令和元年度 文部科学省委託事業

「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業」

チェンジライフキャンプ
Ⅰ

企画・運営マニュアル

運営体制

１

事務局
神奈川県立青少年センター指導者育成課（職員数 ７人）

２

企画・運営に携わるスタッフ
企画は青少年センター指導者育成課（事務局）の職員が担当する。キャンプの当日は、事務局ス

タッフの 4 人と学生のサポーター10 人、それに臨床心理士を加えた 15 人程度が同行し、必要に応
じて事務局スタッフがそれに加わり、さらに愛川ふれあいの村の施設職員に協力を依頼する。
◆事務局スタッフ
神奈川県立青少年センター指導者育成課職員
全体総括

１人（課長）

主担当

１人

副担当

３人

太字が、常時キャンプに

選択プログラム担当

２人

同行する

◆サポーター

１０人

◆臨床心理士

２人

◆愛川ふれあいの村職員

２～３人

（プログラムによって指導を依頼）

３

◆講師 久里浜医療センター

２人

カヌー指導

３人

協力団体
企画や運営にあたっては、以下の団体の協力を得る。
団

体

協力内容

独立行政法人国立病院久里浜医療センター

講師派遣

県立愛川ふれあいの村

会場提供、プログラム指導

公益財団法人宮ケ瀬ダム周辺振興財団

プログラム協力（カヌー）

ＮＰＯ法人きよかわアウトドアスポーツクラブ

カヌー指導

ＮＰＯ法人国際自然大学校

プログラム助言

1

４

事業検討委員会
事業の企画・運営についての助言や評価・検証を目的として、事業検討委員会を設置する。検討

委員会のメンバーは、教育や相談、医療などの広い分野から推薦を受けて選定する。
（2018～2019 年度）
◇施 設

愛川ふれあいの村所長

◇医 療

独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター院長

◇学 校

神奈川県公立中学校長会

◇教育委員会

神奈川県教育局子ども教育支援課長

◇研究機関

東海大学文化社会学部心理・社会学科教授

◇相談機関

神奈川県精神保健福祉センター所長
神奈川県立青少年センター青少年サポート課長

◇行政関係

神奈川県福祉子どもみらい局青少年課長

事業検討委員会（2019 年度実績）
期

日

検討内容

第１回 5 月 29 日（水） ・事業概要について ・募集の対象について
・キャンプ終了後のフォローアップ体制について
第２回 12 月 4 日（水） ・事業概要の報告 ・事業検証について ・報告書について
第３回

2 月 7 日（木） ・事業の評価および検証について

・報告書の作成について

・次年度の事業について

2019 年度はそれに加え、自然体験活動のプログラムや、ネット依存に関する学習プログラムの検
討のために、以下の４名の委員による企画運営部会を設けて、４回の会議を開催した。
◇臨床心理士・公認心理師
◇県立高等学校養護教諭
◇ＮＰＯ法人（自然学校）職員
◇体育系大学教員（野外活動）
企画運営部会(2019 年度実績)
期
第１回

日

5 月 21 日（火）

検討内容
・ネット依存に関する学習プログラムについて
・プレキャンプおよびメインキャンプのプログラムについて

第２回

6 月 11 日（火）

・参加者の状況調査について

・サポーター研修について

・キャンプのプログラムについて
・ネット依存に関する学習プログラムについて
・事業の評価および検証について
第３回

12 月 3 日（火）

・キャンプの概要報告 ・学習プログラムについて
・事業の評価および検証について ・報告書の作成について

第４回

1 月 28 日（火）

・事業の評価および検証について
・次年度の事業について
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・報告書の作成について

Ⅱ

広報

１

各種媒体による広報

（１） チラシによる広報

巻末資料１

Ａ４両面刷りのチラシを 5,000 部作成し、以下の関係機関に郵送および逓送により送付
する。
高等学校

237 校

中学校

450 校

特別支援学校

43 校

適応指導教室

42 か所

支援団体・フリースクール等

30 団体

教育委員会等関係機関

50 機関

（２） ホームページによる広報
青少年センターホームページに、応募に関する要項やプログラム予定などを掲載する。

２

会議や説明会での広報
関係機関の協力により、以下のような会議の場で、10 分～20 分程度の説明を行うか、チラシ
の配布を依頼する。
（配布先例）
・
（公立・私立）中学校・高等学校・特別支援学校等校長会
・
（公立・私立）養護研修会等
・保健福祉事務所等所長会議
・人権教育・児童生徒所管嘱託員定例会
・教育相談機関連絡協議会
・ソーシャルワーカー活用事業連絡協議会
・スクールカウンセラー連絡協議会
・登校支援担当者連絡会
・学校フリースクール等連絡協議会
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Ⅲ

受付と参加者の確定

１

受付の方法
① チラシやＨＰを見て問合せをしてきた方に、以下の資料を送付する。
・詳しい事業案内（巻末資料） ・参加申込書（巻末資料）
・ネット依存度を測定するチェックシート（巻末資料）

巻末資料２～４

② 参加を希望する場合には、参加申込書とチェックシートを返送する。

２

参加者の確定
参加者の確定にあたっては、上記チェックシートの結果が「３」以上で、なおかつ保護者だけで

なく本人の参加の意思が確認できるということを条件として設定し、そのうえで申し込みが定員を
超えた場合には、抽選によるものとする。
なお、神奈川県による事業であることをふまえ、神奈川県在住・在学者を優先することとし、定
員に満たなかった場合にのみ、他県の在住者も受け付けることにする。

３

募集開始から参加者確定までのタイムスケジュール（2019 年度）
6月1日

募集開始（資料請求開始） 電話またはメールで受け付ける
問合せまたは資料請求のあった方に、資料を送付する
（他県からの場合には、県内在住在学者を優先する旨伝える）

6 月 30 日

問合せ（資料請求）締め切り

7 月 10 日

17：00 をもって、受付を終了
＊申し込み多数の場合には抽選
＊申し込みのあった家庭すべてに７月 14 日の事前説明会の案内を郵送する。
（参加者決定から事前説明会までの日程が短いため）

7 月 11 日

申込者全員に結果を電話で連絡

7 月 14 日

事前説明会

【受付時の注意・配慮点】
＊問い合わせや申し込みについては、できれば決まった担当者が対応し、単に事務的な手続き
ではなく、キャンプの趣旨をしっかりと伝え、本人の意思や保護者の考え方なども可能な範
囲で聞き取るようにする。
＊本人の意思がはっきりせず、保護者にも迷いがあったりするような場合には、複数回にわた
ってやり取りを行い、家庭で考える時間や、本人とやり取りをする時間を無理なくとる。
＊可能であれば、子どもと直接話をし、ネットとの関わり方や正直な気持ちを聞き取り、キャ
ンプ参加に対する不安を取り除いたり、キャンプへの参加の意思を確認したりする。
＊家庭によっては、こちらから連絡することを好まない場合もあるので十分に注意する。
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Ⅳ
１

プログラム
プログラムのコンセプトと流れ
宿泊を伴う様々な体験活動を通して、コミュニケーション能力や社会性の向上を図るとともに、

これまでの生活意識を自ら変えるきっかけを作る機会とすることを目的とし、その目的に沿ったプロ
グラムを段階的に設定した。
（以下はすべて、2019 年度の事例）
３つの目標
生活習慣を自ら変えよう
とする意識を高める
・集団活動による規則正しい生活
・学習プログラムで自らの生活を
ふりかえる

チェンジライフタイム
講話

家族も理解を深め、生活
習慣の改善に向けて環境
を整える

その意識を行動に移すこと
のできる力を養う
・選択プログラムで自己決定の
場面を設定する
・主体的に参加できる機会の設
定
・共同作業やグループワークを
必要とするプログラム

野外活動（登山・カヌーなど）
野外炊事
参加者自主企画

保護者対象講演会
情報交換会
個別面談

プログラムの流れとねらい

事前説明会

メインキャンプ

フォローアップキャンプ

参加者、サポーター、スタッフを知る
会場（愛川ふれあいの村）を知る
宿泊に対する不安を取り除く
規則正しい生活と集団での活動
ネット・ゲーム以外の活動にふれる
人とかかわることの楽しさを知る
ネット依存に関する理解を深める
次回のキャンプの計画を立てる
自ら企画したキャンプを実現させる
キャンプの成果を他者の前で発表する
なりたい自分について表明する
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半日離れる

