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ご利用の案内【青少年会館】 

 

 

青少年会館は 

 

 青少年の健全育成と教養の向上、また、青少年指導者の育成を図ることを目的とした施設です。 

 ①講演会、研修会、その他各種教養講座の開催 

 ②青少年グループの育成及びリーダーの育成 

 ③体育、レクリエーション及び文化活動の指導に関すること 

 

 

利用できる人たち 

 

 青少年会館を使用するには、利用者団体登録が必要です。個人での使用はできません。 

 ※営利目的の団体や１回だけの使用は登録できません。 

【登録可能な団体】 

１．青少年団体･･･子ども会、ボーイスカウトなど 

２．育成団体 ･･･青少年の育成を目的とした指導者で構成された団体 

３．一般団体 ･･･大人のサークル活動団体など 

 

 

申込み方法 

 

 青少年並びに青少年育成者が団体使用する場合は、使用する月の３か月前の月の初日から予約できます。 

 その他の団体は、使用する月の１か月前の月の初日から予約ができます。 

 月の初日が休館日の時は、次の日になります。なお、電話による予約もできます。 

 ※開館日の午前９時から午後５時まで 

 

 

休館日 

 

毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始（12月 29日～1月 3日） 
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使用料 

 

    単位 

区分 
午前の部 午後の部 夜の部 全 日 

学習室 ７００円 １，０００円 １，４００円 ２，４００円 

調理実習室 １，４００円 ２，４００円 ３，４００円 ５，８００円 

集会室 １，９００円 ２，９００円 ３，８００円 ６，７００円 

美術工芸室 １，０００円 １，４００円 １，９００円 ３，４００円 

音楽室 １，９００円 ２，９００円 ３，８００円 ６，７００円 

会議室（和室） ５００円 ７００円 １，０００円 １，７００円 

第一和室 ５００円 ７００円 １，０００円 １，７００円 

第二和室 ５００円 ７００円 １，０００円 １，７００円 

体育館 ３，６００円 ４，８００円 ７，２００円 １２，０００円 

☞ 別途消費税相当額８％が加算されます。（１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を加えた

額となります。 
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ご利用の案内【一宮少年自然の家】 

 

 

少年自然の家とは 

 

 青少年が恵まれた自然環境の中で、楽しい集団宿泊生活や野外活動を通して、学校や家庭では期待しにくい

情操、自律、協同、友愛、奉仕等の尊さを体験的に学習し、心身ともにたくましい青少年の育成を目的とした施

設です。 

 

 

利用できる人たち 

 

１．小・中学校の児童、生徒と引率職員 

２．少年団体（子ども会、ボーイスカウトなど）の構成員 

３．少年団体の育成者 

４．その他教育委員会が特に認めた者 

※以上の者で自然の家にふさわしい目的とプログラムをもった団体が利用できます。 

（定員２００人） 

 

 

申込み方法等 

 

 「利用手続きの流れ」及び「平成３０年度 利用パンフレット」をご参照ください。 

 

 

利用できない日 

 

毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始（12月 29日～1月 3日） 
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必要な経費 

 

１．使用料（１人１泊）※日帰りの場合は半額、引率者は被引率者１０人につき１人とします。 

 市内 市外 

中学生以下 無料 ６００円 

前項の引率者 ３００円 ６００円 

少年団体の育成者 １，０００円 ２，０００円 

その他の者 １，５００円 ３，０００円 

２．食費・・・１泊３食 1,650円（朝 380円、昼 550円、夜 720円） 

３．使用料及び食費には別途消費税相当額８％が加算されます。（端数切捨て） 

４．まき代・・・キャンプファイヤー及び炊事場で使用する場合は実費徴収します。 

※キャンフファイヤー用 １束 440円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種団体 電話予約 ℡　0475-42-5711　　　Fax 0475-42-5712

・船橋市少年自然の家使用許可申請書（複写２枚とも）

・使用者内訳書

・研修プログラム

・食事申込書

・宿泊者名簿

・食物アレルギー個別対応依頼書

　　(該当者がいる場合、該当者の分)

