿舎を退居するときは、これを原状に回復しなければならない。

（退居届の提出及び検査）

第９条 入居者は、職員宿舎を退居するときは、少年自然の家附属職員宿舎退居届（様式

第２号）を所長に提出し、その検査を受けなければならない。

（一部改正〔平成23年教委規則５号〕）

（委任）

第10条 この規則に定めるもののほか、職員宿舎の管理について必要な事項は、所長が別

に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成13年５月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宮市立少年自然の家附属職員宿舎管理

規則（昭和56年大宮市教育委員会規則第８号）の規定によりなされた処分、手続その他

の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則（平成23年３月29日教委規則第５号）

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

16



3/6 

附 則（平成27年12月25日教委規則第20号）

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

17
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1

令和２年度第１回運営委員会

さいたま市立舘岩少年自然の家
令和２年１０月３０日(金)

野外施設

18
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2

野外施設

敷地面積
340,990m 
（東京ドーム約7個分）

館内施設

19
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3

館内施設

宿泊人数
560名（1室10名、56部屋）

建物の構造
地上2階一部5階建

管理棟
1階 ピロティ 乾燥室

リネン室 プレイホール
2階 エントランス 食堂

医務室 売店 和室
展示室 所長室 事務室

3階 会議室 談話室 講師室

宿泊棟

とくさ館（既存館）
本館 南西側
部屋数 36室
宿泊人数 360名

からまつ館（新館）
本館 南東側
部屋数 20室
宿泊人数 200名

20
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4

宿泊棟

とくさ館 からまつ館

1部屋ベッド数 １０台 １０台
浴室 ２室（男女別）

※露天風呂あり
２室（男女別）
※露天風呂なし

多目的風呂 １室（宿泊棟内） １室
多目的トイレ １室（2階） ２室（１・２階）
トイレ ４カ所

（１・２階２カ所ずつ）
４カ所

（１・２階２カ所ずつ）

洗面所 等 洗面所４カ所
（１・２階２カ所ずつ）

洗面コーナー
（１・２階５カ所ずつ）

その他 談話コーナー
４室

多目的２室、ロビー、
プレイホール

宿泊棟

とくさ館

地形を生かした形状と
どのベッドからも景色が
眺められる設計

からまつ館

バリアフリーの設計で
間接照明により
温かな雰囲気

21
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5

天然温泉『木賊温泉 向山の湯』

浴室（とくさ館宿泊団体が利用）

天然温泉『木賊温泉 向山の湯』

浴室（からまつ館宿泊団体が利用）
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6

その他

体育館
１階 フロア 放送室
２階 ギャラリー
４階 天体観測準備室
５階 天体観測室

研修室
１階 第１研修室
２階 第２研修室
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1 1 35 35

11 11 1,107 73 2 1,182

15 15 1,066 98 1,164

5 1 2 8 784 85 51 50 970

0 0

10 10 939 71 1,010

10 10 1,019 73 1 1,093

1 1 33 33

1 1 11 3 16 30

13 13 2,495 179 2,674

14 14 2,648 224 2,872

0 0

51 28 0 5 84 4,926 5,231 0 769 137 11,063

1 1 37 37
12 12 1,413 94 1 1,508
13 13 1,624 106 1,730
6 1 7 527 41 17 585

5 5 59 19 3 16 79 176
12 12 1,424 90 1 1,515
11 11 1,332 86 2 1,420

1 1 24 24
0 0

10 10 1,281 93 1,374
10 10 1,295 97 1,392

0 0
1 1 16 4 20
55 20 0 8 83 6,395 2,595 3 627 161 9,781

1 1 72 72
23 23 2,520 167 3 2,690
28 28 2,690 204 2,894
11 1 2 14 1,311 85 92 67 1,555

5 5 59 19 3 16 79 176
22 22 2,363 161 1 2,525
21 21 2,351 159 3 2,513

1 1 57 57
1 1 11 3 16 30

23 23 3,776 272 4,048
24 24 3,943 321 4,264

0 0
0 0

1 1 16 4 20
106 48 0 10 164 11,321 7,826 3 1,396 298 20,844

R2.9

4
R2.9

4

5

6

計
社会

教育団体 その他 小計 指導者 他
月

区
分

区
分

団体数 階層別利用者数（実人数）
学校教育

社会
教育団体 その他 小計

（１）令和元年度自然の教室実施状況について

〇入所統計（令和２年１０月３０日現在）
とくさ館

団体数 階層別利用者数（実人数）

からまつ館

2

3

合計

12

1

小学生 中学生
学校教育

小学校中学校

8

9

10

11

7

高校
大学
専門

小学生 中学生
高校
大学
専門

指導者 他 計
月 小学校中学校

計

4
5
6

中学校

7
8
9
10
11
12
1
2
3

合計

学校教育
社会

教育団体 その他 小計 小学生 中学生
高校
大学
専門

指導者 他

※現地研はとくさ館・からまつ館で行いましたが、総計では1団体とカウントしています。
　  現地研は3回実施しているため、その他の合計数が3減っています。
    ３月はコロナウィルス感染拡大防止のため中止し、中学校10校が中止となりました。

