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第３章：調査結果 

 

【集計表の見方】 

 

  

◇表中、「０」はその選択肢を選んだ施設がなかったことを示している。また、「0.0」は、

その選択肢を選んだ施設がなかった、もしくは小数点以下第2位を四捨五入の結果0.0%と

なったことを表す。 

 

◇表のタイトルに「（複数回答）」とあるものは、２つ以上の選択肢を選ぶことができる質

問の集計結果であることを示している。また、複数回答の場合は、合計値は省略する。 

 

◇表中のパーセントの数値は小数点以下第２位を四捨五入しているため、単一回答の質問項

目の場合も、その和が100.0%に一致しない場合がある。 

 

◇各集計表のもととなった設問については、資料３の調査票（pp.76～91）を参照。ただし、

表中では調査票の質問文を簡略化して表記している場合がある。 

 

◇「合計」とは、当該質問項目に回答した施設数を表す。 
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１．基本情報 

（１）設置者 

設置者についてみると、全体では「市（区）」が346施設（56.0％）と最も多くなっている。

次いで「都道府県」（143施設、23.1%）、「町」（57施設、9.2%）が多い。 

 本報告書では、設置主体を「国立」、「都道府県・政令指定都市立」、「市（区）立」、

「町・村・組合立」、の４つに区分し、集計結果をみていく。 

 

表３－１－１ 施設数 

設置主体 施設数 

都道府県 143 (23.1) 

政令指定都市 36 (5.8) 

市（区） 346 (56.0) 

町 57 (9.2) 

村 5 (0.8) 

組合 3 (0.5) 

国（独立行政法人） 28 (4.5) 

合計 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

 

（２）施設種別 

 施設種別についてみると、全体では「その他の青少年教育施設」（施設種別の説明について

はp.１を参照）が287施設（46.4％）と最も多く、次いで「少年自然の家」が170施設

（27.5％）となっている。設置主体別にみると、国立と都道府県・政令指定都市立は、「少年自

然の家」の割合が最も高くなっている。 

 

表３－１－２ 施設種別 

  国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

少年自然の家 14 (50.0) 86 (48.0) 66 (19.1) 4 (6.2) 170 (27.5) 

青年の家（宿泊型） 13 (46.4) 31 (17.3) 21 (6.1) 6 (9.2) 71 (11.5) 

青年の家（非宿泊型） 0 (0.0) 2 (1.1) 20 (5.8) 1 (1.5) 23 (3.7) 

児童文化センター 0 (0.0) 1 (0.6) 16 (4.6) 4 (6.2) 21 (3.4) 

野外教育施設 0 (0.0) 4 (2.2) 38 (11.0) 4 (6.2) 46 (7.4) 

その他の青少年教育施設 1 (3.6) 55 (30.7) 185 (53.5) 46 (70.8) 287 (46.4) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（３）所管 

国立施設以外の青少年教育施設の所管についてみると、全体では「教育委員会が所管」の割合

が447施設（75.8％）と高くなっている。 

表３－１－３ 所管 

  

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

教育委員会が所管 138 (77.1) 251 (72.5) 58 (89.2) 447 (75.8) 

首長部局（知事・市（区）町村部局）が所管 41 (22.9) 95 (27.5) 7 (10.8) 143 (24.2) 

合計 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 590 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

※ 所管については、「国」は文部科学省が所管しており、ここでは、それ以外の590施設を

対象としている。 

 

（４）設置年 

施設の設置年についてみると、全体では「1971～1980年」が187施設（30.3％）と最も多くな

っている。設置主体別にみると、国立と都道府県・政令指定都市立、市（区）立では、「1971〜

1980年」が、町・村・組合立では「1981～1990年」が最も多くなっている。 

 

表３－１－４ 設置年 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

1960年代以前 1 (3.6) 2 (1.1) 8 (2.3) 0 (0.0) 11 (1.8) 

1961～1970年 6 (21.4) 29 (16.2) 28 (8.1) 10 (15.4) 73 (11.8) 

1971～1980年 12 (42.9) 66 (36.9) 97 (28.0) 12 (18.5) 187 (30.3) 

1981～1990年 8 (28.6) 36 (20.1) 85 (24.6) 14 (21.5) 143 (23.1) 

1991～2000年 1 (3.6) 23 (12.8) 54 (15.6) 8 (12.3) 86 (13.9) 

2001～2010年 0 (0.0) 5 (2.8) 28 (8.1) 12 (18.5) 45 (7.3) 

2011～2020年 0 (0.0) 4 (2.2) 14 (4.0) 2 (3.1) 20 (3.2) 

無回答 0 (0.0) 14 (7.8) 32 (9.2) 7 (10.8) 53 (8.6) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（５）活動範囲の主な自然環境 

活動範囲の主な自然環境についてみると、全体では「山」が243施設（39.3％）と最も多くな

っている。設置主体別にみると、町・村・組合立では「あてはまるものはない」が36施設

（55.4％）と最も多くなっている。 

 

表３－１－５ 活動範囲の主な自然環境 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

山 19 (67.9) 85 (47.5) 124 (35.8) 15 (23.1) 243 (39.3) 

高原 2 (7.1) 10 (5.6) 10 (2.9) 0 (0.0) 22 (3.6) 