ネットとの距離

プレキャンプ

まずは会場に来る
キャンプの流れを理解する
キャンプへの不安を取り除く

１日離れる

4 日間離れる
2 ヶ月間使用時間
をコントロール
する

成果を発表する

２

事前説明会
◆プログラム企画のポイント
・キャンプへの不安を取り除くことを目的とし、初めての場所や人が苦手な参加者が、リ
ラックスして参加できる環境を整える。
・説明は、映像や実物を見せながらわかりやすく、短時間で行う。
・少し年上の大学生サポーターと一緒にミニ体験活動を行うことで不安を和らげる。
・ミニ体験の内容を、プレキャンププログラムと連動させることで、次のキャンプへの
期待感、参加意欲を高める。ミニ体験でサポーターや仲間と顔見知りになる。
・保護者面談を行い、子どもの様子や親子関係について総合的に聞き取りを行う。子ども
の情報を事前に共有することで、保護者も安心して参加させられるよう配慮する。

時

間

12:30

受付開始

13:00

全体説明会（参加者・保護者）
スタッフ紹介 活動プログラムについて

14:20

16:00

３

内

容

持ち物について

参加者

保護者

◎活動体験
竹細工（箸づくり）
なたで竹を割り、自分用の箸を作る

◎個別相談、個別面談

臨床心理士、センター職員

事務連絡・解散

プレキャンプ
◆プログラム企画のポイント
・自然の中で、ネットやゲームと離れて一日過ごすことを目標とする。
・
「サポーターやキャンプに参加する仲間、スタッフ」
「愛川ふれあいの村という場所」に
慣れる。
・自分の好きな活動を自分の意志で選び、体験する。
・保護者対象「ネット依存についての理解と子どもへの対応」講演会や、交流会を実施し、
子ども理解や、各家庭の悩みの共有、新たな発見を生み出す機会とする。

時

間

9:30
10:00
10:30

内

受付開始
◎はじまりのつどい（参加者・保護者）
参加者

保護者

◎クラフト オリジナル食器づくり
◎野外炊事 そうめん

12:00

容

◎講演会 講師：中山 秀紀 氏
久里浜医療センター精神科医長

◎昼食（参加者・保護者） 持参弁当とそうめん
参加者

保護者

13:00

◎自由選択プログラム
スラックライン・ディスクゴルフ
ハンモックでお昼寝

14:30

◎おわりのつどい（参加者・保護者） 解散

◎保護者交流会
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４

メインキャンプ
◆プログラム企画のポイント
・徐々に集団生活に慣れるよう、ゆとりを持ち、段階を追ったプログラム設定とする。
・選択プログラムやカヌー体験といった負荷のかかる体験を通して、自己肯定感の向上を
はかる。
・自主企画のプログラムづくりを通して、キャンプに主体的に参加する意識を高める。
・チェックインタイムやチェックアウトタイムを使い、体験プログラムと学習プログラム
の関連づけをはかる。
6:00 7:00

8:00

9:00

１
日 19日 月
目

受付

２
日 20日 火
目

３
日 21日 水
目

４
日 22日 木
目

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

起
床
・
朝
の
つ
ど
い

朝
食
・
清
掃

朝
食

CIT（チェックインタイム）

昼食

ＣＩＴ
アイスブレイ
キング
レクタイム＊1

野外炊事
（うどんづくり）

選択プログラム
①山登り（高取山 標高７０５ｍ）
②ハイキング（宮ケ瀬ダム～服部牧場周辺 約７km）
③川遊び（ダム放流中のため、川の周辺散策に変更）

活
動
準
備
ＣＩＴ

入ガ
村イ
式ダ
ン
ス

自由時間
ＣＬＴ

入浴 ＣＯＴ
就寝準備

講話
＊2

ＣＬＴ

夕食

移動

清
掃
・
荷
物
整
理

カヌー体験（宮ケ瀬湖本湖）

レ
ク
＊
タ
３
イ
ム

移動

プ
ロ
グ
ラ
ム
企
画

入浴

ＣＯＴ 自
由
時
間
・
就
寝
準
ＣＬＴ／ＣＯＴ 備
入浴

就
寝

生活プログラム

原始火起こし
野外炊事
（ＢＢＱ）

自
由
時
間

21:00 22:00

ＣＬＴ／ＣＯＴ

おわりの
つどい

学習プログラム
体験プログラム

一日のはじめに、自分の状態を数値化・言語化し、自己理解につなげる時間

CLT（チェンジライフタイム） 日常生活のふりかえりや自己理解により、ネットやゲームとのつきあい方を考える時間
COT（チェックアウトタイム）

一日をふりかえり、自分の心と体の状態を知り、変化に気づくための時間

＊1 １日目のレクタイムは、班ごとに自由に過ごす（アナログゲーム、トランプなど）
＊2 講話のタイトルは「ネット依存について」 講師：松崎尊信氏（久里浜医療センター精神科医長）
＊3 最終日のレクタイムは、参加者とサポーターでペアを作り、ペア対抗のディスクゴルフを実施
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Ⅴ

当日に向けての準備

１

安全管理体制・保険加入等
巻末資料 5

（１） 参加者の健康管理について

期間中は、夏の暑さ（メインキャンプ時）に加え、いつもとは異なる環境での生活で、体力的に
も精神的にも負担がかかりやすいことから、参加者の健康状態を記入する「健康管理票」をもとに、
アレルギーや慢性患者などについて、あらかじめ事前に把握し、服薬等の確認を行う。
また、期間中は、参加者の自己健康チェックをはじめ、サポーターによる健康チェック、臨床心
理士によるチェックを行い、体調の変化を早期に把握できるようにする。
「健康管理票」は、個人情
報が記載されているため、キャンプごとに最終日に保護者へ直接返却する。
（２） 疾病や怪我について
施設の危機管理マニュアルに従い、緊急事態に対応できるよう近隣の病院の把握や、施設職員不
在時の対応などについて確認をしておく。
体調が悪くなった場合や精神的に不安定になった場合に、参加者が他の参加者と離れて静かに落
ち着いて過ごすための場所も確保する。
また、現地には担当者が複数宿泊し、緊急時の対応に備える。複数に分かれて活動を展開する場
合や、危険度がある活動の際は、人員を増やし協力体制のもと安全確保を行う。
（３） 施設外での活動について
選択プログラムやカヌー体験等の施設外で実施する活動については、引率スタッフのほかに車両
による巡回を行うスタッフを配置し、緊急事態に備える。
（４） 傷害保険について
万が一に備え、期間中は以下のような保障内容で保険に加入する。
保険種目

国内旅行傷害保険

保険金額

死亡・後遺傷害保険金額

５００万円

入院保険金額（日額）

６，０００円

通院保険金額（日額）

４，０００円

賠償保険金額

１０，０００万円
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２

参加者情報

（１）事前説明会
全体説明会が終わった後で、参加者とサポーターの交流の機会として短いプログラムを実施する。
その中でサポーターが、参加者の表情、行動や言動など様々な視点から得た情報を記録用紙に記入
する。その記録をまとめ、サポーター研修会の中で共有する。
その間に、保護者に対しては臨床心理士が１人１０分程度の面談を行う。
ここでは、登校状況、学校での様子、家庭での様子、医療機関にかかっているか、服薬状況、関
係機関との連携の状態、キャンプに向けての心配事などの聞き取りを行う。短時間で効率よく聞き
取るために聞き取りシートを使用する。
（２）電話での対応
説明会後も、キャンプ本番までの間に、随時家庭との間で電話連絡を行い、近況について尋ねた
り、要望を聞いたりする。そこで得た情報は、スタッフで共有する。

３

メディア対応
巻末資料６

（１）記者発表

事業の周知をはかるため、神奈川県の記者発表マニュアルに基づき、参考資料送付という形式に
より報道機関への情報提供を行う。
（２）取材について
取材についての依頼があった場合には、その趣旨や発表方法などを確認したうえで、可能な範囲
で協力することとする。その際には、以下のような要請をし、承認を得ることとする。なお、取材
だけでなく、関係機関による見学等についても、同様の対応とする。
・野外活動施設であることをふまえ、カジュアルな服装で来場すること
・取材中（見学中）のスマートフォンの使用は厳禁とし、着信音も鳴らないようにすること
・写真、動画の撮影は禁止する（どうしても必要な場合には、主催者から画像を提供する）
・個人のブログやツィッター、フェイスブック等のＳＮＳへの投稿はしないこと
・取材した内容をメディアに掲載する場合には、その内容について事前に保護者等の承認を得る
こと
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Ⅵ

