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はじめに 
  
 

平成１９年度より新たに実施する「放課後子ども教室推進事業」は、これま

での「民間団体向け委託費」から「地方公共団体向け補助金」へ切り替わり、

従来のように、文部科学省から直接、民間教育団体への事業委託が基本的にで

きなくなります。 

ただし、これまでの「地域子ども教室推進事業」（H16 ～H18）において、民

間教育団体にも積極的に取り組んでいただき、全国各地でご活躍いただいてお

ります。そのため、平成１９年度以降、実施主体である市町村から民間教育団

体に事業委託をすることで、民間教育団体のノウハウやアイディアをできるだ

け活用して、「放課後子ども教室推進事業」の活動の充実を図っていただけるよ

う、各種会議等を通じて周知を行っているところです。 

今回、その周知の一環としまして、これまで実績のある民間教育団体の取組

状況等を広報させていただきます。 

ご担当者の皆様方におかれましては、今後、事業計画を立てていく際のご参

考にしていただければと幸いです。 
 
 
            

文部科学省 
 生涯学習政策局 
 子どもの居場所づくり推進室 



 
＜民間教育団体による地方公共団体への     

広報資料について＞ 
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関係団体連絡先等登録票 

  

 運営協議会名      全国子ども会連合会       
「子どもが主人公の居場所づくり」運営協議会

 問い合わせ先  

 （団 体 名） 社団法人 全国子ども会連合会 

 （担 当 者） 内山 則子 

 （連 絡 先） 
 ＴＥＬ 
 ＦＡＸ 
 E-mail 

TEL：０３－５３１９－１７４１ 

FAX：０３－５３１９－１７４４ 

E-MAIL：uchiyama@kodomo-kai.or.jp 

 

 （ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ） http://kodomo-kai.or.jp 

  

 広報のポイント 「子どもの居場所づくり活動」が学習･発達に及ぼす影響 

発達心理学的評価研究（Ａ４版 12ページ） 

 
 



関係団体連絡先等登録票

ボーイスカウト日本連盟運営協議会名

子どもの居場所づくり運営協議会

問い合わせ先

ボーイスカウト日本連盟（団 体 名） 財団法人

事務局次長 小林 孝之助（担 当 者）

（連 絡 先）

０４２２－３１－５１６８ＴＥＬ
０４２２－３１－５１６２ＦＡＸ
ibasho@scout.or.jpE-mail

http://www.scout.or.jp（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）

全国に組織され長年培ってきたボーイスカウト活動の経広報のポイント

験を活かし、一般の方々を対象に安全で魅力ある野外活
動を展開しています。
地域に根ざした活動をさらに充実させる為、地元の老人
会や学校ＰＴＡの協力、諸団体の指導者を巻きこんだ事
業内容となるべく取り組んでいます。





 
関係団体連絡先等登録票 

  

 運営協議会名 ガールスカウト子どもの居場所協議会 

 問い合わせ先  

 （団 体 名） (社)ガールスカウト日本連盟 

 （担 当 者） 教育部 片岡（教育部部長）、 島田・原口（事務担当） 

 （連 絡 先） 
 ＴＥＬ 
 ＦＡＸ 
 E-mail 

TEL 03-3460-0701 

FAX 03-3460-8383 

otenbaclub@girlscout.or.jp ／ kouhou027037@girlscout.or.jp 

 

 （ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ） http://www.otenbaclub.com/ ／ http://www.girlscout.or.jp/ 

  

 広報のポイント 
  

 ガールスカウト子どもの居場所推進事業は、ガールスカウトが日頃行って

いる活動プログラムの一部を一般へ「開放する」「枠を広ける」という観点で

実施しています。 そこでは、ガールスカウトの指導者が責任を持って子ど

もたちの安全面や活動プログラムを実施しています。活動内容は、地域の

特性を生かし、野外活動やスポーツ、文化活動、国際的な活動など、様々

な体験活動を地域と密接な関わりを大切にしながら実施しています。一部

地域を除きますが、全国各地で取り組んでいます。 

 



（社）ガールスカウト日本連盟　支部事務局　お問合せ先
№ 支　部 電話番号 事務取扱時間 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