湖 0 (0.0) 5 (2.8) 1 (0.3) 1 (1.5) 7 (1.1) 

海 4 (14.3) 27 (15.1) 21 (6.1) 5 (7.7) 57 (9.2) 

河川 2 (7.1) 6 (3.4) 11 (3.2) 3 (4.6) 22 (3.6) 

その他 1 (3.6) 20 (11.2) 52 (15.0) 4 (6.2) 77 (12.5) 

あてはまるものはない 0 (0.0) 24 (13.4) 123 (35.5) 36 (55.4) 183 (29.6) 

無回答 0 (0.0) 2 (1.1) 4 (1.2) 1 (1.5) 7 (1.1) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

２．職員 

（１）施設の長（所長） 

① 勤務形態 

施設の長（所長）の勤務形態についてみると、全体では「常勤」が393施設（63.6％）と最も

多くなっている。設置主体別にみると、町・村・組合立は「兼務」が最も多くなっている（34施

設、52.3%）。 

表３－２－１ 施設の長（所長）の勤務形態 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

常勤 28 (100.0) 158 (88.3) 196 (56.6) 11 (16.9) 393 (63.6) 

非常勤 0 (0.0) 13 (7.3) 41 (11.8) 3 (4.6) 57 (9.2) 

兼務 0 (0.0) 4 (2.2) 57 (16.5) 34 (52.3) 95 (15.4) 

その他 0 (0.0) 2 (1.1) 34 (9.8) 9 (13.8) 45 (7.3) 

無回答 0 (0.0) 2 (1.1) 18 (5.2) 8 (12.3) 28 (4.5) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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② 施設の長（所長）になる前の職業 

施設の長（所長）になる前の職業についてみると、全体では「学校の教職員」が180施設

（29.1％）と最も多くなっている。次いで「行政職員*（158施設、25.6％）、「教育委員会の職

員（142施設、23.0％）」の順となっている。設置主体別にみると都道府県・政令指定都市立は

「学校の教職員」が最も多くなっている（97施設、54.2％）。 

 

表３－２－２ 施設の長（所長）になる前の職業 （複数回答） 

  

国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=179) 

市（区） 

(n=346） 

町・村・組合 

(n=65) 

合計 

(n=618) 

他の青少年教育施設の職員 12 (42.9) 30 (16.8) 25 (7.2) 4 (6.2) 71 (11.5) 

他の社会教育施設の職員 4 (14.3) 20 (11.2) 19 (5.5) 4 (6.2) 47 (7.6) 

学校の教職員 13 (46.4) 97 (54.2) 64 (18.5) 6 (9.2) 180 (29.1) 

教育委員会の職員 8 (28.6) 54 (30.2) 63 (18.2) 17 (26.2) 142 (23.0) 

上記以外の行政職員 14 (50.0) 32 (17.9) 95 (27.5) 17 (26.2) 158 (25.6) 

社会教育団体の職員 0 (0.0) 6 (3.4) 5 (1.4) 0 (0.0) 11 (1.8) 

公益法人､NPO等の職員 1 (3.6) 20 (11.2) 37 (10.7) 1 (1.5) 59 (9.5) 

会社員 0 (0.0) 12 (6.7) 49 (14.2) 5 (7.7) 66 (10.7) 

わからない 0 (0.0) 1 (0.6) 6 (1.7) 3 (4.6) 10 (1.6) 

その他 2 (7.1) 5 (2.8) 25 (7.2) 3 (4.6) 35 (5.7) 

無回答 0 (0.0) 5 (2.8) 46 (13.3) 16 (24.6) 67 (10.8) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

  

 

* ここで表示されている「行政職員」とは、「他の青少年教育施設の職員」、「他の社会教育施設の職員」、「学校の教職員」、及び「教育委員会の職員」を除いた行政職に

従事していた者を指している。 
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（２）職員数 

① 常勤職員数 

所長を除く常勤職員の人数についてみると、全体では「１～５人」が247施設（40.0％）と最

も多くなっている。設置主体別にみると、国立では「11～15人」（27施設、3.6％）、都道府

県・政令指定都市立では「６～10人」（88施設、49.2%）、市（区）、町・村・組合立では「１

〜５人」が最も多くなっている（市（区）立は172施設、49.7%、町・村・組合立は29施設、

44.6％）。 

表３ー２―３ 常勤職員の人数 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

いない（0人） 0 (0.0) 3 (1.7) 66 (19.1) 23 (35.4) 92 (14.9) 

1〜5人 0 (0.0) 46 (25.7) 172 (49.7) 29 (44.6) 247 (40.0) 

6〜10人 1 (3.6) 88 (49.2) 59 (17.1) 4 (6.2) 152 (24.6) 

11〜15人 27 (96.4) 28 (15.6) 11 (3.2) 0 (0.0) 66 (10.7) 

16〜20人 0 (0.0) 4 (2.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (0.6) 

21人以上 0 (0.0) 6 (3.4) 6 (1.7) 0 (0.0) 12 (1.9) 

無回答 0 (0.0) 4 (2.2) 32 (9.2) 9 (13.8) 45 (7.3) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

