
第２回南砺市利賀地域山村留学定住推進協議会 

平成２９年１２月１４日（木）  午後７時～ 

南砺市役所 利賀行政センター ２階中会議室 

１ 開会あいさつ  

２ 協議（報告）事項 

（１）森と水の自然体験キャンプ実施報告 

（２）先進地視察報告 

（３）平成３０年度短期山村留学実施計画 

（４）長期山村留学受入に向けての準備と課題 

・・・・・・・・・・ 資料１ P1 

・・・・・・・・・・ 資料２ P7 

・・・・・・・・・・ 資料３ P11 

・・・・・・・・・・ 資料４ P12 

３ 今後のスケジュールについて 

   第３回山村留学定住推進協議会   平成３０年３月  日（ ） 

    ・平成３０年度短期留学実施要項について 

    ・募集方法（配布チラシ）について 

４ 閉会あいさつ  



2017　夏休み 南砺市利賀

7/26～30

活動(かつどう)のしおり

森と水の自然体験キャンプ

参加者名 学年 住所 参加者名 学年 住所

1 M.K 小２ 東京 10 H.S 小６ 東京

2 S.T 小５ 東京 11 H.W 小２ 東京

3 N.Y 小３ 魚津市 12 S.E 小５ 埼玉

4 S.I 小５ 東京 13 R.T 小５ 南砺市

5 K.T 小１ 大阪 14 R.G 小６ 南砺市

6 M.M 小２ 東京 15 Y.S 小６ 南砺市

7 S.T 小３ 東京 16 K.U 小５ 南砺市

8 M.I 小３ 東京 17 K.I 小５ 南砺市

9 R.S 小６ 東京 18 R.K 小５ 東京都

夏の自然体験キャンプ２０１７　申し込み者名簿

資料１



7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日
6:00 6:00 起床、洗面 6:00 起床、洗面 6:00 6:00

6:30ラジオ体操、朝の集い 朝のつどい 起床、洗面 起床、洗面
朝のお話し 朝食づくり（テント撤収・フォレスト） お手伝い 朝の集い

7:00 7:00 食事配膳 7:00 朝食 7:00 朝食 7:00 朝食準備
朝食 片付け お手伝い 朝食
片付け テント撤収 片づけ

8:00 8:00東京引率者集合 8:00 8:00 8:00 荷物まとめ
　　　　　　　　　　　　　　　　8:30大阪引率者集合 8:30 荷物まとめ 帰る準備
8:45東京集合8＋2 ミーティング

9:00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9:00大阪集合1＋1 9:00 坂上地区周辺巡り 9:00 移動車でフォレストへ 9:00 農作業体験等 9:00 お土産づくり（木工等）
9:32はくたか       　　　 　　9:42サンダーバード 二つのグループに分かれ歩く 荷物片づけ

地図の準備 ミーティング
10:00 10:00 課題設定 10:00 ブナの森ハイキング 10:00 10:00

地名、建物、畑の作物 10:30掃除、忘れ物確認
地域の方とお話しをする 10:45農家発

11:00 11:00 友だちづくり 11:00 源流の森の自然観察 11:00 そば打ち道場 11:00
センター戻り そば打ち

11:30昼食
12:00 12:15新高岡着　　　　　　　　　12:17金沢着 12:00 昼食配膳 12:00 フォレスト戻り 12:00 12:00

12:30貸し切りバス発　　　12:30ワゴン車発 昼食配膳 12:30昼食 12:30昼食 12:15終わりの会、現地解散7人
片付け 荷物整理 12:45バス発（新高岡）　　　　

13:00 13:00 ミーティング（川遊び、キャンプ） 13:30 農家入りミーティング 13:00 13:00
13:30 全員で川の活動 14:00 農家入り 13:30フォレスト戻り

スターフォレスト周辺 2軒は徒歩、１軒は途中まで送り
14:00 14:00 選択活動 14:00

14:30:スターフォレスト着（現地6人） 釣り、川遊び、探検、のんびり休憩 14:30新高岡着
14:40始まりの会 あいさつ

7月26日～30日　森と水の自然体験キャンプ　（利賀村）  日程表

前夜、東京泊（目

杉、 ）

前夜、大阪泊（山本）

14:40始まりの会 あいさつ
15:00 部屋に荷物入れ男子2、女子2 15:00 終了、着替え 15:00 お茶タイム 15:00 おやつ（持っていく） 15:00 15:04はくたか新高岡発