サポーター（学生ボランティア）

１

役割とねらい
当センター指導者育成課では、地域で子ども・若者にかかわる支援・指導者の育成を主な業務と
しており、リーダーなどの立場で活動に取り組んでいる若者を対象とした研修事業も多数実施し
ている。一方本事業の先行事例の多くが「参加者に付き添うメンターによる指導」を取り入れてお
り、大学生年代のボランティアの存在が大変有効であるという検証がなされている。また、参加者
の帰る場所はそれぞれの住む地元地域であり、彼ら彼女らが地域の中で支えられていくためには、
地域で活動するサポーターの育成が必要と考える。そうしたことから、プレキャンプからフォロ
ーアップキャンプの全日程に参加できるサポーターの募集を行う。

サポーターの役割を、以下の４つとする。
・参加者と一緒にキャンプに参加し、プログラムを楽しむ 。
・参加者がキャンプを楽しみ、仲間づくりをするための雰囲気づくりに務める。
・全日程を参加者に寄り添い、話を聞き、時には相談に乗る。
・参加者の様子をそばで見守り、観察し、その成長を支援する 。
サポーター１人にかかる負担を軽減するために、１対１ではなく、５人のグループを３人のサ
ポーターで担当し、全体をフォローするサポーターを１人配置するという体制をとる。
（2019 年度
は参加者が減ったため、３～４人のグループに対して３人のサポーターがチームでかかわるとい
うやり方になった。
）
サポーターが１人で悩みをかかえることのないように、サポーター同士で相談する時間や、臨床
心理士と面談する時間も設定する。

２

募集

巻末資料７

対象は大学生または大学院生とし、プレキャンプ、メインキャンプ、フォローアップキャンプ
の３回のキャンプの全日程に参加できる者という条件で募集する。参加者の定員が 15 人である
ことと予算面を勘案し、人数は 10 人とする。
5 月中にチラシを作成し、県内の各大学や青少年施設に配架を依頼し、青少年センターのホー
ムページでも広報を行う。また、過去の青少年センター指導者育成課の研修参加者に対しても、
募集案内を送る。

○

2019 年度

6 月 28 日の締め切り日までに 15 人の応募があり、書面審査等の総合的な判断により、
10 人を選考した。
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３

研修
サポーター参加者が確定したのち、メインキャンプまでの間に、研修を実施する。
（2019 年度研修日程）
日 時

会 場

内 容

第１回

6 月 30 日
（日） 青少年センター アイスブレイキング・自己紹介
講義「キャンプの概要説明」
講義「サポーターの役割の理解」
実習「参加者との接し方 」
「傾聴訓練」

第２回

7 月 7 日（日） 青少年センター アイスブレイキング
講義「ネット依存についての理解と対応」
講師：松崎 尊信氏（久里浜医療センター精神科医長）
講義「チェンジライフタイムについて」
講師：臨床心理士 澤口ゆりあ氏／黒瀬基氏
事前説明会の準備 （ミニ活動体験のリハーサル）

第３回

7 月 14 日
（日） 青少年センター 講義「チェンジライフタイムについて」
講師：臨床心理士 澤口ゆりあ氏／黒瀬基氏
(事前説明会)
参加者とミニ活動体験（クラフト）

第４回

8 月 14 日
（水） 青少年センター プレキャンプのふりかえり
講義「チェンジライフタイムについて」
講師：臨床心理士 澤口ゆりあ氏／黒瀬基氏
メインキャンプ詳細の打合せ （マニュアル読み合わせ）
面談 臨床心理士との個別面談

2019 年度は、当初予定されていた研修のほかに、以下のような活動を行った。
① 7 月 28 日（日）

プレキャンプ終了後、選択プログラムで使用する施設外のフィールドを、
公用車で下見

② 8 月 4 日(日）

希望者が、宮ケ瀬湖でのカヌー研修に参加

③ 9 月 22 日(日）

フォローアップキャンプで実施する参加者自主企画の準備作業

巻末資料８
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Ⅶ

保護者向けプログラム
１

保護者向けプログラムのねらい

このキャンプのねらいのひとつに、家族のネット依存に対する理解を深め、参加者が生活改善に
向けて努力をすることを周囲で支える環境を整えるということをあげている。
その目的のために、いくつかの保護者向けプログラムを設定する。

２

講演
プレキャンプで参加者が野外で活動している時間を使い、専門家による講演（講義）を聞く時

間を設ける。テーマは、
「依存・依存症についての概要」
「ネット依存対策としてのキャンプに期
待される効果」
「家庭での取り組み」等で、講師は独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター
の医師や臨床心理士に依頼する。
久里浜医療センターでは、ホームページに窓口を開設し、講演の依頼などを受け付けている。

３

保護者交流会・情報交換会（全３回）

（１） 保護者交流会（1 時間半） プレキャンプの中で実施
＊保護者が安心して子どもをキャンプに参加させられるようキャンプに対する理解を深める
とともに、同じように困っている家庭があることを知り、心理的な孤立を和らげることを目
的とする。
①スタッフの自己紹介と会の流れの説明と３つの約束の確認
☆初めに、これからの交流会情報交換会に向けてこの会で大切にしているルールを伝える。
１．他者批判しない

… 否定せず互いに尊重し合う。話しやすく気持ちの良い場を作る。

２．プライバシーを守る… 言いたくないことは言わなくてよい。
３．守秘義務

… この場で話されたことは口外しない。

②参加者全員が輪になって座り自己紹介を１分で行う
Ａ４用紙を用いた「四つ折り自己紹介」…視覚情報も併せて伝えられる為短時間で行える
〇氏名・呼ばれたい名前

〇今日の交通手段・家を出た時間

〇今回参加する子どもの年齢

〇今はまっていること・趣味

③２グループに分かれ、付箋を使ったグループワーク
「各家庭の子どもの様子」
「このキャンプに期待すること」
「困っていること」
「キャンプにつ
いての具体的な質問」
・・・などを付箋に書いて模造紙に貼り付けながら、同じようなものを
集めたり分類したりしながら、情報を共有する。
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（２） スライド上映会（1 時間半） フォローアップキャンプ２日目の午前中に実施
事前説明会からメインキャンプまでの間にスタッフが撮影した写真を編集し、キャンプでの
参加者の様子を報告する
（３） 保護者懇談会（１時間） フォローアップキャンプ２日目午後
臨床心理士から、キャンプ中の参加者の変容、今後の家庭での取り組み、地域の相談機関の
紹介などの話をし、それに対する質問や意見を通して交流を図る。

４

保護者参加型プログラム
キャンプ中は基本的に参加者のみの活動になるが、キャンプ期間の前期と後期に、短時間保護

者も加わるプログラムの時間を設定する。
○プレキャンプでの昼食
午前中、参加者は簡単なクラフト、保護者は講演会というように別々のプログラムで過ごし
たあと、合同で昼食をとる時間を設定する。
短時間で参加者が野外炊事を行い、そこで作ったものと持参した弁当を、みなで一緒に食べ
る。
保護者にとっては、自分の子どもの様子だけでなく、これから一緒に活動をしていくほかの
参加者の様子を見る機会になる。
○フォローアップキャンプでの活動報告会
1 泊２日のフォローアップキャンプの最後に、参加者一人ひとりがそれぞれプログラムを分
担し、メインキャンプの様子を中心に、どんな活動をしたのかを報告する。そのプログラムの
前には、参加者が協力して野外炊事を行い、そこで作った昼食を参加者と保護者、スタッフで
交流しながら食べる。
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夢中になっていたら、
ネットのこと忘れてました

