
公益財団法人　関西テレビ青少年育成事業団　近山 真由美（専門委員）

　平成24年度総会に引き続いての第1回キャンプサロンでは、平成23
年度に東日本大震災の被災者支援事業を実施した４団体の事例発表が、
石田易司氏（桃山学院大学教授・大阪府キャンプ協会副会長）をコー
ディネーターに行われました。

　各団体の発表後、石田副会長の進行で支援事業に取り組んだ成果や困難だったこと、ＰＴＳＤ対策等についてのトーク
セッションが行われました。多くの成果があった事業ではありますが、団体ごとに実施までの困難もありました。「通常業務
外で準備を進めていたため、関係スタッフが全員で顔合わせできたのが当日だった」
「東北とのコネクションがなく、対象を絞るまでに時間を要した」「学生主体のグループでは、
信頼を得るまでに時間がかかった」など様々な状況があったようです。団体に応じて、状
況やプログラムは違いましたが、『子どもたちの笑顔をたくさん見ることができた』『夏休
みの遊び場を提供できた』『子どもだけでなく、保護者へのサポートにもつな
がった』など成果の部分は共通することが多かったように感じました。

　今回のテーマである“キャンプの可能性を探る”という面において、東日本大
震災に関する事業すべてが意味のある活動であり、またキャンプの持つ可能性
を感じさせてくれるものになったと思います。震災から２年、３年…と時間が経っ
ていくにつれて、状況は刻々と変わっていきます。今繋がっている関係性を続け
ること、東北の事を忘れないことが重要であるということを再確認する貴重な
時間となりました。

　“太陽が昇るようにみんなで未来を切り開こ
う”という想いを込めて、震災を機に関西に転入
をしてきた子どもたちを対象に学内施設で野外
活動・スポーツ活動を中心に、１泊２日のキャンプ
を実施した。

　関西に転入してきた被災者を対象に、月に１回
程度ハイキングやキャンプ、粉もんパーティーな
どを実施。ファミリー対象事業では、子どもだけ
でなく、保護者同士のコミュニティもできた。

　野外プログラムを通して、緊張状態をほぐし、夏休みの
楽しい思い出を作ってもらうことを目的に、関西に転入し
てきた被災児童を対象に２泊３日のキャンプを実施。野外
活動中心のプログラムを行った。

　被災地の発達障害児とその家族を対象に六甲山
YMCAで２泊３日のキャンプを実施。非日常が苦手な発
達障害の子どもたちのケアのみならず、保護者のストレ
ス軽減の場ともなった。
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　毎年のように発生する野外活動中の事故がキャン
プや野外活動の危機意識を高揚させ、キャンプや野
外活動のなかのリスクマネジメントの重要性を意識
するきっかけとなった。そんな社会背景の中、2005
年から大阪で「リスクマネジメントセミナー」が開催
されることとなった。しかし関西は全国的に見ても
キャンプや野外活動の先進地であり、安全や事故
予防については古くから関心も深く、’80年代から
いろんな研究や調査がなされていた。それらの結果
や毎年実施してきたリスクマネジメントセミナーの
テーマを見ていくとキャンプのリスクも少しずつ変
化してきたことがわかる。

　もともとキャンプは「事故予防」「安全対策」重視の
活動で、大きな事故が発生することは想定されず、子
どもが安心して自然の中でいろんな活動ができる
「安全基地」の役割を果たしていた。しかし’90年代
末頃から、キャンプの世界にもじわじわと俗世間の
犯罪や事件が侵入してくることになった。そのひとつ
のきっかけとなった事件は、’03年8月に発生した
「キャンプ場に不審者侵入事件」であった。それは姫
路市の野外キャンプ場で宿泊キャンプに参加してい
た女子小学生が、テントで宿泊中に不審者が侵入し
身体をさわって逃げたという事件であった。この事
件は我々キャンプ関係者に大きな衝撃を与えた。そ
れまでのキャンプ場で発生する事故はケガや病気が
主で、その原因の多くはキャンプ指導者や参加者等
関係者の不注意やミスであった。キャンプ場にキャ
ンプと関係のない悪意の第3者が侵入し犯罪を犯す
ことは想定外であったし、だからと言ってキャンプ
場に関係ない第3者の侵入を防ぐことも不可能で
あった。’01年に発生した池田小学校不審者侵入事

件が学校の危機管理意識を目覚めさせたように、
キャンプにとっての新しいリスクの出現はキャンプ
にも本格的なリスクマネジメントの必要性を認識さ
せることになり、キャンプ場の管理体制やサービス
の内容も変化するきっかけとなった。

　長年にわたって次々に現れるいろんなリスクに立
ち向かってきたキャンプがまた’03年から始まった
「指定管理者制度」という新しいリスクに直面するこ
とになった。これは公共施設の運営を民間団体に委託
する制度で、キャンプ場施設や海洋センター等もこの
対象となり、このことが大きなリスクとなった。キャ
ンプ場や海洋センターの運営には専門的高度な知識
や技術をもつ職員が必要で、素人集団では安全な活動
は難しい。しかしながら経費の節減という経済原則重
視で指定管理者制度になった施設で事故が発生し
た。’10年浜名湖の「三ケ日青年の家」で20人の乗った
ボートが転覆し1人が死亡した。この事件が発生した
のは、この施設が指定管理者制度になって1年目であ
り、十分な事故対応の経験がなかったことが被害を大
きくした。この後も指定管理者制度の施設で事故が相
次いで発生し、この制度の問題点は多い。そしてこの
現在の指定管理者制度は、野外活動やキャンプの大き
なリスクであることも事実であり、このことを我々関
係者は十分認識せねばならない。
　このように我々がキャンプの中で直面するリスク
は、人、物、気象、システム、組織等多岐にわたってい
る。その中には除去すべきリスクもあるが、うまく生
かしてキャンプ効果を生みだすリスクもある。リス
クの特性を正しく評価して排除したり、キャンプに
生かしていくことがキャンプのリスクマネジメント
なのである。

