
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●参加対象 
緑の少年団都道府県連盟、都道府県緑化推進委員会，緑の少年団を実際に指導する者、 
関連する事業を実施する NPO 関係者ほか 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全国緑の少年団連盟主催 

林野庁補助事業・国土緑化推進機構共催 

令和 4 年度『緑の少年団 指導者研修交流会』 

開催要領  

 緑の少年団は、次世代を担う青少年が緑を愛する人間性豊かな社会人へと巣立っ

ていくことを目的に、全国各地で多様な活動が展開されております。 

 この指導者研修交流会では、講習や研修交流会を通じ、少年団活動におけるリス

クの適切な管理についての研修と、全国各地の少年団活動事例や森林環境教育の現

状、企業の取り組みなどを学び、指導者間の交流を行うことが目的です。 

令和 4年度では、昨年度に引き続き、動画によるオンデマンド講習とオンサイト

研修交流会を実施します。動画サイト YouTube の限定公開機能を使った『オンデマ

ンド講習』は指定 URL から期間中自由にご視聴いただけます。また、新型コロナ感

染症の対策に配慮しながら、対面での研修交流会を関東と関西の各１か所で開催し

ます。多くのご参加をお待ちしております。 

開催趣旨 

◆動画によるオンデマンド講習 
○配信開始日時：令和 4 年 10 月 3 日（月）9 時 30 分以降 

※YouTube に申込者限定公開でコンテンツを随時公開します。 
※受講希望者は予め Google フォームからお申し込みください。 
※限定公開動画を視聴するための Youtube アカウントは不要です。 

○配信終了日時：令和 5 年 1 月 31 日（火）17 時まで 
 
◆オンサイト研修交流会 
 〇東京会場：令和 4 年 11 月 18 日（金）11 時～17 時まで 

開催場所：川崎市立黒川青少年野外活動センター（神奈川県川崎市） 
 〇京都会場：令和 4 年 11 月 19 日（土）10 時～16 時まで 
  開催場所：公益財団法人青少年野外活動総合センター 友愛の丘（京都府城陽市） 
 
◆申込方法：Google フォーム上にある「参加申込」にチェックを入れてください。 
◆申込期限：令和 4 年 10 月 28 日（金）16 時まで 

研修講習会開催概要 



◆オンデマンド講習 内容詳細（変更となる場合もありますので、ご了承下さい。） 
 
10 月●日公開スタート 
※YouTube 限定公開の URL は申込いただいたメールアドレスへ送付いたします。 
※公開スタート時に YouTube にアップされてない講習動画については、随時ご案内差し上

げます。 
 
 

テーマ 内   容 講 師 

森林環境教育  講義： 
森林環境教育の基礎（３部構成） 
 
※15 分程度の動画が 3 本アップされています。 
※オンサイトの研修交流会に参加の方は、必ず動

画を視聴してください。  

増田 直広 氏 
鶴見大学短期大学部保

育科・講師／公益財団法

人キープ協会・主席研究

員 

学校教育と 
体験活動  

講義： 
学校教育と体験活動 「学校教育における体験活

動の意義や位置づけ；学習指導要領と体験活動関

係や学校と連携するための糸口について」 
  

板倉 浩幸 氏 
小学校教諭／NEAL 主

任講師／RAC トレーナ

ー 

森林内で使え

るアクティビテ

ィ紹介 

指導と講義： 
ネイチャーゲームを活用した森林内環境教育アク

ティビティの紹介（構成から意図開きまで） 

青山 裕子 氏 
公益社団法人日本シェア

リングネイチャー協会・常

務理事／愛知県シェアリ

ングネイチャー協会・理

事  

リスクマネジメ

ント研修 
 
※効果測定希
望者は 

講義：森林環境教育プログラム運営のためのリス

クマネジメント 
 
①リスクマネジメント研修「事故事例と保険」 

②森林活動におけるリスクマネジメント基礎 

①町頭 隆児 氏 
有限会社オフィステラ・代

表 
②佐藤 繁一 氏 
NPO 法人国際自然大学

校・事務局長 
  

 
  



◆オンサイト研修交流会 内容詳細（変更となる場合もありますので、ご了承下さい。） 
 
テーマ：森林環境教育についての講義とアクティビティの体験、交流情報交換 
 
※オンデマンド講習をすべて見ていなくても参加いただけます。 
 
 
令和 4 年 11 月 18 日【東京】オンサイト研修交流会 
＜スケジュール＞ 

 
 