おかけになった
番号は電波の届
かないところに
あるか楽しくて
スマホのことを
忘れているため
かかりません。

小学生から高校生の情報端末所持者の約半数に長時間利用

文部科学省委託事業「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業」

の傾向がみられ、朝食を食べない、睡眠時間が短い等、生
活習慣の乱れる割合が高いことがわかっています。いつで
もどこでもスマートフォンが気になってしまう、ゲームや

SNS に夢中になって、気がつくと朝になってしまった、と
いうような中高生も少なくありません。

そんな自分の生活習慣やネットとの関係を見直すきっかけ
にできればと、豊かな自然の中での３泊４日のキャンプを
企画しました。

キャンプ指導者、臨床心理士や大学生のボランティアスタッ

チェンジライフキャンプ
チェンジライフキャンプ
2019
2019
ネットとのつきあい方を考える７日間

フが参加者をサポートします。安心して、ご参加ください。

日帰り

【対

象】ゲームやＳＮＳとのつきあい方を
見直したい中学生・高校生１５人

【参加費】１２,０００円程度（宿泊費や食事代）
【申込み方法】裏面をご参照ください
神奈川県立青少年センター指導者育成課（月曜休館）
〒220-0044 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘 9-1 TEL:045-263-4466

プレキャンプ
7 月 28 日 （日）

3泊4日

メインキャンプ
8 月 19日 （月） ～ 22 日 （木）

1泊2日

フォローアップキャンプ
10 月 19日 （土） ～ 20 日 （日）
資料1-参加者募集チラシ

◆チェンジライフキャンプ 2019◆
【対

象】

ゲームやＳＮＳとのつきあい方を見直したい中学生・高校生 15 人
（応募者多数の場合には、抽選とさせていただきます）

【参加費】

１人あたり 12,000 円程度（３回のキャンプの食事代、宿泊費）
＊現地までの交通費は自己負担となります

【申込み】

STEP1

ちょっとキャンプが気になったら、まずは資料請求を！

STEP2

内容を確認して参加したいと思ったら、申し込みを！

STEP3

具体的な手続きをお願いします！

氏名、年齢（学年）、郵便番号、住所、電話番号を明記のうえ、６月３０日（日）までに
電話、ＦＡＸ、電子メールにて県立青少年センター指導者育成課へお問合せください。

キャンプのパンフレットを送付しますので、内容等を確認のうえ、７月 10 日（水）までに
参加の申し込みをお願いします。（応募多数の場合は抽選）

具体的な参加の案内を送付しますので、期日までに関係書類をご返送ください。

【キャンプの概要】
◆会場 神奈川県立愛川ふれあいの村（愛川町半原３３９０）
小田急小田原線本厚木駅下車 本厚木駅北口「１」番乗り場より、「神奈中０１系統／野外センター経由半原」
行き乗車 「愛川ふれあいの村・野外センター前」下車 徒歩１０分

◆内容（予定）

プレキャンプ
日程：７月２８日（日）
10:00～15:00
日帰り
対象：参加者と保護者
内容：アウトドアクッキ
ング、野外レクリエ
ーション等
保護者向けには講
演会を企画します

メインキャンプ
日程：８月１９日（月）10:00～
２２日（木）15:00
３泊４日
対象：参加者
内容：アウトドアクッキング、カヌ
ー体験（宮ケ瀬湖）、選択プ
ログラム（ハイキング、クラ
フト、川遊び等）、参加者自
主企画等

●主催：神奈川県立青少年センター

フォローアップキャンプ
日程：１０月１９日（土）
10:00～２０日（日）
15:00 １泊２日
対象：参加者、
保護者（２日目のみ）
内容：アウトドアクッキン
グ、参加者自主企画、
体験発表会、保護者交
流会等

後援：神奈川県教育委員会

●協力：独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター 神奈川県立愛川ふれあいの村
ＮＰＯ法人国際自然大学校 公益財団法人宮ケ瀬ダム周辺振興財団
ＮＰＯ法人きよかわアウトドアスポーツクラブ

＜キャンプの資料請求・問合せ先＞
神奈川県立青少年センター指導者育成課（月曜休館８：３０～１７：１５）
ＴＥＬ：０４５‐２６３‐４４６６ ＦＡＸ：０４５‐２４２‐８１９０
Ｍａｉｌ：seishonen.c.ikusei@pref.kanagawa.jp
指導者育成課アドレス→

＜その他の相談は＞
かながわ子ども・若者総合相談センター（県立青少年センター）
ＴＥＬ：０４５‐２４２‐８２０１
９：００～１２：００ １３：００～１６：００ （月曜休館）
資料1-参加者募集チラシ

参加する前にちょっと聞いておきたいＱ＆Ａ

ネットと上手につきあうきっかけに

参加者

キャンプサポーター

Ｑ. アウトドアクッキングやカヌーなんてしたことない！
Ａ．無理はしないでＯＫ、丁寧にレクチャーするので一緒にやって

チェンジライフキャンプ
2019

みましょう！

事業案内

Ｑ．友達とうまくやれるか不安．
．
．
。
Ａ．キャンプサポーターが、皆さんと一緒に活動するので心配事は気軽
に相談してください。ゆっくりと友達になれるといいですね。
Ｑ．キャンプ中、スマートフォンやネットは使っていいの？
Ａ．せっかくの機会なので、期間中はスマートフォンやタブレッ
ト等から離れて過ごしてみましょう。行き帰りには必要になると
思うので、宿泊キャンプの期間中のみスタッフが預かります。

お申し込みの流れ
この事業案内を読んで、キャンプの活動等についてご確認ください。
不明な点等ございましたら、気軽に電話でお問い合わせください。

1

同封のチェックシートで、ネット依存度のチェックを行ってください。
３種類のうちどれか一つでも条件を満たしていれば参加対象となります。

2

（チェックシートは本人用①②、保護者用③のすべてにご回答ください。）

チェンジライフキャンプって、どんなキャンプなの？
参加をご希望される場合は、チェックシート及び参加申込書にご記入いた
だき、同封の封筒に２点を入れて、82円切手を貼付の上ご返送ください。

申込み締切り後、申込み多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了
承ください。参加が決定された方へは、詳しい参加案内をお送りします。

＜問合せ＞ 神奈川県立青少年センター 指導者育成課（月曜休
TEL：045-263-4466 FAX：045-242-819０
MAIL：seishonen.c.ikusei@pref.kanagawa.jp

3

4

チェンジライフキャンプとは、自然豊かな場所で様々な体験活動を通して、日常生活を見
つめ直し、ネットと上手につきあうきっかけを作るキャンプです。
活動中は、スマートフォンやゲームはできないけれど、自然や人とふれあったり、思いっ
きり身体を動かしたり、みんなで作ったご飯を食べたり、きっとお気に入りの活動や楽しみ
方も見つかるはずです。
「いつでも、どこでもスマートフォンが気になってしまって・・・」「ゲームやＳＮＳに
夢中になって、気がつくと朝になっていて・・・」「ゲームの時間を減らさなきゃと思って
もなかなか行動に移せなくて・・・」。そのような中学生・高校生の皆さんに、ぜひ参加し
てほしいのが、このキャンプです。