突風、竜巻、雷、ひょう、豪雨。

寒気による異常な気象が続いている。

アウトドアでは必ず気をつけて。

事務局日誌

公益財団法人　関西テレビ青少年育成事業団　顧問　畠中 彬

（武村）

広報部会  （事務局）
キャンプ指導者講習会・理論（ドーンセンター）
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■６月　９日（土）
■６月１８日（月）
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キャンプのリスクマネジメントの流れと特性 ②

キャンプを脅かす新しい
リスクの出現が危機意識を高めた

’03年から現れた新しい
管理運営のリスクー指定管理者制度
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　東日本大震災の被害者支援の取り組みについて、
4団体から報告がなされた。（詳細は一面をご覧下さい）

（１）平成24年度事業計画及び収支予算について
内容については別表の通り。（理事会専決事項）

（２）第11期専門委員について
一村小百合専門委員長の他、別表の通り23名の
専門委員が委嘱された。

（３）日本キャンプ協会の役員等就任について
大阪府キャンプ協会から、錦織会長が理事、石田副
会長が会長、永吉副会長が顧問に各々就任された。

　大阪府キャンプ協会の設立以来、協会の運営発展に
尽力された松林寛氏、滝口敏行氏、谷川俊一氏他3名
の方が退任され、別表の通り、理事29名、監事2名が選
任された。

　この度、理事・監事を退任された松林寛氏、滝口敏行
氏、谷川俊一氏、梶山泰男氏が参与に推挙され、引き続
き協会の運営に協力・指導を賜ることとなった。

　大阪府キャンプ協会の設立主旨であるキャンプ活
動の健全な発展普及とキャンプ等の関係者の相互連
携と資質の向上を図ることを目的に、キャンプ指導者
の養成の他、広報誌の発行、調査研究事業等事業の
実施に取り組んだ。
　２３年度の会員数は、前年より１２５減り６９７名、
団体会員は３７団体となっている。
（１）指導者養成事業及び会員事業
　・ キャンプ指導者養成講習会　参加者９名
　・ キャンプワークショップ　参加者４２名
　・ 他２事業
（２）情報収集と提供及び調査研究
　・ 広報誌「きゃんぷＯＳＡＫＡ」７６号～７９号発行
　・ 調査研究「地域社会のアイデンティティーを探るⅢ」
　・ 他３事業
（３）２０周年記念事業
　・ 記念式典 11月27日六甲山YMCA 参加者６３名
　　7名の若い指導者によるリレースピーチ
　・ 記念誌の発行 「大阪のキャンプ さらなる躍進」
　・ 国際キャンプ会議参加助成　2名に助成
　・ 記念品　他
（４）各種事業との連携
　・ 野外活動促進セミナー事業の共催の他、７事業の
　　後援及び１事業の協力
（５）日本キャンプ協会関連事業
　・ ＣＤ２級養成講習会実施協力　他

出席状況　正会員数　個人３９８名　団体３７団体
　　　　　本人出席３６名　委任状１１４名
＊５分の１以上の出席により本総会は成立
　規約１２条２項により、錦織会長を議長に選出、３議案
　について審議が行われ、承認された。

一般会計　
　会費収入・事業収入・前期繰越金等収入合計が
6,624,723円、事業費・管理費等支出合計5,795,851
円となっており、828,872円が次年度に繰越された。

事業特別積立金
　繰入金・前期繰越金等収入合計が3,915,272円、
20周年記念事業に1,000,000円が取り崩され、
2,915,272円が次年度に繰越された。

総会報告総会報告大阪府キャンプ協会

２、収支決算概要

会費収入
事業収入
雑収入
その他収入
当期収入合計
前期繰越収支差額
収入合計

2,710
1,590
12
0

4,312
830
5,142

事業費
管理費
その他支出
予備費
当期支出合計
当期収支差額
次期繰越収支差額

2,510
2,092
0

540
5,142
△ 830

0

収入の部 支出の部

特別積立金会計

一般会計

収入の部 支出の部
繰入金収入
諸収入
当期収入合計
前期繰越収支差額
収入合計

0
1
1

2,916
2,917

繰入金支出

当期支出合計
当期収支差額
次期繰越収支差額

0

0
1

2,917

会費収入
事業収入
雑収入
その他収入　
当期収入合計
前期繰越収支差額
収入合計

2,687
1,698
24

1,000
5,409
1,216
6,625

事業費
管理費
その他支出
予備費
当期支出合計
当期収支差額
次期繰越収支差額

3,836
1,959
0
0

5,795
△ 386
830

収入の部 支出の部

収入の部 支出の部
繰入金収入
諸収入
当期収入合計
前期繰越収支差額
収入合計

特別積立金会計

一般会計

0
1
1

3,914
3,915

繰入金支出

当期支出合計
当期収支差額
次期繰越収支差額

1,000

1,000
△ 999
2,915

※BUC…日本キャンプ協会BUC対象事業（予定）
※日程・内容につきましては変更になる場合があります

月

4
　
5
6
7

8
9
10
11
12
1

2
3

日

15
28
3～5
9
15
15

15

9
15

事業計画
調査研究（年間）
CD 塾（年間）
きゃんぷ OSAKA　80 号発行
キャンプ指導者講習会（理論）
キャンプ指導者講習会（実技）
総会・キャンプサロン
きゃんぷ OSAKA　81 号発行
キャンプ安全の日　