② 常勤職員（所長を除く）のうち、指導系職員の人数 

所長を除く常勤職員のうち指導系職員の人数についてみると、全体では「１～５人」が249施

設（40.3％）と最も多くなっている。設置主体別にみると、国立では「６～10人」が最も多くな

っている（27施設、96.4％）。また、市（区）立と町・村・組合立では「いない（０人）」が最

も多くなっている（市（区）立は139施設、40.2%、町・村・組合立は34施設、52.3％）。 

 

表３－２－４ 常勤職員（所長を除く）のうち、指導系職員の人数 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

いない（0人） 0 (0.0) 9 (5.0) 139 (40.2) 34 (52.3) 182 (29.4) 

1〜5人 1 (3.6) 102 (57.0) 133 (38.4) 13 (20.0) 249 (40.3) 

6〜10人 27 (96.4) 57 (31.8) 14 (4.0) 0 (0.0) 98 (15.9) 

11〜15人 0 (0.0) 3 (1.7) 2 (0.6) 0 (0.0) 5 (0.8) 

16〜20人 0 (0.0) 1 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 

21人以上 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.6) 0 (0.0) 2 (0.3) 

無回答 0 (0.0) 7 (3.9) 56 (16.2) 18 (27.7) 81 (13.1) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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③ 非常勤職員数 

所長を除く非常勤職員の人数についてみると、全体では「１〜５人」が278施設（45.0％）

と最も多くなっている。設置主体別にみると、町・村・組合立は「いない（0人）」の割合が最

も高くなっている（28施設、43.1%）。 

表３－２－５ 非常勤職員の人数 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

いない（0人） 0 (0.0) 35 (19.6) 73 (21.1) 28 (43.1) 136 (22.0) 

1〜5人 13 (46.4) 83 (46.4) 155 (44.8) 27 (41.5) 278 (45.0) 

6〜10人 14 (50.0) 26 (14.5) 51 (14.7) 3 (4.6) 94 (15.2) 

11〜15人 1 (3.6) 11 (6.1) 11 (3.2) 1 (1.5) 24 (3.9) 

16〜20人 0 (0.0) 3 (1.7) 6 (1.7) 0 (0.0) 9 (1.5) 

21人以上 0 (0.0) 1 (0.6) 5 (1.4) 0 (0.0) 6 (1.0) 

無回答 0 (0.0) 21 (11.7) 45 (13.0) 6 (9.2) 72 (11.7) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

④ 非常勤職員（所長を除く）のうち、指導系職員の人数 

所長を除く非常勤職員のうち指導系職員の人数についてみると、全体では「いない（０人）」

が291施設（47.1％）と最も多くなっている。 

 

表３－２－６ 非常勤職員（所長を除く）のうち、指導系職員の人数 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

いない（0人） 0 (0.0) 85 (47.5) 166 (48.0) 40 (61.5) 291 (47.1) 

1〜5人 26 (92.9) 60 (33.5) 93 (26.9) 7 (10.8) 186 (30.1) 

6〜10人 2 (7.1) 4 (2.2) 13 (3.8) 1 (1.5) 20 (3.2) 

11〜15人 0 (0.0) 3 (1.7) 2 (0.6) 0 (0.0) 5 (0.8) 

16〜20人 0 (0.0) 1 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 

21人以上 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0) 1 (0.2) 

無回答 0 (0.0) 26 (14.5) 71 (20.5) 17 (26.2) 114 (18.4) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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⑤ 常勤職員のうちの女性職員の割合 

所長を除く常勤職員のうちの女性職員の割合についてみると、全体では「１割未満」が155施

設（25.1％）と最も多くなっている。設置主体別にみると、国立および都道府県・政令指定都市

立では「１～２割程度」が最も多くなっている。また、町・村・組合立では「１割未満」が最も

多くなっている（18施設、27.7％）。 

 

表３－２－７ 常勤職員（所長を除く）のうち、女性職員の割合 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 

町・村・組

合 合計 

１割未満 4 (14.3) 45 (25.1) 88 (25.4) 18 (27.7) 155 (25.1) 

１～２割程度 23 (82.1) 72 (40.2) 45 (13.0) 7 (10.8) 147 (23.8) 

３～４割程度 1 (3.6) 43 (24.0) 58 (16.8) 3 (4.6) 105 (17.1) 

５～６割程度 0 (0.0) 9 (5.0) 43 (12.4) 6 (9.2) 58 (9.4) 

７～８割程度 0 (0.0) 3 (1.7) 27 (7.8) 1 (1.5) 31 (5.0) 

９割以上 0 (0.0) 2 (1.1) 12 (3.5) 7 (10.8) 21 (3.4) 

無回答 0 (0.0) 5 (2.8) 73 (21.1) 23 (35.4) 101 (16.3) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

⑥ 常勤職員のうちの40歳未満の職員の割合 

所長を除く常勤職員のうちの40歳未満の職員の割合についてみると、全体では「１割未満」

が198施設（32.0％）と最も多くなっている。設置主体別にみると、国立では「３～４割程

度」、都道府県・政令指定都市立では「１～２割程度」が最も多くなっている。 

 

表３－２－８ 常勤職員（所長を除く）のうち、40歳未満の職員の割合 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

１割未満 0 (0.0) 40 (22.3) 130 (37.6) 28 (43.1) 198 (32.0) 

１～２割程度 3 (10.7) 54 (30.2) 40 (11.6) 4 (6.2) 101 (16.3) 