令和 4 年 11 月 19 日【京都】オンサイト研修交流会 
＜スケジュール＞ 

 
 
 
 
 

時間 内容 
10:30 
11:00 

 11:15 
 
13:45 
14:00 
15:00 
15:10 
 
16:30 

 16:45 

受付開始 
開会式/主催者挨拶/オリエンテーション/研修目的・テーマの共有 

実技体験：森林内環境教育アクティビティの紹介（構成から意図開きまで） 

途中～昼食（各自持参）～ 

休憩 

講義：森林環境教育 

休憩 

グループディスカッション「関心のあるテーマ」別に分かれる。 

※令和 3～4年度の活動について紹介できる資料があればご持参ください。 

まとめ 

閉会 

時間 内容 
09:30 
10:00 

 10:15 
 
12:45 
13:00 
14:00 
14:10 
 
15:30 

 15:45 

受付開始 
開会式/主催者挨拶/オリエンテーション/研修目的・テーマの共有 

実技体験：森林内環境教育アクティビティの紹介（構成から意図開きまで） 

途中～昼食（各自持参）～ 

休憩 

講義：森林環境教育 

休憩 

グループディスカッション「関心のあるテーマ」別に分かれる。 

※令和３～４年度の活動について紹介できる資料があればご持参ください。 

まとめ 

閉会 



◆お申込みについて 
・下記 URL の Google フォームからお申し込みを受付いたします。 

https://forms.gle/g6wDzg6bJicmrXPs6 
 
※複数人をまとめて申込することはできません。参加者１名につ

いて 1 回 Google フォームに申し込み入力するようにお願いい

たします。 
※ご記入いただいた事前アンケートは、内容に応じて講師にも共有させていただきます。 
 

〇オンデマンド講習について 
※申し込み時に記入いただいたメールアドレスに、オンデマンド講習の YouTube 限定公

開 URL をお送りいたします。期間中、各自のペースで受講を進めてください。 
 
※リスクマネジメント講習については、2 部構成で、内容の理解度を確認するために

Google フォームを使って効果測定をおこないます。効果測定の URL は 11 月中旬にお

申込みのアドレス宛にお送りいたします。 
※効果測定の結果は、主催者及び運営者、講師に共有されます。 
※効果測定を実施した方にリスクマネジメントの修了証を発行いたします。 
※理解度が不足していると思われる方へは個別対応させていただく場合があります。 

 
 
〇オンサイト研修交流会について 
 ※申し込み時に入力いただいたメールアドレスに開催 1 ヶ月前を目途に参加者用の資料

をお送りいたします。 
 
 ※会場については、体験活動のフィールドを優先して選定したため、都心から離れており、

移動にはご不便をおかけします。 
 
 【関東会場】11 月 18 日（金）「川崎市立黒川青少年野外活動センター」 

所在地 ：〒215-0035 神奈川県川崎市麻生区黒川 313-9 
電話番号：044-986-2511 
https://kurokawa-yagai.com/access/ 
 

 【関西会場】11 月 19 日（土）「公益財団法人青少年野外活動総合センター「友愛の丘」 
       所在地 ：〒610-0121 京都府城陽市寺田南中芝 80 

電話番号：0774-53-3566 
 

 
 
〇お申込み確認 
・受講者とのやり取りは 2022forest@nots.gr.jp というアドレスをつかってお送りします。 
※2022forest@nots.gr.jp からのメールが受信できるように設定をご確認ください。 
 
 



◆講師プロフィール 

 

「森林環境教育論」 

増田 直広（ますだ なおひろ）／鶴見大学短期大学部保育科講師、公益財団法人キープ協

会・主席研究員 

略歴 

埼玉県生まれ、公益財団法人キープ協会 環境教育事業部において環境教育指導者養成

事業、自然体験などを実践する傍ら、環境省、文部科学省、林野庁、自治体、企業などでの

環境教育にかかわる。山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター館長兼務、山梨県地球温暖化防

止活動推進センターセンター長兼務 

●専門は環境教育、生涯学習としての環境教育、地域資源を活用した環境教育システム、イ 

ンタープリテーション環境教育事業。 

●現在は鶴見大学短期大学部保育科講師、都留文科大学非常勤講師、日本大学非常勤講師、 

立教大学ＥＳＤ研究所客員研究員として大学教育にかかわる一般社団法人日本インター 

プリテーション協会理事、一般社団法人日本環境教育学会理事、（特非）自然体験活動推 

進協議会理事を務める。 

 

