
 

資  料 

 

 

 

○子どもゆめ基金助成金交付要綱 

 

○子どもゆめ基金助成金子どもの体験活動・読書活動 

助成要領 

 

○子どもゆめ基金助成金交付の基本方針 

 

 

 

 



子どもゆめ基金助成金交付要綱 

 

 

平成１３年４月１１日 

独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第４－１号 

平成１３年１１月１２日 

一 部 改 正 

平成１４年６月１２日 

一 部 改 正 

平成１８年４月１日 

一 部 改 正 

平成１９年３月２２日 

一 部 改 正 

平成２１年２月２７日 

一 部 改 正 

平成２４年８月２８日 

一 部 改 正 

令和２年３月３０日 

一 部 改 正 

令和２年７月３１日 

一 部 改 正 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

一 部 改 正 

 

 

 

 （趣 旨） 

第１条 この要綱は、独立行政法人国立青少年教育振興機構（以下「機構」という。）が機

構業務方法書（平成１８年４月１日文部科学省改正認可）第１１条に基づき、子どもゆめ

基金助成金（以下「助成金」という。）の交付に関して、必要な事項を定める。 

 

 （交付の目的） 

第２条 助成金の交付の目的は、青少年のうちおおむね１８歳以下の者（以下「子ども」と

いう。）の自然体験活動の振興を図る活動等の民間の諸活動を支援し、子どもの健全な育

成の一層の促進を図るものである。 

 

 （交付の対象及び助成金の額） 

第３条 機構理事長（以下「理事長」という。）は、青少年教育に関する団体（以下「助成

対象団体」という。）が行う次に掲げる活動（以下「助成活動」という。）を実施するた

めに必要な経費のうち、助成金の対象として理事長が認める経費（以下「助成対象経費」

という。）について、予算の範囲内で助成金を交付する。 

（１）子どもの自然体験活動、社会奉仕体験活動その他の体験活動の振興を図る活動 

（２）子どもを対象とする読書会の開催その他の子どもの読書活動の振興を図る活動 

（３）インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供することができる

子ども向けの教材の開発・普及を図る活動 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する活動は助成金の交付の対象としない。 

（１）営利を目的とする活動 

（２）下部組織を有する団体の専ら下部組織に対する財政支援を目的とする活動 
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（３）他の団体への助成活動 

（４）宗教的又は政治的宣伝意図を有する活動 

（５）民法（明治２９年法律第８９号）第９０条に規定する公序良俗に反する活動 

（６）その他理事長が別に定める活動 

３ 助成対象団体とは、次の各号に該当する団体で、当該団体が自ら主催し、前条の目的に

沿った活動を行う団体をいう。 

（１）公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人 

（２）特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）により設立された法人 

（３）前二号以外の法人格を有する団体（次に掲げる団体を除く。） 

イ 国又は地方公共団体 

ロ 法律により直接に設立された法人 

ハ 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 

（４）その他法人格を有しないが、助成活動を実施するための体制を有すると理事長が認

めた団体 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する団体は助成金の交付の対象としない。 

（１）団体構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七

十七号。以下「暴力団対策法」という。）第二条第六号に規定する暴力団員（以下、こ

の号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

（２）暴力団（暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において

同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）団体構成員が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（４）団体構成員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

（５）団体構成員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

５ 助成対象経費及び助成金の額は、別に定める。 

６ 助成の対象となる助成活動の期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの一会計年

度とする。 

 

 （申請書） 

第４条 助成金の交付の申請をしようとする助成対象団体は、活動に関する別に定める助成

金申請書を理事長に提出するものとする。 

２ 前項の申請書の提出時期については、理事長が別に定める。 

 

  （交付決定及び通知） 

第７条 理事長は、第４条第１項の申請書に基づいて、子どもゆめ基金審査委員会の審査を

経て、助成金の対象となる助成活動及び交付する額（以下「交付決定額」という。）を決

定し、その助成対象団体に対し、交付決定額を別に定める助成金交付決定通知書により通

知するものとする。 

２ 前項の通知を受けて当該助成活動を行う助成対象団体を助成活動団体という。（以下 同

じ。） 

３ 理事長は、第１項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、助成金の

交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。 

４ 前項の規定により助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定を

するに当たっては、その申請に係る当該助成活動の遂行を不当に困難とさせないものとす

る。 

 

 （交付の条件） 

第８条 理事長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成す

るため必要があるときは、条件を附すことができる。 

２ 助成金の交付の決定に附する条件は、公正なものとし、助成金の交付の目的を達成する

ため必要な限度をこえて不当に助成活動団体に対し干渉をするようなものであってはなら

ない。 

 

 （交付申請の取下げ） 

第９条 第７条第１項の規定による通知を受領した助成対象団体は、当該通知に係る助成金

の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、交付の決定の通知を受

領した日から１４日以内に別に定める助成金交付申請取下書により申請の取下げをするこ

とができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、助成対象団体の自己都合により取り下げる場合は、その原因

となる事実が発生した後、速やかに行わなければならない。 

３ 前２項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定

は、なかったものとみなす。 

 

 （事情変更による決定の取消等） 

第１０条 理事長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により

特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はそ

の決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、助成活動のう

ちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

２ 理事長が前項の規定により助成活動の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災

地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により助成活動の全部又は一部を継続

する必要がなくなった場合に限る。 

３ 理事長は、第１項の規定による助成金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった

事務又は活動に対しては、理事長が認めた場合に限り、助成金を交付するものとする。 

４ 第７条第１項の規定は、第１項の行為をした場合について準用する。 

 

 （計画変更の承認） 

第１１条 助成活動団体が、助成活動の内容及び経費の変更（理事長が別に定める軽微な変

更を除く。）をしようとするときは、あらかじめ助成金計画変更承認申請書を理事長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

２ 理事長は、前項の規定による助成金計画変更承認申請書を受理した場合において、これ

を審査し、計画の変更を承認することに決定したときは、別に定める助成金計画変更承認

通知書により、助成活動団体に通知するものとする。 

３ 理事長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又

は条件を附すことができる。 

 

 （助成活動の廃止の承認） 

第１２条 助成活動団体は、助成活動を廃止しようとするときは、あらかじめ別に定める助

成金計画廃止承認申請書を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 理事長は、前項の規定による助成金計画廃止承認申請書を受理した場合において、これ

を審査し、廃止を承認することに決定したときは、別に定める助成金計画廃止承認通知書

により、助成活動団体に通知するものとする。 
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（３）他の団体への助成活動 

（４）宗教的又は政治的宣伝意図を有する活動 

（５）民法（明治２９年法律第８９号）第９０条に規定する公序良俗に反する活動 

（６）その他理事長が別に定める活動 

３ 助成対象団体とは、次の各号に該当する団体で、当該団体が自ら主催し、前条の目的に

沿った活動を行う団体をいう。 

（１）公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人 

（２）特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）により設立された法人 

（３）前二号以外の法人格を有する団体（次に掲げる団体を除く。） 

イ 国又は地方公共団体 

ロ 法律により直接に設立された法人 

ハ 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 

（４）その他法人格を有しないが、助成活動を実施するための体制を有すると理事長が認

めた団体 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する団体は助成金の交付の対象としない。 

（１）団体構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七

十七号。以下「暴力団対策法」という。）第二条第六号に規定する暴力団員（以下、こ

の号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

（２）暴力団（暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において

同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）団体構成員が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（４）団体構成員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

（５）団体構成員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

５ 助成対象経費及び助成金の額は、別に定める。 

６ 助成の対象となる助成活動の期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの一会計年

度とする。 

 

 （申請書） 

第４条 助成金の交付の申請をしようとする助成対象団体は、活動に関する別に定める助成

金申請書を理事長に提出するものとする。 

２ 前項の申請書の提出時期については、理事長が別に定める。 

 

  （交付決定及び通知） 

第７条 理事長は、第４条第１項の申請書に基づいて、子どもゆめ基金審査委員会の審査を

経て、助成金の対象となる助成活動及び交付する額（以下「交付決定額」という。）を決

定し、その助成対象団体に対し、交付決定額を別に定める助成金交付決定通知書により通

知するものとする。 

２ 前項の通知を受けて当該助成活動を行う助成対象団体を助成活動団体という。（以下 同

じ。） 

３ 理事長は、第１項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、助成金の

交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。 

４ 前項の規定により助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定を

するに当たっては、その申請に係る当該助成活動の遂行を不当に困難とさせないものとす

る。 

 

 （交付の条件） 

第８条 理事長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成す

るため必要があるときは、条件を附すことができる。 

２ 助成金の交付の決定に附する条件は、公正なものとし、助成金の交付の目的を達成する

ため必要な限度をこえて不当に助成活動団体に対し干渉をするようなものであってはなら

ない。 

 

 （交付申請の取下げ） 

第９条 第７条第１項の規定による通知を受領した助成対象団体は、当該通知に係る助成金

の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、交付の決定の通知を受

領した日から１４日以内に別に定める助成金交付申請取下書により申請の取下げをするこ

とができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、助成対象団体の自己都合により取り下げる場合は、その原因

となる事実が発生した後、速やかに行わなければならない。 

３ 前２項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定

は、なかったものとみなす。 

 

 （事情変更による決定の取消等） 

第１０条 理事長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により

特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はそ

の決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、助成活動のう

ちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

２ 理事長が前項の規定により助成活動の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災

地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により助成活動の全部又は一部を継続

する必要がなくなった場合に限る。 

３ 理事長は、第１項の規定による助成金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった

事務又は活動に対しては、理事長が認めた場合に限り、助成金を交付するものとする。 

４ 第７条第１項の規定は、第１項の行為をした場合について準用する。 

 

 （計画変更の承認） 

第１１条 助成活動団体が、助成活動の内容及び経費の変更（理事長が別に定める軽微な変

更を除く。）をしようとするときは、あらかじめ助成金計画変更承認申請書を理事長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

２ 理事長は、前項の規定による助成金計画変更承認申請書を受理した場合において、これ

を審査し、計画の変更を承認することに決定したときは、別に定める助成金計画変更承認

通知書により、助成活動団体に通知するものとする。 

３ 理事長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又

は条件を附すことができる。 

 

 （助成活動の廃止の承認） 

第１２条 助成活動団体は、助成活動を廃止しようとするときは、あらかじめ別に定める助

成金計画廃止承認申請書を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 理事長は、前項の規定による助成金計画廃止承認申請書を受理した場合において、これ

を審査し、廃止を承認することに決定したときは、別に定める助成金計画廃止承認通知書

により、助成活動団体に通知するものとする。 

 

 

109



 （助成金の使用制限） 

第１３条 助成活動団体は、助成金を助成活動に直接必要な経費にのみ使用しなければなら

ない。 

 

（助成活動の遂行等の命令） 

第１４条 理事長は、助成活動が助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って

遂行されていないと認めるときは、その助成活動団体に対し、これらに従って当該助成活

動を遂行すべきことを命ずることができる。 

２ 理事長は、助成活動団体が前項の命令に従わないときは、その助成活動団体に対し、当

該助成活動の遂行の一時停止を命ずることができる。 

 

（支払申請） 
第１５条 助成活動団体が、助成金の支払いを申請するときは、別に定める助成金支払申請

書を理事長に提出しなければならない。  
 

 （状況報告） 

第１６条 助成活動団体は、助成活動の遂行及び収支状況について理事長の要求があったと

きは、すみやかにその状況を理事長に報告しなければならない。 

 

 （助成活動の遅延等） 

第１６条の２ 助成活動団体は、助成活動が予定の期間内に完了することができないと見込

まれる場合（理事長が別に定める軽微な変更を除く。）又は助成活動の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに理事長に報告してその指示を受けなければならない。 

 

 （実績報告） 

第１７条 助成活動団体は、助成活動が完了したとき（第１２条第２項の規定による助成活

動の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。）は、その日から３０日を経過した日又

は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに別に定める助成活動実績報告書を理事長に

提出しなければならない。 

２ 第３条第１項第３号の活動を行う助成活動団体に対する助成活動の完了の適用について

は、前項中「助成活動が完了したとき（第１２条第２項の規定による助成活動の廃止の承

認を受けたときを含む。以下同じ。)」とあるのは「当該教材の開発が完了し、かつ普及活

動を開始したとき（第１２条第２項の規定による助成活動の廃止の承認を受けたときを含

む。以下同じ。）」とする。 

３ 第１項の提出期日について、理事長の別段の承認を受けたときは、理事長が別に定める

期日によることができる。 

 

