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令和元年度第２回さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会（議事録）

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、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）、平野守（管理係長）

      山下貴路（主任指導主事）、岩渕正樹（指導主事）

欠席者 ： 岡野友敬委員

公開・非公開の別 公開

傍聴者数：なし 

次第

（１）令和元年度自然の教室（夏季）利用状況について

    〇入所統計（１０月１３日現在）        資料１－１ ３項

    〇自然の教室（夏季）実施状況         資料１－２ ４項

 （２）食事料金の改定について            資料２   ５項

 （３）運営委員会現地視察会             資料３   ６項

（４）事業報告

    〇「会津高原の夏・家族の集い」        資料４   ７項

    〇「『自然に学ぶ夏の学校』むし・ほし・いし」 資料５   ８項

    〇「施設見学・自然体験会」          資料６   ９項

〇「白銀の会津高原の冬・家族の集い」     資料７  １０項

    〇その他報告                 

（５）その他（意見交換）
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【事務局・平野】

   それでは、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】

   こんにちは。それでは、令和元年度第２回さいたま市立舘岩少年自然の家

運営委員会を次第に則りまして、議事に移らせていただきます。

   では、議事１－１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。

【事務局・山下】

   皆さん、こんにちは。あらためまして入所統計について説明いたします。

資料１－１、３項をご覧ください。所長より自然の教室・夏季が終了したと

お話がありましたが、資料作成の都合上１０月１３日までの入所統計になっ

ております。１０月１３日までの総計になりますが、総計１０４団体、１１，

３１０人の方が利用いたしました。団体数を見ますと、とくさ館、からまつ

館を足していくと総計が合いませんが、これは学校の受入れ前に現地研修会

というがありまして、この研修は両館で行いますので研修会で１回と数えて

おりますので総計が合いません。また、学校の夏休み中には、現地研修会、

主催事業、市内の社会教育団体、市ＰＴＡ協議会の方が利用いたしましたの

で、７月８月団体数のその他欄に数字が足されていきます。活動等につきま

しては、この後の実施状況にて説明いたします。以上になります。

【渡邊委員長】

   説明が終わりました。利用状況について質疑はございますか。

  無いようですので、次に移ります。

  議事１－２自然の教室（夏季）実施状況について、事務局から説明をお願い

します。

【事務局・山下】

   引き続き、説明いたします。４項、資料１－２になります。こちらも１０

月１３日までの集計になります。小学校９４校、中学校１校の合計９５校に

ついて状況となります。主な自然体験活動ついての割合はご覧のとおりにな

ります。前回お示しした時と割合は大きく変わっておりません。ただ、台風・

雨等の影響でプログラムを一部変更して実施した学校が複数校ありました。

割合が多い活動につきましてはどの学校も実施したいということがありま

すが資料のとおりの数字になっております。

続きまして、引率責任者アンケートになります。自然体験活動の達成度に

つきまして、校長先生方、または教頭先生方から、「さいたまでは体験でき
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ない」という言葉をキーワードのように出てきました。舘岩でしか体験でき