３～４割程度 13 (46.4) 38 (21.2) 40 (11.6) 4 (6.2) 95 (15.4) 

５～６割程度 12 (42.9) 26 (14.5) 34 (9.8) 4 (6.2) 76 (12.3) 

７～８割程度 0 (0.0) 11 (6.1) 16 (4.6) 1 (1.5) 28 (4.5) 

９割以上 0 (0.0) 3 (1.7) 11 (3.2) 1 (1.5) 15 (2.4) 

無回答 0 (0.0) 7 (3.9) 75 (21.7) 23 (35.4) 105 (17.0) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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⑦ 常勤職員のうちの非正規職員の割合 

所長を除く常勤職員のうちの非正規職員*の割合についてみると、全体では「１割未満」が157

施設（25.4％）と最も多くなっている。他方で、非正規職員が９割以上を占める施設は96施設

（15.5％）となっている。設置主体別では、国立以外の都道府県・政令指定都市立、市(区)立、

町・村・組合立において非正規職員の割合が高い傾向にある。 

 

表３－２－９ 常勤職員（所長を除く）のうち、非正規職員の割合 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

１割未満 23 (82.1) 47 (26.3) 67 (19.4) 20 (30.8) 157 (25.4) 

１～２割程度 5 (17.9) 27 (15.1) 24 (6.9) 5 (7.7) 61 (9.9) 

３～４割程度 0 (0.0) 32 (17.9) 41 (11.8) 1 (1.5) 74 (12.0) 

５～６割程度 0 (0.0) 30 (16.8) 59 (17.1) 7 (10.8) 96 (15.5) 

７～８割程度 0 (0.0) 15 (8.4) 38 (11.0) 2 (3.1) 55 (8.9) 

９割以上 0 (0.0) 23 (12.8) 63 (18.2) 10 (15.4) 96 (15.5) 

無回答 0 (0.0) 5 (2.8) 54 (15.6) 20 (30.8) 79 (12.8) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

⑧ 指導系職員の属性 

 指導系職員の属性についてみると、全体では「上記のような人はいない」に次いで、「元学校

教員」が150施設（29.2％）と最も多くなっている。設置主体別では、国立では「学校教員」が

27施設（96.4%）と最も多くなっている。 

 

表３－２－１０ 指導系職員の属性（複数回答） 

  

国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=179) 

市（区） 

(n=346） 

町・村・組合 

(n=65) 

合計 

(n=618) 

学校教員（人事交流・出向等） 27 (96.4) 59 (34.3) 32 (11.7) 0 (0.0) 118 (23.0) 

元学校教員（定年退職者等） 2 (7.1) 70 (40.7) 75 (27.5) 3 (7.5) 150 (29.2) 

社会教育主事(発令されている） 0 (0.0) 40 (23.3) 15 (5.5) 1 (2.5) 58 (11.3) 

(発令されていない）社会教育主事の

有資格者 
12 (42.9) 35 (20.3) 9 (3.3) 0 (0.0) 56 (10.9) 

施設ボランティアのOB・OG 4 (14.3) 23 (13.4) 29 (10.6) 1 (2.5) 57 (11.1) 

他の青少年教育施設の勤務経験のある人 15 (53.6) 51 (29.7) 52 (19.0) 3 (7.5) 121 (23.6) 

上記のような人はいない 0 (0.0) 25 (14.5) 114 (41.8) 30 (75.0) 170 (33.1) 

その他 0 (0.0) 27 (15.7) 24 (8.8) 2 (5.0) 53 (10.3) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 
* ここでの非正規職員とは、雇用期間が定められている雇用形態を指す。 
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⑨ 令和元年度と３年前(平成28年度)を比べた職員数の変化 

令和元年度と３年前(平成28年度)を比べた常勤職員数の変化についてみると、全体では「変

わらない」が411施設（66.5%）と最も多くなっている。設置主体別にみると、「減っている」

が最も多いのは国立で８施設（28.6％）となっている。 

 

表３－２－１１ ３年前と比べた常勤職員数の変化 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

増えている 4 (14.3) 24 (13.4) 22 (6.4) 4 (6.2) 54 (8.7) 

変わらない 16 (57.1) 122 (68.2) 225 (65.0) 48 (73.8) 411 (66.5) 

減っている 8 (28.6) 27 (15.1) 52 (15.0) 5 (7.7) 92 (14.9) 

無回答 0 (0.0) 6 (3.4) 47 (13.6) 8 (12.3) 61 (9.9) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

  

令和元年度と３年前(平成28年度)を比べた非常勤職員数の変化についてみると、全体では

「変わらない」が393施設（63.6%）と最も多くなっている。設置主体別にみると、「減ってい

る」が最も多いのは国立で、12施設（42.9％）となっている。 

 

表３－２－１２ 3年前と比べた非常勤職員数の変化 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

増えている 5 (17.9) 28 (15.6) 40 (11.6) 7 (10.8) 80 (12.9) 

変わらない 11 (39.3) 117 (65.4) 218 (63.0) 47 (72.3) 393 (63.6) 

減っている 12 (42.9) 21 (11.7) 33 (9.5) 2 (3.1) 68 (11.0) 

無回答 0 (0.0) 13 (7.3) 55 (15.9) 9 (13.8) 77 (12.5) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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３．指導系職員の研修 