 （助成金の額の確定等） 

第１８条 理事長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に

応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成活動の実施結果が助成金の交付の内容

（第１１条に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに附した条件に適

合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、別に定める助成金額確定通知書

により、当該助成活動団体に通知するものとする。 

 

 （助成金の交付決定の取消し） 

第１９条 理事長は、次の各号に該当する場合は、第７条第１項の規定による助成金の交付

の決定（第１１条第３項の規定による変更の交付の決定を含む。以下同じ。）の全部又は

一部を取り消すことができる。 

（１）助成金の交付の申請、計画変更及び実績報告等の手続きについて虚偽の申告、不正

の事実があった場合 

（２）助成活動団体が助成金を助成活動以外の用途に使用した場合 

（３）助成活動団体が助成活動に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

（４）助成活動の遂行が、助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反してい

ると認められる場合 

（５）交付の決定後生じた事情の変更等により、助成活動の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合 

（６）助成活動団体が、第２４条に規定する調査等を正当な理由なく拒み、妨げ、忌避し、

又は調査等に対し虚偽の回答をした場合 

（７）助成活動団体が、他の活動について助成金の交付の決定を取り消された場合 

（８）その他この要綱に定めるところに違反したと認められる場合 

２ 前項の規定は、助成活動について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適

用があるものとする。 

３ 理事長は、前２項の規定による取消しをした場合は、別に定める助成金交付決定取消通

知書により、助成活動団体に通知するものとする。 

 

 （助成金の返還） 

第２０条 理事長は、前条第１項及び第２項の規定による助成金の交付の決定を取り消した

場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、

期限を定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を別に定める助成金返還命令書により、

当該助成活動団体又はその代表者個人に命令するものとする。  

２ 第１８条の規定による交付すべき助成金の額を確定した場合において、すでにその額を

こえる助成金が交付されているときも同様とする。 

 

 （加算金及び延滞金） 

第２１条 助成活動団体は、前条第１項の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、そ

の命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一

部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年１０．

９５％の割合で計算した加算金を機構に納付しなければならない。 

２ 前項の規定は、次の各号に該当するときは、その定めるところにより取り扱うものとす

る。 

（１）助成金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の適用は、返還を命ぜ

られた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜら

れた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順

次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする 

（２）前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成活動団体の

納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当

該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする 

３ 助成活動団体は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、

次の各号に定める延滞金を機構に納付しなければならない。 

（１）前条第１項の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、納期日の翌日から納付

の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５％の割合で計算した金額 

（２）前条第２項の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、納期日の翌日から納付

の日までの日数に応じ、その未納付額につき年５％の割合で計算した金額 

また、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の

翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除し

た額によるものとする 
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 （助成金の使用制限） 

第１３条 助成活動団体は、助成金を助成活動に直接必要な経費にのみ使用しなければなら

ない。 

 

（助成活動の遂行等の命令） 

第１４条 理事長は、助成活動が助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って

遂行されていないと認めるときは、その助成活動団体に対し、これらに従って当該助成活

動を遂行すべきことを命ずることができる。 

２ 理事長は、助成活動団体が前項の命令に従わないときは、その助成活動団体に対し、当

該助成活動の遂行の一時停止を命ずることができる。 

 

（支払申請） 
第１５条 助成活動団体が、助成金の支払いを申請するときは、別に定める助成金支払申請

書を理事長に提出しなければならない。  
 

 （状況報告） 

第１６条 助成活動団体は、助成活動の遂行及び収支状況について理事長の要求があったと

きは、すみやかにその状況を理事長に報告しなければならない。 

 

 （助成活動の遅延等） 

第１６条の２ 助成活動団体は、助成活動が予定の期間内に完了することができないと見込

まれる場合（理事長が別に定める軽微な変更を除く。）又は助成活動の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに理事長に報告してその指示を受けなければならない。 

 

 （実績報告） 

第１７条 助成活動団体は、助成活動が完了したとき（第１２条第２項の規定による助成活

動の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。）は、その日から３０日を経過した日又

は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに別に定める助成活動実績報告書を理事長に

提出しなければならない。 

２ 第３条第１項第３号の活動を行う助成活動団体に対する助成活動の完了の適用について

は、前項中「助成活動が完了したとき（第１２条第２項の規定による助成活動の廃止の承

認を受けたときを含む。以下同じ。)」とあるのは「当該教材の開発が完了し、かつ普及活

動を開始したとき（第１２条第２項の規定による助成活動の廃止の承認を受けたときを含

む。以下同じ。）」とする。 

３ 第１項の提出期日について、理事長の別段の承認を受けたときは、理事長が別に定める

期日によることができる。 

 

 （助成金の額の確定等） 

第１８条 理事長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に

応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成活動の実施結果が助成金の交付の内容

（第１１条に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに附した条件に適

合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、別に定める助成金額確定通知書

により、当該助成活動団体に通知するものとする。 

 

 （助成金の交付決定の取消し） 

第１９条 理事長は、次の各号に該当する場合は、第７条第１項の規定による助成金の交付

の決定（第１１条第３項の規定による変更の交付の決定を含む。以下同じ。）の全部又は

一部を取り消すことができる。 

（１）助成金の交付の申請、計画変更及び実績報告等の手続きについて虚偽の申告、不正

の事実があった場合 

（２）助成活動団体が助成金を助成活動以外の用途に使用した場合 

（３）助成活動団体が助成活動に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

（４）助成活動の遂行が、助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反してい

ると認められる場合 

（５）交付の決定後生じた事情の変更等により、助成活動の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合 

（６）助成活動団体が、第２４条に規定する調査等を正当な理由なく拒み、妨げ、忌避し、

又は調査等に対し虚偽の回答をした場合 

（７）助成活動団体が、他の活動について助成金の交付の決定を取り消された場合 

（８）その他この要綱に定めるところに違反したと認められる場合 

２ 前項の規定は、助成活動について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適

用があるものとする。 

３ 理事長は、前２項の規定による取消しをした場合は、別に定める助成金交付決定取消通

知書により、助成活動団体に通知するものとする。 

 

 （助成金の返還） 

第２０条 理事長は、前条第１項及び第２項の規定による助成金の交付の決定を取り消した

場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、

期限を定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を別に定める助成金返還命令書により、

当該助成活動団体又はその代表者個人に命令するものとする。  

２ 第１８条の規定による交付すべき助成金の額を確定した場合において、すでにその額を

こえる助成金が交付されているときも同様とする。 

 

 （加算金及び延滞金） 

第２１条 助成活動団体は、前条第１項の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、そ

の命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一

部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年１０．

９５％の割合で計算した加算金を機構に納付しなければならない。 

２ 前項の規定は、次の各号に該当するときは、その定めるところにより取り扱うものとす

る。 

（１）助成金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の適用は、返還を命ぜ

られた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜら

れた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順

次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする 

（２）前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成活動団体の

納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当

該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする 

３ 助成活動団体は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、

次の各号に定める延滞金を機構に納付しなければならない。 

（１）前条第１項の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、納期日の翌日から納付

の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５％の割合で計算した金額 

（２）前条第２項の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、納期日の翌日から納付

の日までの日数に応じ、その未納付額につき年５％の割合で計算した金額 

また、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の

翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除し

た額によるものとする 
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４ 理事長は、第１項及び前項の場合において、助成活動団体の申請により、やむを得ない

事情があると認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

 （他の助成金の一時停止等） 

第２２条 理事長は、助成活動団体が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金又は延

滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該助成活動団体に対して、他の助成活

動について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、

又は当該助成金と未納付額とを相殺することができる。 

 

 （助成金の経理） 

第２３条 助成活動団体は、助成活動についての収支簿を備え、他の経理と区分して助成活

動の収入額及び支出額を記載し、また、当該収入及び支出の内容を証する領収証書等関係

書類を整理して、助成金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 助成活動団体は、前項の収支簿及び関係書類を助成活動の完了の日の属する年度の終了

後５年間保存しなければならない。 

３ 第３条第１項第３号の活動を行う助成活動団体に対する助成活動の完了の日については、

前項中「助成活動の完了の日」とあるのは「当該教材の開発が完了し、かつ普及活動を開

始した日」とする。 

 

 （調査等） 

第２４条 理事長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、助成活動

団体に対して報告をさせ、又は機構の職員にその事務所等に立ち入り、収支簿及び関係書

類を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 理事長は、前項の規定による調査等により、当該助成活動が助成金の交付の決定の内容

又はこれに附した条件に適合していないと認めるときは、助成活動団体に対し、これに適

合させるための措置を指示することができる。 

３ 助成活動団体は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守しなければ

ならない。 

 

（裁判管轄） 

第２４条の２ この要綱に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部

の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。 

 

 （その他） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

    附 則 

 １ この要綱は、平成１３年４月１１日から適用する。 

 ２ 第３条第５項の規定にかかわらず、平成１３年度の助成の対象となる助成活動の期間

は、平成１３年４月１１日から平成１４年３月３１日までとする。 

 

    附 則（平成１３年１１月１２日一部改正） 

 １  この要綱は、平成１３年１１月１２日から適用する。 

 ２ 改正後の要綱第１６条の２、第１７条第２項、第３項及び第２３条第３項の規定は、

平成１３年度分の助成金から適用する。 

 

  附 則（平成１４年６月１２日一部改正） 

 １ この要綱は、平成１４年６月１２日から適用する。 

 ２ 改正後の要綱様式第５・１０号は、平成１４年度分の助成金から適用する。 

 

  附 則（平成１８年４月１日一部改正） 

 この要綱は、平成１８年度分の助成金から適用する。 

 

  附 則（平成１９年３月２２日一部改正） 

 この要綱は、平成１９年３月２２日から適用する。 

 

  附 則（平成２１年２月２７日一部改正） 

 この要綱は、平成２１年２月２７日から適用する。 

 

  附 則（平成２４年８月２８日一部改正） 

 この要綱は、平成２５年度分の助成金から適用する。 

 

  附 則（令和２年３月３０日一部改正） 

 この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

 

  附 則（令和２年７月３１日一部改正） 

 この要綱は、令和２年８月１日から適用する。 

 

附 則（令和３年４月１日一部改正） 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 
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４ 理事長は、第１項及び前項の場合において、助成活動団体の申請により、やむを得ない

事情があると認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

 （他の助成金の一時停止等） 

第２２条 理事長は、助成活動団体が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金又は延

滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該助成活動団体に対して、他の助成活

動について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、

又は当該助成金と未納付額とを相殺することができる。 

 

 （助成金の経理） 

第２３条 助成活動団体は、助成活動についての収支簿を備え、他の経理と区分して助成活

動の収入額及び支出額を記載し、また、当該収入及び支出の内容を証する領収証書等関係

書類を整理して、助成金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 助成活動団体は、前項の収支簿及び関係書類を助成活動の完了の日の属する年度の終了

後５年間保存しなければならない。 

３ 第３条第１項第３号の活動を行う助成活動団体に対する助成活動の完了の日については、

前項中「助成活動の完了の日」とあるのは「当該教材の開発が完了し、かつ普及活動を開

始した日」とする。 

 

 （調査等） 

第２４条 理事長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、助成活動

団体に対して報告をさせ、又は機構の職員にその事務所等に立ち入り、収支簿及び関係書

類を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 理事長は、前項の規定による調査等により、当該助成活動が助成金の交付の決定の内容

又はこれに附した条件に適合していないと認めるときは、助成活動団体に対し、これに適

合させるための措置を指示することができる。 

３ 助成活動団体は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守しなければ

ならない。 

 

（裁判管轄） 

第２４条の２ この要綱に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部

の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。 

 

