
令和4年度地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業の概要

趣旨

委託事業
の内容

○地域が一体となって、県全域にわたり体験活動を推進する機運を高める取組を実施
○子供に自然体験や生活体験など直接体験する場や機会を提供する取組などを実施

【取組例】
・ 「体験の風をおこそう」運動及び「早寝早起き朝ごはん」国民運動を普及・啓発活動する取組（保護者や学校関係者等に普及・啓発活動）
・ 地域の学校と連携した通学合宿や地域清掃などの実施
・ 地域特有の体験プログラム（陶芸、染物、そば打ち、登山、マリンスポーツ、地域行事、伝統文化など）の実施
・「体験の風をおこそう運動推進月間」の普及及びエントリーを推進する取組
・ 上記の取組みや「体験の風をおこそう」運動に関する各種資料の作成や提供 など

事業規模 一件あたりの委託金額 ２７０万円程度

委託先

青少年教育施設や地方公共団体等を中心として、学校、青少年団体、企業、民間教育機関・団体、ＮＰＯ法人等の関係者により構成する実行委員会とする。

【実行委員会の例】
・ ＰＴＡ連合会、学校保健会、教育委員会、商工会議所、学校長会の長などを会員とする委員会
・ 青少年教育施設の長などを会長とし、地方新聞社、地方テレビ局、公立学校、レクリエーション協会、スポーツ少年団の長などを会員とする委員会
・ 大学教員などを会長とし、教育委員会、青少年教育施設、ボーイスカウト、子ども会連合会の長などを会員とする委員会

青少年教育関係機関・団体等が連携し、地域が一体となって体験活動を推進する機運を高める取り組みを実施するとともに、子ど
もたちに自然体験や生活体験など直接体験する場や機会を提供する「体験の風をおこそう」運動及び基本的な生活習慣の確立を
目指す「早寝早起き朝ごはん」国民運動を推進する。

R４年度
委託日程

○申請締切 ２月２４日
○選定委員会 ２月下旬～３月下旬
○選定結果通知 ３月２９日
〇事業計画書の提出 ５月１０日
○契約締結 ５月中旬以降順次

○委託期間 契約日（５月中旬以降順次）
～ 令和５年２月１４日

○事業完了(実績）報告書提出期限 ２月２４日

R3.2



 
令和４年度大分県「体験の風をおこそう」実行委員会 設置要綱 

 
（会の名称） 
第１条  この会は、「大分県『体験の風をおこそう』実行委員会」（以下「実行委員会」という）と

称する。 
 
（設置目的） 
第２条  独立行政法人国立青少年教育振興機構委託事業 令和４年度地方公共団体等における地

域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業における令和４年度大分県地域ぐるみ

で「体験の風をおこそう」運動推進事業を円滑に推進するため、実行委員会を設置する。 
 
（任務）     
第３条  実行委員会は前条の目的を達成するため、次のことを行う。 

（１）事業の企画立案を行う。 
（２）事業実施後の評価検証を行う。 

 
（組織） 
第４条  実行委員会は、香々地青少年の家所長が委嘱する６名をもって構成する。 

２  実行委員会の委員は、別表１のとおりとする。 
３  実行委員会には、委員長１名を置く。 
３  委員長は、委員の互選により選出する。 
４   実行委員会は、委員長が議長となり、実行委員会を総括する。 

 
（任期） 
第５条  委員の任期は、令和４年６月１５日から令和５年２月１４日までとする。 

 
（会議） 
第６条  この実行委員会は、委員長が招集し開催するものとする。 

（１）委員長が議長となる。 
（２）実行委員会の開催は、必要に応じて適宜行う。 

 
（事務局） 
第７条  実行委員会の事務を処理するため、事務局を設置する。 
  ２  事務局は、大分県立香々地青少年の家に置く。 
  ３  事務局の構成については、別表２のとおりとする。 
  ４  委託金に係る会計事務は、香々地青少年の家が行う。 
 
（その他） 
第８条  この要項に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項については、実行委員会に

て協議して決定する。 
 
附則   この要綱は、令和４年６月１５日から施行する。 
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別表１ 大分県「体験の風をおこそう」実行委員会 委員 
 所   属 役 職 氏  名 

委員 日本文理大学 人間力育成センター長 高見 大介 
委員 大分県ＰＴＡ連合会 理事 水江 泰彦 
委員 森のようちえん「星のたね」 主催者 谷 知英 
委員 くにさき半島七郷ネイチャー 隊長 福田 聡子 
委員 大分県立香々地青少年の家 所長 後藤 裕之 
委員 大分県教育庁社会教育課 指導主事 長野 雄一郎 