きゃんぷ OSAKA　82 号発行

リスクマネジメントセミナー
きゃんぷ OSAKA　83 号発行
野外活動促進セミナー

関西野外活動Ｍ2013

大阪府キャンプ協会 事務局

設立２１年目を迎えた大阪府キャンプ協会は、さらなる発展と充実を目指し、新たな展開に
取り組む中、平成２４年度の総会が、６月９日、ドーンセンターで開催された。

大阪府キャンプ協会 第11期 役員大阪府キャンプ協会 第11期 役員

大阪府キャンプ協会第11期 専門委員大阪府キャンプ協会第11期 専門委員
氏  名　
一村小百合 
伊原久美子
後藤　聖司
坂谷　惠司
武村　尚史
近山真由美
冨山　浩三
橋本　啓
横山　誠
大野　智代
國吉　啓介
久保　元嗣
小柳　敬明
竹内　靖子
津田　晃男
水流　寛二
寺田　周平
中村　舞
藤田　歩美
桝井　智之
柳澤　秀仁
山崎　大介
松島由佳里

団  体  名
関西福祉科学大学
大阪体育大学 
大阪府青少年活動財団  吉野宮滝野外学校部
国際障害者交流センター
ＮＰＯ法人ナック（大阪府立青少年海洋センター）
関西テレビ青少年育成事業団　　　
大阪体育大学 
ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター
大阪国際大学
株式会社宣成社
大阪市青少年活動協会  
大阪ユースホステル協会（大阪府立少年自然の家）
大阪市青少年活動協会  
ＮＰＯ法人キャンピズ
北YMCA
ＮＰＯ法人キャンピズ
茨木市青少年野外活動センター
大阪ＹＷＣＡ
豊能登山キャンプクラブ
土佐堀YMCA
大阪府青少年活動財団　吉野宮滝野外学校部
NPO法人大東市青少年活動協会
大阪府青少年活動財団　育成事業部

氏  名
錦織　一郎
石田　易司
永吉　宏英

焼野嘉津人

片岡　弘尚

森園　忠勝

石原　福造

一村小百合

今井　正裕

坂谷　惠司

中村　茂高

二宮　護
宮川　幸雄
岡野　幸雄
奥　　義博

片山　宣博

城越　幸一

新家　庸子

滝口　憲治

中嶋　輝雄
中山　羊奈
橋本　啓
福田　雅之
福田　芳則
松尾　博之
松田　寿春
山内　得世
山田　一郎
山本　博
大森　正孝
清家　昌弘

役職名
会  長
副会長
副会長

副会長

常務理事
常任理事・
事務局長

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事
常任理事
理  事
理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事
理  事
理  事
理  事
理  事
理  事
理  事
理  事
理  事
理  事
監  事
監  事

団  体  名
学校法人大阪女学院　副理事長
桃山学院大学 社会学部 　教授
大阪体育大学　学長
一般財団法人大阪府青少年活動財団
常務理事・事務局長
大阪府立青少年海洋センター　所長
国立室戸青少年自然の家　所長･
ＮＰＯ法人アサヒキャンプ　副理事長
公益財団法人大阪YMCA　業務執行理事・
大阪ＹＭＣＡ学院　理事長
大阪府キャンプ協会　専門委員長・
関西福祉科学大学　准教授
一般財団法人大阪府青少年活動財団
吉野宮滝野外学校部長
前大阪府キャンプ協会　専門委員長・
国際障害者交流センター　副館長
社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団
事業担当部長
公益財団法人関西テレビ青少年育成事業団　事務局長
一般財団法人大阪市青少年活動協会　事業部長
ＮＰＯ法人大阪市野外活動指導者連盟　会長
NOS(Nose Outdoor School)スクールマスター
社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団
事務局次長・企画推進部長
大阪薫英女子短期大学　准教授
一般社団法人ガールスカウト大阪府連盟
連盟長・トレイナー
公益財団法人大阪ユースホステル協会　参事・
大阪府立少年自然の家　所長
関西大学　非常勤講師
公益財団法人大阪ＹＷＣＡ　総幹事
ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター　所長
日本ボーイスカウト大阪連盟　事務局長
大阪体育大学　教授
ＮＰＯ法人 ナック　理事
豊能登山キャンプクラブ　代表
茨木市青少年野外活動センター　所長
小杉記念病院　院長（精神科医）
NPO法人日本森林ボランティア協会　事務局長
大阪府野外活動指導者協議会　副会長
堺市青少年活動振興協会　理事

（平成24年度～25年度）

（敬称略）

（敬称略）

（平成24年度～25年度）

★ ・・・専門委員長

平成24年度

第1部 総会

　情報交換・交流会は、若い会員の参加も多くあり、楽し
い雰囲気の中で、有意義なひとときがもたれた。
今後とも若い会員の参加が増え、協会の活力が高まっ
ていくことが期待されている。

第3部 情報交換・交流会

第2部 キャンプサロン

第1号議案 
平成２3年度事業報告及び収支決算(案)について
第1号議案 
平成２3年度事業報告及び収支決算(案)について

第2号議案 第11期役員の選任について第2号議案 第11期役員の選任について

第3号議案 参与の推薦について第3号議案 参与の推薦について

報告事項報告事項

１、平成２3年度事業概要

BUC

平成24年度  事業計画平成24年度  事業計画

平成24年度  収支予算　平成24年度  収支予算　 （単位：千円）（単位：千円）

平成23年度  収支決算　平成23年度  収支決算　 （単位：千円）（単位：千円）

BUC

BUC

BUC

★

OSAKA CAMPING ASSOCIATIONOSAKA CAMPING ASSOCIATION
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ていねい