 （その他） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

    附 則 

 １ この要綱は、平成１３年４月１１日から適用する。 

 ２ 第３条第５項の規定にかかわらず、平成１３年度の助成の対象となる助成活動の期間

は、平成１３年４月１１日から平成１４年３月３１日までとする。 

 

    附 則（平成１３年１１月１２日一部改正） 

 １  この要綱は、平成１３年１１月１２日から適用する。 

 ２ 改正後の要綱第１６条の２、第１７条第２項、第３項及び第２３条第３項の規定は、

平成１３年度分の助成金から適用する。 

 

  附 則（平成１４年６月１２日一部改正） 

 １ この要綱は、平成１４年６月１２日から適用する。 

 ２ 改正後の要綱様式第５・１０号は、平成１４年度分の助成金から適用する。 

 

  附 則（平成１８年４月１日一部改正） 

 この要綱は、平成１８年度分の助成金から適用する。 

 

  附 則（平成１９年３月２２日一部改正） 

 この要綱は、平成１９年３月２２日から適用する。 

 

  附 則（平成２１年２月２７日一部改正） 

 この要綱は、平成２１年２月２７日から適用する。 

 

  附 則（平成２４年８月２８日一部改正） 

 この要綱は、平成２５年度分の助成金から適用する。 

 

  附 則（令和２年３月３０日一部改正） 

 この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

 

  附 則（令和２年７月３１日一部改正） 

 この要綱は、令和２年８月１日から適用する。 

 

附 則（令和３年４月１日一部改正） 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 
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子どもゆめ基金助成金子どもの体験活動・読書活動助成要領 
 

平成１３年４月１１日 
独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第４－２号 

平成１３年１１月１２日 

一 部 改 正 

平成１４年８月９日 

一 部 改 正 

平成１５年８月２７日 

一 部 改 正 

平成１６年５月２５日 

一 部 改 正 

平成１７年４月１３日 

一 部 改 正 

平成１７年９月１日 

一 部 改 正 

平成１８年４月１日 

一 部 改 正 

平成１９年８月７日 

一 部 改 正 

平成２１年９月８日 

一 部 改 正 

平成２２年８月３０日 

一 部 改 正 

平成２３年８月３０日 

一 部 改 正 

平成２４年１２月２６日 

一 部 改 正 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

一 部 改 正 
  
１．趣 旨 

この要領は、子どもゆめ基金助成金交付要綱（平成１８年４月１日独立行政法人国立
青少年教育振興機構規程第４－１号、以下「交付要綱」という。）第３条第５項及び第
２５条の規定に基づき、子どもの体験活動及び読書活動の振興を図る活動に対する支援
に関し、独立行政法人国立青少年教育振興機構（以下「機構」という。）が行う助成に
ついて、必要な事項を定める。 

 
２．助成対象活動 
（１）助成活動は，交付要綱第３条第１項第１号及び第２号の規定に掲げる活動とし、

特色ある新たな取組や子どもの体験活動の裾野を拡げる取組を中心に助成金の交付
の対象とする。 

   なお、施設整備又は備品購入を目的とする活動、参加者の募集範囲が当該団体の
構成員のみに限定される活動、学校教育として行う活動、舞台芸術や音楽の鑑賞等
のみを目的とした活動については、助成金の交付の対象としない。 

（２）前項の活動が、子どもゆめ基金審査委員会（以下「審査委員会」という。）にお
いて、交付要綱第３条第２項に該当する活動と判断した場合は、助成金の交付の対
象としない。 

（３）交付要綱第３条第３項第３号イ（地方公共団体を除く。）、ロ及びハに規定する
団体からの補助金等が交付される活動並びに国又は国が出資した基金等に対して補
助金等の交付申請を行っている活動は、助成金の交付の対象としない。 

 
 

３．助成対象団体 
（１）助成金の交付の対象となる団体は、交付要綱第３条第３項に該当し、かつ日本国

内に所在地を有する団体とする。 
（２）機構は、前項の規定にかかわらず、交付要綱第１９条第１項第１号から４号、６

号から８号の規定により助成金の交付取り消しを行ったときは、当該助成活動団体
に対し当該認定の日から５か年度を上限に助成金の対象団体から除外することがで
きる。 

（３）前項の規定により除外される期間が５か年度となった団体は、団体名、代表者名
等について公表するものとする。 

 
４．助成対象経費 
  助成金の交付の対象となる経費は、謝金、旅費、雑役務費及びその他経費とする。 
 
５．助成金の額 
（１）助成金の額は、助成対象経費合計額又は助成金の額の限度額のうちいずれか低い

金額を上限とし、委員会の議を経て決定する。 
（２）１活動あたりの助成金の額は、２万円以上限度額までとする。 
（３）助成金の額の限度額については別表１のとおりとする。ただし、活動実績のない

新規団体への助成については、原則として上限額の２分の１とする。 
 
６．その他 
（１）交付要綱第１１条第１項に基づき理事長が定める軽微な変更は、別表２のとおり

とする。 
（２）この要領に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項、及びこの要領によ

り難い場合は、理事長が定める。 
 
 

附 則 
 この要領は，平成１３年４月１１日から適用する。 
    
  附 則（平成１３年１１月１２日一部改正） 
 この要領は，平成１４年度分の助成金から適用する。 
    
  附 則（平成１４年８月９日一部改正） 
 この要領は，平成１５年度分の助成金から適用する。 
    
  附 則（平成１５年８月２７日一部改正） 
 この要領は，平成１６年度分の助成金から適用する。 
       
  附 則（平成１６年５月２５日一部改正） 
 この要領は，平成１６年６月１日から適用する。 
       
  附 則（平成１７年４月１３日一部改正） 
  この要領は，平成１７年度分の助成金から適用する。 
       
  附 則（平成１７年９月１日一部改正） 
  この要領は，平成１８年度分の助成金から適用する。 
       
  附 則（平成１８年４月１日一部改正） 
 この要領は，平成１８年４月１日から施行する。 
 
    附 則（平成１９年８月７日一部改正） 
 この要領は，平成２０年度分の助成金から適用する。 
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子どもゆめ基金助成金子どもの体験活動・読書活動助成要領 
 

平成１３年４月１１日 
独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第４－２号 

平成１３年１１月１２日 

一 部 改 正 

平成１４年８月９日 

一 部 改 正 

平成１５年８月２７日 

一 部 改 正 

平成１６年５月２５日 

一 部 改 正 

平成１７年４月１３日 

一 部 改 正 

平成１７年９月１日 

一 部 改 正 

平成１８年４月１日 

一 部 改 正 

平成１９年８月７日 

一 部 改 正 

平成２１年９月８日 

一 部 改 正 

平成２２年８月３０日 

一 部 改 正 

平成２３年８月３０日 

一 部 改 正 

平成２４年１２月２６日 

一 部 改 正 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

一 部 改 正 
  
１．趣 旨 

この要領は、子どもゆめ基金助成金交付要綱（平成１８年４月１日独立行政法人国立
青少年教育振興機構規程第４－１号、以下「交付要綱」という。）第３条第５項及び第
２５条の規定に基づき、子どもの体験活動及び読書活動の振興を図る活動に対する支援
に関し、独立行政法人国立青少年教育振興機構（以下「機構」という。）が行う助成に
ついて、必要な事項を定める。 

 
２．助成対象活動 
（１）助成活動は，交付要綱第３条第１項第１号及び第２号の規定に掲げる活動とし、

特色ある新たな取組や子どもの体験活動の裾野を拡げる取組を中心に助成金の交付
の対象とする。 

   なお、施設整備又は備品購入を目的とする活動、参加者の募集範囲が当該団体の
構成員のみに限定される活動、学校教育として行う活動、舞台芸術や音楽の鑑賞等
のみを目的とした活動については、助成金の交付の対象としない。 

（２）前項の活動が、子どもゆめ基金審査委員会（以下「審査委員会」という。）にお
いて、交付要綱第３条第２項に該当する活動と判断した場合は、助成金の交付の対
象としない。 

（３）交付要綱第３条第３項第３号イ（地方公共団体を除く。）、ロ及びハに規定する
団体からの補助金等が交付される活動並びに国又は国が出資した基金等に対して補
助金等の交付申請を行っている活動は、助成金の交付の対象としない。 

 
 

３．助成対象団体 
（１）助成金の交付の対象となる団体は、交付要綱第３条第３項に該当し、かつ日本国

内に所在地を有する団体とする。 
（２）機構は、前項の規定にかかわらず、交付要綱第１９条第１項第１号から４号、６

号から８号の規定により助成金の交付取り消しを行ったときは、当該助成活動団体
に対し当該認定の日から５か年度を上限に助成金の対象団体から除外することがで
きる。 

（３）前項の規定により除外される期間が５か年度となった団体は、団体名、代表者名
等について公表するものとする。 

 
４．助成対象経費 
  助成金の交付の対象となる経費は、謝金、旅費、雑役務費及びその他経費とする。 
 
５．助成金の額 
（１）助成金の額は、助成対象経費合計額又は助成金の額の限度額のうちいずれか低い

金額を上限とし、委員会の議を経て決定する。 
（２）１活動あたりの助成金の額は、２万円以上限度額までとする。 
（３）助成金の額の限度額については別表１のとおりとする。ただし、活動実績のない

新規団体への助成については、原則として上限額の２分の１とする。 
 
６．その他 
（１）交付要綱第１１条第１項に基づき理事長が定める軽微な変更は、別表２のとおり

とする。 
（２）この要領に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項、及びこの要領によ

り難い場合は、理事長が定める。 
 
 

附 則 
 この要領は，平成１３年４月１１日から適用する。 
    
  附 則（平成１３年１１月１２日一部改正） 
 この要領は，平成１４年度分の助成金から適用する。 
    
  附 則（平成１４年８月９日一部改正） 
 この要領は，平成１５年度分の助成金から適用する。 
    
  附 則（平成１５年８月２７日一部改正） 
 この要領は，平成１６年度分の助成金から適用する。 
       
  附 則（平成１６年５月２５日一部改正） 
 この要領は，平成１６年６月１日から適用する。 
       
  附 則（平成１７年４月１３日一部改正） 
  この要領は，平成１７年度分の助成金から適用する。 
       
  附 則（平成１７年９月１日一部改正） 
  この要領は，平成１８年度分の助成金から適用する。 
       
  附 則（平成１８年４月１日一部改正） 
 この要領は，平成１８年４月１日から施行する。 
 
    附 則（平成１９年８月７日一部改正） 
 この要領は，平成２０年度分の助成金から適用する。 
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    附 則（平成２１年９月８日一部改正） 
 この要領は，平成２２年度分の助成金から適用する。 

 

    附 則（平成２２年８月３０日一部改正） 
 この要領は，平成２３年度分の助成金から適用する。 

 

    附 則（平成２３年８月３０日一部改正） 
 この要領は，平成２４年度分の助成金から適用する。 

 

附 則（平成２４年１２月２６日一部改正） 
 この要領は，平成２４年１２月２６日から適用する。 

 

  附 則（令和３年４月１日一部改正） 

 この要領は，令和３年４月１日から適用する。 

 
 
 
別表１ 助成金の額 

 

 

 

 

 

（注）１．１活動あたりの限度額とする。 
２．限度額の範囲内で助成金の額を交付する。 

 
 
別表２ 理事長が定める軽微な変更 

内容の変更 ・活動の目的、規模及び分野の変更を伴わない変更 

経費の変更 ・交付要綱第７条第１項により交付された助成金の額 

の変更を伴わない変更 
 

活動規模 限 度 額 
市区町村規模 １００万円 
都道府県規模 ２００万円 

全国規模 ６００万円 

子どもゆめ基金助成金交付の基本方針 
 
                        平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ３ １ 日 
                        子どもゆめ基金審査委員会決定 
 
 子どもゆめ基金（以下「基金」という。）による助成は、以下の基本方針により行うも
のとする。 
 
１．基金による助成は、青少年教育に関する団体が行う子どもの体験活動や読書活動を振 
興する活動及び社会教育で活用される子ども向け教材の開発・普及を図る活動を対象と 
する。ただし、以下に掲げる活動は助成の対象としない。 
（１）営利を目的とする活動 
（２）下部組織を有する団体の、専ら下部組織に対する財政支援を目的とする活動 
（３）他の団体への助成活動 
（４）宗教的又は政治的宣伝意図を有する活動 
（５）公序良俗に反する活動 
（６）その他、施設整備又は備品購入を目的とする活動、参加者の募集範囲が当該団体の  
構成員のみに限定される活動、学校教育として行う活動、舞台芸術や音楽の鑑賞等の  
みを目的とした活動 

