（法第28条第１項関係様式例）

平 成 26年 度 事 業 報 告 書
平成26年１月１日から平成26年12月31日まで
（法人の名称：特定非営利活動法人やまぼうし自然学校）
１ 事業の成果
今期は下記重点３項目を挙げて実施した。
１、「つながりを活かす」
■菅平地域魅力アップへの貢献
・地域活動への協力と発信（情報、ひと、笑顔）
○菅平スカイトレランイベントへの協力
○スポーツ雪合戦 菅平高原スノーボールバトルへの協力
○菅平高原カントリーフェスティバルへの協力
○銀座NAGANOでの上田市プレゼン
○八十二銀行青山支店での上田市ディスプレイ
■上田市域とのつながり
・ネットワークをいかした協働活動
○上田市環境市民会議 森遊びイベント
○別所上松屋旅館 クラフト教室
○HanaLab.
■企業とのつながり模索

アイダオ

NABO

・企業CSR活動、社員向け福利厚生活動への参入
○鉄工所社長との出会い
２、「チャレンジ」
■主催イベント（長野校）
・定番イベントの精査と魅力アップ
自然観察系イベントの追加によるバリエーションアップ
企画担当者の分担による視点変化
○主催イベント
手前味噌作り、スキーピクニック
ワイルドジビエランチ、山菜ランチ
米子大瀑布へトレッキング
蔓かご編み、正月飾り作り
・地域の魅力発信に向けたイベントの開催（他団体との協働）
○中部森林管理局 ふれあい推進事業イベント実施協定
松川あがりこサワラ
上高地散策
軽井沢千ヶ滝スノーシュー
戸隠スノーシュー
○信州上田アウトドアビジターセンターイベント協力

・信州上田マウンテンゲームス

主催うえだミックスポーツクラブ

■事業
・他団体との連携強化と活用
○GreenGiftﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（東京海上日動火災保険によるCSR事業）
竹かんじきづくり
親子でアウトドア！
木曽川源流探検隊（共催：NPO法人木曽川水の始発駅）
森林の恵み体験（共催：一期会）
・上田市域の自然体験活動に関する情報・ひと・アイデアの発信基地
○真田地域自治センター

平成２６年度「信州

山の日」連携事業業務委託

的岩を見に行こう！～花の花の花童子コース～
秋の森でキノコ狩り＆キノコ料理
秋の森で素敵発見！親子ネイチャートレイル
■スキルアップ
・集客、フィールド活用、人材育成、地域貢献のスキルアップのための他団体へ
の視察と講座や研修会への積極的な参加
ニーズ（大人・子ども）を知る、心をつかむガイディング技術
○ワンパク大学合宿へのスタッフ派遣
○同業者ネットワーク交流会への参加
３、「首都圏事業」さらなる充実
・ニーズを汲み取った主催イベント新企画による顧客の定着
・ネットワークを活かしたコラボ企画推進による新規客獲得
・幅広い層を対象にした植物観察講座の新設、増設
○森めぐり講座の2コース化
○神奈川シニア、埼玉シニアとの連携
○自然体験推進協議会新規事業への協力（キッズフェスタ、野外力検定ほか）
メディアへの取材協力
・SBCラジオ「坂ちゃんのずくだせえぶりでい」3回
・FM長野「ランチタイム＠信州」
・信越放送「エコロジー最前線」2回
・長野朝日放送
・TBS放送「風の言葉」
・NHK「ゆうどき」
（１） 森林の総合利活用推進事業
①委託（行政）
・上田市 平成２６年度「信州
・上田市教育委員会

山の日」連携事業業務委託

平成26年度野外活動リーダー養成講座

・上田市森林整備課「森の学校」実行委員会イベント
・上田市真田地域自治センター 四阿山登山道整備
・上田市東部地区青少年育成自治懇談会 講演
・上小林業振興会
・上小林業振興会

料理、クラフト担当

上小地区緑の少年団指導者研修会企画、実施
上小地区みどりの少年団交流集会クラフト担当

・上小地区森林祭実行委員会

森林祭での汁作り

・上小地方事務所「ジビエを食べて、山村の振興を考える」クラフト担当
・上小地方事務所

「信州山の日企画」登山ガイド

・北信教育事務所東北信小・中・特別支援初任者研修講師
・長野地方事務所 長野地方子ども会育成指導者研修会講師
・長和町保健センター 親子ふれあい教室２回
・菅平保育園「やまぼうしの会」森遊び２回、カレーづくり１回
・上田市立傍陽小学校 PTAレクリエーション
・上田市立長小学校 PTAレクリエーション
・長野県立短期大学