8:30～17:15）

神奈川県立青少年センター

資料2-事業案内

チェンジライフキャンプのキャンププログラム
事前説明会 日帰り
（県立青少年センター）

プレキャンプ 日帰り
（愛川ふれあいの村）

7 月 14 日（日）
6:00

メインキャンプ ３泊４日
（愛川ふれあいの村）

7 月 28 日（日）

8 月 19 日（月）

6:00

9:00

6:00

9:00

9:00
集合・開会（10:00）

受付開始（12:30）
12:00

12:00
集合・開会（13:00）
全体説明

保護者

クラフト

講演会

自由活動

保護者

個別相談

8 月 22 日（木）
起床・朝のつどい

起床・朝のつどい

朝食（食堂）・清掃

朝食（食堂）・清掃

朝食（食堂）・清掃

朝食（食堂）

チェンジライフタイム

チェンジライフタイム

チェンジライフタイム

清掃

選択プログラム

移動（施設→宮ケ瀬湖）

アウトドアクッキング

受付開始（9:30）
集合（10:00）

集合（10:00）

基本パドリング

はじまりのつどい

～ 遠征ツアー
昼食（弁当）
チェンジライフタイム

選択プログラム

おわりのつどい

15:00

15:00
移動（宮ケ瀬湖→施設）

アウトドアクッキング

参加者

保護者

報告会準備

情報交換会

お楽しみゲーム
12:00

昼食（弁当）

チェンジライフタイム

9:00

カヌー体験

仲間づくりゲーム

解散（15:00）

6:00

10 月 20 日（日）

起床・朝のつどい

受付開始（9:30）

昼食（食堂）

情報交換会

10 月 19 日（土）

起床・朝のつどい

はじまりのつどい

保護者

15:00

活動体験

8 月 21 日（水）

12:00

野外炊事・昼食
参加者

参加者
15:00

参加者

8 月 20 日（火）

フォローアップキャンプ １泊 2 日
（愛川ふれあいの村）

解散（15:00）

昼食（食堂）

報告会

企画プログラム

（アウトドアクッキング）

メインキャンプ３日目に
考えたプログラムを
楽しもう！

おわりのつどい
解散（15:00）

解散（16:00）
自由時間＆

「ネット依存について」

プログラム企画タイム

久里浜医療センターの先生
18:00

18:00

21:00

18:00

21:00

18:00
夕食（食堂）

夕食（食堂）

夕食（食堂）

入浴

入浴

入浴

入浴

チェンジライフタイム

チェンジライフタイム

チェンジライフタイム

チェンジライフタイム

21:00

21:00
自由時間

自由時間

自由時間

自由時間

就寝

就寝

就寝

就寝

【事業概要】
〇事業名：チェンジライフキャンプ

事前説明会

選択プログラム

プレキャンプ

（文部科学省：青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業）

キャンプでどんなことをするのか説明を聞

メインキャンプで宿泊する愛川ふれあいの

夏にぴったりの川遊び、思い出に残るクラ

〇目
いたり、キャンプで一緒に過ごす仲間やス

村で、日帰りのキャンプをするよ。クラフ

フト、自然や歴史を感じるハイキング等、

〇主

的：ゲームや SNS とのつきあい方を見直したい中高生を対象に、宿泊を伴う
様々な体験活動を通して、コミュニケーション能力や社会性の向上を図る
と共に、これまでの生活意識を自ら変えるきっかけを作る機会とする。
催：神奈川県立青少年センター

タッフと顔合わせをしたりします。

トでは手作りの食器を作ってみよう！午後

やりたいプログラムを選んで体験します。

〇後

援：神奈川県教育委員会

わからないことはなんでも聞いて、キャン

はハンモックでまったりしたり、自然の中

体を動かす？それとものんびり自然を感じ

〇協

力：独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

プの不安を減らしてね！

で遊んだり、好きな活動ができるよ。

る？どれにしようかな？

神奈川県立愛川ふれあいの村
公益財団法人宮ケ瀬ダム周辺振興財団
NPO 法人国際自然大学校

カヌー体験

チェンジライフタイム

企画プログラム

宮ケ瀬湖へ移動して、カヌー体験をします。

その日一日のふり返りをしながら、こ

メインキャンプの３日目に、フォローアップ

初めてでも、もちろん大丈夫！レクチャー

れまでの自分の生活やこれからのこと

キャンプでやりたいプログラムをみんなで

受けて、みんなと一緒に漕ぎ出してみよ

を考える時間です。

話し合って決めます。フォローアップキャン

う！普段は入ることができない場所にも行

難しくはないから、ゆったり自分の心

プでは、実際にそのプログラムを行ってみま

くので、ちょっと自慢できるかも！

と向き合ってみよう。

す。さぁ、なにをしましょうか？

NPO 法人きよかわアウトドアスポーツクラブ
〇対

象：ゲームや SNS とのつきあい方を見直したい中学生高校生年代の 15 人
（神奈川県内在学、在住）

〇参加費：一人 12,000 円程度（詳しくは、参加案内でお伝えします）
〇講

師：独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター医師
NPO 法人きよかわアウトドアスポーツクラブ指導員

〇スタッフ：神奈川県立青少年センター指導者育成課職員・臨床心理士
キャンプサポーター（学生）

資料2-事業案内

チェンジライフキャンプのネット依存度チェックシートについて
◎チェックシートの評価について
①ネットについてのチェック（自分の依存傾向を知る）
３項目以上にチェックが付いたら、「ネット依存傾向にある」とします。
②③ゲームについてのチェック（依存の強さを知る）
「よくあった」を１点と数えます。９と１０はいずれか１つでも「よくあった」場合に１点とします。満点を９点とし、
合計が、５点以上の場合「ネット依存傾向にある」とします。

申し込み〆切；7月10日(水)必着

◎参加の申込みについて

①～③のチェックシートのいずれか１つでも「ネット依存傾向にある」場合に、参加を申し込むことができます。

チェンジライフキャンプ2019

参加申込書
記入日：令和元年

ふりがな

性別
男・女

日（

）

校種・学年

年齢
中学校（

参加者
氏名

月

年）・高等学校（

その他（

年）
）

※該当する箇所を〇で囲む。

連絡先
電話
番号

保護者
氏名
参加者の回答記入欄
チェック
シート
評価

①参加者用（
②参加者用（

ネット
使用日数

１週間のうち何日くら
いスマホやネットを使
用しますか。

ネット
使用時間

１日に何時間くらいス
マホやネットを使用し
ますか。

保護者の回答記入欄

) ／8
) 点
（

③保護者用 (

）／7日

平日（

）時間

休日（

）時間

) 点

お子さまは、１週間のう
ち何日くらいスマホやネ
ットを使用しますか。
保護者から見て、お子
さまは１日に何時間くら
いスマホやネットを使用
しますか。

（

）／7日

平日（

）時間

休日（

）時間

連絡欄

※ご不明な点等ありましたらご記入ください。

※記入された個人情報は適切に管理し、この事業に関する連絡以外には使用しません。

＜問合せ・申込み＞

神奈川県立青少年センター指導者育成課（月曜休館

8:30～17:15）

〒220-0044 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘９-１
TEL:045-263-4466 FAX：045-242-8190
資料3-参加申込書

チェンジライフキャンプの
ネット依存度チェックシート
チェンジライフキャンプ参加を希望する方は、①「ネットについてのチェック」と裏面②
「ゲームについてのチェック」の２種類のシートに回答してください。また、保護者の方
は、③「ゲームについてのチェック」にご回答ください。

①【参加者用】ネットについてのチェック（自分の依存傾向を知る）
◎8項目の質問について、「はい」か「いいえ」で、「はい」なら回答欄に〇をつけてくだ
さい。
回答欄

1

あなたは、インターネットに夢中になっていると感じていますか？

2

満足を得るためにネットを使う時間を、だんだん長くしていかねばならないと感じて
いますか？

3

ネット使用を制限したり、時間を減らしたり、完全にやめようとして失敗したことが
たびたびありましたか？

ふき

4

ネット使用時間を短くしたり、完全にやめようとしたとき、落ち着かなかったり、不
げん

機嫌や落ち込み、またはイライラなどを感じますか？

5

いと

使いはじめに意図した（予定した）よりも、長い時間オンラインの状態でいますか？

あや

6

ネットのために大切な人間関係、学校のことや部活動のことを台無しにしたり、危う
くするようなことがありましたか？

7

ネットへの熱中のし過ぎを隠すために、家族、学校の先生や、そのほかの人たちにウ
ソをついたことがありますか？

ぜつぼうてき

8

ざいあくかん

問題から逃げるために、または絶望的な気持ち、罪悪感（悪いことをしたと思う気持
ち）、不安、落ち込みなどといった嫌な気持から逃げるためにネットを使いますか？
出所）Diagnostic Questionnaire by

キンバリー・ヤング博士・邦訳

樋口

資料4-チェックシート

進

氏

②【参加者用】 ゲームについてのチェック（依存の強さを知る）
◎10項目の質問について過去12カ月間、どの程度、そして、どれくらい頻繁にあなた
にあてはまるかを「まったくなかった」「ときどきあった」「よくあった」から選んで
〇をつけてください。
っ

ま

よ
く
あ

た

た

た

っ

と
き
ど
き
あ

っ

た
く
な
か

っ

＜補足＞※ゲームとはオンラインやオフラインを含めた全てのビデオゲームの
ことです。(家庭用ゲーム機やパソコンを利用したゲームのほか、ス
マートフォンやタブレットを利用したソーシャルゲームアプリ等も含
みます）
※必ずすべての項目にお答えください。

ひんぱん

ゲームをしていないときにどれくらい頻繁に、ゲームのことを空想したり

1

以前にしたゲームのことを考えたり、次にするゲームのことを思ったりす
ることがありましたか。

2

ゲームがまったくできなかったり、いつもよりゲーム時間が短かったとき
どれくらい頻繁にソワソワしたり、イライラしたり、不安になったり、悲
しい気持ちになりましたか。