（１）研修の種類 

指導系職員向けの研修の種類についてみると、全体では「自施設での職員研修」が278施設

（51.5％）と最も多く、次いで「他機関が主催する研修への指導系職員の参加」が230施設

（42.6%）となっている。他方で「上記のような研修の機会はなかった」と答えた施設は、市

（区）立で113施設（39.8%）、町・村・組合立で37施設（71.2%）となっている。 

 

表３－３－１ 研修の種類（複数回答） 

  

国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=179) 

市（区） 

(n=346） 

町・村・組合 

(n=65) 

合計 

(n=618) 

自施設での職員研修 26 (92.9) 131 (74.4) 115 (40.5) 6 (11.5) 278 (51.5) 

他機関と連携・協力した

職員研修 

22 (78.6) 101 (57.4) 62 (21.8) 4 (7.7) 189 (35.0) 

自治体が主催する研修へ

の指導系職員の参加 

11 (39.3) 68 (38.6) 55 (19.4) 2 (3.8) 136 (25.2) 

他機関が主催する研修へ

の指導系職員の参加 

23 (82.1) 120 (68.2) 81 (28.5) 6 (11.5) 230 (42.6) 

上記のような研修の機会

はなかった 

1 (3.6) 13 (7.4) 113 (39.8) 37 (71.2) 164 (30.4) 

その他 1 (3.6) 0 (0.0) 13 (4.6) 2 (3.8) 16 (3.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（２）指導系職員の研修の令和元年度と３年前（平成28年度）を比べた変化 

令和元年度と３年前(平成28年度)を比べた指導系職員の研修機会の変化についてみると、全

体では「特に変化は見られない」が384施設（62.1%）と最も多くなっている。 

 

表３－３－２ 指導系職員の研修機会の変化 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

参加できる研修の機会は

増えている 

8 (28.6) 29 (16.2) 23 (6.6) 1 (1.5) 61 (9.9) 

参加できる研修の機会は

減っている 

1 (3.6) 23 (12.8) 22 (6.4) 3 (4.6) 49 (7.9) 

特に変化は見られない 19 (67.9) 121 (67.6) 201 (58.1) 43 (66.2) 384 (62.1) 

その他 0 (0.0) 3 (1.7) 20 (5.8) 0 (0.0) 23 (3.7) 

無回答 0 (0.0) 3 (1.7) 80 (23.1) 18 (27.7) 101 (16.3) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（３）① 指導系職員の研修への参加状況 

 指導系職員の研修への参加状況についてみると、全体では「どちらとも言えない」が245施設

（39.6％）と最も多く、次いで「十分に研修を受けることができている」と「十分に研修を受け

ることができていない」は２割程度でほぼ同数となっている。設置主体別では、国立では「十分

に研修を受けることができている」が14施設（50.0%）と最も多くなっている。 

 

表３－３－３ 指導系職員の研修への参加状況 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

十分に研修を受けること

ができている 

14 (50.0) 59 (33.0) 52 (15.0) 3 (4.6) 128 (20.7) 

十分に研修を受けること

ができていない 

5 (17.9) 51 (28.5) 67 (19.4) 6 (9.2) 129 (20.9) 

どちらとも言えない 9 (32.1) 64 (35.8) 140 (40.5) 32 (49.2) 245 (39.6) 

無回答 0 (0.0) 5 (2.8) 87 (25.1) 24 (36.9) 116 (18.8) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（３）② 指導系職員の研修が不十分な理由 

「３.（３）」で「十分に研修を受けることができていない」と回答した129施設（20.9%）に

ついて、指導系職員の研修が不十分な理由についてみると、全体では「人的余裕がない」が92

施設（71.3％）と最も多くなっている。次いで、「必要経費を負担できない（56施設、

43.4%）」、「研修の時期が合わない（47施設、36.4%）」の順となっている。 

 

表３－３－４ 指導系職員の研修が不十分な理由（複数回答） 

  

国 

（独立行政法人） 

(n=5) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=51) 

市（区 

(n=67） 

町・村・組合 

(n=6) 

合計 

(n=129) 

必要経費を負担できない 3 (60.0) 18 (35.3) 31 (46.3) 4 (66.7) 56 (43.4) 

人的余裕がない 4 (80.0) 36 (70.6) 47 (70.1) 5 (83.3) 92 (71.3) 

研修の期間が長い 0 (0.0) 2 (3.9) 2 (3.0) 0 (0.0) 4 (3.1) 

研修の時期が合わない 3 (60.0) 23 (45.1) 20 (29.9) 1 (16.7) 47 (36.4) 

魅力的な研修がない 0 (0.0) 5 (9.8) 7 (10.4) 0 (0.0) 12 (9.3) 

どんな研修があるかわからない 0 (0.0) 2 (3.9) 7 (10.4) 1 (16.7) 10 (7.8) 

どんな研修に行けばよいかわからない 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (6.0) 1 (16.7) 5 (3.9) 

その他 0 (0.0) 4 (7.8) 6 (9.0) 0 (0.0) 10 (7.8) 

無回答 0 (0.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.8) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（４）指導系職員に参加させたい研修  