自然の家

◎施設使用料全額と食費半額の請求書を送付（又はＦＡＸ）します。

　〇使用許可書（写し）も送付します。

団体代表者

自然の家

下記の書類は当日持参又は事前に送付してください。

・宿泊者部屋割り一覧

当　日 ◎食費残金等の精算

利 用 手 続 き の 流 れ

◎速やかに現金書留（持参可）で送金してください。

１０日前までに必着の書類

※施設使用料・食費半額は還付しません。請求内容を確認下さい。

◎食事数の変更は３日前であれば可能です。
　　但し、キャンセルは出来ません。

船橋市立一宮少年自然の家
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一宮少年自然の家利用団体 様                  
 

平成３０年度 利用パンフレット 
                               

 少年自然の家の利用にあたっては，以下の事項を守り、適切な使用を心が

けてくださいますようお願いします。 

 

１ 申請書類の提出について 

○別紙の利用手続きの流れに沿って進めてください。 

○部屋割りは、申請書類の提出を受けた後、少年自然の家から連絡します。 

○提出期限を厳守してください（使用開始日の１０日前必着）。 

○食事申し込み数の変更は３日前まで受け付けます。電話等で連絡してください。 

 

２ 指導者の心構えとして 

○入所前までに、活動プログラムについて事前指導を十分に行ってください。 

○入所時に、当日の入所者数やスケジュールの変更等がありましたら、報告してください。  

○入所時に施設の使い方や安全対策について、オリエンテーションを行います。 

○入所後は直ちに非常口・避難経路を確認してください。 

・夜間の非常事態（大地震、津波警報、火災等）発生時には、宿直の委託社員が緊急放送や

消防・警察との対応をします。引率者は緊急放送等の指示に従い、避難誘導をお願いしま

す。 

○窓はベランダ等がないため、絶対に開けないでください。 

・各部屋のエアコンを使用できますが、節電にご協力ください。 

○利用者の健康管理は団体で責任を持ってお願いします。 

・夜間は、救急車や病院への連絡は少年自然の家でします。利用団体の責任で病院への送迎

をお願いします。     

○通常時、放送による伝達は原則できません。 

○ゴミの分別処理をお願いします。原則持参して出たゴミは持ち帰ってください。 

・部屋、トイレ、流しなどのゴミは毎日捨ててください。また、清掃・食事時間などのゴ

ミはホールのポリバケツへ。 

   ・食事の残り物は完全に捨ててください。（業者から購入して出たゴミは業者が引き取るよ

う連絡を） 

○懐中電灯 

  ・部屋の懐中電灯は、非常時以外には使用しないでください。 
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○寝具の整理 

  ・利用後の寝具は、押入れ左に備え付けの写真を参考に、きちんと整理して押入れに収納し

てください。（折り目が手前になるように） 

○毛布カバー・枕カバー・シーツの配布と返却 

  ・シーツ類は、宿泊人数分を１階階段下に出してあります。必ず引率者が付き添って配って

ください。 

・退所する日の朝、清掃活動前までに、毛布カバー・枕カバー・シーツを分けずにそのま

ま丸めて、１階階段下に用意してある青い袋に返却してください。（必ず引率者が返却場

所にいるように） 

○部屋点検 

・退所日の朝、荷物移動後に、布団類のたたみ方や収納場所・ゴミや電気スイッチ・忘れ

物等を点検し、チェックリストを事務所に提出してください。その後、改めて所員が点

検します。 

 

３ 入所後の時間管理について  生活時間の厳守 

○入所時間：１３時３０分～１６時までです。 

 ○団体打ち合わせ時間：１７時 

・事務室又はロビーで行います。各団体の責任者が参加してください。 

・確認すること … 精算日時、活動内容（場所や時間）、食事関係、風呂時間、就寝・起床

時間、シーツ類配布・返却、清掃場所、荷物移動・場所、部屋点検・退所の時間等 

○食事時間：朝食８時 昼食１２時 夕食１７時３０分  

・厳守。５分前に食堂前に集合してください。 

○野外炊飯：夕食時は１９時までです。 

・火の後始末。道具類を洗う。残った油、調味料などは黄色かごに入れて食堂のカウンタ

ーに戻す。 

○活動時間 

  ・夜の活動：２１時まで。ただし吹奏楽など音の出る活動は２０時までです。終了時間は厳

守してください。 

  ・花火について、打ち上げ花火は禁止です。使用場所はファイヤーサークル付近でお願いし

ます。実施の際は、バケツ使用で後始末をし、明朝にゴミ等の再点検をしてください。 

・朝の活動について（早朝散歩など）：早朝散歩については、近隣に住宅があり、朝は特

に声が響くので、静かに散歩するようにお願いします。 

 ○入浴時間  

・児童：２２時まで。  保護者：２３時までです。（その後、委託社員が安全のため風呂の

栓を抜きます） 

  ・複数団体が利用する場合、入浴時間を調整してもらう場合があります。 
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○門限：２２時。門扉や玄関の施錠をします。（それ以降の出入りは事務室に相談） 