ない活動、味わえない感動ととらえている引率責任者が多くいらっしゃいま

した。また、児童相互の理解・協力につきましては、３日間をとおして感じ

ているアンケートでございました。一方で学校生活における課題が舘岩でも

自然の教室でも引き続き課題だと捉えている引率責任者が多くいらっしゃ

ったと思います。両方共にですが、全ての引率責任者が概ね達成以上との評

価ととらえています。

続きまして学年主任アンケートからになりましが、自然体験活動につきま

しては概ね達成以上の評価が多くありました。

【渡邊委員長】

   実施状況について説明が終わりました。何か質疑はございますか。

   無いようですので、次に移ります。

   議事（２）舘岩少年自然の家の食事料金の改定について、事務局から説明

をお願いします。

【事務局・平野】

   食事料金の改定について説明いたします。資料２をご覧ください。

給食業者より、食事料金の改定の申し入れがありました。改定日は１１月１

日からになります。理由は、消費税及び地方消費税税率の改定と、原材料費

の高騰によるものです。小学生の差額ですが、朝食１０円、昼食１５円、夕

食１５円、計４０円の増額になります。中学生以上は、朝食１０円、昼食１

０円、夕食１５円、計３５円の増額になります。小学生は主催事業冬家族、

中学生以上は現地研・冬季より対象になります。以上です

【渡邊委員長】

   食事料金の改定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。

   無いようですので、次の議事に移ります。

   議事（３）運営員会現地視察会について事務局から説明をお願いします。

【事務局・平野】

   運営委員会視察会について報告いたします。資料３をご覧ください。

第１回運営員会でお伝えいたしましたとおり、１０月５日土曜日に実施い

たしました。参加者は２名でした。当日７時頃、ＪＲさいたま新都心駅東口

を出発いたしまして、途中事故渋滞がありましたが１１時３０分頃自然の家

に到着いたしまして、入所校の川通小学校の入所式の様子を見学いただきま

した。昼食後、野外炊飯場に移動し、入所２日目の西浦和小の活動のイワナ

さばきを所員の説明から児童が実際にイワナをさばいている様子を見学し、

館内に戻りまして、からまつ館及びとくさ館の館内見学後、自然の家を離れ、

舘岩物産館、たかつえスキー場でロッジ側とスペーシア側を見学しまして帰
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路につきました。

この後の意見交換の時に、見学会に参加いただいた方に意見をいただきた

いと思います。以上です。

【渡邊委員長】

   説明が終わりましたが、何か質疑はございますか。

   無ければ、次に移ります。

   最後に、議事（４）事業報告について事務局から説明をお願いします。

【事務局・岩渕】

   自然の教室夏季の活動紹介をいたします。

   まずは自然の教室 1 日目の活動です。１日目は、多くの学校が自然の家周
辺の敷地内をめぐる「フィールドワーク」や「オリエンテーリング」に取り

組んでおります。児童は、この活動で自然の家周辺の豊かな自然に親しみ、

地図を見ながら仲間とポイントを回ることを通し、仲間のことを考え、協力

することを経験します。そして、1 日目の夜、キャンプファイヤーを行いま
す。校長先生や教頭先生が「火の神」となり、児童に「勇気の火」「協力の

火」「友情の火」など、願いを込めて分火し、井桁に火をともします。その

後、児童たちは歌やダンスをして楽しい時間を過ごします。

自然の教室２日目の活動です。２日目の午前中は、多くの学校が前山登山

を行います。児童は、仲間に励ましの声をかけながら山頂目指して頑張って

登っています。午後は、学校によって様々なプログラムとなりますが、いわ

なさばきをする学校が多く、「いただきます」という言葉の意味を考えなが

らいわなをつかみ、さばくことを通して、「命の大切さ」を学んでいます。

こちらは「焼き板体験」です。この体験では、仲間で協力し、知恵を絞って

火をおこします。その後、「焼き板体験」に取り組みます。板を焼き、表面

を炭化させることにより、腐りにくく、虫や雨に強くなるという「先人の知

恵」を学びます。また、夏限定で実施する学校が多い「源流探検」です。児

童は川に沿って歩き、さいたま市では見ることができない美しい自然に感動

し「絵葉書みたい！」という声が聞かれます。最後はザイルロープを使い、

滝登りに挑戦します。この活動は９月下旬までのプログラムとなっておりま

す。その他にも「アウトドアゲーム」「ネイチャーストラップ」「小枝でえん

ぴつ作り」「そば打ち体験」「わらぞうり作り」「笹巻作り」「野外炊飯」等、

様々なプログラムがあります。２日目の夜は、ナイトハイクや星空観察を行

います。また、２日間雨が降り続き、キャンプファイヤーができない場合は、

体育館にて「キャンドルファイヤー」を行う学校もあります。

最終日、自然の教室３日目の活動です。最終日は、「緑の体験学習」に取

り組みます。この活動は、「緑に親しむ活動」と「緑を守る活動」の 2 種類
ございまして、1 年ごとにローテーションして行っております。「緑に親し
む活動」では、多目的広場でポイントをめぐり、様々な植物についての問題
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に取り組み、舘岩の自然を学びます。「緑を守る活動」では、「次の学校のた