3

過去12カ月間で、十分ゲームをしたと感じるために、もっと頻繁にまた
はもっと長い時間ゲームをする必要があると感じたことがありますか。

4

過去12カ月間で、ゲームをする時間を減らそうとしたが、うまくいかな
かったことがありますか。

5

過去12カ月間で、友人に会ったり、以前に楽しんでいた趣味や遊びをす
ることよりも、ゲームの方を選んだことがありますか。

6

何らかの問題が生じているにもかかわらず、長時間ゲームをしたことがあ
りますか。問題とは、たとえば睡眠不足、学校での勉強がはかどらない、
家族や友人と口論する、するべき大切なことをしなかった、などです。

7

自分がどれくらいゲームをしていたかについて、家族、友人、またはほか
の大切な人にバレないようにしようとしたり、ゲームについてそのような
人たちに嘘をついたことがありますか。

8

嫌な気持ちを晴らすためにゲームをしたことがありますか。嫌な気持ちと
は、たとえば無力に感じたり、罪の意識を感じたり、不安になったりする
ことです。

9

ゲームのために大切な人間関係を危うくしたり、失ったことがありますか。

あや

過去１２カ月間で、ゲームのために学校での勉強がうまくできなかったこ

10 とがありますか。

出所）IGDT-10：kiraly O et al.Addictive Behaviors.2017.

邦訳:樋口 進 氏

資料4-チェックシート

③ 【保護者用】ゲームについてのチェック（依存の強さを知る）
◎10項目の質問について過去12カ月間、どの程度、そしてどれくらい頻繁にお子さま
にあてはまるかを「まったくなかった」「ときどきあった」「よくあった」から選んで
〇をつけてください。
＜補足＞※この質問の中には、心の中のことを聞いているものがありますが、
お子さまの日頃の様子から判断してお答えください。
※正確な数値を出すために、必ずすべての項目にお答えください。
※ゲームとはオンラインやオフラインを含めた全てのビデオゲームの
ことです。(家庭用ゲーム機やパソコンを利用したゲームのほか、ス
マートフォンやタブレットを利用したソーシャルゲームアプリ等も含
みます）

っ

ま

た

た

た

1

ゲームをしていないときにどれくらい頻繁に、ゲームのことを空想した
り、以前にしたゲームのことを考えたり、次にするゲームのことを思った
りすることがありましたか。

2

ゲームがまったくできなかったり、いつもよりゲーム時間が短かったと
き、どれくらい頻繁にソワソワしたり、イライラしたり、不安になった
り、悲しい気持ちになりましたか。

3

過去12カ月間で、十分ゲームをしたと感じるために、もっと頻繁にまた
はもっと長い時間ゲームをする必要があると感じたことがありますか。

4

過去12カ月間で、ゲームをする時間を減らそうとしたが、うまくいかな
かったことがありますか。

5

過去12カ月間で、友人に会ったり、以前に楽しんでいた趣味や遊びをす
ることよりも、ゲームの方を選んだことがありますか。

6

何らかの問題が生じているにもかかわらず、長時間ゲームをしたことがあ
りますか。問題とは、たとえば睡眠不足、学校での勉強がはかどらない、
家族や友人と口論する、するべき大切なことをしなかった、などです。

7

自分がどれくらいゲームをしていたかについて、家族、友人、またはほか
の大切な人にバレないようにしようとしたり、ゲームについてそのような
人たちに嘘をついたことがありますか。

8

嫌な気持ちを晴らすためにゲームをしたことがありますか。嫌な気持ちと
は、たとえば無力に感じたり、罪の意識を感じたり、不安になったりする
ことです。

9

ゲームのために大切な人間関係を危うくしたり、失ったことがありますか。

っ

よ
く
あ

っ

と
き
ど
き
あ

っ

た
く
な
か

過去１２カ月間で、ゲームのために学校での勉強がうまくできなかったこ

10 とがありますか。

出所）IGDT-10：kiraly O et al.Addictive Behaviors.2017.

邦訳:樋口 進 氏

資料4-チェックシート

健康観察シート

氏

名

◎キャンプ前一週間程度、体調等、気になる点について記入してください。

◎当日、本人に持たせる薬がある場合は、その旨を記入して下さい。

◎その他、主催者側が留意することがございましたら、記入してください。

※この健康観察シートは、事業終了後にお返しいたします。

資料5-健康観察シート

令和元年６月 18 日
参考資料

『ネット依存対策キャンプ』を実施します
ネットと上手に付き合うきっかけに「チェンジライフキャンプ」

ＷＨＯの疾病分類に「ゲーム障害」が新たな依存症として認定されるなど、青少年を中心とした
「ネット依存」の危険性が近年問題化しています。神奈川県では昨年度に引き続き、文部科学省
の委託事業として、「ネット依存対策キャンプ」を実施しますのでお知らせします。

１ 目的
自然体験など、宿泊を伴う体験活動を通して、自らの生活習慣について見つめなおし、ネットとのより
良いつきあい方を考える機会とする。

２ 対象
「いつでもどこでもスマートフォンが気になってしまって…」「ゲームや SNS に夢中になって気が付くと
朝になっている…」といったように、ネット等により生活習慣が乱れる傾向にある中・高校生 15 人

３ 「チェンジライフキャンプ」の概要
日程：①7/28（プレキャンプ）②8/19～22（メインキャンプ） ③10/19～20（フォローアップキャンプ）
場所：県立愛川ふれあいの村 （〒243-0307 愛甲郡愛川町半原 3390）
参加費：約 12,000 円（①～③すべて合わせた金額です。）
①プレキャンプ
アウトドアクッキング、野外レクリエーション、保護者向け講演会（講師：久里浜医療センター医長）
②メインキャンプ
１日目…アウトドアクッキング（ゆっくり慣れる活動）
２日目…川遊びやハイキング等（自分で選べる活動）参加者向け講話「ネット依存について」（講
師：久里浜医療センター医長）
３日目…宮ケ瀬湖でのカヌー体験（仲間と協力する活動）
４日目…アウトドアクッキング（みんなで協力する活動）とこれからの目標づくり。
※ 期間中は、臨床心理士や学生サポーターが同行します。
③フォローアップキャンプ
アウトドアクッキング、参加者自主企画、体験発表会、保護者交流会（キャンプ２日目）等

資料6-記者発表資料

４ キャンプ（メインキャンプ）のスケジュールについて

１日目

２日目

8 月 19 日（月）

8 月 20 日（火）

6:00

9:00

選択プログラム
集合（10:30）
はじまりのつどい
オリエンテーション

12:00

15:00

昼食（食堂）
アイスブレイキング

昼食（弁当）
選択プログラム

夕食づくり
（アウトドアクッキング）

18:00

３日目

４日目

8 月 21 日（水）

8 月 22 日（木）

起床・朝のつどい
朝食（食堂）・清掃
学習プログラム
移動（施設→宮ケ瀬湖）
カヌー体験Ⅰ
・基本パドリング

昼食（弁当）
カヌー体験Ⅱ
・遠征ツアー

清掃
野外炊事

ふりかえりタイム
クロージング

移動（宮ケ瀬湖→施設）
自由時間
講 話： 「 ネ ット 依存 につ い
て」

次回キャンプのプログラム
企画

夕食（食堂）

夕食（食堂）

21:00
22:00

５ 協力団体
・独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター ・県立愛川ふれあいの村 ・NPO 法人国際自然
大学校・公益財団法人宮ケ瀬ダム周辺振興財団 ・NPO 法人きよかわアウトドアスポーツクラブ 他

６ 取材について
・取材は、メインキャンプの 2 日目（8 月 20 日）、3 日目（8 月 21 日）、4 日目（8 月 22 日）の 3 日間の
み可能です。取材をご希望される方は、8 月 16 日（金曜日）までに問合せ先にご連絡ください。写真
データをご希望の方は、8 月 23 日の 11 時以降にご連絡ください。

７ 参加方法については、下記 URL をご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/changelifecamp/r1bosyuu.html