 
２．基金による助成は、毎年度、申請に基づき行うものとし、予算の範囲内で、各助成対 
象活動に必要な助成対象経費を上限として、助成金を交付する。 

  その際、全国各地で広く、かつ地域に偏りなく子どもの体験活動や読書活動の機会が 
提供されるよう留意しつつ、特色ある新たな取組や、子どもの体験活動及び読書活動の 
振興を図る取組の裾野を拡げるような活動を中心に助成金を交付する。 

  ただし、青少年教育に関する団体の自主性については、十分尊重されなければならな 
い。 

 
３．基金による助成は、団体の規模に関わらず地域に密着した草の根的な団体、青年や青
年指導者が組織し子どもの体験活動等の振興を図る活動に取り組む団体、及び国の政策
上の課題に対応した活動に取り組む全国規模の団体など、一定の要件を満たすものにつ
いて広く対象とする。 

 
４．基金による助成に当たっては、以下のことに特に留意して行うこととする。 
（１）国又は国が出資した基金等に対して補助金等の交付申請を行っている活動は、助成
金の交付の対象としない。 

（２）同一の団体から複数の活動が提出された場合は、採択優先順位を付し、特定の団体
に対して助成金の交付が集中することがないよう努める。なお、１団体の上限を概ね
２千万円とする。 

（３）全国及び都道府県規模で５年間を超えて継続して行う活動については、これまでの
活動実績等を踏まえ、一定の見直しを行っている場合は、６年目以降の活動も助成金
の交付の対象とする。 

（４）活動実績のない新規団体への助成については、原則として標準額を上限額とする。
標準額については、「子どもゆめ基金助成金子どもの体験活動助成要領」、「子ども
ゆめ基金助成金子どもの読書活動助成要領」及び「子どもゆめ基金助成金子ども向け
教材開発・普及活動助成要領」に定める。 

 
５．助成金の受給にあたり、団体が不正その他不適当な行為をした場合、一定期間助成し
ないこととする。 

 
６．採択された活動、助成金の額及び審査委員・専門委員氏名について公表するものとす 
る。 
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    附 則（平成２１年９月８日一部改正） 
 この要領は，平成２２年度分の助成金から適用する。 

 

    附 則（平成２２年８月３０日一部改正） 
 この要領は，平成２３年度分の助成金から適用する。 

 

    附 則（平成２３年８月３０日一部改正） 
 この要領は，平成２４年度分の助成金から適用する。 

 

附 則（平成２４年１２月２６日一部改正） 
 この要領は，平成２４年１２月２６日から適用する。 

 

  附 則（令和３年４月１日一部改正） 

 この要領は，令和３年４月１日から適用する。 

 
 
 
別表１ 助成金の額 

 

 

 

 

 

（注）１．１活動あたりの限度額とする。 
２．限度額の範囲内で助成金の額を交付する。 

 
 
別表２ 理事長が定める軽微な変更 

内容の変更 ・活動の目的、規模及び分野の変更を伴わない変更 

経費の変更 ・交付要綱第７条第１項により交付された助成金の額 

の変更を伴わない変更 
 

活動規模 限 度 額 
市区町村規模 １００万円 
都道府県規模 ２００万円 

全国規模 ６００万円 

子どもゆめ基金助成金交付の基本方針 
 
                        平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ３ １ 日 
                        子どもゆめ基金審査委員会決定 
 
 子どもゆめ基金（以下「基金」という。）による助成は、以下の基本方針により行うも
のとする。 
 
１．基金による助成は、青少年教育に関する団体が行う子どもの体験活動や読書活動を振 
興する活動及び社会教育で活用される子ども向け教材の開発・普及を図る活動を対象と 
する。ただし、以下に掲げる活動は助成の対象としない。 

（１）営利を目的とする活動 
（２）下部組織を有する団体の、専ら下部組織に対する財政支援を目的とする活動 
（３）他の団体への助成活動 
（４）宗教的又は政治的宣伝意図を有する活動 
（５）公序良俗に反する活動 
（６）その他、施設整備又は備品購入を目的とする活動、参加者の募集範囲が当該団体の  
構成員のみに限定される活動、学校教育として行う活動、舞台芸術や音楽の鑑賞等の  
みを目的とした活動 

 
２．基金による助成は、毎年度、申請に基づき行うものとし、予算の範囲内で、各助成対 
象活動に必要な助成対象経費を上限として、助成金を交付する。 

  その際、全国各地で広く、かつ地域に偏りなく子どもの体験活動や読書活動の機会が 
提供されるよう留意しつつ、特色ある新たな取組や、子どもの体験活動及び読書活動の 
振興を図る取組の裾野を拡げるような活動を中心に助成金を交付する。 

  ただし、青少年教育に関する団体の自主性については、十分尊重されなければならな 
い。 

 
３．基金による助成は、団体の規模に関わらず地域に密着した草の根的な団体、青年や青
年指導者が組織し子どもの体験活動等の振興を図る活動に取り組む団体、及び国の政策
上の課題に対応した活動に取り組む全国規模の団体など、一定の要件を満たすものにつ
いて広く対象とする。 

 
４．基金による助成に当たっては、以下のことに特に留意して行うこととする。 
（１）国又は国が出資した基金等に対して補助金等の交付申請を行っている活動は、助成

金の交付の対象としない。 
（２）同一の団体から複数の活動が提出された場合は、採択優先順位を付し、特定の団体

に対して助成金の交付が集中することがないよう努める。なお、１団体の上限を概ね
２千万円とする。 

（３）全国及び都道府県規模で５年間を超えて継続して行う活動については、これまでの
活動実績等を踏まえ、一定の見直しを行っている場合は、６年目以降の活動も助成金
の交付の対象とする。 

（４）活動実績のない新規団体への助成については、原則として標準額を上限額とする。
標準額については、「子どもゆめ基金助成金子どもの体験活動助成要領」、「子ども
ゆめ基金助成金子どもの読書活動助成要領」及び「子どもゆめ基金助成金子ども向け
教材開発・普及活動助成要領」に定める。 

 
５．助成金の受給にあたり、団体が不正その他不適当な行為をした場合、一定期間助成し
ないこととする。 

 
６．採択された活動、助成金の額及び審査委員・専門委員氏名について公表するものとす 
る。 
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サポート① サポート② サポート③ サポート④
ESD/SDGs は夜須高原の心 タイムリーな情報提供 目的に合った提案型 ESD 多様な主体との連携推進

私たちは活動の拠り所となる「SDGs
推進宣言」を掲げ、「YASUKOGEN 
SDGs Project」に活動を集約して青
少年教育に取り組んでいます。職員は、

「YASUKOGEN SDGs project」の
ロゴを配したユニフォームを着用し心
をひとつに皆様をお迎えしています。

ガイドブックやコラムブック等を発行
し、学校等での取り組みの推進にお役
立ていただけるよう、資料を随時作成、
公開しています。今後も随時発行して
参りますので、ご活用下さい。

団体の従来のプログラムに ESD の要素
を加味し、教育効果が上がるように助
言をさせていただいています。例えば、
地元の小学校のご利用で「夜須高原
の里地里山『地域文化』体験を通じた
ESD」として林間学校を実施しました。

ESD の推進には多様な主体との協働が
不可欠です。自治体や民間企業との連
携を促進するため「夜須高原 Support 
Project」と称する推進体制を整えていま
す。これまで、「体験を通した ESD～筑前
町『命』をつなぐ物語～」等を開催し、今
後も多くの連携事業を展開して参ります。

上記の詳細については、ホームページで全て公開しておりますのでご参考下さい。

〒838-0202 福岡県朝倉郡筑前町三箇山1103
Mail  yasu-jigyou@niye.go.jp

TEL:0946-42-5811　FAX:0946-42-5880 https://yasu.niye.go.jp/yasukogen-sdgs-project/

夜須高原　SDGs

　ESD とは、持続可能な社会の創り手を育むため、現代社会における地球規模の諸課題を自らに関わる問題として主体
的に捉え、その解決に向け自分で考え、行動する力を身に付けるとともに、新たな価値観や行動等の変容をもたらすた
めの教育であり、2002年に我が国がはじめて提唱した考え方です。
　環境教育はもちろん、国際理解、文化多様性、人権、平和等の個別分野を持続可能な開発の観点から統合させ、分野
横断的に行われております。
　また、SDGs の全てのゴールの実現への貢献により、公正で持続可能な世界を目指す「ESD for 2030」という新たな
国際枠組みが、国連総会において採択され、2021年５月の ESD 世界会議をキックオフとして、本格始動しています。

持続可能な開発のための教育（ESD）とは

　オールジャパンで我が国の ESD を推進するとともに、世界の ESD をリードしていくために、関係
省庁が連携し、第２期 ESD 国内実施計画を策定しました（2021年５月）。
　この計画では、「ESD for 2030」 の理念を踏まえ、ESD が SDGs 達成への貢献に資するという考
え方を初めて明確化するとともに、ジェンダー平等、2050年カーボンニュートラル、AI･DX の推進
等を踏まえつつ持続可能な社会の創り手を育成することを明記しました。
　あわせて、ESD 実現のため多様なステークホルダーを巻き込む方策や、 「ESD for 2030」に示さ
れた５つの優先分野ごとに国内の各ステークホルダーが実施する取組を記載しております。　　
　詳しくは、QR コードをご覧下さい。

第２期ESD国内実施計画について
一緒に、SDGsの実現に貢献するESDの取組をはじめませんか。

第２期ESD国内実施計画の
QRコードはこちら

⇩

SDGsの実現に貢献する「持続可能なSDGsの実現に貢献する「持続可能な
開発のための教育（ESD）」の紹介開発のための教育（ESD）」の紹介

国立夜須高原青少年自然の家国立夜須高原青少年自然の家でのでの
ESDESDを通じたを通じた SDGsSDGs 達成支援達成支援

当施設キャラクター
　「きずレンジャー」
※「木酢（きず）」とは
　夜須高原特産の
　柑橘類

当施設では、里地里山の立地を活かした自然、芸術、文化、生活等の直接体験による ESD を通じ、
SDGs 達成に向けた皆さまの活動を支援しています。
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全国体験活動指導者認定委員会(国立青少年教育振興機構教育事業部企画課)
URL：https://www.niye.go.jp/services/plan/neal/    
TEL：03-6407-7713・7712
E-mail：honbu-yousei@niye.go.jp

NPO法人自然体験活動推進協議会
TEL：03-6407-8240/03-5452-4058
URL：http://cone.jp/about/・www.neal.gr.jp
E-mail： info@cone.jp/info@neal.gr.jp

お問い合わせ先

　NEAL（自然体験活動指導者）とは

　Nature Experience Activity Leaderの略で、自
然の中で感性を磨いたり、土地の伝統文化や食文化に
触れたりと、専門的な知識と技術をもって自然体験活
動の普及や振興に貢献するのが「自然体験活動指導
者」です。自然体験活動には、キャンプ、登山、ハイキン
グ、カヤック、自然観察、農林漁業体験など、多様な
フィールドで様々な活動があります。
「自然体験活動指導者」になるためには、自然体験活

動指導者養成講習を受講し、修了する必要がありま
す。養成団体（養成講習を実施する全国体験活動指導
者認定委員会が認めた団体）は全国各地に存在し、そ
れぞれの養成団体は、共通のカリキュラムに沿って養
成講習を実施しています。　