1 北海道 011-221-4811 月～金 10：00～17：00

2 青森県 017-729-1965 月・木 13：00～16：00

3 岩手県 019-641-1153 月･木 10：00～16：00

4 宮城県 022-219-1441 月・水･金 10：00～15：00

5 秋田県 018-880-2304 金 11：00～14：00

6 山形県 023-625-7988 火・金 10：00～12：00

7 福島県 024-544-6637 月・火・水・金 10：00～16：00

8 茨城県 029-226-5438 月～金 10：00～17：00 http://homepage3.nifty.com/ibaraki-girlscout/

9 栃木県 028-624-2755 月･水･金 9:00～16：00 http://www15.ocn.ne.jp/~tochi-gs/

10 群馬県 027-234-7230 月～金 9:00～17：00 http://www.girlscout-gunma.org/

11 埼玉県 048-824-6879
第1・3月～金
第2・4火～金 10：00～16：00 http://www.k4.dion.ne.jp/~sgs

12 千葉県 043-284-0707 火～金 10：00～16：00

13 東京都 03-3354-9410 月～金 9：00～17：00 http://www2u.biglobe.ne.jp/~gs-tokyo

14 神奈川県 045-365-3423
火～金
9：30～16：30 土9：30～14：30 http://www2.ocn.ne.jp/~gs‐kana

15 新潟県 025-229-0548 月～金 10：00～16：00

16 富山県 076-444-3707 月～金 9：00～17：30 http://www.hokuriku.ne.jp/gstoyama/

17 石川県 076-223-6567 火・金 10：00～12：00

18 福井県 0776-41-4266 月～金 12：00～16：00 http://www.h7.dion.ne.jp/~gs-fukui

19 山梨県 055-228-6637 火･金 13：30～16：30 http://www.eps1.comlink.ne.jp/~gs-ymnsi/

20 長野県 0263-27-5675 月～金 9：30～16：30 http://www.mcci.or.jp/www/gs-na37/

21 岐阜県 058-264-1111･内線887 月～金 10：00～14：30

22 静岡県 054-252-4840 月～金 9：15～17：00 http://www.fuji.ne.jp/~gsshizu

23 愛知県 052-201-5770 月～金 10：00～17：00 http://www2.ocn.ne.jp/~gs-aichi/

24 三重県 059-223-0236 火・金 10：00～13：00

25 滋賀県
077-523-1950
077-522-3681 月・水・金 9:30～16:30

26 京都府
075-692-3460
075-662-1106

月・火・木・金
10：00～17：00 土･13：00～17：00 http://www7.ocn.ne.jp/~gs-kyoto/

27 大阪府 06-6941-4993 月～金 ･9：30～17：30 http://popandpop.gr.jp/gs-osaka/

28 兵庫県 078-360-8575 月～金 9：30～17：00

29 奈良県 0742-26-4630 月・水・金 10：00～16：30 http://www.h3.dion.ne.jp/~gs-nara/

30 和歌山県 073-431-6511 月～金 10:00～13:00

31 鳥取県 0857-21-6090 月･水･木 12：00～17：00

32 島根県 0853-53-3100 月～金 9：00～16：00

33 岡山県 086-234-2771 火10：00～13：00 金12：00～１5：00

34 広島県 082-263-8776 火・金 10：00～15：00

35 山口県 0834-31-7368

36 徳島県 088-663-1327

37 香川県 087-886-5019 月～金 15：00～18：00

38 愛媛県 089-921-5778 木 11：00～15：00

39 高知県 0887-53-2510 月 13：00～17：00

40 福岡県 092-473-6256 月・水・木・金 10：00～17：00

41 佐賀県 0942-82-5816

42 長崎県 095-827-1309
火・水
10：00～13：00 金13:00～16:00

43 熊本県 096-272-2831 月・火・水・木 7：０0～17：00

44 大分県 097-556-6808 火～土 10：00～16：00

45 宮崎県 0985-23-5399 月・水・金 10：00～16：00 http://sun.pref.miyazaki.jp/girlscout/

46 鹿児島県 099-257-3567 火・木 10：00～15：00

47 沖縄県 098-832-8780 火～土 10：00～17：00



就学前 1年 

小学１～３年

小学４～６年

中学１～３年

高校生相当年齢 

SCAPP、リーダー
運営委員 

ガガーールルススカカウウトト子子どどもものの居居場場所所協協議議会会  

  