チーム95

委員
・上田市林業振興協議会

・上田市総合計画審議会

・上小地域観光戦略会議

・上小森林づくり地域会議

・長野県森林審議会
・長野県学習旅行誘致推進協議会誘客
・林野庁林政審議会（～２０１５年１月まで）
・林野庁森林山村多面的機能発揮対策評価検証事業検討
・中部森林管理局技術交流会審査 ・中信森林管理署地区懇談会
・木曽森林ふれあいセンター森林ボランティアNPO連携推進会議
・自然体験推進協議会（CONE）理事、指導者委員会
②委託（団体：NPO法人・公益法人・財団法人

ほか）

・菅平高原カントリーフェスティバル協力および出展
・菅平スカイトレイルランレース&アウトドアミーティング
・菅平アウトドアクラブ

出店

スノーボールバトル

・森フェス 出店（菅平高原）
・筑波大学 菅平高原ネイチャー・アプリシエーション（留学生対象）（菅平高原）
・スポーツクラブ（サッカ） スキーインストラクター（菅平高原）
・東京国際自然大学校（NOTS）いきいき冒険隊
・上田環境市民会議
・四葉の会

森遊び、野外料理（菅平高原）

森遊び（菅平高原）

デイキャンプ（菅平高原）

・やまたみキッズ 登山教室（根子岳）
・セレーノ八木沢自治会 デイキャンプ（上田市）
・別所線と走ろう歩こう

出店（上田市）

・信州上田マウンテンゲームス（塩田運動公園）
・信州上小森林組合イベント企画、実施１回（上小森林組合）
・峰の原トレランイベント

出店（須坂市）

・三浦市須坂市交流プロジェクト 雪遊び（須坂市）
・小諸ミズオオバコ保全会議子どもゆめ基金事業（親子でとことこ）（小諸市）
・リラクオーレマルシェ

出店（小諸市）

・佐久アースディ 出店（佐久市）
・ワンパク大学 キャンプアシスタント（河口湖）
・神奈川シニア大学企画、運営、講師
・彩の国シニア大学企画、運営、講師
・東京シニア自然大学

・キッズフェスタプログラム実施
・みどりフェスタ

体験プログラム提供

・野外力検定運営協力
・TOKYO outside-Festival
・春のキッズフェスタ
・黒川野外活動センター

地域学習講師

・黒川野外活動センター

ネイチャーボランティア講師

・エコギャラリー新宿
・エコギャラリー新宿

こどもエコクラブ講師
地域学習講師

・エコギャラリー新宿

運営プロジェクトメンバー

③委託（企業：株式会社・有限会社
・長野放送

ほか）

親子思いっきり自然体験企画、実施

・長野朝日放送イベントクラフト担当
・株式会社ウイングル
・リソー教育 雪遊び

雪遊び

・別所温泉上松屋旅館 クラフト
・石塚サントラベル 登山
・カポニー産業 森散策
・リコーラグビーチーム オリエンテーリング
・軽井沢内ホテル 草刈、樹木伐採作業
・トップツアー 教育旅行担当者研修
④委託（個人）
・いつでもガイド（スノーシュー）１７回４１名
・信州堂作業手伝い（摘花、収穫）
・国際ホテルベルニナ松本様（旗門員）
・ウッドラフ加藤様（スノーシュー、登山）
⑤イベント
・長野校主催１３回実施
・首都圏主催５回実施
・チーム腹時計１０回実施
⑥交流および交際
・森に学ぶネットワークin八ヶ岳
・日本アウトドアネットワーク（JON）フェスタin南魚沼
・自然体験活動推進協議会（CONE）フォーラムin福島
・信州外遊びミーティングin塩尻
・うえだ環境市民会議「環境に興味ある人集まれ」プレゼンin塩田公民館
・キープ協会３０周年記念会パーティーin立教大学
・中部森林管理局森林ボランティアNPO推進協議会「森フェス」in下諏訪
・古田塾（一期会とやまぼうしの研修交流会）in塩尻
・スタッフ研修旅行２泊３日in鶴岡市
・染屋の森の会 竹林整備in上田市

・長野県環境保全研究所

セミの抜け殻調査イベントin染屋の森

（２）自然体験環境教育事業
①森でモリモリ遊び隊
・全１０回実施、隊員６１名（土曜日コース２４名、日曜日コース３７名）
②森あちょびクラブ
・全５回、子ども２２名、大人１４名
③いつでもガイド（クラフト）
・３回実施、５名参加
④フォレストキッズ
・全１０回実施、隊員１６名
⑤体験学習
・延べ参加校数と人数
合計１３７校 １６，４３０名
・総合的な学習の時間の支援