　趣旨

　子どもの頃の体験は人生の基盤であり、豊富な体験
が、大人になってからのモラル、やる気などの「生きる
力」を養成しています。しかしながら、近年、体力低下や
いじめ・自殺の多発、不登校・ひきこもりの増加など、青
少年の抱える課題が問題となっており、それらは子ど
もの頃の体験の機会が減少していることと無縁ではあ
りません。青少年の抱える課題を解消し、健全な育成を
図るためには、家庭、地域、学校のあらゆる場で、体験活
動の機会を提供することが極めて重要です。
　こうした状況下、青少年をはじめとした多くの人々
の体験活動を推進するため、「全国体験活動指導者認
定委員会」が創設されました。「全国体験活動指導者認
定委員会」では、「自然体験活動指導者」の認定、登録証
の発行、養成のための体系的なカリキュラムの策定等
を行っています。
　国立青少年教育振興機構では、青少年の自然体験活
動を推進するため、NPO法人自然体験活動推進協議
会との官民協働により実施・養成しています。

NEAL（自然体験活動指導者）の紹介NEAL（自然体験活動指導者）の紹介

　絵本専門士について

　絵本専門士とは、絵本に関する高度な知識、技能及
び感性を備えた絵本の専門家です。絵本専門士養成制
度は、2014年（平成26年）に有識者等で構成される
絵本専門士委員会のご提言を基にスタートしました。
　絵本専門士の役割は、読み聞かせやおはなし会、
ワークショップなど実際に本を使って行う取組み、絵
本に関する知識をもって行う指導・助言、絵本に関す
る自らのネットワークを活かした人的・物的ネット
ワークなど幅広く、活動の場所も幼稚園や学校から図
書館、医療機関まで様々です。
　子供の読書活動の重要性や絵本の読み聞かせの大
切さが指摘される中、絵本専門士は、絵本の魅力や可
能性を伝える指導者として大いに期待されています。 

　絵本専門士養成講座について

　絵本専門士養成講座は、絵本専門士になるために必
要な3つの領域(「知識を深める」「技能を高める」「感性
を磨く」)を身に付けるための講座です。講座は、30コ
マの授業(1コマあたり90～120分)と修了課題によ
り構成されます。
　授業は、絵本や子供に関する知識、おはなし会や
ワークショップを運営する技能、絵本の創作や編集に
要する豊かな感性等をバランスよく修得できるよう
な内容となっています。また、絵本に関わる多様な領
域の専門家や実践家を講師として招き、講義、演習等
の様々な形態で実施するとともに、1クラスあたり約
35名を定員として、きめ細かい指導を行うことを特
長としています。
　加えて、各授業における理解を深めるため、授業前
後に発展的な課題に取り組んだり、絵本専門士となっ
た後の活動をイメージして学ぶことができるような
ディスカッションを行ったりすることとしています。
絵本専門士の資格を得るためには、30コマの授業に
おいて一定の成績を修めるとともに、全授業終了時の
修了課題において絵本専門士として必要な資質・能力
を満たしていると評価されることが必要です。これら
の要件を満たし、絵本専門士委員会によって絵本専門
士として認定された場合、認定証が交付されるととも
に、名簿が登録され、絵本専門士のホームページにお
いて氏名等が公開されます。

絵本専門士・絵本専門士養成講座の紹介絵本専門士・絵本専門士養成講座の紹介

絵本専門士委員会事務局(国立青少年教育振興機構教育事業部企画課)
URL：https://www.niye.go.jp/services/plan/ehon/    
TEL：03-6407-7715　FAX:03-6407-7699
E-mail：ehon-senmonshi＠niye.go.jp

お問い合わせ先
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全国体験活動指導者認定委員会(国立青少年教育振興機構教育事業部企画課)
URL：https://www.niye.go.jp/services/plan/neal/    
TEL：03-6407-7713・7712
E-mail：honbu-yousei@niye.go.jp

NPO法人自然体験活動推進協議会
TEL：03-6407-8240/03-5452-4058
URL：http://cone.jp/about/・www.neal.gr.jp
E-mail： info@cone.jp/info@neal.gr.jp

お問い合わせ先

　NEAL（自然体験活動指導者）とは

　Nature Experience Activity Leaderの略で、自
然の中で感性を磨いたり、土地の伝統文化や食文化に
触れたりと、専門的な知識と技術をもって自然体験活
動の普及や振興に貢献するのが「自然体験活動指導
者」です。自然体験活動には、キャンプ、登山、ハイキン
グ、カヤック、自然観察、農林漁業体験など、多様な
フィールドで様々な活動があります。
「自然体験活動指導者」になるためには、自然体験活

動指導者養成講習を受講し、修了する必要がありま
す。養成団体（養成講習を実施する全国体験活動指導
者認定委員会が認めた団体）は全国各地に存在し、そ
れぞれの養成団体は、共通のカリキュラムに沿って養
成講習を実施しています。　

　趣旨

　子どもの頃の体験は人生の基盤であり、豊富な体験
が、大人になってからのモラル、やる気などの「生きる
力」を養成しています。しかしながら、近年、体力低下や
いじめ・自殺の多発、不登校・ひきこもりの増加など、青
少年の抱える課題が問題となっており、それらは子ど
もの頃の体験の機会が減少していることと無縁ではあ
りません。青少年の抱える課題を解消し、健全な育成を
図るためには、家庭、地域、学校のあらゆる場で、体験活
動の機会を提供することが極めて重要です。
　こうした状況下、青少年をはじめとした多くの人々
の体験活動を推進するため、「全国体験活動指導者認
定委員会」が創設されました。「全国体験活動指導者認
定委員会」では、「自然体験活動指導者」の認定、登録証
の発行、養成のための体系的なカリキュラムの策定等
を行っています。
　国立青少年教育振興機構では、青少年の自然体験活
動を推進するため、NPO法人自然体験活動推進協議
会との官民協働により実施・養成しています。

NEAL（自然体験活動指導者）の紹介NEAL（自然体験活動指導者）の紹介

　絵本専門士について

　絵本専門士とは、絵本に関する高度な知識、技能及
び感性を備えた絵本の専門家です。絵本専門士養成制
度は、2014年（平成26年）に有識者等で構成される
絵本専門士委員会のご提言を基にスタートしました。
　絵本専門士の役割は、読み聞かせやおはなし会、
ワークショップなど実際に本を使って行う取組み、絵
本に関する知識をもって行う指導・助言、絵本に関す
る自らのネットワークを活かした人的・物的ネット
ワークなど幅広く、活動の場所も幼稚園や学校から図
書館、医療機関まで様々です。
　子供の読書活動の重要性や絵本の読み聞かせの大
切さが指摘される中、絵本専門士は、絵本の魅力や可
能性を伝える指導者として大いに期待されています。 

　絵本専門士養成講座について

　絵本専門士養成講座は、絵本専門士になるために必
要な3つの領域(「知識を深める」「技能を高める」「感性
を磨く」)を身に付けるための講座です。講座は、30コ
マの授業(1コマあたり90～120分)と修了課題によ
り構成されます。
　授業は、絵本や子供に関する知識、おはなし会や
ワークショップを運営する技能、絵本の創作や編集に
要する豊かな感性等をバランスよく修得できるよう
な内容となっています。また、絵本に関わる多様な領
域の専門家や実践家を講師として招き、講義、演習等
の様々な形態で実施するとともに、1クラスあたり約
35名を定員として、きめ細かい指導を行うことを特
長としています。
　加えて、各授業における理解を深めるため、授業前
後に発展的な課題に取り組んだり、絵本専門士となっ
た後の活動をイメージして学ぶことができるような
ディスカッションを行ったりすることとしています。
絵本専門士の資格を得るためには、30コマの授業に
おいて一定の成績を修めるとともに、全授業終了時の
修了課題において絵本専門士として必要な資質・能力
を満たしていると評価されることが必要です。これら
の要件を満たし、絵本専門士委員会によって絵本専門
士として認定された場合、認定証が交付されるととも
に、名簿が登録され、絵本専門士のホームページにお
いて氏名等が公開されます。

絵本専門士・絵本専門士養成講座の紹介絵本専門士・絵本専門士養成講座の紹介

絵本専門士委員会事務局(国立青少年教育振興機構教育事業部企画課)
URL：https://www.niye.go.jp/services/plan/ehon/    
TEL：03-6407-7715　FAX:03-6407-7699
E-mail：ehon-senmonshi＠niye.go.jp

お問い合わせ先
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　近年、社会が豊かで便利になる中で、子供たちの自然体験、社会体験、生活体験などの体験が減
少してきている状況を踏まえ、子供たちの健やかな成長にとって体験がいかに重要であるかを広く
発信し、社会全体で体験活動を推進していくことを目的とした運動です。

とは

体験の風をおこそう推進月間事業
　 　体験の風をおこそう運動推進委員会（事務局：国立青少年教育振興機構）では、毎年10月を「体験の風をおこ
そう推進月間」と定め、事業統一日（令和３年度は10月23日（土））を中心に、全国各地で子供たちやその家族
が一緒に体験できる機会と場の拡充及びその社会的気運の醸成に努めています。

　 　そこで、全国の青少年団体等に呼びかけ、10月に「体験の風をおこそう」運動に賛同して実施していただける
事業を募集しています。登録は、「体験の風」HP（https://taikennokaze.jp/download）より、要項をご確認
の上、HP内の専用webフォームからご登録いただくか、登録申込書に必要事項をご記入した後、月間登録先メー
ル（taikennokaze-suishin@niye.go.jp）または FAX（03-6407-7699）にてご提出ください。令和２年度は
276団体に参加いただき、1,348事業の登録がありました。
是非、ご登録ください。

子ども体験遊びリンピック
　 　体験の風をおこそう推進月間
事業のうち、特に競技性のある
体験活動を幼児、小学生、中学生、
親子等を対象に実施する事業を
「子ども体験遊びリンピック」
として併せて実施しています。

※ 子ども体験遊びリンピックの事
業を10月（推進月間）に実施
する参加団体には、松本零士氏
（漫画家）がデザインしたメダ
ルと賞状をお送りします。

　国立青少年教育振興機構では、自然の中での体
験や遊びを紹介したガイドブック「体験・遊びナ
ビゲーター」を作成しました。ホームページから
ダウンロードできます。
https://www.niye.go.jp/taikenasobi/

チラシ・ポスター のぼり旗 ver.1 のぼり旗 ver.2

ガイドブック
「体験・遊びナビゲーター」

「体験の風をおこそう推進月間」事業に参加しませんか。「体験の風をおこそう推進月間」事業に参加しませんか。

「チラシ・ポスター」「のぼり旗」をご活用ください。「チラシ・ポスター」「のぼり旗」をご活用ください。

　ロゴマーク

　「体験の風をおこそう」運動の趣旨にご賛同いただける団体には、「チラシ・ポスター」
「のぼり旗」を無料で配布しています。是非、事業での配布・掲示等にご活用ください。
　また、同運動のロゴマークも事業の開催案内に掲載する等ご活用いただいています。
　ご希望の場合は右ページ下部の「体験の風をおこそう運動推進委員会」までご連絡ください。

子供を元気にたくましく育てるキーワード子供を元気にたくましく育てるキーワード

出典「平成29年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」スポーツ庁

　最近、外で元気に走り回る子供の姿を見かけなくなったと思いませんか？　今の子供たちは、私たち大人が子供
だった頃に比べ、自然体験や友達との外遊び、地域行事への参加といった体験の機会が少なくなっているといわれ
ています。こうした体験は、子供の成長の糧であり、生きる力をはぐくむ基盤になります。
　子供が健やかに、たくましく自立した大人へと成長するためには、小さい頃から成長に合わせた体験を積み重ねて
いくことが大切です。でも、特別な体験が必要ということではありません。「読書・手伝い・外遊び」など普段の生活で
取り組める体験でも、子供の知・徳・体の成長に大きな効果をもたらします。
　子供の将来を見据え、今できることから始めてみませんか？

読 書  手 伝 い  外 遊 び

　子供は、読書や読み聞かせを通じて、様々な言
葉を学び、物事に対する感性や考える力、コミュニ
ケーション力を身につけていきます。
　また、読書が好きな小学生ほど国語や算数の点
数が高くなる傾向にあることから、読書は学力にも
関係していることがうかがえます。