○就寝時間：２２時です。 

○起床：６時～６時３０分の間です。 

 ○清掃活動：７時から２０分程度。（各団体に清掃場所を指定します） 

○シーツ類返却：退所日の清掃活動前。（各団体の引率者が返却場所にいてください） 

 ○部屋の明け渡し：９時３０分までに完了してください。 

○荷物移動：午前中の活動開始前に行います。（移動場所を所員が指示します） 

 ○退所時間：原則１３時までです。 

○反省会：食堂の利用は２３時１５分までです。（片付けを含め、生ゴミはゴミステーション

へ） 

    ・食堂は１９時から開放しますが、自然の家ですので節度を持って利用してください。ま

た、飲み物、箸、取り皿、調味料などは各団体で用意し、生ゴミ以外の出たゴミはなる

べく持ち帰りをお願いします。 

・食品持ち込み：生もの（スイカなどはＯＫ）の持ち込みは原則認めません。夕食時の飲

酒は禁止です。 

 

４ お願いと協力 

○貴重品の取り扱いは自己管理及び自己責任です。 

・宿泊室の鍵の貸出ができます。事務室に申し出てください。 

○館内は絶対に走らないでください。 

○手すりに濡れた物を干さないでください。（危険ですので手すりには登らない） 

○リーダー室の冷蔵庫を利用する場合は、他団体の分と区別するため、品物に団体名を書いて

ください。 

出し入れは２３時１５分まで可能です。 

○食堂脇に洗濯機を設置してあります。ご利用する際、洗剤等は持参してください。 

○海岸活動（散歩）後に所内に入る時は正面玄関ではなく、プール横の洗い場で砂を落として、

足をよく拭いて食堂の入り口の脇から館内に入ってください。 

○部屋での飲食・喫煙は厳禁。飲食は食堂またはロビーでしてください。喫煙は食堂外奥の指

定場所でお願いします。 

 

上履き・スリッパ・体育館ばきなどを持参してください。 
 

５ プール使用について（夏季期間中） 

○準備の都合上（薬品の投入・清掃など）事前に活動プログラムに利用時間を明記してくだ

さい。 
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○開放時間 

・午前：９時３０分～１１時３０分、午後：１３時３０分～１６時３０分まで 

○入水前は必ず準備運動をする。絶対にプール内は走らないでください。 

○事前に着替えを持ってプールの更衣室に置き、利用後、館内に水着で入らないようお願い

します。 

○成人の方１名以上を、健康観察及び監視指導協力者として、必ず配置してください。 

○遊泳不適切の方の入水を禁止します。 

①心疾患、肝臓疾患、脚気、てんかん、耳鼻疾患、眼疾患、下痢、発熱中の者、頭ジラミ

など 

②ジフテリア、小児リュウマチに罹患した者など（文部省通達 日本学校保健会基準） 

○高齢者、乳幼児の方々は必ず付き添いをお願いします。 

○遊泳時間は、３０分遊泳→１０分休憩のサイクルを守ってください。 

・監視員の指示には必ず従ってください。従わない行動がある場合は退場をしていただきます。 

○プールに持ち込み可能な物 

・スイミングゴーグル、浮き輪など及びそれに類似する物。水泳帽を着用してください。 

 

 

食堂の使用について  
 

食堂をご利用いただくにあたり、下記の点でご理解とご協力をお願いし

ます。 

 

１ 使用時間の厳守 

○「温かいものは、温かく。冷たいものは、冷たく」をモットーに、食の提供を心がけていま

す。食事時間に遅れることなく、スムーズにお願いします。 

○食事前に注文数の確認をしてください。 

 