問合せ先
神奈川県立青少年センター
副館長

新井 電話 045-263-4461

指導者育成課長 栗田 電話 045-263-4466

資料6-記者発表資料

神奈川県では、ネットの長時間利用などにより生活習慣が
乱れる傾向にある中・高校生を対象にしたキャンプを実施
します。自然豊かな場所で、さまざまな体験を通して日常

●対象

の生活を見つめなおし、ネットとのより良いつきあい方を

大学生 10 人

考えるきっかけを作るキャンプです。その参加者に寄り添

※全日程参加できる方を優先します

い、チャレンジを支える学生ボランティア（サポーター）

●費用

を募集します。

無料
※宿泊にかかる費用や食事代、保険料は
主催者が負担いたします

日

程

●謝礼
キャンプ当日の謝礼を、交通費と
ともにお支払いします。

プレキャンプ

7 月 28 日（日）

※サポーター研修会の交通費は自己負
担となります

申込み

メインキャンプ

8 月 19 日（月）～22 日（木）

氏名、年齢、郵便番号、住所、電話
番号、学校名を明記のうえ、6 月 28
日（金）までに電話、ＦＡＸ、電子
メールのいずれかの方法で、下記
あてお申し込みください。

フォローアップキャンプ

10 月 19 日（土）～20 日（日）

後日担当者から連絡させていただ
きます。

詳しくは、裏面をご覧ください
＜問合せ・申込み先＞
県立青少年センター 指導者育成課（月曜休館 ８：３０～１７：１５）
TEL ：０４５-２６３-４４６６

FAX ：０４５-２４２-８１９０

MAIL:seishonen.c.ikusei@pref.kanagawa.jp

指導者育成課アドレス→
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日程詳細
サポーター研修会①

6 月 30 日（日）

事業概要説明

県立青少年センター

サポーター研修会②

7 月 7 日（日）

講演「ネット依存について」

県立青少年センター

サポーター研修会③

7 月 14 日（日）

グループワーク等

県立青少年センター

プレキャンプ

7 月 28 日（日）

全体説明会、活動体験等

県立愛川ふれあいの村

スタッフ研修会④

8 月 14 日（水）

プログラム読み合わせ等

県立青少年センター

8 月 19 日（月）～

野外炊事、カヌー体験（宮ケ瀬湖）、

22 日（木）

選択プログラム（ハイキング、川遊

メインキャンプ

3泊4日
フォローアップ

県立愛川ふれあいの村

び、参加者の自主企画等）

10 月 19 日（土） 野外炊事、参加者の自主企画、保護
～20 日（日） 者交流会等

キャンプ

県立愛川ふれあいの村

1泊2日

※サポーター研修会に参加できない場合には、後日個別に対応させていただきます。

会場
県立青少年センター

県立愛川ふれあいの村

〒220-0044

〒243-0307

横浜市西区紅葉ケ丘 9-1

愛甲郡愛川町半原 3390

丹沢山系の東端に連なる仏果山や高取山のふもと
に位置し、古くから「撚糸の町」として知られる、
愛川町半原地区にある施設です。
周辺には清流の中津川や首都圏最大の宮ケ瀬ダ
ム、服部牧場などがあり、四季折々の美しい山々と
豊かな自然環境の中に恵まれています。
県立ふれあいの村広報誌『あみあ』より
ＪＲ京浜東北線 桜木町駅

北改札西口

徒歩 8 分

市営地下鉄線 桜木町駅

徒歩 10 分

小田急小田原線本厚木駅下車

京浜急行線 日ノ出町駅

徒歩 13 分

本厚木駅北口「1」番乗り場より、
「01 系統／野外セン

みなとみらい線

みなとみらい駅

徒歩 20 分

ター経由半原」行き乗車
「愛川ふれあいの村・野外センター前」下車

昨年度参加者の声
大きく変わっていった参加者の様

子どもたちが様々な経験を通し

時に楽しみ、時に悩みというキ

子には本当に驚き、人が集まった

て成長していく様を見て、新し

ャンプだったが、自分にとって

時に発揮される力の強さを知っ

いことに挑戦する機会を提供す

もプラスになるキャンプだっ

た。

ることが大切だと思った。

た。

チェンジライフキャンプ２０１９
主催：神奈川県立青少年センター

後援：神奈川県教育委員会

協力：独立行政法人国立久里浜病院機構久里浜医療センター・県立愛川ふれあいの村・公益財団法人宮ケ瀬ダム周辺振興財団・
ＮＰＯ法人国際自然大学校・ＮＰＯ法人きよかわアウトドアスポーツクラブ
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１

ネット依存について

ネット依存とは、「勉強や仕事といった生活面や体や心の健康面などよりもインターネットの使用
を優先してしまい、使う時間や方法を自分でコントロールできない」状態のことを指します。最近で
は、中高生のネット依存が問題となっており、ネット依存が疑われる中高生は約 51 万 8 千人と推計さ
れています。特にネットゲームの流行にともない、インターネットの過剰使用は深刻化し、ついに世
界保健機関（ＷＨＯ）は、今年に入って「ゲーム障害」を新たな依存症として認定した「国際疾病分
類」最新版を発表しました。
ゲーム障害の定義
１ ゲームのコントロールができない
２ 他の興味や活動より、ゲームを優先させる
３ （ゲームにより）問題行動が起きているにもかかわらず、ゲームを続ける
４ 個人、家族、社会、教育、職業やその他の重要な機能に著しい問題が生じている
ネット依存はすでに２０００年代の前半から韓国で深刻化し、その対策がとられてきましたが、日
本では厚生労働省や文部科学省などの政府機関や一部の都道府県、久里浜医療センターなどの医療機
関などが、本格的な取り組みを始めたところです。
ネット依存になると、まずは生活のリズムに乱れが生じてきます。それが元になって、体や心とい
った健康面や、家族や社会といった人間関係に問題が派生してきます。ネット依存の予防ないしは軽
度の状態から回復を図るためには、まずは生活のリズムを整えることが大切になります。
ネット依存から派生してくる可能性のある問題
身体面
精神面
学業面
経済面
家族・対人関係

２

視力低下、運動不足、腰痛、骨密度低下、低栄養状態、肥満、エコノミ
ー症候群など
ひきこもり、意欲低下、うつ状態、睡眠障害など
成績低下、遅刻、授業中の居眠り、欠席、不登校など
浪費、多額の借金など
家庭内暴力、友人との関係悪化、家族との関係悪化など
参考：「ネット依存症から子どもを救う本」樋口進先生監修

事業の実施経緯について

文部科学省では、青少年を取り巻く有害環境対策の施策として、「青少年教育施設を活用したネッ
ト依存対策推進事業」を平成２６年度よりスタートさせ、公募により複数の機関や県がネット依存対
策キャンプを実施しています。
神奈川県では昨年度、久里浜医療センターや県教育局の協力を得て文科省に申請し、審査を経て採
択され、実施をしました。昨年度は文科省の外郭団体である国立青少年教育振興機構、秋田県、兵庫
県、大分県、神奈川県の５団体が、それぞれの方法でネット依存対策キャンプに取り組んでいます。
なお、事業の実施にあたっては、以下のような条件があります。
・一週間程度のインターネットから離れた、規則正しい集団生活
・ネット依存についての学習プログラムや、家族支援プログラムの導入
・検討委員会の設置と、事業評価の実施
・参加者の決定時における判断指標の使用 など
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３

事業のねらいについて

＜事業目的＞
ネット依存等により生活習慣が乱れる傾向にある中高生を対象に、宿泊を伴う様々な体験活動
を通して、コミュニケーション能力や社会性の向上を図ると共に、ネットとのつきあい方につい
て自ら考えるきっかけを作る機会とする。

参加者に得てほしいもの
行動力
自分の課題を発見し
行動に移す

自己肯定感
新しい自己の発見

リアルな体験

身体を動かす
身体が動けば心も動く

自然とのふれあい

生活リズムの回復
よく食べよく寝る

意欲の向上
自分から行動する

自 然 体 験
宿 泊 体 験

ネット以外の楽し
さの発見

協力する楽しさ

４

同じ課題をかかえ
た仲間との交流

コミュニケーショ
ン能力の向上

達成感
キャンプに参加できた
ネットから離れられた

相談する勇気と相手
困った時に相談できる対話力

スタッフ体制について
現時点でのこのキャンプのスタッフは、以下のとおりです。

サポーター（学生ボランティア）

１０名

臨床心理士
２名（うち１名は全日程参加）
青少年センター職員
７名（事務室対応を含む）
愛川ふれあいの村職員
１名（プログラム時の支援）
講師（久里浜医療センター、きよかわアウトドアクラブ）