15:30杉の箸づくり（軍手） 農家周辺散歩 （トウモロコシ？） （山本）金沢発14:57 
おやつ

16:00 16:00 キャンプ場へ移動 16:00 16:00 フォレスト戻り 16:00
片付け テント設営
16:30施設周辺散歩 ご飯炊き、カレー作り

17:20 17:201班入浴→10分後2班 17:00 17:00 入浴 17:00 入浴 17:00
洗濯チェック

お手伝い 17:52東京着
18:00 配膳1班 18:00 野外夕食 18:00 夕食 18:00 夕食 18:00 解散

夕食 お手伝い 大阪17：36着
みんなで片づけ

19:00 片づけ、２班 19:00 野営：テントで一休み（入浴なし） 19:00 だんらんの時間 19:00 アンケート 19:00
19:30 夕涼み 室内：フォレストへ移動（入浴） 暗闇の自然観察（選択活動）

20:00 日記（しおり）、翌日の活動ミーティング 20:00 各グループごとに月見草、星空観察 20:00 20:00 お別れ会 20:00
20:40寝る準備 日記（しおり）、翌日の活動ミーティング 日記（しおり） 日記（しおり）

21:00 消灯 21:00 消灯 21:00 消灯 21:00 消灯 21:00
スタッフ話し合い スタッフ話し合い スタッフ話し合い

22:00 22:00 22:00 22:00 22:00

23:00 23:00 23:00 23:00 23:00
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森と水の自然体験キャンプのアンケート（参加者） 

利賀の夏キャンプに参加してのアンケートにご協力下さい。 

下の質問に○を付けて下さい。         南砺市利賀地域山村留学定住推進協議会  回答数18

１． 住 所    東京9 大阪1 埼玉1 静岡1 富山6

２． 南砺市利賀村を知っていましたか？ 

①  はい 7     ② いいえ 11

６.  参加する前、今回の利賀村のキャンプのどこが楽しそうでしたか？（複数回答） 

① 山の中 4   ② 川遊び 17   ③ 民家でのとまり 14  ⑦ キャンプ 9

④ 山里のたべもの  6  ⑤ みんなで泊まること 10  ⑥ その他  8（         ）  

７.  体験して楽しかったこと は何ですか？（複数回答） 

① 箸つくり 5  ② 川遊び 14  ③ みんなとの生活 9  ④ 農家での宿泊 13 

⑤ キャンプ 12  ⑥ 自分で料理すること 13  ⑦ ブナの森ハイキング 13

⑧ その他 （                      ） 

８.  5日間の ながさ についてどうでしたか？ 

① ちょうどいい  7   ② もう少し長くてもいい 6   ③ 普通 1

④ その他  4 （                         ） 

９.  利賀村でこのようなキャンプや宿泊体験学習があれば、また参加しますか？   

① 参加したい 4      ② 考えてみる 13

③ その他 1

10  利賀のような地域で親元を離れての半年や一年間の山村留学についてお聞きします 

① 興味がある 6   ② 内容によって考えたい 7（                ） 

③ 分からない 5 （                         ） 

11．その他 今回のキャンプに参加しての感想をお願いします。 

・釣りが一番楽しかった。 

・同じ部屋の人とも仲良くできてよかった。 

・いつもスマホ見てるけど、見なかったら苦労した。 

・いろんな人がいてたのしかった。 

・思っていたよりつかれる。山羊を見て餌をあげるのが楽しかった。 

・農家泊、川遊びをまたしたい。楽しかった。また来年も参加したい。 

・1日目はちょっとさみしかったけど、2日目からは楽しかったです。もっと農家での宿泊が長かったらよ

かった。 

・農家さんの家に泊まれたのが良い経験になったと思うし、こんな生活もあると分かったのでよかった。

人との性格が合わなかったりしたのは一番疲れた。 

・ホームステイもっとしたい。山の中もっと歩きたい。 

・村の人たちともっと仲良くなりたい。
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森と水の自然体験キャンプ 活動アンケート（保護者） 