 
別表２ 事務局 
 所   属 役 職 氏  名 
事務局長 大分県立香々地青少年の家 課長 武中 誠治 
事務局員 大分県立香々地青少年の家 指導主事 沼野 雅通 
事務局員 大分県立香々地青少年の家 主任社会教育主事 中野 吾一 
事務局員 大分県立香々地青少年の家 社会教育主事 竹内 誠二 
事務局員 大分県立香々地青少年の家 指導主事 小俣 恵庸 

 



１　事業の実施結果

活動名 開催日 活動内容
参加者数

（人）

第1回　　１０月３１日（日） 熊野磨崖仏～ほたるの館 9

第２回　　１２月１２日（日） 並石ダム～天念寺（川中不動） 8

7/31、8/1、8/2、8/3、8/8、8/17、
8/18、8/28、8/29

ウィンドサーフィン講座
※7/31、8/1、8/29は穴見知典氏による
　　特別講座

30

7/23、7/24、7/25、8/1、8/22、
8/24

SUP講座 75

7/24、7/25、8/8、8/23 カヌー講座 9

③潮風サイクリング １２月１８日（土） 国東半島海岸線（約40ｋｍ）サイクリング） 14

第1回　　８月１２日 カボス出荷体験 23

第２回　　９月１９日 カボス収穫体験 28

第２回　　１１月１９日 しいたけ収穫＆出荷体験 28

（活動の様子）

（活動の様子）

④農業体験

①キッズアドベンチャートレイル

（小学生が国東半島峯道を歩く
　ロングトレイル）

（１）郷土を活かした体験活動

※予定していた他３回は新型コロナ感染拡大により中止

（活動の様子）

②マリンスクール
（小学生～高校生が体験するマリンス
ポーツ）

（活動の様子）

令和３年度大分県地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業　実施結果一覧
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活動名 開催日 活動内容 参加者数

第1回　　６月２６日 「海ゴミゼロ大作戦！」 36

第２回　　７月１１日 「かかぢの海で遊ぼうPart.１」 46

第３回　　８月１２日 「えらぶ、つくる、たべる」食育を学ぼう　 17

第４回　　９月１９日・２０日 「ワクワクかかぢでテント泊！」　 31

第５回　　１０月３０日 「かかぢの森でロープワーク」 24

第６回　　１１月１３日 「かかぢの森で遊ぼう！秋ver.」 24

第７回　　１月１６日 「Let's たき火パーティー」 18

第1回　　８月２日・３日 海水浴・ウィンドサーフィン等 23

第２回　　８月１７日・１８日 所内オリエンテーリング等 8

第３回　　１１月６日・７日 鍋料理づくり・千灯岳登山等 11

第４回　　１２月１１日・１２日 千灯岳登山等 12

第５回　　１月８日・９日・１０日 鍋料理づくり・サイクリング 44

8/15、8/23、9/18、1/15 児童養護施設への訪問講座 111

11月20日 森フェス 144

１１月２０日・２１日 森に泊まろう！ 26

（活動の様子）

（２）体験格差是正のための体験活動

①ネイチャーファミリーデイズ
（小学生のいる家族を対象とした自然体
験活動）

（活動の様子）

②かかぢ野外活動塾
（児童養護施設の児童生徒を対象とした
自然体験活動）

①体験活動ミーティング
        ～森フェス～

（3）体験活動推進に向けた啓発活動

（活動の様子）



活動名 開催日 活動内容 参加者数

７月２７日～８月３１日 香々地青少年の家会場 384

花っこルーム香々地会場 109

花っこルーム真玉会場 106

２　事業の成果

①　参加者数　1,183人
　
・新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、やむなく事業を中止することもあったが、事業計画の指標である
８００名を大きく上回ることができた。
・令和４年度も事業運営の工夫により効果的に参加者数の拡大を図り、「体験の風をおこそう」運動の趣旨を広
く周知していく。

②保護者の意識　93.7％

・保護者への啓発を図る「かかぢネイチャーファミリーデイズ」において多様な体験活動を用意し、各プログラム
の教育効果の満足度を計測したところ、自身の体験活動への意識の高まりと今後の子どもへの関わり方などに
前向きな感想が多く見られ、用意したプログラムの効果が認められたと考えられる。

③生きる力　13.9ｐt 向上

・児童養護施設の子どもを対象にした「かかぢ野外活動塾」において「生きる力」の変容を図る「ＩＫＲ評定用紙
（簡易版）」による調査を実施した結果、１３．９ポイントの有意差の見られる変容が確認された。
・青少年の家が児童養護施設の定番の居場所となるよう連携を図っていきたい。