「森林内で使えるアクティビティー紹介」 

青山裕子（あおやまゆうこ）／愛知県名古屋市在住／公益社団法人日本シェアリングネイチャー

協会常務理事・愛知県シェアリングネイチャー協会理事 

略歴 

愛知県名古屋市在住。ネイチャーゲーム指導員資格、ネイチャーゲームトレーナーとして、大学

を中心にネイチャーゲームリーダー資格取得講座の主任講師、ネイチャーゲーム都道府県組織

開催の指導員研修講座の講師、他団体や市町村依頼の自然体験活動の講師、高齢者対象自然

歩きの会を主催 

●森林ボランティアリーダー／あいち海上の森フォーラム役運営委員、子ども樹木博士認定活動

推進協議会会員、愛知県岡崎市「岡崎森林組合林業クラブ」会員 

 

「学校教育と体験活動」 

板倉 浩幸（いたくら ひろゆき）／相模原市相原小学校教諭、東京農工大学大学院 

略歴 

神奈川県生まれ、ドイツでの 3 年間の活動後、20 年ほど前から神奈川県相模原市と長野県富

士見町の 2 拠点生活にて、小学校教諭と平行し野外自然体験の指導、企画、指導者育成を行っ

てきた。 

●専門は森林 ESD、学校教育と社会教育の共同、学校教育と体験活動、パッケージプログラムの

活用、小規模醤油造り、など。 

●現在は、小学校現場で教諭としての実践、自然学校などでの指導や指導者育成に加え、東京

農工大学にて森林 ESD を中心とした研究活動を行っている。 

 

「リスク研修１：自然体験活動における事故事例、保険、補償について」  

町頭隆児（まちがしら りゅうじ）／有限会社オフィステラ・代表 

略歴 

鹿児島県生まれ・損害保険・生命保険の保険代理業・ファイナンシャルプランナー（AFP） 

●平成 13 年、14 年、15 年度文部科学省「野外教育企画担当者セミナー」リスクマネジメントセミ



ナー講師（損害保険部門） 

●平成 16 年度国土交通省港湾局、「自然体験活動指導者のための海辺の安全対策マニュアル」、

海辺の自然学校懇談会メンバー 

●平成 17 年度林野庁、「森林体験学習等における安全管理手法に関する調査」検討委員会メン

バー 

●平成 17 年度環境省、「自然とふれあい活動における安全対策マニュアル」、検討委員会メンバ

ー 

●（特非）自然体験活動推進協議会 安全委員 

●（特非）自然体験活動推進協議会認定 リスクマネジャー 

●日本アウトドアネットワーク 安全委員 

●「全国子ども農山漁村交流プロジェクト推進研究会」法務安全対策部門委員 など森林環境教

育・自然体験活動のリスクマネジメント】 など 

 

「リスク研修２： 森林活動におけるリスクマネジメント基礎」 

佐藤 繁一（さとう しげかず）／（特非）国際自然大学校・事務局長 

略歴 

東京都生まれ。自然環境保全系専門学校の専任講師/フィールドインストラクターとして

長野県信濃町・山梨県増穂町・鹿児島県屋久島などをフィールドに自然環境保全分野人材養

成を実践。2003 年より国際自然大学校へ、現在は事務局長、リスクマネジャーを務める。 

●専門は昆虫など生物を中心とした環境教育、野外教育・冒険教育にかかわる人材育成、自

然体験活動におけるリスクマネジメント。 

●（特非）自然体験活動推進協議会常任理事、（特非）川に学ぶ体験活動協議会常任理事、

（特非）東京都キャンプ協会理事（事務局長）、JAPAN OUTDOOR LEADERS AWARD 運営委員、

新潟県見附市耳取遺跡保存活用計画策定委員 など 

 

以上 

 
 

「緑の少年団指導者研修交流会運営事務局（国際自然大学校内） 
 担当：久保田、佐藤(繁) 
 〒201－0003 東京都狛江市岩戸北 4‐17‐11 

TEL：03-3489₋6320 E-mail：2022forest@nots.gr.jp 

運営 

 公益社団法人国土緑化推進機構 政策業務部［担当：大松］ 
（「全国緑の少年団連盟」事務局） 

 〒102－0093 東京都千代田区平河町 2-7-4 砂防会館内 
TEL：03-3262-8457 FAX：03-3264-3974 E-mail：forest@green.or.jp 

主催 