からだ

いのち

　「知らなかったことを知ろうとする心を映し出す眼差し」
「新しい活動に力強く動かされる身体」「言葉にできない
何かを感じようとする表情」　生命が光り輝くとき、その
姿を美しいと感じます。夏は、人の姿に自然の輝きが綴り
織られて、その美しさに感動を覚えることが多いときです。
すでに、キャンプを計画する皆さんは、夏のキャンプを
計画し、指導者の体制を整え、期待する成果を確認し、
アクティビィティの企画を始めていることでしょう。わく
わくする気持ちに喜びを感じ、良いプログラムを実施す
ることに責任を感じる時です。この夏、キャンパーひとり
一人の生命が光り輝いてほしいと願っている皆さんに、
「丁寧に」ということを考えていただければと思います。
　「良い生活習慣を身につける」ということは、教育キャ
ンプの大きな目的の一つであると教えられてきました。自
分がキャンプ指導者として適切な姿勢を有していたのか
と考えると、「粗雑だった」とか「丁寧さが足りなかった」
とも思えます。キャンプにおいて、高い品性を保って行
いをなしていたならば、指導者仲間やキャンパーの人格
にもっと良い影響を及ぼしたのではないかと振り返ってし

まいます。私の振り返りから、一つひとつの
アクティビティにおいて、またキャンパー

への関わりにおいて、「丁寧に」

行いを積み重ねていくことを考えていただきたいのです。
例えば、食事ですが、ゆったりと急ぐことなく軽い会話を
交えながら、あたたかい料理を正しい姿勢と良いマナー
で楽しみながら食することが大切です。また、言葉づか
いですが、命令口調のように言葉を放り投げないで、また
名前を呼び捨てにしないで、正しい言葉を「丁寧に」使って
関わることが必要です。この例えのように、「丁寧に」キャ
ンプ生活を積み重ねることができれば、キャンパーの
情緒が安定し、キャンプ全体がゆったりと落ちついた
状況に向かい、高い安全性を保つことができます。そして、
キャンパーが指導者の「丁寧な」生活態度を模倣すると
すれば、自律的な自立に向かっていくときに、良い生活
習慣を身につける一助になること、即ち、良い「育ち」
が生み出されることになります。
　キャンププログラムを細やかに計画する
この時期に、指導者たちが「丁寧に」関
わりあい、「丁寧に」備えることができ
れば、そのキャンプは素晴らしいもの
になることを確信します。そして同時
に、私たちの品性が磨かれ、良い「育
ち」が生み出されていくことを体験
的に覚えていきたいものです。

いよいよスタート！新CD塾
　昨年１１月、大阪府キャンプ協会設立２０周年記念式典において、２０代から３０代の若手キャンプ指導者
によるリレースピーチが行われました。その中で、「次代を担うキャンプディレクターの養成は重要な課題で
あり、指導者の資質を高めるために若手指導者と大阪のキャンプを牽引してこられた先達との架け橋が、必要
である。」という趣旨のスピーチをさせていただきました。そして、その声を受け止めていただいた石田副会
長をはじめ多くの方々のご理解とご協力によって、このたびＣＤ塾をスタートさせることができました。
　今回のＣＤ塾では、若手キャンプ指導者が互いに切磋琢磨することで資質を高め、こどもたちによりよい
体験活動の場を提供することをねらいとしています。具体的には、①大阪のキャンプを牽引してこられた先達
の知恵を授けていただく、②キャンプ指導者の資格取得や単発の講座では補いきれない内容を学ぶ、③長期
にわたって相互の関係を築きながら進めることにより学びを深める、という三点をコンセプトにしています。
　そして、第１回ＣＤ塾には、２０代～３０代の若手指導者１７名が参加しました。それぞれがキャンプの第
一線で活躍しているメンバーです。また、記念すべき第１回には、ゲストとして錦織会長、焼野副会長にも
お越しいただきました。今回のテーマは、「新ＣＤ塾を考える」ということで、メンバー全員が共通理解を図
ることに重点をおきました。まずは、自己紹介とともにＣＤ塾に期待することや現在抱えている課題について
スピーチしました。多くのメンバーから「他団体の方から刺激を受けながら学びたい」、「他団体の方の考え
や意見を聞くことにより、よりよいキャンプをしていきたい」などの発言があり、志を同じくしていることを
互いに理解しました。今後の進め方については、自主的な学習の場とするため、メンバーによる自主運営を
原則とすることや一般的な主催者（運営者）と参加者という関係ではなく、メンバー同士で役割分担しなが
ら進めていくことを確認しました。
　これから２月まで、ゲストスピーカーによる講話と設定したテーマについての意見交換会を２回１セットで
行います。大阪のキャンプを牽引してこられた諸先輩方のキャンプ観にふれるとともに、率直な意見交換を
通じて学びを深め、互いに良い影響を受けながら学んでいきたいと考えています。

　大阪府キャンプ協会のキャンプ指導者講習会は、日帰りの理論研修と、２泊３日
の実技研修で開催されています。今年の参加者は９名。学生、NPO、市役所勤
務の方など、立場も目的も様々な方が集われました。
　理論研修では、キャンプの歴史や安全について、また室内でできるイニシアティブ
ゲーム等を、実技研修では実際の「キャンプ」体験を通して、技術を学びます。
　実技研修は５／３～５の日程で、吉野宮滝野外学校において、①すぐに役立つ
キャンプの技術、知識･･･ “ここだけの”テクニックを学ぶ。②イニシアティブゲー
ムを多く用い、キャンプの効果が高まる経験をする。ことを目的に開催されました。
　この２泊３日では技術や知識を習得するだけではなく、その先にある “楽しさ”
を伝えることができたらという思いで、プログラムを進めていきました。その “楽しさ”とは、単にイニシアティブゲーム
を通して、関係が深まるということだけでなく、自分達の基地＝居場所を作ることの “楽しさ”、キャンプファイアーで
火を囲む事の “楽しさ”、キャンプソングをみんなで声を出して歌う “楽しさ”、ロープワークを使いこなせることの
できる “楽しさ”、 ハードなプログラムをみんなで乗り越えた “達成感、充実感”･･･。
　参加者の意識の高さと相まってアットホームな雰囲気で２泊３日の時間が流れました。初日～２日目にかけては、
あいにくの空模様でしたが、そんなことで、めげてはいられません。基地作りにおいて、六角テントとブルーシートで
屋根を張った後には、その下でアウトドアクッキング、キャンプファイアーを行いました。２日目の朝も雨模様、しかし、ディ