　子供は、家事や地域の活動を手伝うことで様々な経
験をします。失敗を経て工夫すると、徐々にできることが
増えて自信がつき、積極的に行動するようになります。
　また、人から感謝されたり褒められたりすると「役に
たった」「認めてもらった」といった肯定的な感情が生ま
れ、責任感や使命感を養い、自立につながっていくと考
えられています。

　外遊びは集団で行うものが多く、ルールを守り、コミュニ
ケーションをとることが必要となるため、規範意識や社会性を
育む良い機会になります。
　また、幼児期に体を動かす遊びが好きな子供ほど、小学校に
入ってからも体力が高くなる傾向にあることから、外遊びは健
やかな成長に欠かせない体験だということが分かります。

「読書は好きですか」の質問に対する小学生の回答と学力調査の関係

■当てはまる　■どちらかといえば、当てはまる　
■どちらかといえば、当てはまらない　■当てはまらない

出典「平成29年度全国学カ・学習状況調査」文部科学省

国語Ａ 算数Ａ

小学生の日頃のお手伝いと自己肯定感の関係

「入学前は体を動かす遊びが好き」の質問に対する
小学生の回答と体力合計点の関係

出典「子どもの生活力に関する実態調査」国立青少年教育振興機構（平成27年度）
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体験の風をおこそう運動推進委員会 構成団体（敬称略50音順）
ガールスカウト日本連盟　国立青少年教育振興機構　自然体験活動推進協議会　社会通信教育協会　修養団　全国学校栄養士協議会　全国公民館連合会　
全国子ども会連合会　全国児童養護施設協議会　全国スポーツ推進委員連合　全国ラジオ体操連盟　日本一輪車協会　日本キャンプ協会　日本青年団協議会
日本スポーツ協会日本スポーツ少年団　日本PTA全国協議会　日本ユースホステル協会　日本ららばい協会　日本レクリエーション協会　ハーモニィセンター　
ボーイスカウト日本連盟［21団体］

https://taikennokaze.jp/

「体験の風をおこそう」運動に関する問い合わせ先
体験の風をおこそう運動推進委員会

（事務局：国立青少年教育振興機構）

TEL 03-6407-7621   E-mail taikennokaze@niye.go.jp イメージイラスト：松本零士

読  書

手 伝 い

外 遊 び
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　近年、社会が豊かで便利になる中で、子供たちの自然体験、社会体験、生活体験などの体験が減
少してきている状況を踏まえ、子供たちの健やかな成長にとって体験がいかに重要であるかを広く
発信し、社会全体で体験活動を推進していくことを目的とした運動です。

とは

体験の風をおこそう推進月間事業
　 　体験の風をおこそう運動推進委員会（事務局：国立青少年教育振興機構）では、毎年10月を「体験の風をおこ
そう推進月間」と定め、事業統一日（令和３年度は10月23日（土））を中心に、全国各地で子供たちやその家族
が一緒に体験できる機会と場の拡充及びその社会的気運の醸成に努めています。

　 　そこで、全国の青少年団体等に呼びかけ、10月に「体験の風をおこそう」運動に賛同して実施していただける
事業を募集しています。登録は、「体験の風」HP（https://taikennokaze.jp/download）より、要項をご確認
の上、HP内の専用webフォームからご登録いただくか、登録申込書に必要事項をご記入した後、月間登録先メー
ル（taikennokaze-suishin@niye.go.jp）または FAX（03-6407-7699）にてご提出ください。令和２年度は
276団体に参加いただき、1,348事業の登録がありました。
是非、ご登録ください。

子ども体験遊びリンピック
　 　体験の風をおこそう推進月間
事業のうち、特に競技性のある
体験活動を幼児、小学生、中学生、
親子等を対象に実施する事業を
「子ども体験遊びリンピック」
として併せて実施しています。

※ 子ども体験遊びリンピックの事
業を10月（推進月間）に実施
する参加団体には、松本零士氏
（漫画家）がデザインしたメダ
ルと賞状をお送りします。

　国立青少年教育振興機構では、自然の中での体
験や遊びを紹介したガイドブック「体験・遊びナ
ビゲーター」を作成しました。ホームページから
ダウンロードできます。
https://www.niye.go.jp/taikenasobi/

チラシ・ポスター のぼり旗 ver.1 のぼり旗 ver.2

ガイドブック
「体験・遊びナビゲーター」

「体験の風をおこそう推進月間」事業に参加しませんか。「体験の風をおこそう推進月間」事業に参加しませんか。

「チラシ・ポスター」「のぼり旗」をご活用ください。「チラシ・ポスター」「のぼり旗」をご活用ください。

　ロゴマーク

　「体験の風をおこそう」運動の趣旨にご賛同いただける団体には、「チラシ・ポスター」
「のぼり旗」を無料で配布しています。是非、事業での配布・掲示等にご活用ください。
　また、同運動のロゴマークも事業の開催案内に掲載する等ご活用いただいています。
　ご希望の場合は右ページ下部の「体験の風をおこそう運動推進委員会」までご連絡ください。

子供を元気にたくましく育てるキーワード子供を元気にたくましく育てるキーワード

出典「平成29年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」スポーツ庁

　最近、外で元気に走り回る子供の姿を見かけなくなったと思いませんか？　今の子供たちは、私たち大人が子供
だった頃に比べ、自然体験や友達との外遊び、地域行事への参加といった体験の機会が少なくなっているといわれ
ています。こうした体験は、子供の成長の糧であり、生きる力をはぐくむ基盤になります。
　子供が健やかに、たくましく自立した大人へと成長するためには、小さい頃から成長に合わせた体験を積み重ねて
いくことが大切です。でも、特別な体験が必要ということではありません。「読書・手伝い・外遊び」など普段の生活で
取り組める体験でも、子供の知・徳・体の成長に大きな効果をもたらします。
　子供の将来を見据え、今できることから始めてみませんか？

読 書  手 伝 い  外 遊 び

　子供は、読書や読み聞かせを通じて、様々な言
葉を学び、物事に対する感性や考える力、コミュニ
ケーション力を身につけていきます。
　また、読書が好きな小学生ほど国語や算数の点
数が高くなる傾向にあることから、読書は学力にも
関係していることがうかがえます。

　子供は、家事や地域の活動を手伝うことで様々な経
験をします。失敗を経て工夫すると、徐々にできることが
増えて自信がつき、積極的に行動するようになります。
　また、人から感謝されたり褒められたりすると「役に
たった」「認めてもらった」といった肯定的な感情が生ま
れ、責任感や使命感を養い、自立につながっていくと考
えられています。

　外遊びは集団で行うものが多く、ルールを守り、コミュニ
ケーションをとることが必要となるため、規範意識や社会性を
育む良い機会になります。
　また、幼児期に体を動かす遊びが好きな子供ほど、小学校に
入ってからも体力が高くなる傾向にあることから、外遊びは健
やかな成長に欠かせない体験だということが分かります。

「読書は好きですか」の質問に対する小学生の回答と学力調査の関係

■当てはまる　■どちらかといえば、当てはまる　
■どちらかといえば、当てはまらない　■当てはまらない

出典「平成29年度全国学カ・学習状況調査」文部科学省

国語Ａ 算数Ａ

小学生の日頃のお手伝いと自己肯定感の関係

「入学前は体を動かす遊びが好き」の質問に対する
小学生の回答と体力合計点の関係

出典「子どもの生活力に関する実態調査」国立青少年教育振興機構（平成27年度）
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体験の風をおこそう運動推進委員会 構成団体（敬称略50音順）
ガールスカウト日本連盟　国立青少年教育振興機構　自然体験活動推進協議会　社会通信教育協会　修養団　全国学校栄養士協議会　全国公民館連合会　
全国子ども会連合会　全国児童養護施設協議会　全国スポーツ推進委員連合　全国ラジオ体操連盟　日本一輪車協会　日本キャンプ協会　日本青年団協議会
日本スポーツ協会日本スポーツ少年団　日本PTA全国協議会　日本ユースホステル協会　日本ららばい協会　日本レクリエーション協会　ハーモニィセンター　
ボーイスカウト日本連盟［21団体］

https://taikennokaze.jp/

「体験の風をおこそう」運動に関する問い合わせ先
体験の風をおこそう運動推進委員会

（事務局：国立青少年教育振興機構）

TEL 03-6407-7621   E-mail taikennokaze@niye.go.jp イメージイラスト：松本零士
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オリンピック記念青少年総合センター
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国立オリンピック記念青少年総合センターの夜景

URL https://taisetsu.niye.go.jp URL https://hanayama.niye.go.jp 

URL https://kibi.niye.go.jp

URL https://bandai.niye.go.jp

URL http://tateyama.niye.go.jp

URL https://yasu.niye.go.jp

URL https://nyc.niye.go.jp

磐梯朝日国立公園の磐梯山
南側に位置し、眼下には雄大
な猪苗代湖を望み、近くには
多くの湖沼群を有する裏磐梯
などの豊かな自然環境が広
がっています。登山やハイキ
ング、スキー、天体観測、会津
の歴史探訪、防災・減災教育
などを提供しています。体験活動を通して様々な“感動”を得ることができます。

能 登 半 島 入 口 の 羽 咋
（はくい）市にあり、日本

海を間近に望み豊かな
自然環境を持つ眉丈台
地に位置しています。里
海・里山を活用した多
彩な体験活動プログラ
ムを提供しています。

室戸岬を南に望み、豊
かな緑に囲まれた環境
にあり、多様な自然体験
活 動を通して、問 題を
解決する能力や、豊か
な感性を育むプログラ
ムを 実 施しています。
シーカヤックやスノー
ケリング、SUPなどの海洋活動も充実しています。

鹿児島県の大隅半島の
ほぼ中央、夕暮れ時に
は黄金の夕日に染まる
錦江湾（鹿児島湾）を眼
下に望み、高隈山系の
山裾に位置しています。
カヌーやゴムボート活
動 、登 山 や ハイキング
など、海・山・川での自然体験活動を実施しています。

九州のほぼ中央、阿蘇
五岳の懐に抱かれた阿
蘇くじゅう国立公園内に
位置し、先人の暮らしか
ら受け継がれた千年の
大草原をフィールドに、
登山やオリエンテーリ
ング、ハイキングなど大
自然を満喫できる体験活動プログラムを実施しています。

URL https://wakasawan.niye.go.jp

URL https://akagi.niye.go.jp

URL https://iwate.niye.go.jp

URL https://etajima.niye.go.jp

URL https://isahaya.niye.go.jp

妙高戸隠連山国立公園内
に位置しており、春から秋
にかけては敷地内を流れ
る川の探険やハイキング、
冬は豊富な雪を利用した
スキー（アルペン・クロスカ
ントリー）やスノーシューハ
イク、仲間づくりプログラム

（通年）など、四季を通じて様々な体験活動プログラムを提供しています。

テンパーク（愛称）は、
秀 峰 岩 手 山 の 自 然 豊
かな山裾に位置してい
ま す 。 登 山 、キ ャ ン
プ 、野 外 炊事や冬はそ
り遊びなど四季 を 通じ
た 自 然 体 験 活動 の ほ
か自然素材を活かした
創 作 活 動 、キャップハ
ンディ体験、南部曲り家を使用した活動などができます。

日光国立公園内に阿武
隈川源流と豊かな森が
広がる約130万㎡の敷
地を有し、茶臼岳登山、
沢歩き、ネイチャースキ
ー、スノーシューハイキ
ングなど那須甲子の四
季を感じながら心おど
る自然体験が行えるプログラムを提供しています。

URL https://ozu.niye.go.jpURL https://tokuji.niye.go.jp

URL https://norikura.niye.go.jp

URL https://sanbe.niye.go.jp
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花山青少年自然の家

URL https://hidaka.niye.go.jp 

URL https://fujinosato.niye.go.jp 

上毛 三山（赤 城 山・榛
名山・妙 義山）の 一つ
赤 城 山 南 麓 の 標 高 約
500メートルに位置し､
四季を通じて豊かな自
然環境に恵まれ、体験
と交流の場を提供する
ことに より､共 に 学 び
あえる施設づくりに努めています。