3

合計

総　計

10
11
12
1
2

5
6
7
8
9

月 小学校

4

区
分

団体数 階層別利用者数（実人数）
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（単位　円）

予算科目 予算現額
収入済額
(執行額)

執行率
（％）

備考

0 0

 1使用料 0 0

 9教育使用料 0 0

0 0

0 0
少年自然の家利用者使用
料

23諸収入 1,555,000 372,928 23.98

 6雑入 1,555,000 372,928 23.98

 4雑入 1,555,000 372,928 23.98

 9教育費雑入 1,555,000 372,928 23.98

1,555,000 367,730

 2施設光熱水費等負担金 1,555,000 367,730 23.65 宿舎・厨房電気料

 5その他雑入 0 5,198

 8その他雑入 0 5,198 0.00
会計年度任用職員雇用保険、
情報提供料

合　　計 1,555,000 372,928 23.98

 2施設光熱水費等負担金

さいたま市立少年自然の家　令和２年度歳入予算執行状況（10月現在）

16使用料及び手数料

 5社会教育使用料

 1少年自然の家使用料

25
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（単位　円）

予算科目 予算現額
支出済額
（執行額）

執行率
（％）

備考

10教育費 283,881,000 86,688,966 30.54

 1教育総務費 6,271,000 89,638 1.43

 2事務局費 6,271,000 89,638 1.43

 1報酬 5,889,000 1,781,160 30.25 会計年度任用職員賃金

 3職員手当等 112,000 111,792 99.81 会計年度任用職員賞与

 4共済費 79,000 78,877 99.84
会計年度任用職員労災保
険料

 9旅費 191,000 10,761 5.63
会計年度任用職員通勤手
当

 6社会教育費 184,880,000 86,599,328 46.84

 6少年自然の家費 184,880,000 86,599,328 46.84

171,325,000 74,963,031 43.75

 9旅費 1,637,000 460,640 28.14
本庁事務連絡、会議、研
修等出張旅費

11需用費 63,597,000 16,463,339 25.89

 1消耗品費 3,262,000 1,546,466 47.41
事務用消耗品、施設用消
耗品等、

 2燃料費 24,558,000 370,102 1.51
公用車用燃料費、暖房用
燃料費等

 5光熱水費 23,087,000 5,976,327 25.89 電気料

 6修繕料 12,633,000 8,570,444 67.84 施設修繕、物品修繕

 9医薬材料費 57,000 0 0.00 医薬品等

12役務費 2,835,000 362,958 12.80
電話料、リネン等クリーニン
グ、ごみ収集手数料等

54,126,000 25,350,875 46.84
浄化槽・エレベーター・自家用
電気工作物・建物管理等

14使用料及び賃借料 42,676,000 27,351,969 64.09
公用車賃借、コピー機、ＦＡＸ、ＡＥ
Ｄ等

18備品購入費 5,000,000 4,969,250 99.39 とくさ館ベッドマット

1,454,000 4,000 0.28
道路等除雪負担金、危険物安
全協会会費

さいたま市立少年自然の家　令和２年度予算歳出執行状況（10月現在）

少年自然の家管理運営事業

13委託料

19負担金補助及び交付金
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13,555,000 11,636,297 85.85

 1報酬 208,000 0 0.00 運営委員報酬

 8報償費 50,000 0 0.00 指導者講習会講師謝金

 9旅費 8,000 0 0.00 運営委員旅費

11需用費 610,000 340,739 55.86

 1消耗品費 585,000 318,739 54.49 消耗品

 4印刷製本費 25,000 22,000 88.00 所報印刷代

12役務費 254,000 253,000 99.61

0 0
現地研修会・家族の集い
等バス借上料等

16原材料費 57,000 41,248 72.36

18備品購入費 258,000 212,960 82.54
プロジェクタ・スクリー
ン

12,110,000 10,788,350 89.09
自然の教室バス輸送補助
金、講習会受講料

合　　計 283,881,000 86,688,966 30.54

19負担金補助及び交付金

少年自然の家野外活動事業

14使用料及び賃借料
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左下から時計回りに 
   コースター作り ぶんぶんごま作り               小枝で 