スカバリーウォークの時には、小雨混じりの曇り空でしたが、雨具を携帯し、
吉野山へチャレンジしました。２日目の星空観察の時に、実際の星空を
見ることができなかったのが、残念でしたが、予定通りのプログラムを
無事に終えることができました。
　この３日間は私にとっても、「キャンプって、“楽しい”」という原点
に立ち戻ることができた時間でした。それは、参加者の皆さんが熱心
な態度で受講されていたからです。この講習会が、今後のキャンプイ
ンストラクターとしての活躍に繋がることを願います。

生命が光り輝くとき！
「丁寧に」関わりあい、「良い」育ちが生み出されますように 新会員名簿（6月30日現在　敬称略　順不同）

久次米 陽介
金沢 美穂
千葉 伊麻里
長尾 優美子
濵﨑 優里
前田 真生
山下 美優
由木 莉加
宮川 萌
高田 侑季
山本 一歩
西中 竜馬
向井 孝暢
栗塚 矢子
脇坂 康代
鶴川 幸樹
東 宜潔
歳弘 祐介
齊藤 眞澄
黒田 貴志
佐々木 亮祐
今西 友紀
月岡 希美
寺澤 愛美
戸梶 愛子

中尾 百合香
中島 澪
畠中 彩由
矢野 陽香
加藤 寛基
楠田 麻衣
小谷 明寛
辻本 耕汰
濵田 雄介
山中 綺子
板橋 楓
今村 勇哉
大野 一浩
鬼塚 大和
古山 雄大
芝本 亜衣
島野 学
田中 美紗子
豊下 久美子
西岡 貴昭
藤浪 香奈子
松下 絢香
水澤 雄大
池長 千也加
井上 祐樹

岡 志帆
尾﨑 亜耶
尾﨑 史弥
尾西 翔
木下 克樹
小嶋 美佳
清水 梨奈
鈴木 進介
谷口 香織
寺西 政輝
中岡 亜美
林 界斗
福重 愛唯
水野 貴矢
柳園 海
山本 紗織
早川 翔
松尾 主税
徳中 宏之
大宮 恵理加
佐藤 郁佳
小野 恭平
森田 智久
田畑 健太
髙橋 佑奈

堀内 満貴
末廣 鈴花
鴻上 雅
渡辺 忍
豊田 康一郎
奥野 史香
斎村 圭市郎
後藤 文彦
加藤 雅士
増谷 優児
村田 佳奈
武田 渉
福永 雄斗
原 隆晶
小森 拓人
黒田 悠太
垣内 利斗
筧 夏奈
池田 奈旺美
森 絵里香
小泉 唯真
植嶋 貴裕
山本 恵梨子
岡野 巧
吉井 勝哉

小林 隆之
南 貴文
堀川 眞澄
吉田 有里
花田 浩隆
北尾 光希
古久保 一聖
今城 秀男
田村 秋圭
青名 順大
坂原 萌
至田 和真
寺林 亮
竹田 百合子
井筒 章
川田 美香子
鮫島 一斗
真鍋 匠
宮脇 恭介
高原 昌美
大森 匠
小林 由美
田中 美波
小川 陽一郎
守部 真愛

渡邊 真貴
吉内 絵理奈
時岡 拓也
服部 直人
福田 康輔
片山 結衣
井本 大介
佐藤 貫地
竹部 恭平
靏田 一輝
細川 拓朗
吉井 信成
木森 麻菜美
藤森 菜摘
北村 夏希
松本 宜隆
三浦 悠太
塩路 裕晃
西脇 慧
松藤 祐哉
清水 龍
池田 裕磨
河野 由紀子
柴田 樹
富永 康介

難波 圭太
平松 未沙樹
大塚 裕一
尾川 範浩
金沢 容賢
竹内 誠良
宮東 佑季
山田 剛
大垣 優一
辻村 萌
坪井 崇人
林原 勇磨
森實 真士
吉田 拓史
浅田 一希
木下 貴介
西尾 真斗
西川 貴尋
吉松 美咲
飯田 紗梨
佐光 亮祐
中野 翔太
白石 貴大
中川 美月
橋本 和哉

森本 康暉
山下 勝也
湯浅 和斗
下田 圭亮
岸脇 裕人
蛭谷 直人
神田 章吾
伊藤 泰輝
米本 優衣
竹松 将輝
藤本 拓弥
下松谷 光
笹田 侑希
森本 慧
小野 有理
西田 彩乃
加藤 修治
中西 里恵
中島 麻里子
矢野 貴大
稲谷 成美
比奈本 唯
泉谷 圭亮
上野 佳輔
山口 雄大

平本 佳菜
丸山 愛子
田嶋 博文
松﨑 亮太
森口 豪
榎木 葵
益田 理佳子
原 尚子
二階堂 鼓
祐村 知寿
大坪 茜
立井 彩子
世良 和史
柿島 佳子
岡本 大志
菅沼 豊秀
川本 鮎斗
建部 伊織
伊藤 洋志
押川 智哉
田中 大資
田村 豊
中埜 修一
藤本 千恵
吉村 泰介