  

  

  

  

  

（社）ガールスカウト日本連盟  
  

ガールスカウトは、少女と若い女性のための世界最大の社会教育運動です。現在、全世界

144 の国と地域で、約１０００万人以上の少女たちの会員が活動しています。 

少女たち、一人ひとりが、のびのびとした環境の中で、自分を見出し、地域社会で責任を持

ち活動をしていきます。この活動体験の積み重ねから、自分に自身を持ち、自身の可能性

を広げて成長していきます。 

 

ガールスカウトの構成 

 

 

 

 

活動の 3 つのポイント 

活動の3つのポイントにふれながら、自分に合った活動を進めていく中で、自然に資質、能力を高めてい
きます。 

  

  

 

 

 

テンダーフット ｢豊かな感性を持つ｣を育成目標に、自然とのふれあいの中

で、五感、そして感性をはぐくみます。 

ブラウニー 「自分を表現する」を育成目標に、新しいことへのチャレンジ

を楽しみ、自分のできることを広げていきます。 

ジ ュ ニ ア ｢仲間と協力する｣を育成目標に、仲間と協力する大切さ、分

かち合う喜び、そしてその大切さを学び、思いやりのある心

を育てます。 

シ ニ ア ｢体験を通して自分を見いだす｣を育成目標に、自分で目標を

立てて、それに向かって努力することで、その過程の大切さ

を学びます。 

レンジャー ｢責任ある立場で自分を生かす｣を育成目標に、自分の将来を

見つめ仲間と共に企画･運営、評価を行います。 

成人会員 18 歳以上の方は、成人会員として活動できます。少女たちとと

もに活動し、またその活動を支えていきます。 

自己開発   自分の可能性を発見し、主体的に生きることを身につける。 

人との交わり   さまざまな人と行動を共にし互いを尊重する心を育てる。 

自然とともに   自然との調和を学び豊かな情操を養う。 

会員 

団 

都道府県 
支部 

日本連盟 

世界連盟 



 

 

 

 

 

ガールスカウト子どもの居場所 
  
 

ガールスカウト子どもの居場所「おてんばくらぶ」は、子どもたちと地域の人が楽しみながら

体験活動を行い、成長する場です。そこでは、ガールスカウトのリーダーの資格を持った指

導者が子どもたちの安全面を責任持ってプログラムを実施しています。学校以外の友達や

外国の人と交流をしたりすることで、無理なく個々の力をはぐくむとともに、社会性を身につ

けていきます。保護者の方も子どもたちの活動にふれることで、交流の輪が広がります。年

間を通じて、野外活動や文化活動、スポーツなど多彩な体験の機会を作りだしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ガールスカウト子どもの居場所事業（平成１８年度実施 一部紹介します） 

名 称 実施場所 内 容 

七北田子ども教室 宮城県仙台市内 行政と連携をし、花壇づくり。花な水中生物

の観察、草木染めなど 

北大阪子ども教室 大阪府箕面市、豊中市他 ゲーム、里山めぐり、野外料理など 

上戸祭りひろば子ど

も教室 

栃木県宇都宮市内 ロープ遊び、工作、クラフト作り、昔の遊び、

野外活動など 

くらしき子ども教室 岡山県倉敷市内 公園でのコーナーめぐり 

ガールスカウトエコ

体験教室 

長崎県佐世保市内 お茶会、エコラッピング、火おこし体験、 

平和のキャンドル作りなど 

スイトピー 石川県金沢市内 クラフトやゲームなど仲間とともに取り組む

活動 

 

※各都道府県の実施のお問合せは支部事務局までご連絡ください。 

◆平成 18 年度   42 実行委員会  子ども教室数 251 ヶ所 

◆平成 17 年度   44 実行委員会  子ども教室数 272 ヶ所 

◆平成 16 年度   38 実行委員会  子ども教室数 298 ヶ所 