めに」を合言葉に、花の種まきや植え替え等、「緑のバトン」をつなぐ活動

をしています。

   次に、自然の家の主催事業「会津高原の夏・家族の集い」について報告し

ます。今年度は、７月２６日（金）～２８日（日）に実施し、１９家族６１

名の方々が参加されました。

１日目の主な活動は「源流探検」「交流バーベキュー」「キャンプファイヤ

ー」でした。１日目の夕食「交流バーベキュー」では、参加されたみなさん

で楽しそうにバーベキューをしていました。その後に、「キャンプファイヤ

ー」を行いました。ダンスやゲームをして楽しみました。

２日目の主な活動は、「田代山登山」「ブルーベリー狩り」「ジャムづくり」

「星空観察」でした。「田代山登山」では、山頂の目の前に広がる素晴らし

い景色に感動していました。登山の後は、親子で「ブルーベリー狩り」を楽

しみました。大きく熟したブルーベリーを食べながらたくさん摘んでいまし

た。その後、自然の家に戻り、食堂にて取ってきたブルーベリーでジャムづ

くりに取り組みました。各家族で作ったのですが、お父さんが中心となって

作っている家族が多く驚きました。

３日目の主な活動は、「そば打ち」と「いわなさばき」を行いました。「そ

ば打ち」では、町民講師の方からご指導いただきながら親子で楽しんでそば

打ちに取り組んでいました。

実施後の保護者アンケートでは、満足度が１００％でした。「体験を通し

て、子どもの成長を見ることができた。」「初対面の子やご家族と交流する機

会はとても貴重な体験だと思う」「家族で向き合う時間になった」等のご感

想をいただきました。「来年度も参加したいか」という質問に「はい」と答

えた方が１００％と大変ご好評な企画でした。以上で「会津高原の夏 家族

の集い」の報告を終わります。

   続きまして、自然の家と東京大学加藤研究室との共催事業「自然に学ぶ 

夏の学校～むし・ほし・いし～」について報告します。

   今年度は、８月１日（木）～３日（土）に実施しました。１日目の主な活

動は「ビーティングという方法による昆虫採集」「灯火採集による昆虫採集」

「星空観察」「アウトドアゲーム」でした。東京大学の加藤研究室の方々の

ご指導の下、ビーティングや灯火採集による昆虫採取に取り組みました。

２日目の主な活動は「鉱物観察」「源流探検」「鉱山跡見学」「天体観測」

でした。「鉱物観察」では、東京大学の加藤研究室の方々の説明を聞きなが

ら様々な鉱物を観察し、子どもたちの驚きの声や表情が見られました。「鉱

山跡見学」や「源流探検」では、様々な石を興味深く観察していました。

最終日の３日目は、自然の家のからまつ館にて「まとめの学習会」が行わ

れました。東京大学の加藤研究室の方々のご指導の下、充実した３日間の学

びをまとめることができました。以上共催事業「自然に学ぶ 夏の学校～む

し・ほし・いし～」の報告を終わります。



- 6 -

【事務局・縫】

   資料６、９項からとなります。施設見学・自然体験会について報告いたし

ます。泊が伴うものではございませんが、地域の方３１名の方に参加いただ

きました。実施しました内容は資料６のとおりになります。

   続きまして１０項になります。先ほどありました「会津高原の夏家族の集

い」の冬に実施する主催事業になります。資料１０はポスターになります。

昨日の時点で２５家族６０名の家族が説明会への参加を希望しております。

１１月３日にシーノ大宮において説明会を開催します。そこで参加者が確定

して今後の予定を立てていきます。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。

   では、無いようですのでその他報告をお願いします。

【事務局・平野】

   台風１９号の被害について報告します。今回の台風では敷地内５か所で被

害がありました。まず１か所目は幹線道路から野外炊飯場に向かう途中の道

が土砂流木の流出により被害がありました。この土砂については南会津町の