URL https://osumi.niye.go.jp

URL https://myoko.niye.go.jp

URL https://soni.niye.go.jp URL https://awaji.niye.go.jp

奈良県・三重県境にある
室生赤目青山国定公園
内のススキが一面に広
がる曽爾高原に位置し
ています。周辺の自然環
境を活かしたハイキン
グや自然観察、木や竹な
どを利用したクラフト、
天体観察といった研修支援プログラムを提供しています。

那覇泊港から高速船で
35分の渡嘉敷島にあり、
国立公園に指定された
慶良間ブルーの海と白
砂のビーチでスノーケリ
ング等の海洋研修が年
間通して体験できます。
また、離島ならではの星
空観察やスポーツ合宿、平和学習も実施できます。

大雪山国立公園内に位置
し、壮大な山 ・々原生林に
囲まれた自然豊かな環境
にあります。四季折々の自
然が楽しめ、「登山」や「ハ
イキング」といった研修プ
ログラムを実施している
ほか、冬には地域の特性
を活かして「クロスカントリースキーコース」も設置しています。

札幌、旭川、新千歳空港
から車で2時間の豊かな
自然の中に位置してい
ます。夏はハイキングや
清流での川下り、冬は隣
接するスキー場でパウ
ダースノーを満喫でき
るほか、日高町の様々な
スポーツ施設も活用した多彩な活動ができます。

東京の緑豊かな代々木
の森に位置しています。
青少年及び青少年教育
指導者等の各種研修や
文化・芸術、スポーツ、国
際交流等、幅広い体験
の場と機会を提供する
国内最大の都市型青少
年教育施設です。

中央・南アルプスを望み、
高遠城址のコヒガンザクラ
で知られる伊那市高遠町
の晴ヶ峰高原に位置し、白
樺や唐松林に囲まれたロ
グハウスやロッジが点在し
ています。「自然の豊かさ
を 見つけよう 考えよう 味
わおう 楽しもう」をスローガンに様々な体験活動を支援しています。

古代より若狭湾は大陸
の玄関として栄え、今も

「海の道」がアジアに続
いています。この雄大な
海を舞台に、カッター、
シーカヤック、スノーケ
リングなどの海の魅力
満載の自然体験活動を
提供しています。

世界文化遺産に登録され
た富士山を間近に望み、
首都圏や中京圏からも近
く、富士山麓トレッキング
やウォークラリーなどの多
様な自然体験ができます。
また、大小の研修室やクロ
スカントリーコース（1.6
㎞）等のスポーツ設備も充実しており、学びや活動の場として最適です。

北アルプス乗鞍岳を背
景に、白樺林に囲まれた
乗鞍高原に位置し、四季
を通して清浄な大自然
を満喫できます。夏は標
高1,510mの高地での陸
上トレーニング、冬は飛
騨高山スキー場と直結
したゲレンデでスキー活動が行えます。

島根県の中央部、国立
公園三瓶山の自然林の
中に位置しています。
この豊かな自然環境の
中で、登山、サイクリ
ング、歩くスキー、ス
ノーシュー・かんじき
ハイキングなど四季を
通じ、様々な自然体験活動が実施できます。

広島湾に浮かぶ風光明
媚な江田島に位置し、瀬
戸内の温暖な気候と豊
かな自然環境の中で、
カッター研修などの海
洋活動、学習活動やス
ポーツ活動、野外活動
など多様な活動を通し
て、青少年の自主性や意欲を育んでいます。

山口県のほぼ中央、長門
峡県立自然公園内に位
置しています。中国自動
車道徳地ICから約15分
です。県内最大級の天体
望遠鏡 による天体観察、
ハイキング、マウンテン
バイクなどの野外活動
の他、 人間関係を築く力を高める体験学習プログラムが人気です。

長崎県の中央部に位置し、
長崎市から車で1時間、福
岡市からは高速自動車道
使用で2時間半、大牟田
市や熊本方面からはフェ
リー使用も便利です。多
良山系の深い森や渓流
で、人気の沢登りのほか、
登山やオリエンテーリングなどの様々な自然体験活動ができます。

東北地方のほぼ中央に
位置し、宮城・岩手・秋田
県にまたがる栗駒山南麓
の雄大な自然の中にあり
ます。栗駒山系の豊かな
水 環 境を全 身で 感じる

「沢活動」をはじめ、四季
折々の大自然をまるごと
使った冒険活動、環境学習活動等のプログラムを用意しています。

立山連峰のふもとに位
置しています。登 山 や
600mm望遠鏡、プラネ
タリウムでの星空観察
など、周辺の自然環境を
活かしたプログラムが
あります。特に幼児を対
象とした自然体験活動

「立少トントンたんけん隊」を推進しています。

淡路島の南端に位置し、
白砂青松100選に選ば
れた吹上浜を見渡すこ
とのできる場所にありま
す。人気のカッター研修
やグループで課題に取
り組むアドベンチャーラ
リーなどバリエーション
豊かな体験活動プログラムを提供しています。

岡山県のほぼ中央、吉
備高原の標高300mか
ら360mに位置していま
す。敷地内の人造湖「鳴
滝湖」や赤松林に囲ま
れた豊かな自然を活用
した、カッター・ハイキン
グ・オリエンテーリング
等様々な体験活動を行っています。

四国の西に位置し、伊予
（愛媛）の小京都と呼ば

れる「大洲」には清流「肱
川」がのどかに流れ、そ
の肱川でのカヌー体験
活 動をメインに、四 季
折々の豊かな自然の中
で野外活動や文化的な
活動及びスポーツ活動が実施できます。

福岡県の中央に位置し、
都市部からもアクセスし
やすい場所にあります。
四季を通じていろんな動
物や植物、昆虫を見るこ
とができ、またフィールド
ビンゴやフォトラリーなど、
手軽に自然を楽しめます。
晴天時には200mm天体望遠鏡で月や満天の星空を観察できます。

〒071-0235 北海道上川郡美瑛町白金温泉
TEL 0166-94-3121／FAX 0166-94-3223

〒055-2315 北海道沙流郡日高町字富岡
TEL 01457-6-2311／FAX 01457-6-3934

〒020-0601 岩手県滝沢市後292
TEL 019-688-4221／FAX 019-688-5047

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
TEL 03-3469-2525／FAX 03-3469-2277

〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山27
TEL 027-289-7224／FAX 027-289-7226

〒396-0301 長野県伊那市高遠町藤沢6877-11
TEL 0265-96-2525／FAX 0265-96-2151
URL https://takato.niye.go.jp

〒917-0198 福井県小浜市田烏区大浜
TEL 0770-54-3100／FAX 0770-54-3023

〒694-0002 島根県大田市山口町山口1638-12
TEL 0854-86-0319／FAX 0854-86-0458

〒737-2126 広島県江田島市江田島町津久茂1-1-1
TEL 0823-42-0660／FAX 0823-42-0664

〒747-0342 山口県山口市徳地船路668
TEL 0835-56-0113／FAX 0835-56-0130

〒859-0307 長崎県諫早市白木峰町1109-1
TEL 0957-25-9111／FAX 0957-25-9115

〒869-2692 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1
TEL 0967-22-0811／FAX 0967-22-0814
URL http://aso.niye.go.jp

〒891-2396 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩
TEL 0994-46-2222／FAX 0994-46-2540

〒987-2593 宮城県栗原市花山字本沢沼山61-1
TEL 0228-56-2311／FAX 0228-56-2469

〒969-3103 福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136-1
TEL 0242-62-2530／FAX 0242-62-2532

〒961-8071 福島県西白河郡西郷村大字真船字村火6-1
TEL 0248-36-2331／FAX 0248-36-2150
URL http://nasukashi.niye.go.jp

URL http://noto.niye.go.jp

〒949-2235 新潟県妙高市大字関山6323-2
TEL 0255-82-4321／FAX 0255-82-4325

〒633-1202 奈良県宇陀郡曽爾村太良路1170
TEL 0745-96-2121／FAX 0745-96-2126

〒795-0001 愛媛県大洲市北只1086
TEL 0893-24-5175／FAX 0893-24-2909

〒901-3595 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷2760
TEL 098-987-2306／FAX 098-987-2318

〒781-7108 高知県室戸市元乙1721
TEL 0887-23-2313／FAX 0887-23-2484

〒838-0202 福岡県朝倉郡筑前町三箇山1103
TEL 0946-42-5811／FAX 0946-42-5880

〒656-0543 兵庫県南あわじ市阿万塩屋町757-39
TEL 0799-55-2693／FAX 0799-55-0463

〒716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川4393-82
TEL 0866-56-7231／FAX 0866-56-7235

〒930-1407 富山県中新川郡立山町芦峅寺字前谷1
TEL 076-481-1321／FAX 076-481-1430

〒925-8530 石川県羽咋市柴垣町14-5-6
TEL 0767-22-3121／FAX 0767-22-3125

URL http://muroto.niye.go.jp

URL http://okinawa.niye.go.jp

〒412-0006 静岡県御殿場市中畑2092-5
TEL 0550-89-2020／FAX 0550-89-2025

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町913-13
TEL 0577-31-1013／FAX 0577-31-1025
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磐梯朝日国立公園の磐梯山
南側に位置し、眼下には雄大
な猪苗代湖を望み、近くには
多くの湖沼群を有する裏磐梯
などの豊かな自然環境が広
がっています。登山やハイキ
ング、スキー、天体観測、会津
の歴史探訪、防災・減災教育
などを提供しています。体験活動を通して様々な“感動”を得ることができます。

能 登 半 島 入 口 の 羽 咋
（はくい）市にあり、日本

海を間近に望み豊かな
自然環境を持つ眉丈台
地に位置しています。里
海・里山を活用した多
彩な体験活動プログラ
ムを提供しています。

室戸岬を南に望み、豊
かな緑に囲まれた環境
にあり、多様な自然体験
活 動を通して、問 題を
解決する能力や、豊か
な感性を育むプログラ
ムを 実 施しています。
シーカヤックやスノー
ケリング、SUPなどの海洋活動も充実しています。

鹿児島県の大隅半島の
ほぼ中央、夕暮れ時に
は黄金の夕日に染まる
錦江湾（鹿児島湾）を眼
下に望み、高隈山系の
山裾に位置しています。
カヌーやゴムボート活
動 、登 山 や ハイキング
など、海・山・川での自然体験活動を実施しています。

九州のほぼ中央、阿蘇
五岳の懐に抱かれた阿
蘇くじゅう国立公園内に
位置し、先人の暮らしか
ら受け継がれた千年の
大草原をフィールドに、
登山やオリエンテーリ
ング、ハイキングなど大
自然を満喫できる体験活動プログラムを実施しています。

URL https://wakasawan.niye.go.jp

URL https://akagi.niye.go.jp

URL https://iwate.niye.go.jp

URL https://etajima.niye.go.jp

URL https://isahaya.niye.go.jp

妙高戸隠連山国立公園内
に位置しており、春から秋
にかけては敷地内を流れ
る川の探険やハイキング、
冬は豊富な雪を利用した
スキー（アルペン・クロスカ
ントリー）やスノーシューハ
イク、仲間づくりプログラム

（通年）など、四季を通じて様々な体験活動プログラムを提供しています。

テンパーク（愛称）は、
秀 峰 岩 手 山 の 自 然 豊
かな山裾に位置してい
ま す 。 登 山 、キ ャ ン
プ 、野 外 炊事や冬はそ
り遊びなど四季 を 通じ
た 自 然 体 験 活動 の ほ
か自然素材を活かした
創 作 活 動 、キャップハ
ンディ体験、南部曲り家を使用した活動などができます。

日光国立公園内に阿武
隈川源流と豊かな森が
広がる約130万㎡の敷
地を有し、茶臼岳登山、
沢歩き、ネイチャースキ
ー、スノーシューハイキ
ングなど那須甲子の四
季を感じながら心おど
る自然体験が行えるプログラムを提供しています。
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URL https://norikura.niye.go.jp

URL https://sanbe.niye.go.jp
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奈良県・三重県境にある
室生赤目青山国定公園
内のススキが一面に広
がる曽爾高原に位置し
ています。周辺の自然環
境を活かしたハイキン
グや自然観察、木や竹な
どを利用したクラフト、
天体観察といった研修支援プログラムを提供しています。