５名の班を３つ作り、班ごとにサポーター３～４名が全日程をサポートします。
臨床心理士は、ネット依存に関するプログラムを担当しますが、それ以外の時間は、
参加者を見守りながら、みなさんをサポートします。
センター職員は、ネット依存に関する学習以外のプログラムや雑用一切を担当しつつ、みなさん
をサポートします。
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５

サポーターの役割
・参加者と一緒にキャンプに参加し、プログラムを楽しむ
・全日程を参加者に寄り添い、話を聞き、時には相談にのる
・参加者がキャンプを楽しみ、仲間づくりをするための雰囲気づくりにつとめる
・参加者の様子をそばで見守り、観察し、その成長を記録する

６

サポーターの心構え

（１）活動を一緒に楽しむ
サポーターに求められるものは、指導者としての役割ではなく、参加者のからだやこころの安全
に配慮しながらも、全日程を参加者に寄り添い、一緒にプログラムを楽しむことにあります。主役
は参加者という前提は忘れずに、でも時には童心に帰って、参加者と楽しくプログラムに取り組ん
でください。
（２）常に前向きな姿勢で元気よく
いろいろな参加者がいると思われるので、彼ら彼女らのテンションは常に一定であるとは限りま
せん。でもサポーターのみなさんは、常に元気よく、明るい雰囲気で行動してください。キャンプ
の全日程を通してその元気を保つことができるよう、体調管理や睡眠時間の確保には注意をしてく
ださい。
（３）同じ目線にたつ
参加者は、時には、大人と自分たち、スタッフと参加者というように、こちら側と向こう側とい
うような考え方や見方をすることがあります。そうした時にも、常にサポーターは参加者側にいる
と思ってもらえるような、そんな姿勢や行動を保ってください。夜間のミーティングや緊急の打合
せ以外の場面では、サポーターだけで集まったり談笑したりしないよう心掛けてください。
（４）良いところを探す（できているところを言葉にして伝える）
参加者の行動や発言に注意して、いろいろな場面で良いところを見つけ出し、どんな小さなこと
でも、言葉にしてそれを伝えてあげてください。
（５）その場に応じた行動を
参加者の状況を把握しながら、その場に応じて適切な行動がとれるよう心がけましょう。
例えば危険回避のために、強い口調で注意をすることがあるかもしれません。また参加者同士の
トラブルがあった際などには、毅然とした態度で介入する必要があるかもしれません。そのような
場合でも、そのあとで、「なぜそのような注意をしたか」というようなことを、穏やかに話して理
解してもらう、というようなフォローを心がけてください。また、何かあったら、すぐにまわりの
スタッフに連絡をしてください。
（６）参加者の模範になる行動を
参加者にとって、みなさんは頼りになる存在です。だから参加者は、いつもみなさんを見ていま
す。キャンプ期間中は、荷物の整理、食事の仕方、靴やトイレのスリッパの脱ぎ方など、細かいと
ころから参加者の模範になるような行動を心がけてください。
（７）困ったらまわりに相談を
キャンプ期間中は、参加者のサポートの主役は、サポーターのみなさんになります。そこで、み
なさんが主体的に判断して行動することが基本になります。ただ、わからないことや困ったこと
は、遠慮なく、臨床心理士さんや職員に相談してください。参加者を観察して気づいたことや、気
になったことなども報告をして、みんなで情報を共有することが大切です。
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７

具体的な行動について
みなさんは心構えや基本的なスタンスとしては、指導者としてではなく一緒にプログラムを楽し

む「同行者」としてキャンプに参加することになりますが、その一方で行政機関の実施している公
的なキャンプのスタッフとして責任のある立場でもあります。一つひとつの行動にあたっては、次
のような行動指針に基づいて主体的に判断してください。迷ったときは、ほかのサポーターやスタ
ッフ（臨床心理士・職員）に相談してください。

◎自分自身について
①

②

③

④

⑤

⑥

キャンプサポーターの使命を果たすためには、まず自分自身の体調が万
全であることが大切です。自分の体調を整えて当日を迎えてください。
また期間中も、しっかり睡眠時間を確保してください。
24 時間参加者の安全を確保するには、正しい判断と対処が重要です。ま
禁酒、禁煙 た、参加者の健康や感情に悪影響を与えること、また青少年の教育施設
を利用していることを理解し、活動中は禁酒、禁煙でお願いします。
参加者や保護者からは、サポーターも職員も同じ指導者として見られま
す。常に見られていることを意識し、指導者にふさわしい常識的な服装
服装等
や身だしなみに心がけましょう。また、指輪やイヤリング、ピアスとい
ったアクセサリー類はケガの元になり、活動中に紛失する恐れもあるの
で、できるだけつけないようにしましょう。
全て自己管理でお願いします。貴重品については、職員が預かることも
できます。またスマホや携帯電話については、参加者がキャンプ期間中
持ち物
所持しないことにしているので、自己管理をする場合は、参加者の目に
触れない場所に保管し、使用は限られた時間、限られた場所のみとしま
す。
ボランティア同士で交友関係を築くことは望ましいことですが、それが
異性関係等
原因で活動に問題を起こすことのないようにお願いします。
適宜「報告」・「連絡」・「相談」をお願いします。また、所在を明ら
連絡体制 かにするために、その場を離れる場合は、必ず他のスタッフに連絡をし
てください。
健康管理

◎参加者に対して

①

安全管理

②

健康管理

④

⑤

態

度

言葉遣い

キャンプ中の参加者の安全はすべてに優先します。常に危険予知に対す
る意識を持ち、事故を未然に防ぐための言葉かけや対策をお願いしま
す。万が一、事故やケガが発生した場合は、迅速に職員へ報告し、判断
を仰いでから適切な処置をお願いします。
元気のない参加者がいれば、言葉をかけたうえで職員に伝え、体調の悪
い参加者がいる場合は、職員や臨床心理士に相談して対処しましょう。
公平な
全ての参加者に対して、期間中、同じ価値基準で、公平な態
態度
度を心がけましょう。
否定
参加者の行動や態度を非難せず、何に要因があるか考えまし
しない
ょう。対応できない場合は、職員に相談してください。
参加者の模範となるよう、挨拶やお礼の言葉等、はっきりと元気よくお
願いします。また、保護者や講師の方など、目上の方には適切な敬語で
お願いします。
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８

ハラスメント防止の観点から
参加者やスタッフの基本的人権を保証し、安全で安心できる環境を作るために、以下のような行

動指針を遵守してください。
・必要な時（緊急時やプログラム上の必要行為）以外の身体接触はしない
・異性の参加者と二人きりになる場面を作らない
・異性の宿泊室への出入り（必要時は異性のサポーターが同席する）
・個人の住所やアドレスを参加者に教えない（必要な連絡は青少年センターを通して）
・写真撮影の禁止（個人のスマホやカメラでの撮影は禁止）
・キャンプでのできごとをツイッターやフェイスブックなど、ＳＮＳに投稿することは禁止
・参加者の疾患、アレルギー症状など、個人情報については守秘義務が生じる

９

サポーターの加入傷害保険について

プレキャンプからフォローアップキャンプまで、キャンプごとにみなさんに保険に加入してもら
います。費用は、主催者で負担いたします。
安全に配慮して行動することは当然ですが、万が一不測の事態が生じて、みなさんがケガをした
り、参加者にケガをさせてしまうようなことがあっても、保険で対応できるようになっていますの
で、安心して参加してください。
昨年度加入した保険の内容（今年度も同様の保険を利用する予定）

（１）保険会社
（２）保険種目
（３）保険期間
（４）保険料
（５）保険内容

（６）適用範囲

三井住友海上火災保険株式会社
国内旅行傷害保険
平成 30 年８月 21 日から平成 30 年８月 24 日まで
県が負担します。
死亡・後遺障害保険金額
490 万円
入院保険金（日額）
6,000 円
通院保険金（日額）
4,000 円
10,000 万円 自己負担額 0 円
賠償責任保険金額
4 日間のキャンプ活動中
自宅～現地間の移動中(公共交通機関・自家用車利用いずれも)
※移動中の事故については、交通事業者の保険・自家用車の保険対応が優
先し、それを超える金額が発生した場合に、今回の「国内旅行傷害保
険」が適用されます。
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