 指導系職員に参加させたい研修についてみると、全体では「安全管理に関する知識・技術」の

割合が300施設（48.5%）と最も高くなっている。次いで、「事業プログラム企画の技術（229施

設、37.1％）」、「青少年の特性、青少年教育に関する知識（225施設、36.4％）」の順となっ

ている。 

 

表３－３－５ 指導系職員へ参加させたい研修 （複数回答） 

  

国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=179) 

市（区） 

(n=346） 

町・村・組合 

(n=65) 

合計 

(n=618) 

青少年の特性、青少年教育に関する知識 16 (57.1) 87 (48.6) 111 (32.1) 11 (16.9) 225 (36.4) 

自然体験活動・野外教育に関する知識 16 (57.1) 77 (43.0) 68 (19.7) 4 (6.2) 165 (26.7) 

ボランティア活動に関する知識 16 (57.1) 51 (28.5) 54 (15.6) 2 (3.1) 123 (19.9) 

事業プログラム企画の技術 
19 (67.9) 

10

7 
(59.8) 94 (27.2) 9 (13.8) 229 (37.1) 

グループワークの技術 20 (71.4) 57 (31.8) 60 (17.3) 4 (6.2) 141 (22.8) 

事業分析・評価の技術 21 (75.0) 65 (36.3) 57 (16.5) 3 (4.6) 146 (23.6) 

安全管理に関する知識・技術 
24 (85.7) 

12

2 
(68.2) 138 (39.9) 16 (24.6) 300 (48.5) 

その他 0 (0.0) 0 (0.0) 18 (5.2) 3 (4.6) 21 (3.4) 

無回答 1 (0.0) 14 (7.8) 133 (38.4) 35 (53.8) 183 (29.6) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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４．指定管理者制度 

（１）指定管理者制度の導入の有無 

指定管理者制度*の導入の有無についてみると、全体では270施設（45.8％）で導入されてい

る。設置主体別にみると、都道府県・政令指定都市立は「導入されている」の割合が高くなって

いる（129施設、72.1%）。 

 

表３－４－１ 指定管理者制度導入の有無 

  

都道府県・ 

政令指定都市 
市（区） 町・村・組合 合計 

導入されている 129 (72.1) 132 (38.2) 9 (13.8) 270 (45.8) 

導入されていない 41 (22.9) 192 (55.5) 48 (73.8) 281 (47.6) 

無回答 9 (5.0) 22 (6.4) 8 (12.3) 39 (6.6) 

合計 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 590 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

※ ここでは、国立を除く590施設を対象としている。 

 

 

（２）以前に指定管理者制度が導入されていたかどうか 

「４.（１）」で「導入されていない」と回答した281施設について、以前に指定管理者制度

が導入されていたかどうかについてみると、全体では「ない」が262施設（93.2％）と最も多く

なっている。 

 

表３－４－２ 指定管理者制度の以前の導入の有無 

  

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

ない 39 (95.1) 179 (93.2) 44 (91.7) 262 (93.2) 

ある 2 (4.9) 11 (5.7) 2 (4.2) 15 (5.3) 

無回答 0 (0.0) 2 (1.0) 2 (4.2) 4 (1.4) 

合計 41 (100.0) 192 (100.0) 48 (100.0) 281 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

  

 
* 指定管理者制度とは、公の施設のより効果的・効率的な管理を行うため、その管理を民間の能力を活用することによって、住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的と

する制度のこと。平成15 年に地方自治法の一部が改正され、制度の導入が始まった。 

（参考）地方自治法第 244 条の２ 第３項  普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その

他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 
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（３）今後､指定管理者制度の導入の予定 

「４.（１）」で「導入されていない」と回答した281施設について、今後の指定管理者制度の

導入の予定についてみると、全体では「導入される予定はない」が228施設（81.1％）と最も多

くなっている。 

表３－４－３ 指定管理者制度の導入の予定 

  

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

導入される予定 0 (0.0) 5 (2.6) 0 (0.0) 5 (1.8) 

導入が検討されている 3 (7.3) 23 (12.0) 1 (2.1) 27 (9.6) 

導入される予定はない 38 (92.7) 149 (77.6) 41 (85.4) 228 (81.1) 

無回答 0 (0.0) 15 (7.8) 6 (12.5) 21 (7.5) 

合計 41 (100.0) 192 (100.0) 48 (100.0) 281 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

（４）指定管理者の種別 

「４．（１）」で「導入されている」と回答した270施設について、指定管理者の種別をみる

と、全体では「一般財団・社団法人、公営財団・社団法人」が102施設（37.8％）と最も多くな

っており、次に「企業」（73施設、27.0%）の順である。 

 

表３－４－４ 指定管理を受けている機関・団体の種別 

  都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

一般財団・社団法人､公益財団･社団法人 51 (39.5) 49 (37.1) 2 (22.2) 102 (37.8) 

NPO法人 21 (16.3) 29 (22.0) 0 (0.0) 50 (18.5) 

任意団体(法人格なし) 6 (4.7) 13 (9.8) 2 (22.2) 21 (7.8) 

企業（商法法人） 31 (24.0) 38 (28.8) 4 (44.4) 73 (27.0) 

その他 19 (14.7) 3 (2.3) 1 (11.1) 23 (8.5) 

無回答 1 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4) 