利賀の夏キャンプに参加して頂きまして誠にありがとうございます。大変お手数ではございますが、今後の計画・指導

の参考にさせていただきたく、アンケートにご記入の上、下記連絡先までＦＡＸまたは郵送にてご返送していただければ

幸甚です。        

該当するものに○等をお付け下さい。        南砺市利賀地域山村留学定住推進協議会  回答数14 

１． 住  所  東京6、静岡1、埼玉1、大阪1、富山5     氏 名             

２． 性別  ① 男9   ② 女5   年齢      歳  

学年 1年1、2年2、3年2、4年1、5年5、6年3

３． 南砺市利賀村を知っていましたか？ 

① はい6  ② いいえ8

４． 今回のキャンプをどこからの情報で知りましたか？ 

① インターネット7

② チラシ1

③ 口コミ3

④ その他3（育てる会3、友人）

５． 参加してのお子様の感想についてお知らせ下さい。 

① とても満足している10   ② やや満足している4    ③ やや不満である  

④ とても不満である   ⑤ その他（         ）  

具体的に 

・釣り・川遊び 

・さまざまな自然体験ができたことが、楽しかったようです。 

・いろいろな体験が出来て、充実していた とのこと。 

・釣りができたのが楽しかったようで、父親と再び利賀の川へ行ってみたり、釣りの本を読むようになった。キャ

ンプの時の話は言葉少なにしか語ってくれないので、どうも緊張していて、自分を出せなかった部分もあるよう

だ。 

・活動自体は、とても楽しくよい思い出になった様です。キャンプの出来事を、たくさん話してくれました。一緒

に参加したお子さんとのやりとりで、不本意なこともあった様なので、②としましたが、親としては、そういう

ものだと思っております（いろんな子がいて当たり前なので）。 

・同じ班で、息子に対して暴言を吐くお友達がいたようです。リーダーの方より注意を受けたようですが、改善さ

れることなく、ホームステイも同じことで、最後までいやな気持だったと、本人が話していました。 

・川遊びが一番楽しかったそうです。川は危ない所だと教え育ってきたので、きっとドキドキしながら川に入った

のでは？と思っています。また、草鞋(わらじ)も自分で作ったのだと、自慢げに見せてくれました。同じ南砺市

に住んでいながら、知らなかったことがたくさんあったみたいです。ありがとうございました。 

・川遊び、魚つり、農家ホームステイetcと、自然の中での活動が多く、楽しかったと言っておりました。高岡弁

になって帰ってきて、びっくりしました。それだけ、地元の方と密に活動していたんだと思いました。 

６． 活動に参加させてみてよかったと思われることはどんな点ですか。具体的に 

・夏休みという長期休暇を利用して、４泊５日の自然に触れる活動ができて、子供の情緒に、良い影響を与えたと

思います。DSやPCゲームと離れることができて、良かったです。 

・５日間、親から離れた生活が初めてだったので、自信がついたのではないかと思います。 

・魚つり等や、農家の方にお世話になったこと。 

・全く初対面の人との中で、さまざまな体験をすることができ、何をしたかよりも、キャンプ全体として、自然の

中で森と水に触れたということが、経験として大変よかった。 

・富山弁なまりになって、東京に戻って来ました。富山の方々 と、たくさん触れ合い、楽しい時間を過ごしたのだ

ろうと感じました。旅行会社が主催するものと違い、地元の方がいろいろと関わってくださる点が、とても良い

と思います。 
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・自然の中での生活、村の方との交流、つり体験、生まれてはじめて見たホタル が嬉しかったようです。 