ストーンアート ネイチャークラフト／ストラップ        えんぴつ作り 

南浦和小学校の活動の様子 

この度の令和２年度「自然の教室」の中止に伴い、舘岩少年自然の家では、自然体験活動等を希望する学校に

所員が出向いての授業サポートを実施することにいたしました。

（１）対象・内容 

  ア 第５学年教員向け（活動プログラム事前指導） 

イ 第５学年児童向け（学級単位での自然体験活動を中心とした授業サポート） 

（２）実施期間 

  令和２年８月１７日（月）～令和２年１２月１７日（金） 

（３）授業時間 

ア 児童向け……原則として学級単位の活動とし、１学級９０分程度までとします。 

  イ 教員向け……教員向けの研修は原則として９０分程度とします。 

（１）自然の教室（夏季）実施計画作成資料に掲載しているクラフト系プログラム（Ｐ２２ １-８ ～１３） 

（２）６月４日付けで配付済みの「授業用コンテンツＤＶＤ」の内容に関するもの 

木材の伐採や伐採後の木材の活用について、環境について考える教材です。南会津町で育った木材がテー
ブルとなり、自然の家で活用されるまでを一連の流れで紹介しています。

（３）その他、学校が希望するプログラムで実施可能なもの 

   ※学校規模等の諸条件により、実施できない内容もあります。 

舘岩少年自然の家 

自然体験活動等サポート事業
～自然の教室（夏季）の活動プログラムをさいたまへ～

概要 

実施の様子 

学校掲示板 

Ｓ－ｎｅｔの双方に 

記載されている内容 

実施プログラム 実施プログラムの動画を作成しました。 

申し込みを締め切りました。 

28

令和2年度1回
運営委員会資料⑧



舘岩少年自然の家では、「新しい生活様式」に則った自然の教室の実施方法に向け検討を進めて

います。からまつ館を例に、以下に現在までの取組状況をまとめました。 

舘岩少年自然の家 

自然の家での「Ｓｏｃｉａｌ Ｄistance」
～新型コロナウイルス感染症対策～

宿泊室 
ハンガーの数も減

らし、できるだけ

となりとの距離を

あけています。 
ベッドはとなりとの密接

を避けるよう、１つ置き

に使用します。 

座席は対面ではなく、全員が

一方を向いて座ようにすると

このようになります。 

食堂 
受取場所にも廊下にも表示を

し、密集を避けながら食事を受

け取れるようになっています。 

受取場所にも廊下にも表示を

し、密集を避けながら食事を受

け取れるようにしています。 

大浴場 

脱衣場も使用で

きる場所を制限

しています。 

シャワーもテープ

で表示し、使用箇

所を制限します。 

トイレ 流し 下足箱 
トイレや流しでも、適

切な間隔で使用できる

よう表示等をします。 

トイレや流しでも、適

切な間隔で使用できる

よう表示等をします。 

下駄箱にも、使用す

る場所をわかりやす

くしています。 
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新型コロナウイルス感染症に対応した 

「自然の教室」実施ガイドライン 

～「自然の教室の新しい生活様式」～ 

（２０２０.９.７ 第１版） 

さいたま市立舘岩少年自然の家 

さいたま市ＰＲキャラクターつなが竜ヌゥ 

現在、健康教育課に意見を受けながら、所内で繰り
返し検討し作成しています。 
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一部抜粋

２ 自然の教室行程に関すること 

（１）自然の教室参加可否 

ア 自然の教室実施１４日前からの体温記録票を作成し、健康観察に努める。 

イ 実施１４日前以内に、感染確認後による学校閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖があった場合には、

参加の可否を自然の家に委ねる。 

（６）活動プログラム 

（７）室内での過ごし方 

ア 換気は、気候上可能な限り窓と扉は常時開けておくものとする。これによりがたい場合（エ

アコン使用時など）は、１時間に１回、５～１０分程度換気する。その際、２方向の窓を

同時に開ける。ただし、室温に注意し、必要に応じ、児童生徒の服装についても配慮する。

特に夏季については、熱中症対策を優先し、室温が高温にならないよう注意する。 

イ 共用の寝具、ハンガーなどは、使用後に適切に消毒することが望ましい。 

※使用前は前利用校教職員が消毒をしている。 

ウ 共用の寝具、ハンガーなどを触る前後で手洗いを徹底する。 

エ 密集することを避けるため、事前に室内メンバーの配備を工夫する。 

※部屋の利用者上限は原則定員の半数とする。

オ できるだけ真正面を避け、距離を離しての発言や発声をするなど工夫する。 

カ 室内で過ごす時間においても、児童生徒の健康状態を観察する。 

（８）食事 

ア 準備について 

（ア）窓を開けて、換気を行う。 

（イ）手洗い場が密集し過ぎないように、順番に石けんを使った手洗いを行う。 

（ウ）テーブルは事前の消毒がされているが、必要な時以外接触しない。 

  （エ）事前に席の配置を工夫する。 

    ※食堂の利用者上限は原則定員の半数とくさ館１３５人、からまつ館１２０人とする。 

（９）入浴 

R２．１０月時点 
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