協力により土砂等を撤去し、道は現状復旧しておりますが、手摺りの一部が

流されました。

   ２か所目は、炊飯広場と営火場に行き来する橋が上流から流れてきた流木

等により、橋の向きが変わり、川幅も広くなりました。台風後は営火場の使

用を中止しております。

   ３か所は野外炊飯場よりテントサイトに向かう途中の橋が土砂等により、

コンクリート部分が割れ流されました。

   ４か所目は３か所目のさらに奥になります。源流探検の入口にある橋が、

土砂流木により橋が流されました。

   ５か所目は３号井戸ポンプ・野外炊飯場・野外トイレに電気を送る市で設

置した送電線に樹木が寄りかかり電線がたるむ被害がありました。これらの

被害については、関係各課と協議を行い復旧したいと考えております。以上

です。

【渡邊委員長】

   それでは、その他報告の説明が終わりましたが、今回の台風ではかなり

の被害があったようですが、自然相手で仕方のないこと、そうゆうことが想

定されるのかなと聞いておりました。何かございますか。

   それでは、（５）その他意見交換を行いたいと思います。「少年自然の家」

の運営をはじめ、現地視察会で感じたこと、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。

   はい、大塚委員どうぞ。
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【大塚委員】

   視察の感想です。大変素晴らしいなと思いました。さいたま市出身者が全

員この舘岩の話をすれば通じる、学校が違っても、きっと「いただきます」

と言うときに思い出すのだろうなと思いながら見学させていただきました。

それでも思ったのは、やっぱり「病院」が遠いなというところが辛い思いを

している方にさらに負担をかけている。お金ですよね。タクシーで帰ってく

るとかで、そこを何とかできないのか、例えば、町に働きかけて、あそこに

選挙権はないけれど、１００人規模の人が住んでいるということで、何かし

ていただくということがないと思いました。最寄りの駅までタクシーでいく

らでしたか。

【事務局・平野】

   約 1 万円です。

【大塚委員】

   ですよね。途中の参加や帰る人には辛いことだと思うし、大きい病院にな

るともうちょっとかかりますよね。そこだけ参加団体でもなければ、自然の

家でもなく、行政に働きかけるとかがあったらいいなと思いました。もう 1
つは、所の人数がかなりぎりぎりの人数でやっているのではないかとお見受

けして、それが決まりなのかもしれなませんが、私最初は全部学校側でやっ

ていくと思って見にいきましたが、決してそんなことはなくて、だとすると

ちょっと人数を増員することも申請されたらいかがかと思いました。特にち

ょうど病院に運ぶ児童がいたんですけど、そうすると何人かそっちにいっち

ゃうなかでプログラムをするとかあったりするので、何かあったらもっとよ

ろしくないことが起きるとか言い訳を作って申請したらいかがでしょうか。

 以上です。

【渡邊委員長】

   ありがとうございました。あと、関連でよろしいですか。特によろしいで

すか。所長なにかありますか。

【事務局・佐藤】

   はい、今年度、中型バスを用意させていただいて、ご参加いただいたんで

すが、運営委員の皆さんが参加いただけるようなかたちを工夫できないかな

といったところでバスの用意をしました。逆に現地集合とか、電車を使った

り、あとは主催事業と合同に開催して、それに乗って見てきていただいて、

一緒に２泊３日を過ごしていただくとか、何か視察内容を検討して、より参

加者に近い形で見ていただけるように考えていきたいと思います。是非その

際は日程のほうを調整していただき、多くの方が参加していただけるように、

また、１回では日程が合わないとかがあると思いますので、２回とか何回か
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に分けていければと思います。