・食事の準備や後片付けを、声をかけなくても、自ら手伝ってくれるようになりました(今だけかもしれませんが

…)。３兄弟の末っ子で、甘えてばかりの生活でしたが、少しずつですが、自分のことは自分でするようになり、

参加させて良かったと思います 

・自然の中でのびのびと、指導者のもとで活動できることで、遊び＋学び  ができることや、地元の人々 の関わり

が、子供にとてもよい影響を与えているように感じました。 

７． 活動内容、指導方法、その他ご要望がありましたらご記入下さい。 

・ほんとに細かなことですが、帰りの日にクワガタを持って帰ろうとしたら、注意されたようです。できれば、最

初から、「虫は持って帰ることはできない」と、本人に説明してあげてほしかったです。 

・民泊までさせていただき、大変お世話になり、ありがとうございました。（本人がほとんど話をしないので、指

導状況等については全く分かりません。） 

・見送りは、「銀の鈴」まで。ここから先は、自分で荷物の管理、行動等、責任を持って行う、というメリハリの

のあるところが良かったです。（自立できるよう少しずつ準備をという気持でキャンプに送りだしたので） 

・子供同士なので仕方がありませんが、暴言をはく等の参加者は、グループを分ける等の対応があっても良かった

のではと思います。キャンプの楽しさも良い思い出になったようですが、暴言が５日間続きショックを受けたよ

うです。 

８． 今回の活動に参加申し込みされたのはどうのような理由、目的からですか？ 当てはまるもの全てに○印を付け

て下さい。 

① 友だちに誘われたから2

② 活動内容が良さそうだったから11

③ 費用面でよかったから1

④ 活動場所に魅力を感じるから5

⑤ そだてる会や指導員に進められたから2

⑥ 活動日数が子どもに最適だと思ったから4

⑦ 似たような活動に参加経験があったから 

⑧ 生きもの 草花に関心があるから2

 山村の暮らしに関心があるから3

⑩ 将来山村留学を考えているから2

⑪ 自然環境（山・水・空気など）に関心があるから5

⑫ その他3

具体的に 

・夏休みの思い出づくり。 

・当初、弟が参加の予定でしたが、代わりで参加させてもらいました。柔軟に対応して頂き、ありがとうございま

した。 

・山村留学に興味はありますが、１年間は長い為、短期間は良かったです。 

・今まで訪れたことのない場所で、初めて出会った友達との団体活動を体験させたいと思った。また、山村留学に

興味があった。 

９． 今後、利賀地域でこのようなキャンプ・体験留学等があれば参加を考えますか。 

① 参加したい 9

② 内容による 2

③ 分からない  3（理由：遠いので1）

10.  その他 

・ネットで、キャンプの様子を見て、まるで映画のトトロの様だと、親まで行ってみたくなりました。娘も、泊め

て頂いた民宿をネットで探して、見せてくれました。いつか家族で訪れてみたいです。素敵な所ですね。 
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平成３０年度利賀地域短期山村留学実施要項(案) 

１ 趣  旨 

夏休みの４泊５日の間、利賀村での生活や様々な体験活動を提供し、自然や地域の人々とのふれあい

を通して農山村生活の理解を深めてもらい、長期山村留学へ結びつける。 

２ 主  催   南砺市利賀地域山村留学定住推進協議会 

共  催   南砺市教育委員会  

企画・指導   公益財団法人育てる会 

３ 活 動 名   夏休み 森と水の自然体験キャンプ 

４ 実施期間   夏休み期間中の４泊５日   月  日（ ）～  月  日（ ） 

５ 募集人員   小学生 ３０人（小学１年生～６年生） ※別途市内小学生 ５人 

６ 集合解散   東京駅、大阪駅、新高岡駅、現地 

７ 引率方法    東京駅（大阪駅） －新幹線（電車）－ 新高岡駅 －バス－ 現地 

８ 参 加 費   ４０，０００円（現地までの交通費は別途） 

９ 募集方法   チラシ（利賀出身関係者、武蔵野市内、主要新聞社、出版社等） 

育てる会機関誌へのチラシ添付

         インターネット（協議会ホームページ、育てる会等の外部団体よりリンク） 

10 指導体制  （育てる会職員＋ボランティア）８名、ホームステイ９家庭、その他講師等 

11 事前研修   参加者向け事前オリエンテーション（東京・大阪）  

         ホームステイ家庭の事前研修（１回） 

         指導ボランティアの事前研修（１回） 

12 主な活動内容 

期 日 活  動  内  容 宿泊場所 

１日目 14:30現地集合、開村式、オリエンテーション、竹の箸作り スターフォレスト 

２日目 
午前 地域内オリエンテーリング 

午後 川遊び、１泊キャンプ（野外炊飯、テント泊） 
テント 

３日目 
午前 ブナの森ハイキング 

午後 ホームステイ先での活動（農業体験等） 
ホームステイ 

４日目 
午前 農業体験、そば打ち 

午後 選択活動（釣り、探検など）、ナイトハイク、お別れ会 
スターフォレスト 

５日目 
午前 お土産作り、活動のまとめ、荷物整理、館内清掃 

13:00 閉村式、現地出発 

※ 平成３０年７月～８月の主な行事予定 

  武蔵野市児童招聘事業     ７月２４日（火）～２７日（金） 

 SCOTサマー・シーズン2018  ８月２４日（金）～９月２日（日）  
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－ 山村留学事業本調査コンサルティング調査報告書より抜粋 － 

長期山村留学受入に向けての準備と課題（Ⅲ具体化に向けて） 

１ 持続可能な事業を目指して 

   ・山村留学継続実施地域 １０６校／３４６校 

   ・毎年一定人数が集まる地域と確保できない地域の２極化 

（１）事業理念、基本方針の明確化 

（２）強固な運営組織と行政の関わり 

（３）地域住民の心構え（取り組む姿勢） 

２ 拠点施設の設置 

居住形態 特徴 

里親方式 里親（受入家庭）が必要。継続性に問題あり。 

寮方式 開始に先立ち施設整備が必要。 

併用方式（学園方式）  育てる会が推奨する方式 

家族（親子）方式 本来の山村留学としての意味合いが薄い 

    活動理念を具体化するためには、施設整備が必要 

    アーパスを拠点施設として整備することを提案 

３ 拠点施設に求められるマンパワー 

山村留学指導員の重要性とその確保 

最低でも長期留学開始の１年前には指導員を確保する必要性 

４ 留学事業実施シミュレーション 

（１）年次別 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33～ 

予備調査 本調査 短期留学開始

（年毎に内容

の充実を図る） 

施設整備検討

   ※総合戦略事業はＨ３１まで 

（２）運営経費 

拠点施設管理運営費  35,480 千円 

拠点施設事業費     10,000 千円 

事業収入        △11,870 千円     差引経費 33,610 千円 

５ 育てる会との連携 

   事業実施のためのノウハウの提供 

   常駐指導員の派遣 
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