２ 食物アレルギーの対応について 

○食物アレルギー個別対応依頼書に記入し、該当者の分を申請書等と共に、少年自然の家へ郵

送してください。 

○原則、アレルギー物質の含まれる食材を、他の食材へ変更することで対応します。 

○該当者がいる場合、食堂から連絡が行きます。 

○利用初日の１６時から、食堂で打ち合わせを行います。 

○食事時間になりましたら、該当者は列の先頭で食堂へ入室し、配膳室で、用意してある分を

受け取ってください。児童等には必ず指導者（保護者）が付き添って、間違えないよう注意

を払ってください。 
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３ 配膳・下膳について 

○配膳は基本的に一人ひとりのセルフです。指導者（保護者）は入口及び配膳コーナーに付い

てください。 

○下膳時はなるべくテーブル毎にまとめると、スムーズに下膳ができます。また、下膳時には

引率者は、残菜入れ場所とお椀などの返却場所に付いてください。 

○ご飯やお味噌汁のお代わりはできますが、量に限度があります。（団体ごとではなく全体の

配膳後に、お代わりに来てください） 

○食堂で出され、残ったものは食中毒予防のため全て捨ててください。 

 

４ 持込み食材について 

○提供された食材以外で、持ち込んたものの後始末は、各団体で袋を準備して処理してくださ

い。 

○原則、生もの以外は各団体で持ち込んだものをお持ち帰りください。（缶・燃えるゴミなど） 

○なお、生ゴミの片付け場所は「食堂裏側」の外のゴミステーションです。 

 

５ 給湯設備及び製氷器の使用について 

○食堂備付けの給湯設備及び製氷器は，喫食時に使用するものです。喫食時以外の目的（飲

食物の冷却等）での使用はできません。必ず大人が操作するようお願いします。 

 

６ 野外炊飯時について 

○野外炊飯で使用する雑巾やふきん・軍手等は、必ず利用団体で準備してください。また，野

外炊飯のゴミは分別(燃えるゴミ・生ゴミ)を徹底してください。原則、燃えるゴミは持ち帰

りをお願いします。 

○生ゴミは袋に入れ、「食堂裏側」のゴミステーションに入れてください。缶・プラスチック・

発砲スチロール類はお持ち帰りください。ペットボトル類は潰してゴミ袋に入れて「食堂裏

側」のゴミステーションへ。 

 

７ その他 

○食堂の開放時間：食事の準備・片付け時間以外の、以下の時間を開放します。 

    朝…９時３０分～１０時３０分  昼…１３時３０分～１５時 

  夜…１９時～２３時１５分 

○夜食等の飲食及び反省会等で使用した場合、清掃やテーブルの後片付けをお願いします。さ

らに、床の清掃にも気配りをお願いします。 

質問やご不明の点がありましたら、事務室に声を
かけてください。 
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ご利用の案内【大神保キャンプ場】 

 

 

青少年キャンプ場は 

 

 自然の中でのキャンプ生活を通じて、青少年の健全な育成を図ることを目的とした社会教育施設です。 

 

 

利用できる人たち  

 

１．青少年のグループ、団体 

２．青少年団体の指導者 

３．家族（青少年を含む） 

４．その他教育委員会が特に認めた者 

※以上の者で青少年キャンプ場にふさわしい目的とプログラムをもったもの。 

 

 

申込み方法 

 

 ①代表者もしくは責任者が電話か直接来庁して希望日を予約してください。 

  予約は市内の者にあっては、使用しようとする日の３か月前の日から、市外の者にあっては、使用しようとする日

の１か月前の日から予約ができます。 

②利用日の前日（閉庁日にあたる場合に直前の開庁日）までに利用申請書、研修プログラムを青少年課へ提

出してください。  

※開庁日の午前９時から午後５時まで 

 

 

休館日 

年末年始（12月 29日～1月 3日） 
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使用料 

 

施設利用は無料です。 

ただし、まき代は実費負担となります。（平成３０年度現在、３７８円/束） 

 

 

定 員 

３００人 

内訳：第１キャンプ場１００人、第２キャンプ場１５０人、第３キャンプ場５０人 

 

 

貸出物品 

 

キャンプ場 

貸 出 物 品 
テント 65張 コッヘル(大・中・小)40組 スコップ 40丁 リヤカー6台 

一輪車 3台 清掃用具 

 

宿泊研修棟（さざんかの家） 

貸出物品及び備品 
机 15脚 椅子 20脚 座布団 60枚 ポット 4本 冷蔵庫 1台  

電気ストーブ 3台 清掃用具 
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「青少年キャンプ場利用上の注意」 

 