一般財団法人　大阪市青少年活動協会　三保洋士

一般財団法人　大阪府青少年活動財団　後藤聖司（指導者養成・会員事業部会）

「雨にもマケズ!!」
～キャンプインストラクター資格取得講習会～

キャンプ
指導者
講習会 ５月３日（木）～５日（土）吉野宮滝野外学校

４月２８日（土）
ドーンセンター（府立男女共同参画・青少年センター）

理論

実技

みんなで知恵を
出し合って課題

に挑戦！

身をもって体験できた「楽しく学ぶ」！

OSAKA CAMPING ASSOCIATION OSAKA CAMPING ASSOCIATION
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大阪府キャンプ協会　調査研究部会

OSAKA CAMPING ASSOCIATION OSAKA CAMPING ASSOCIATION

全国のモンベルストアへ、ぜひお立ち寄りください！

キャンプ、登山、カヌーなどのアウトドア用品は、
機能的なアイテムが豊富に揃う
モンベル直営店「モンベルストア」へ。

大阪鶴見店 箕面店

天王寺MIO店ALBi大阪駅店
大阪市北区梅田3-2-135 ALBi
TEL/06-6346-7544

大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO 8階
TEL/06-6770-1282

大阪府箕面市西宿 1-17-22
箕面マーケットパーク  ヴィソラ  EAST1-2階
TEL/072-749-5358

大阪市鶴見区茨田大宮 2-7-70
三井アウトレットパーク大阪鶴見 4階
TEL/06-6912-3400

1ヶ月後事後事前
35

40

45

50

55

60

図-1．アンケートの変化

非参加群
参加群幼少期の組織キャンプの

効果について
̶ 保護者からみた子どもの変容̶

　ここ最近、幼少期の豊富な自然体験が重視されて
いる。平成20年3月告示の幼稚園教育要領には「幼児
期において自然のもつ意味は大きく、自然の大きさ、
美しさ、不思議さなどに直接触れる体験を通して、
幼児の心が安らぎ、豊かな感情、好奇心、思考力、表現
力の基礎が培われることを踏まえ、幼児が自然とのかか
わりを深めることができるよう工夫すること」とある。
このような流れもあり、また参加者のニーズが高い
こともあり、野外教育界もキャンプ参加者の低年齢化
が進んでいる。しかし、その効果についての研究はあ
まり行われていない。そこで、幼児・低学年児童にお
ける組織キャンプの効果をここでは検討してみたい。

　効果を測るためにアンケートを作成した。内容は
「自然に対する興味・関心」、「家庭での生活態度」、
「コミュニケーション」、「自己成長」に関することである。
対象は平成１９年7～8月に実施された「びわこ・
ちびっこキャンプ」（全4回：日帰り3回、3泊4日の組
織キャンプ1回）の参加者37名（年長～小学2年生）
の保護者と、キャンプに参加していない同じ年代の子
どもを持つ保護者18名である。

　全体の変化を図-1に示す。キャンプ参加者はキャ
ンプ事前から事後に大きく向上した（統計的有意差
有り）。紙面に限りがあるので割愛するが、それぞれ
「自然に対する興味・関心」、「家庭での生活態度」、「コ
ミュニケーション」、「自己成長」で見ても、キャンプに
参加していない人よりもキャンプに参加した人の方
が、キャンプ前、キャンプ後、キャンプ1ヶ月後で高い
値であった。
　内容で見ると、「夜や暗闇を怖がらない」、「火遊びは
好き」、「自然を大切にする意識が強い」、「食べ物の
好き嫌いがない」、「家族や友達に感謝の気持ちを
言う方だ」、「歩くことを嫌がらない方だ」、「何かをや
ろうとするときリーダーになってやる方だ」、「新しい
友達を簡単につくれる方だ」、「みんなのできないよう
な難しいことに挑戦する方だ」、「気持ちをコントロー
ルできる方だ」、「自分の意見を言うことができる」が
特に高い向上を示していた。
　キャンプは子どもの豊富な自然体験を保証し、その
体験が人としての成長を支えていることが明らかに
なった。

大阪体育大学　伊原 久美子
（調査研究部会）

日本キャンプ協会　　TEL  03-3469-0217

関西テレビ青少年育成事業団　　TEL  06-6315-2591

ホームページリニューアル
　かねてより更新作業しておりまし
たホームページのリニューアルが完了
し、新たに見やすく・タイムリーに情
報発信することができるようにな
りました。
　「こんな活動します！」というお知
らせや、「こんなことがありました！」
等々、事務局まで情報をお寄せくだ
さい。随時アップしていきます！！
　

　2011年、大阪府キャンプ協会は20周年を迎えました。これまで、社会に求められる、時代の流れに
対応したキャンプ事業を行なうとともに、人との関係性や絆、そして「人を育てる」ことに力を注いできたと
強く感じています。混沌とした現代社会において、日々問われる人間関係の希薄さ、環境問題、自然災害
など、まさしく私たちの力が試されています。だからこそ、キャンプとともにキャンプに育まれた絆や力を発揮
する絶好の時期ではないでしょうか。今期の専門委員は大幅にメンバー交代をし若手メンバーを投入、
集まっただけで熱気溢れる顔ぶれです。この勢いと新鮮な発想で、次の10年に向けて、誰もが楽しめる、
親しめるキャンプのあり方を模索し、事業展開を行なっていきたいと考えています。キャンプ協会を通し

て、これまで以上に大きな「輪」を作ってみませんか。会員のみなさんと一緒に、キャンプ協力を作っていくことができればと
思っていますので、どんどん事業へご参加いただき、そしてご意見をお聞かせください。

　日本キャンプ協会ではより安全で楽し
いキャンプの普及を願い、毎年7月第3
日曜日（今年は7月15日）をキャンプ安全
の日と定めています。
　この一環として、キャンプの安全につ
いて考える標語を募集します。安全な
キャンプをイメージできる標語、実体験
から学んだ教訓など、みなさんの考える
「キャンプの安全」を教えてください。