【渡邊委員長】

   所長の方からお話がありました。私も実は参加したかったのですが、所要

の会議がありまして、これが代表で出ていますもので、非常に残念な思いを

しておりました。また、主催事業等ご案内いただいた中で見に来ていいよと

のことであれば、是非うかがわせていただければと思います。あと、委員長

から発言はよろしいでしょうか。私どもボーイスカウトでやっておりまして、

たまたま５年生の子どもたちが９月に夏キャンプということで、９月の連休

を利用していきましたが、そこでイワナさばきをやったところ、非常に上手

なのが５年生でした。率先してイワナさばきをしておりまして、どうしたの

かと聞きましたら、ちゃんと舘岩でやってきたからという５年生がいまして、

ちゃんと下の子の面倒を見てくれた。５年生の子も舘岩を体験したあとに、

非常にインターシップ、メンバーシップを良く理解していて、見違える変容

とは、まさにこのことかなと思って舘岩後の様子が、きびきびと立派に周り

の気遣いと活動ができるようになって帰ってきたので、お礼といいますか、

私どもも感動したということでご報告とさせていただきます。あと、もう一

点ですが、イワナさばきに関して、夏の授業で１１，３１０名が選択したと

あります。これは一人一匹ということで、このイワナはどこから出てきてい

るのか、南会津のイワナをみんな食べてしまったのではないか心配していま

すが、その点はいかがでしょうか。

【事務局・佐藤】

   近くにイワナを養殖している民宿があります。そこだけで養殖しているの

ではなく、猪苗代のほうにイワナの稚魚・成魚を買いにいっているようです。

いろいろな方にご協力いただいている状況でございます。

【渡邊委員長】

   前に新館の落成式の時に、お食事をさせていただきました。一匹２００円

のイワナを試食させていただいたことがありました。猪苗代から持ってくる

ことは初めてお聞きしましたし、南会津町には非常に貢献しているというこ

とで感銘を受けました。他に皆様からご意見、お気づきの点ありましたらお

伺いいたします。先生方は毎年行かれているのでよくご存じだと思いますが。

【渡辺委員】

   ４項の、ナイトハイクのパーセントが、５８パーセントと高いようですが、

何時ごろに行っているのか、体験した感想はどんなものがありますか。

【事務局・山下】

   ナイトハイクにつきましては、基本的に２日目の夜に設定すること多いで
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す。夕食後が７時３０分くらいから始める。だいたいどの学校もプログラム

にナイトハイクを入れます。５８パーセントは、結局雨が降って１日目にキ

ャンプファイヤーが出来なくて、２日目にキャンプファイヤーを実施したこ

とでナイトハイクはやらないという５８パーセントですので、学校の希望の

プログラムでは１００パーセントになっています。実施できたかというとや

はり、天候の関係で実施できなかった。子供たちは、昔は肝試し的な感じで

したが、現在はそのようなことはありません。子供たちが暗闇を体験する。

懐中電灯を班で一個持って歩くという活動ですので、その日の状況によって

だいぶ違います。月の明かりがあれば、懐中電灯が無くても歩けます。月の

明かりがこんなに明るいという感想があり、新月の時はほんとに真っ暗です

ので、星がよく見えます。その星がきれいだったという感想もあり、中には

怖くて泣きながら歩いていく子供たちもいますが、脅かす訳ではないのです

が、やっぱり、さいたまでは夜になっても外灯がありますので、さいたまと

の違いを大いに感じている子が多いかなと思います。

【渡邊委員長】

   その他何かありますか。なんでも結構です。はい、それではありがとう

ございました。皆様のご協力により本日の１から５までの議題が終了いた

しました。それでは、進行を事務局にお返しします。

  （議事終了）