④連携団体　１3 団体

・実行委員会委員の協力などを得て、当初計画した４団体を大きく上回り、様々な地域・種別・業種の団体と連
携することができた。
・令和３年度の取組を広く発信することにより、より多くの団体を巻き込み、体験の風をおこすネットワークを広げ
ていきたい。

②幼児と本の出会い広場

(香々地青少年の家 談話室に絵本を設
置し、幼児を中心とした読書活動)

（活動の様子）

８月６日～８月８日



令和４年度大分県地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業

青少年施設を拠点とし、各種団体等と連携して大分県内の豊かな自然環境を活かした体験活動を
多くの子どもに提供することにより、体験活動の重要性についての理解を促進するとともに、体験
活動の格差是正を図り、体験活動を推進する気運を高める。

－体 制－
・大分県地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動実行委員会の設置
・教育委員会と地域団体の代表で構成 事業の企画・実施・検証

趣
旨

事
業
の
構
成

－事 業－
■ 郷土の環境を活かした体験活動 子ども自身の生きる力を育む取組

（１）国東半島の自然環境を活かした「山の学校」「海の学校」
の実施
（※挑戦意欲を高める自然体験キャンプ含む）
（のべ３０日程度）
【対象】児童生徒
【連携団体】国東半島ロングトレイル協会、ＮＢＵ日本文理大学 他

■ 体験格差是正のための体験活動 児童養護施設との連携深化

（２）児童養護施設との連携強化（のべ１２日程度 ※泊含む）
【対象】児童生徒【連携団体】県内児童養護施設

■ 体験活動推進に向けた啓発活動 県内の気運を高める取組

（３）体験活動県民啓発イベントの開催（年３日程度）
【対象】県民 【連携団体】地域おこし協議会・商工会 他

（４）ボランティア活動実地研修の実施（年１回程度 １泊２日）
【対象】大学生 【連携団体】日本文理大学 他

・困難克服の成功体験により
自信を高め、たくましく生
きる力を育成する体験プロ
グラムの開発・実施
・児童養護施設の子どもに対
する体験活動の提供は令和
４年度も継続実施

表者を加え、より多様な企
業・団体との連携拡大
・体験活動への機運高揚を図
るため、啓発イベントを拡
大実施

改善事項

資料４



地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 挑戦意欲を高める自然体験キャンプついて

長安寺泊

目
的

活

動

案

案１ ： 寺に泊まって、日の出を見よう

国東半島の豊かな自然環境を生かした体験活動や困難を克服し、自己の可能性に挑戦する自然体験キャンプ等を通して、郷土
の歴史や自然環境 への興味・関心を高め、健康の保持増進や体力の向上を図るとともに、子どもの生きる力を育む。

■内容 ： 国東半島トレイルと寺泊

■コース・スケジュール

集合・出発

富貴寺富貴寺

目的地１

並石ダム並石ダム

目的地２

長安寺長安寺

１
日
目

目的地３

屋山（日の出）屋山（日の出）

目的地４

川中不動川中不動

解散

天念寺天念寺

2
日
目

■ポイント
・１日目１３ｋｍ、２日目５ｋｍ（屋山登り含む）の国東半島ロングトレイル。寺の講堂に泊まるもよし、寺でテント泊もよし。座禅体験や精進料理

案２ ： 暗黒の中で、満天の星空を見よう

■内容 ： 久住連山登山とキャンプ泊

■コース・スケジュール

集合・出発

九重青少年の家九重青少年の家

目的地１

長者原長者原

目的地２

坊がつる
キャンプ場
坊がつる

キャンプ場

１
日
目

テント泊

目的地３

中岳中岳

目的地４

牧ノ戸峠牧ノ戸峠 解散

2
日
目

・登山したもののみが体験できるキャンプ場でのキャンプ。満天の星空。九州最高峰中岳登山。

■ポイント

案３ ： 県をまたぐ、超ロングハイク
■内容 ： 九重～阿蘇の大自然を満喫しながらのロングハイク

■コース・スケジュール

集合・出発

阿蘇青少年の家阿蘇青少年の家

目的地１

大観峰大観峰 解散

2
日
目

青少年
の家泊

集合・出発

九重青少年の家九重青少年の家

目的地１

休憩地点休憩地点

目的地２

阿蘇青少
年の家

阿蘇青少
年の家

１
日
目

■ポイント 阿蘇くじゅう国立公園の大自然を体感。厳しい８時間のロングハイクに挑戦
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