合計 129 (100.0) 132 (100.0) 9 (100.0) 270 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（５）指定管理者制度を最初に導入した時期 

① 導入年 

「４．（１）」で「導入されている」と回答した270施設について、指定管理者制度を最初に

導入した時期（年）をみると、全体では「2004〜2007年」が112施設（41.5％）と最も多くなっ

ている。 

 

表３－４－５ 指定管理制度の最初の導入年 

 都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

2004〜2007年 58 (45.0) 49 (37.1) 5 (55.6) 112 (41.5) 

2008〜2011年 26 (20.2) 23 (17.4) 2 (22.2) 51 (18.9) 

2012〜2015年 6 (4.7) 13 (9.8) 2 (22.2) 21 (7.8) 

2016〜2019年 7 (5.4) 10 (7.6) 0 (0.0) 17 (6.3) 

2020年以降 3 (2.3) 1 (0.8) 0 (0.0) 4 (1.5) 

無効 24 (18.6) 24 (18.2) 0 (0.0) 48 (17.8) 

無回答 5 (3.9) 12 (9.1) 0 (0.0) 17 (6.3) 

合計 129 (100.0) 132 (100.0) 9 (100.0) 270 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（６）現在の指定管理者の累計契約期間年数 

「４．（１）」で「導入されている」と回答した270施設（43.7%）について、現在の指定管

理者の契約期間年数をみると、全体では「13〜15年間」が82施設（30.4％）と最も多くなって

おり、次いで「4〜6年間（71施設26.3％）」となっている。 

 

表３－４－６ 現在の指定管理者の契約期間年数 

  都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

3年間以下 9 (7.0) 13 (9.8) 1 (11.1) 23 (8.5) 

4〜6年間 35 (27.1) 33 (25.0) 3 (33.3) 71 (26.3) 

7〜9年間 13 (10.1) 10 (7.6) 1 (11.1) 24 (8.9) 

10〜12年間 19 (14.7) 25 (18.9) 1 (11.1) 45 (16.7) 

13〜15年間 45 (34.9) 36 (27.3) 1 (11.1) 82 (30.4) 

16〜18年間 6 (4.7) 9 (6.8) 1 (11.1) 16 (5.9) 

19年間以上 1 (0.8) 2 (1.5) 0 (0.0) 3 (1.1) 

無回答 1 (0.8) 4 (3.0) 1 (11.1) 6 (2.2) 

合計 129 (100.0) 132 (100.0) 9 (100.0) 270 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（７）指定管理料 

「４．（１）」で「導入されている」と回答した270施設について、指定管理料をみると、全

体では「5,000万円未満」が130施設（48.1％）と最も多くなっている。 

 

表３－４－７ 指定管理料 

  都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

5000万円未満 44 (34.1) 77 (58.3) 9 (100.0) 130 (48.1) 

5000万〜1億円未満 51 (39.5) 26 (19.7) 0 (0.0) 77 (28.5) 

1億円〜1億5000万円未満 14 (10.9) 4 (3.0) 0 (0.0) 18 (6.7) 

2億円〜2億5000万円未満 0 (0.0) 1 (0.8) 0 (0.0) 1 (0.4) 

2億5000万円以上 3 (2.3) 2 (1.5) 0 (0.0) 5 (1.9) 

無回答 17 (13.2) 22 (16.7) 0 (0.0) 39 (14.4) 

合計 129 (100.0) 132 (100.0) 9 (100.0) 270 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（８）指定管理者制度導入後、指定管理を受けた機関・団体の変更 

「４．（１）」で「導入されている」と回答した270施設について、指定管理者制度導入後に

指定管理を受けた機関・団体の変更の有無についてみると、全体では約２割（20.4％）で「あっ

た」となっている。 

 

表３－４－８ 指定管理を受けた機関・団体の変更 

  
都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

なかった 102 (79.1) 99 (75.0) 7 (77.8) 208 (77.0) 

あった 24 (18.6) 29 (22.0) 2 (22.2) 55 (20.4) 

わからない 2 (1.6) 2 (1.5) 0 (0.0) 4 (1.5) 

無回答 1 (0.8) 2 (1.5) 0 (0.0) 3 (1.1) 

合計 129 (100.0) 132 (100.0) 9 (100.0) 270 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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５. 開館状況 

（１）年間開館日数 

年間開館日数についてみると、全体では「301～350日」が264施設（42.7%）と最も多くなっ

ている。設置主体別にみると、町・村・組合立は「201～300日」が最も多くなっている（22施

設、33.8%）。 

 

表３－５－１ 年間開館日数（令和元年度） 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

100日以下 0 (0.0) 1 (0.6) 16 (4.6) 9 (13.8) 26 (4.2) 

101〜200日 0 (0.0) 3 (1.7) 12 (3.5) 7 (10.8) 22 (3.6) 

201〜300日 0 (0.0) 41 (22.9) 99 (28.6) 22 (33.8) 162 (26.2) 

301〜350日 24 (85.7) 93 (52.0) 136 (39.3) 11 (16.9) 264 (42.7) 

351日以上 4 (14.3) 37 (20.7) 62 (17.9) 11 (16.9) 114 (18.4) 

無回答 0 (0.0) 4 (2.2) 21 (6.1) 5 (7.7) 30 (4.9) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