（前年１４８校、２４，５０９名）

上田市立丸子北中学校コスモス大学
川崎市立栗木台小学校
⑥キャンプの実施

森林学科３２名×７回

・「サマーキャンプin信州・菅平高原」３泊４日（学習旅行誘致推進協議会企画）
９コース実施し、２０７名の参加
・「スノーキャンプin信州・菅平高原」３泊４日（学習旅行誘致推進協議会企画）
２コース実施し、４０名の参加
・「原人キャンプ夏・冬」（やまぼうし主催）３泊４日
夏コースは３２名の参加
冬コースは３月実施予定
・「山の子たちの海を知ろう！キャンプ」（やまぼうし主催）3年目
２泊３日子どもゆめ基金助成活動１8名の参加（定員２０名）
NPO法人オーシャンファミリー現地指導、フィールド等のコーディネート依頼

（３）指導者養成事業
①森を楽しむ講座
（森めぐりコース、インタープリター養成コース、森林インストラクターチャレンジコース）
・森めぐりビギナーコース

全６回

・森めぐりステップアップコース

各回４０名
全６回

・チャレンジ／インタープリター養成コース
②シニア大学（神奈川・埼玉）
・神奈川シニア 全２０回
全１０回

各回８名
各回２８名

・彩の国シニア 全２０回 各回１５名
③やまぼうし自然学校インタープリター養成講座
・全９回（水・日）、延べ４５名受講

各回１６名
全７回

各回７名

（４）成果普及事業
①上高地白樺自然学校
・ツアーガイドの実施

ガイド派遣５３３名

・常駐プログラムの実施

期間７月１９日～８月３１日毎日1名常駐

（８月９日～１７日のみ２名常駐）
・スペシャルプログラムの実施
期間４月２６日～１１月３日の常駐期間以外の土・日・祝日１名常駐
ガイド派遣数２００名
・NPO法人信州まつもと山岳ガイド協会やまたみへのガイド派遣 ７回２３名
・ナショナルパークガイドへのガイド派遣

２回４名

②上高地ガイド協議会
・ガイド依頼 ７校ガイド派遣３０名
・アルピコバスガイド

１４名派遣

・上高地ホテル従業員研修ガイド２回３名派遣
・ガイド協議会研修会参加
・事務局会議参加
・外来種駆除作業
・教材開発ワーキンググループ
・上高地エコツーリズム推進検討会コーディネーター
２

事業の実施に関する事項
(1) 特定非営利活動に係る事業

事 業 名
(定款に記載
した事業)

具体的な事業内容

(A)当該事業の実
施日時
(D)受益対象
事業費の
(B)当該事業の実
者の範囲
金
額
施場所
(E)人数
(単位：千円)
(C)従事者の人数

１、森林整備（グレースの森、龍
顔寺の竹林）
森林・山村多面的機能対策交
付金による
２、森のめぐみを利用したネイチ
ャークラフト（イベント、委
託事業に関わるもの）
３、イベントの定期開催

森林の総合利
活用推進事業
４、信州への旅行等での自然体験
プログラムの提供（個人・グ
ループ・幼稚園・家族・いつ
でもガイド）
５、長期的に森林整備を通じた多
世代交流のフィールドの開拓
（川上さんの森、桑田の森、
染屋の森、真田竹林、すず
もとの森）

年間を通じ随時実施
長野県
及び
首都圏周辺
延べ
４７０名

会員・一般
１，３７６
延べ
２，２４０名

１、森でモリモリ遊び隊、森あち
ょびクラブ、フォレストキッ
ズの実施

自然体験
環境教育事業

２、総合的な学習の時間の支援
（丸子北中学校コス モス大
学）
３、教育旅行等で信州に来る学生
（小・中・高・大学生含）向
け自然体験プログラムの提供

年間を通じ随時実施
長野県
及び
首都圏周辺
延べ
８４８名

幼児～大学生
及び
教職員、一般
７，９３８
延べ
１７，９０１名

４、キャンプの実施（学習協キャ
ンプ、主催キャンプ、海キャ
ンプ）
１、森を楽しむ講座、自然体験活
動に関する資格（森林インス
トラクター、NEAL リーダー）
取得講座の開催

指導者養成
事業

２、やまぼうし自然学校インター
プリター養成講座の開催（長
野校、東京支部）

３、他団体との協働による神奈川
シニア自然大学校、埼玉シニ
ア自然大学校の企画運営

年間を通し随時
実施
長野県
及び
首都圏周辺

一般
延べ
１，２６６名

１８３

延べ
１７０名

４、スキルアップ講習及びリスク
マネジメント講習の定期的な
実施
１、他団体との協働による人材活
用による埼玉支部のフィール
ドと企画の開発

成果普及事業
２、上高地白樺自然学校の運営

年間を通し随時
実施
長野県
及び
首都圏周辺
延べ
８０７名

幼児～大学生
及び
教職員、一般
延べ
１２，１０５名

２，６２６