那覇泊港から高速船で
35分の渡嘉敷島にあり、
国立公園に指定された
慶良間ブルーの海と白
砂のビーチでスノーケリ
ング等の海洋研修が年
間通して体験できます。
また、離島ならではの星
空観察やスポーツ合宿、平和学習も実施できます。

大雪山国立公園内に位置
し、壮大な山 ・々原生林に
囲まれた自然豊かな環境
にあります。四季折々の自
然が楽しめ、「登山」や「ハ
イキング」といった研修プ
ログラムを実施している
ほか、冬には地域の特性
を活かして「クロスカントリースキーコース」も設置しています。

札幌、旭川、新千歳空港
から車で2時間の豊かな
自然の中に位置してい
ます。夏はハイキングや
清流での川下り、冬は隣
接するスキー場でパウ
ダースノーを満喫でき
るほか、日高町の様々な
スポーツ施設も活用した多彩な活動ができます。

東京の緑豊かな代々木
の森に位置しています。
青少年及び青少年教育
指導者等の各種研修や
文化・芸術、スポーツ、国
際交流等、幅広い体験
の場と機会を提供する
国内最大の都市型青少
年教育施設です。

中央・南アルプスを望み、
高遠城址のコヒガンザクラ
で知られる伊那市高遠町
の晴ヶ峰高原に位置し、白
樺や唐松林に囲まれたロ
グハウスやロッジが点在し
ています。「自然の豊かさ
を 見つけよう 考えよう 味
わおう 楽しもう」をスローガンに様々な体験活動を支援しています。

古代より若狭湾は大陸
の玄関として栄え、今も

「海の道」がアジアに続
いています。この雄大な
海を舞台に、カッター、
シーカヤック、スノーケ
リングなどの海の魅力
満載の自然体験活動を
提供しています。

世界文化遺産に登録され
た富士山を間近に望み、
首都圏や中京圏からも近
く、富士山麓トレッキング
やウォークラリーなどの多
様な自然体験ができます。
また、大小の研修室やクロ
スカントリーコース（1.6
㎞）等のスポーツ設備も充実しており、学びや活動の場として最適です。

北アルプス乗鞍岳を背
景に、白樺林に囲まれた
乗鞍高原に位置し、四季
を通して清浄な大自然
を満喫できます。夏は標
高1,510mの高地での陸
上トレーニング、冬は飛
騨高山スキー場と直結
したゲレンデでスキー活動が行えます。

島根県の中央部、国立
公園三瓶山の自然林の
中に位置しています。
この豊かな自然環境の
中で、登山、サイクリ
ング、歩くスキー、ス
ノーシュー・かんじき
ハイキングなど四季を
通じ、様々な自然体験活動が実施できます。

広島湾に浮かぶ風光明
媚な江田島に位置し、瀬
戸内の温暖な気候と豊
かな自然環境の中で、
カッター研修などの海
洋活動、学習活動やス
ポーツ活動、野外活動
など多様な活動を通し
て、青少年の自主性や意欲を育んでいます。

山口県のほぼ中央、長門
峡県立自然公園内に位
置しています。中国自動
車道徳地ICから約15分
です。県内最大級の天体
望遠鏡 による天体観察、
ハイキング、マウンテン
バイクなどの野外活動
の他、 人間関係を築く力を高める体験学習プログラムが人気です。

長崎県の中央部に位置し、
長崎市から車で1時間、福
岡市からは高速自動車道
使用で2時間半、大牟田
市や熊本方面からはフェ
リー使用も便利です。多
良山系の深い森や渓流
で、人気の沢登りのほか、
登山やオリエンテーリングなどの様々な自然体験活動ができます。

東北地方のほぼ中央に
位置し、宮城・岩手・秋田
県にまたがる栗駒山南麓
の雄大な自然の中にあり
ます。栗駒山系の豊かな
水 環 境を全 身で 感じる

「沢活動」をはじめ、四季
折々の大自然をまるごと
使った冒険活動、環境学習活動等のプログラムを用意しています。

立山連峰のふもとに位
置しています。登 山 や
600mm望遠鏡、プラネ
タリウムでの星空観察
など、周辺の自然環境を
活かしたプログラムが
あります。特に幼児を対
象とした自然体験活動

「立少トントンたんけん隊」を推進しています。

淡路島の南端に位置し、
白砂青松100選に選ば
れた吹上浜を見渡すこ
とのできる場所にありま
す。人気のカッター研修
やグループで課題に取
り組むアドベンチャーラ
リーなどバリエーション
豊かな体験活動プログラムを提供しています。

岡山県のほぼ中央、吉
備高原の標高300mか
ら360mに位置していま
す。敷地内の人造湖「鳴
滝湖」や赤松林に囲ま
れた豊かな自然を活用
した、カッター・ハイキン
グ・オリエンテーリング
等様々な体験活動を行っています。

四国の西に位置し、伊予
（愛媛）の小京都と呼ば

れる「大洲」には清流「肱
川」がのどかに流れ、そ
の肱川でのカヌー体験
活 動をメインに、四 季
折々の豊かな自然の中
で野外活動や文化的な
活動及びスポーツ活動が実施できます。

福岡県の中央に位置し、
都市部からもアクセスし
やすい場所にあります。
四季を通じていろんな動
物や植物、昆虫を見るこ
とができ、またフィールド
ビンゴやフォトラリーなど、
手軽に自然を楽しめます。
晴天時には200mm天体望遠鏡で月や満天の星空を観察できます。

〒071-0235 北海道上川郡美瑛町白金温泉
TEL 0166-94-3121／FAX 0166-94-3223

〒055-2315 北海道沙流郡日高町字富岡
TEL 01457-6-2311／FAX 01457-6-3934

〒020-0601 岩手県滝沢市後292
TEL 019-688-4221／FAX 019-688-5047

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
TEL 03-3469-2525／FAX 03-3469-2277

〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山27
TEL 027-289-7224／FAX 027-289-7226

〒396-0301 長野県伊那市高遠町藤沢6877-11
TEL 0265-96-2525／FAX 0265-96-2151
URL https://takato.niye.go.jp

〒917-0198 福井県小浜市田烏区大浜
TEL 0770-54-3100／FAX 0770-54-3023

〒694-0002 島根県大田市山口町山口1638-12
TEL 0854-86-0319／FAX 0854-86-0458

〒737-2126 広島県江田島市江田島町津久茂1-1-1
TEL 0823-42-0660／FAX 0823-42-0664

〒747-0342 山口県山口市徳地船路668
TEL 0835-56-0113／FAX 0835-56-0130

〒859-0307 長崎県諫早市白木峰町1109-1
TEL 0957-25-9111／FAX 0957-25-9115

〒869-2692 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1
TEL 0967-22-0811／FAX 0967-22-0814
URL http://aso.niye.go.jp

〒891-2396 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩
TEL 0994-46-2222／FAX 0994-46-2540

〒987-2593 宮城県栗原市花山字本沢沼山61-1
TEL 0228-56-2311／FAX 0228-56-2469

〒969-3103 福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136-1
TEL 0242-62-2530／FAX 0242-62-2532

〒961-8071 福島県西白河郡西郷村大字真船字村火6-1
TEL 0248-36-2331／FAX 0248-36-2150
URL http://nasukashi.niye.go.jp

URL http://noto.niye.go.jp

〒949-2235 新潟県妙高市大字関山6323-2
TEL 0255-82-4321／FAX 0255-82-4325

〒633-1202 奈良県宇陀郡曽爾村太良路1170
TEL 0745-96-2121／FAX 0745-96-2126

〒795-0001 愛媛県大洲市北只1086
TEL 0893-24-5175／FAX 0893-24-2909

〒901-3595 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷2760
TEL 098-987-2306／FAX 098-987-2318

〒781-7108 高知県室戸市元乙1721
TEL 0887-23-2313／FAX 0887-23-2484

〒838-0202 福岡県朝倉郡筑前町三箇山1103
TEL 0946-42-5811／FAX 0946-42-5880

〒656-0543 兵庫県南あわじ市阿万塩屋町757-39
TEL 0799-55-2693／FAX 0799-55-0463

〒716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川4393-82
TEL 0866-56-7231／FAX 0866-56-7235

〒930-1407 富山県中新川郡立山町芦峅寺字前谷1
TEL 076-481-1321／FAX 076-481-1430

〒925-8530 石川県羽咋市柴垣町14-5-6
TEL 0767-22-3121／FAX 0767-22-3125

URL http://muroto.niye.go.jp

URL http://okinawa.niye.go.jp

〒412-0006 静岡県御殿場市中畑2092-5
TEL 0550-89-2020／FAX 0550-89-2025

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町913-13
TEL 0577-31-1013／FAX 0577-31-1025

 あか ぎ

赤城青少年交流の家
 しん しゅう たか とお

信州高遠青少年自然の家
 みょう こう

妙高青少年自然の家
 たて やま

立山青少年自然の家
 の と

能登青少年交流の家

 き び

吉備青少年自然の家
 あわ じ

淡路青少年交流の家
 そ に

曽爾青少年自然の家
 のり くら

乗鞍青少年交流の家
 ちゅう おう

中央青少年交流の家
 わか さ わん

若狭湾青少年自然の家

 さん べ

三瓶青少年交流の家
 え た じま

江田島青少年交流の家
 やま ぐち とく ぢ

山口徳地青少年自然の家
 おお ず

大洲青少年交流の家

 おき なわ

沖縄青少年交流の家
 おお すみ

大隅青少年自然の家
 あ そ

阿蘇青少年交流の家
 いさ はや

諫早青少年自然の家

 むろ と

室戸青少年自然の家
 や す こう げん

夜須高原青少年自然の家

施設案内
施
設
案
内

22125



MEMO

126



MEMO

127



MEMO

128



イラスト/西村キヌ

子どもゆめ基金部助成課
〒151-0052　東京都渋谷区代々木神園町3-1
フリーダイヤル（無料）0120-579081

（平日9：00～17：45）
E-mail: yume@niye.go.jp

お問い合わせ先

早ね早おき
朝ごはん

※1 市区町村規模・申請額50万円以下（様式Ｂ）のみとなります。　※2 直接持参する場合は、平日（土日祝除く）9時～17時45分まで受け付けます。　※3 初めて電子申請される場合は、申請の前にID申請が必要となります。

子どもゆめ基金 検索
https://yumekikin.niye.go.jphttps://yumekikin.niye.go.jp

子どもの体験活動・読書活動への
助成を行っています
体験活動・読書活動

https://pr.yume.niye.go.jphttps://pr.yume.niye.go.jp
●子どもゆめ基金助成活動情報サイト●子どもゆめ基金助成活動情報サイト

●子どもゆめ基金サイト●子どもゆめ基金サイト

Ⓡ子どもゆめ基金子どもゆめ基金

2021年2021年
10月1日金～10月1日金～

一次
募集

郵送申請

電子申請

2022年2022年
5月1日日～5月1日日～

二次
募集

郵送申請

電子申請※1

※2

※3

※2

※3

1 1月 16日火 消印有効1 1月 16日火 消印有効

1 1月30日火 17時締切1 1月30日火 17時締切

 6 月 14日火 消印有効 6 月 14日火 消印有効 6 月28日火 17時締切 6 月28日火 17時締切

令和 4 年度募集案内
ー体験活動・読書活動共通ー
令和 4 年度募集案内
ー体験活動・読書活動共通ー

（本部） 

青少年の体験活動をサポートする
全国28の国立青少年教育施設

国立青少年教育振興機構は、体験活動を通した青少年の自立を目指しています。

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1　TEL 03-3467-7201（代表）
https://www.niye.go.jp

■電車　小田急線各駅停車 参宮橋駅下車　徒歩約7分
地下鉄千代田線 代々木公園駅下車　徒歩約10分

■バス　京王バス　代々木5丁目バス停下車　徒歩約1分
■ 車 　首都高速4号線 代々木出入り口約100m

　（大型バス）　新宿出入口　約2㎞

交 通 案 内
（機構本部）

発行：令和3年8月
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