1. 入所の際には管理人へ許可書を提示して下さい。 

2. 予約の取り消しや変更が生じたときは、必ず青少年課または管理人へ連絡して下さい。 

3. 管理人の指示に従わないときは、利用中止を願う場合があります。 

4. 施設・備品（かまど・テント等）を大切に扱い、後始末をきちんとし、損傷または汚損しな

いよう十分気をつけて下さい。 

5. 使用団体が同じ日に２つ以上ある場合にはテントサイト、炊事場、ファイヤー場等の使用を

話し合いで決めて下さい。 

6. キャンプ場での活動時間は朝６時から夜１０時までとします。夜１０時までに必ず消灯して

下さい。入退場は午前９時から午後５時までの間で行ってください。 

7. 定員は３００人で２泊３日を限度とし、さざんかの家との同日利用はできません。 

8. キャンプファイヤーをする場合は、消防署へ届出をして下さい。なお、ファイヤーの利用可

能時間は午後７時～９時です。 

◇ 船橋北消防署〔船橋市馬込町９０２－２  ℡０４７－４３８－２２３８〕 

9. 清掃（トイレ・炊事場・かまど等）は必ず実施して下さい。終了後は管理人の点検を受けて

下さい。 

10. 常設かまど以外において、バーベキュー等の調理をしないで下さい。 

マキが必要な方は、キャンプ場管理人までお申込下さい。（１束\378 ） 

マキの使用料は、後日市から納付書が届きますので、金融機関にてお納め下さい。 

11. 駐車場及びキャンプ場内において花火をすることは禁止します。また、所定の場所以外での

火気の使用を禁止します。 

12. ゴミは全て持ち帰って下さい。穴を掘って埋めることは禁止します。 

13. 許可を受けないで施設に特別の設備を設置しないで下さい。 

14. キャンプ場内への車・二輪車の乗り入れは禁止します。駐車場をご利用下さい。 

15. 立木を傷つけたり、伐採したりしないで下さい。 

16. トイレットペーパーはご持参ください。 

17.コンセントは施設管理用です。使用を禁止します。 

18.キャンプ場内においての飲酒は禁止します。 

※酒類を見かけた場合はお預かりする場合がございます。 

 

※ 貸出物品  ドーム型テント６５張、コッヘル４０組、スコップ４０丁 他 
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「研修棟（さざんかの家）利用上の注意」 

 

19. 入所の際にはキャンプ場管理人へ許可書を提示して下さい。 

20. 予約の取り消しや変更が生じたときは、必ず青少年課またはキャンプ場管理人へ連絡して下

さい。 

21. 管理人の指示に従わないときは、利用中止を願う場合があります。 

22. 施設・備品（冷蔵庫・障子等）を大切に扱い、後始末をきちんとし、損傷または汚損しない

よう十分気をつけて下さい。 

23. 研修棟での活動時間は朝６時から夜１０時までとします。夜１０時までに必ず消灯して下さ

い。宿泊する場合、入退場時間は午後２時です。宿泊しない場合は、午前９時から午後５時

までの間で入退場して下さい。 

※夜間（夜７時以降）における野外の活動は、原則かまどでの調理のみとし、夜８時までに

は終了して、騒音等近隣の住民の方に十分ご配慮ください。 

24. 定員は４９人で２泊３日を限度とし、キャンプ場との同日利用はできません。 

25. 清掃（トイレ・炊事場・かまど等）は必ず実施して下さい。終了後は管理人の点検を必ず受

けて下さい。 

26. 調理は外のかまどで行って下さい。マキが必要な方は、事前にキャンプ場管理人までお申込

下さい。（１束\378 ） 

マキの使用料は、後日市から納付書が届きますので、金融機関にてお納め下さい。 

27. 庭・駐車場及びキャンプ場での活動（バーベキュー・キャンプファイヤー・テント張り・花

火等）は出来ません。 

28. ゴミは全て持ち帰って下さい。 

29. 許可を受けないで施設に特別の設備を設置しないで下さい。 

30. 庭への車・二輪車の乗り入れは禁止します。駐車場をご利用下さい。 

31. 暖房器具（石油ストーブ等）の持込は危険ですので禁止します。 

32. 布団は置いてありませんので各自でご用意下さい。 

33. 電気製品（炊飯器・暖房器具等）の持ち込みは禁止します。ブレーカーが落ちます。 

34. トイレットペーパーはご持参ください。 

35. 研修棟においての飲酒は禁止します。 

※酒類を見かけた際はお預かりする場合があります。 

※ 貸出物品  机１５脚、イス２０脚、座布団６０枚、ポット４本、冷蔵庫１台、 

電気ストーブ３台、清掃用具 他 