[締切] 
8月10日（金）必着
[資格]
 どなたでも応募できます。
[応募方法]
ウェブ応募フォームまたは応募用紙を
ご利用下さい

キャンプ安全標語
※D1・D2共、いずれの会場でも受講可能です。ご都合にあわせて選択してください。

申込締切
7月27日
9月  7日

日　程
8月17～19日
10月6～   8日

場　所
秋田県立保呂羽山少年自然の家（秋田県横手市）
広島県立もみのき森林公園（広島県廿日市市）

申込締切
10月26日

日　程
11月22～ 25日

場　所
国立中央青少年交流の家（静岡県御殿場市）

申込締切
2013年1月25日

日　程
2013年2月16～17日

場　所
国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）

2012年度　キャンプディレクター養成講習会日程

この講座は３回にわたり、子どものコミュニケーション問題、指導者のコミュニケー
ション問題、コミュニケーションの手段としての話し方をテーマに開催します。

公開講座  「青少年指導とコミュニケーションを考える」

キャンプディレクター１級養成講習会

キャンプディレクター２級養成講習会(プログラムディレクター講習会)

キャンプディレクター２級養成講習会（マネージメントディレクター講習会）

主催
秋田県
広島県

テーマ

日 時

会 場
対 象

定 員
参加費

第１回
現代の子どものコミュニケー
ション能力の実態と問題点

１０月１０日（水）
時間はいずれも　１８時３０分～２０時３０分
関西テレビ本社　会議室
こども会やキャンプ等、子どもや青少年活動に関わっている指導者や育成
者、リーダー等
約60名
無料

第２回
青少年指導者のコミュニ
ケーション能力を高める
１１月７日（水）

第３回
コミュニケーション
を深める話し方
１２月１２日（水）

問合わせ・申込み　（公財）関西テレビ青少年育成事業団　TEL　06-6315-2591

募集要項・応募用紙等は
（公社）日本キャンプ協会ホームページに掲載

※受講要件や受講費用等は要項をご覧下さい。 http://www.camping.or.jp/2012CD.pdf

※キャンプディレクター２級（ＰＤ）養成講習会は都道府県キャンプ協会の主催です。
※上記以外に会場が増える場合があります。最新の情報は日本キャンプ協会WEBサイトでご確認ください。

http://www.osaka.camping.or.jp

募集！！

第11期専門委員長　一村　小百合新専門委員長  ごあいさつ



公益財団法人　関西テレビ青少年育成事業団　近山 真由美（専門委員）

　平成24年度総会に引き続いての第1回キャンプサロンでは、平成23
年度に東日本大震災の被災者支援事業を実施した４団体の事例発表が、
石田易司氏（桃山学院大学教授・大阪府キャンプ協会副会長）をコー
ディネーターに行われました。

　各団体の発表後、石田副会長の進行で支援事業に取り組んだ成果や困難だったこと、ＰＴＳＤ対策等についてのトーク
セッションが行われました。多くの成果があった事業ではありますが、団体ごとに実施までの困難もありました。「通常業務
外で準備を進めていたため、関係スタッフが全員で顔合わせできたのが当日だった」
「東北とのコネクションがなく、対象を絞るまでに時間を要した」「学生主体のグループでは、
信頼を得るまでに時間がかかった」など様々な状況があったようです。団体に応じて、状
況やプログラムは違いましたが、『子どもたちの笑顔をたくさん見ることができた』『夏休
みの遊び場を提供できた』『子どもだけでなく、保護者へのサポートにもつな
がった』など成果の部分は共通することが多かったように感じました。

　今回のテーマである“キャンプの可能性を探る”という面において、東日本大
震災に関する事業すべてが意味のある活動であり、またキャンプの持つ可能性
を感じさせてくれるものになったと思います。震災から２年、３年…と時間が経っ
ていくにつれて、状況は刻々と変わっていきます。今繋がっている関係性を続け
ること、東北の事を忘れないことが重要であるということを再確認する貴重な
時間となりました。

　“太陽が昇るようにみんなで未来を切り開こ
う”という想いを込めて、震災を機に関西に転入
をしてきた子どもたちを対象に学内施設で野外
活動・スポーツ活動を中心に、１泊２日のキャンプ
を実施した。

　関西に転入してきた被災者を対象に、月に１回
程度ハイキングやキャンプ、粉もんパーティーな
どを実施。ファミリー対象事業では、子どもだけ
でなく、保護者同士のコミュニティもできた。

　野外プログラムを通して、緊張状態をほぐし、夏休みの
楽しい思い出を作ってもらうことを目的に、関西に転入し
てきた被災児童を対象に２泊３日のキャンプを実施。野外
活動中心のプログラムを行った。

　被災地の発達障害児とその家族を対象に六甲山
YMCAで２泊３日のキャンプを実施。非日常が苦手な発
達障害の子どもたちのケアのみならず、保護者のストレ
ス軽減の場ともなった。

平成24年6月9日（土）
ドーンセンター（府立男女共同参画・青少年センター）

大阪体育大学
（縣千晴）

サンライズ
 キャンプ ―輪―

大阪YMCA
（近藤麻衣）

三菱商事ＹＭＣＡ
フレンドシップキャンプ

NPO法人キャンピズ
（築地佑人）

「あさがお」
　プロジェクト

関西テレビ青少年
育成事業団

（近山真由美）
フレンドシップキャンプ

～東日本大震災 被災者支援の取組みから～
キャンプの可能性を探る

11 22

33 44

平成２４年度 第1回キャンプサロン＜日本キャンプ協会 BUC対象事業＞

キャプションダミー

「続ける」「忘れない」を再認識

編　集／大阪府キャンプ協会
発行者／錦織一郎

OSAKA CAMPING ASSOCIATION
Vo l .81
平成24年7月15日
2012年夏号

〒556-0021 大阪市浪速区幸町2丁目７-３
りそな・アルテ桜川ビル４階

TEL:06-6561-7800 FAX:06-6561-7801
Contact : osaka@camping.or.jp

http://www.osaka.camping.or.jp
この広報誌はホームページからもご覧いただけます。

キャンプの可能性
は

無限大！

編集：大阪府キャンプ協会　広報部会

　　 
片山宣博、城越幸一、武村尚史、

　　 
橋本啓、橋本恵典、中村舞

※ご意見・ご希望がありましたら事務局まで
　お寄せ下さい

編 集 後 記

　

　毎年のように発生する野外活動中の事故がキャン
プや野外活動の危機意識を高揚させ、キャンプや野
外活動のなかのリスクマネジメントの重要性を意識
するきっかけとなった。そんな社会背景の中、2005
年から大阪で「リスクマネジメントセミナー」が開催
されることとなった。しかし関西は全国的に見ても
キャンプや野外活動の先進地であり、安全や事故
予防については古くから関心も深く、’80年代から
いろんな研究や調査がなされていた。それらの結果
や毎年実施してきたリスクマネジメントセミナーの
テーマを見ていくとキャンプのリスクも少しずつ変
化してきたことがわかる。

　もともとキャンプは「事故予防」「安全対策」重視の
活動で、大きな事故が発生することは想定されず、子
どもが安心して自然の中でいろんな活動ができる
「安全基地」の役割を果たしていた。しかし’90年代
末頃から、キャンプの世界にもじわじわと俗世間の
犯罪や事件が侵入してくることになった。そのひとつ
のきっかけとなった事件は、’03年8月に発生した
「キャンプ場に不審者侵入事件」であった。それは姫
路市の野外キャンプ場で宿泊キャンプに参加してい
た女子小学生が、テントで宿泊中に不審者が侵入し
身体をさわって逃げたという事件であった。この事
件は我々キャンプ関係者に大きな衝撃を与えた。そ
れまでのキャンプ場で発生する事故はケガや病気が
主で、その原因の多くはキャンプ指導者や参加者等
関係者の不注意やミスであった。キャンプ場にキャ
ンプと関係のない悪意の第3者が侵入し犯罪を犯す
ことは想定外であったし、だからと言ってキャンプ
場に関係ない第3者の侵入を防ぐことも不可能で
あった。’01年に発生した池田小学校不審者侵入事

件が学校の危機管理意識を目覚めさせたように、
キャンプにとっての新しいリスクの出現はキャンプ
にも本格的なリスクマネジメントの必要性を認識さ
せることになり、キャンプ場の管理体制やサービス
の内容も変化するきっかけとなった。

　長年にわたって次々に現れるいろんなリスクに立
ち向かってきたキャンプがまた’03年から始まった
「指定管理者制度」という新しいリスクに直面するこ
とになった。これは公共施設の運営を民間団体に委託
する制度で、キャンプ場施設や海洋センター等もこの
対象となり、このことが大きなリスクとなった。キャ
ンプ場や海洋センターの運営には専門的高度な知識
や技術をもつ職員が必要で、素人集団では安全な活動
は難しい。しかしながら経費の節減という経済原則重
視で指定管理者制度になった施設で事故が発生し
た。’10年浜名湖の「三ケ日青年の家」で20人の乗った
ボートが転覆し1人が死亡した。この事件が発生した
のは、この施設が指定管理者制度になって1年目であ
り、十分な事故対応の経験がなかったことが被害を大
きくした。この後も指定管理者制度の施設で事故が相
次いで発生し、この制度の問題点は多い。そしてこの
現在の指定管理者制度は、野外活動やキャンプの大き
なリスクであることも事実であり、このことを我々関
係者は十分認識せねばならない。
　このように我々がキャンプの中で直面するリスク
は、人、物、気象、システム、組織等多岐にわたってい
る。その中には除去すべきリスクもあるが、うまく生
かしてキャンプ効果を生みだすリスクもある。リス
クの特性を正しく評価して排除したり、キャンプに
生かしていくことがキャンプのリスクマネジメント
なのである。

突風、竜巻、雷、ひょう、豪雨。

寒気による異常な気象が続いている。

アウトドアでは必ず気をつけて。

事務局日誌

公益財団法人　関西テレビ青少年育成事業団　顧問　畠中 彬

（武村）

広報部会  （事務局）
キャンプ指導者講習会・理論（ドーンセンター）
キャンプ指導者講習会・実技
（吉野宮滝野外学校）
専門委員会（事務局）
CD塾①（大阪市社会福祉センター）
日本キャンプ協会 総会・キャンプアカデミー
（東京・オリンピック記念センター）
日本キャンプ協会都道府県キャンプ協会指導者研修会
（東京・オリンピック記念センター）
常任理事会（事務局）
専門委員会（ドーンセンター）
総会・キャンプサロン（ドーンセンター）
CD塾②（大阪女学院）
CD塾③（大阪南YMCA）

■４月１６日（月）
■４月２８日（土）
■５月　３日（木・祝）
　　  ～５日（土・祝）
■５月　７日（月）
■５月１４日（月）
■５月２６日（土）

■５月２７日（日）

■６月　４日（月）
■６月　９日（土）
■６月　９日（土）
■６月１８日（月）
■７月　２日（月）

キャンプのリスクマネジメントの流れと特性 ②

キャンプを脅かす新しい
リスクの出現が危機意識を高めた

’03年から現れた新しい
管理運営のリスクー指定管理者制度

OSAKA CAMPING ASSOCIATION大阪府キャンプ協会は、会員及び事業参加者等の個人情報については、適切・厳重に管理・保護してまいります。
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