平均開館日数 328.3 日 313.5 日 293.2 日 248.7 日 296.4 日 

単位：施設 (  )内は構成比 

６．年間予算 

（１）年間総予算（令和元年度） 

年間総予算についてみると、全体では「5,000～1億円未満」が129施設（20.9％）と最も多く

なっている。設置主体別にみると、国立は「１億5,000万円以上」が最も多くなっている（28施

設、100.0%）。また、設置主体別では、都道府県・政令指定都市立は「5,000～１億円未満」の

が最も多く（60施設、33.5%）、市（区）立は「2,500～5,000万円未満」（73施設、21.1％）、

町・村・組合立は、「500万円未満」（35施設、53.8％）が最も多くなっている。 

表３－６－１ 年間総予算 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

500万円未満 0 (0.0) 1 (0.6) 62 (17.9) 35 (53.8) 98 (15.9) 

500～1,000万円未満 0 (0.0) 1 (0.6) 32 (9.2) 6 (9.2) 39 (6.3) 

1,000～2,500万円未満 0 (0.0) 13 (7.3) 67 (19.4) 13 (20.0) 93 (15.0) 

2,500～5,000万円未満 0 (0.0) 49 (27.4) 73 (21.1) 4 (6.2) 126 (20.4) 

5,000～1億円未満 0 （0.0) 60 (33.5) 67 (19.4) 2 (3.1) 129 (20.9) 

1億～1億5,000万円未満 0 (0.0) 37 (20.7) 21 (6.1) 0 (0.0) 58 (9.4) 

1億5,000万円以上 28 (100.0) 11 (6.1) 6 (1.7) 1 (1.5) 46 (7.4) 

無回答 0 (0.0) 7 (3.9) 18 (5.2) 4 (6.2) 29 (4.7) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

  



27 

（２）年間事業（イベント）経費（令和元年度） 

年間事業（イベント）経費についてみると、全体では「予算はない」が139施設（22.5％）と

最も多くなっている。設置主体別にみると、国立では「1,000万円以上」の割合が21施設、

75.0%）となっている。また、都道府県・政令指定都市立は「100～250万円未満」の割合が最も

高くなっている（57施設、31.8%）。 

 

表３－６－２ 年間事業（イベント）経費 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

予算はない 0 (0.0) 16 (8.9) 87 (25.1) 36 (55.4) 139 (22.5) 

50万円未満 0 (0.0) 26 (14.5) 77 (22.3) 14 (21.5) 117 (18.9) 

50～100万円未満 0 (0.0) 18 (10.1) 35 (10.1) 2 (3.1) 55 (8.9) 

100～250万円未満 0 (0.0) 57 (31.8) 54 (15.6) 4 (6.2) 116 (18.8) 

250～500万円未満 0 (0.0) 35 (19.6) 36 (10.4) 2 (3.1) 73 (11.8) 

500～1,000万円未満 7 (25.0) 11 (6.1) 26 (7.5) 2 (3.1) 46 (7.4) 

1,000万円以上 21 (75.0) 10 (5.6) 19 (5.5) 1 (1.5) 51 (8.3) 

無回答 0 (0.0) 5 (2.8) 12 (3.5) 4 (6.2) 21 (3.4) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（３）予算の変化（令和元年度と３年前を比較） 

① 年間予算の総額 

令和元年度と３年前(平成28年度)を比べた年間予算の総額の変化についてみると、全体では

「変わらない」が242施設（39.2％）と最も多くなっているが、「減っている」が「増えてい

る」を上回っている。設置主体別にみると、国立は「減っている」が25施設（89.3%）と最も多

くなっている。 

 

表３－６－３ 年間予算の変化 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

増えている 3 (10.7) 65 (36.3) 88 (25.4) 12 (18.5) 168 (27.2) 

変わらない 0 (0.0) 54 (30.2) 146 (42.2) 42 (64.6) 242 (39.2) 

減っている 25 (89.3) 52 (29.1) 94 (27.2) 8 (12.3) 179 (29.0) 

無回答 0 (0.0) 8 (4.5) 18 (5.2) 3 (4.6) 29 (4.7) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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② 事業経費 

令和元年度と３年前(平成28年度)を比べた事業経費予算の変化についてみると、全体では

「変わらない」が278施設（45.0％）と最も多くなっているが、「減っている」が「増えてい

る」を上回っている。設置主体別にみると、国立では「減っている」が22施設（78.6%）と最も

多くなっている。また、都道府県・政令指定都市立では「増えている」の割合が高くなってい

る。 

 

表３－６－４ 事業経費予算の変化 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

増えている 4 (14.3) 53 (29.6) 73 (21.1) 4 (6.2) 134 (21.7) 

変わらない 2 (7.1) 68 (38.0) 163 (47.1) 45 (69.2) 278 (45.0) 

減っている 22 (78.6) 48 (26.8) 79 (22.8) 7 (10.8) 156 (25.2) 

無回答 0 (0.0) 10 (5.6) 31 (9.0) 9 (13.8) 50 (8.1) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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７．利用形態と宿泊施設 

（１）日帰り・宿泊利用の有無 

日帰り・宿泊利用の有無についてみると、全体では「宿泊利用と日帰り利用が可能」が419施

設（67.8％）と最も多くなっている。設置主体別にみると、市（区）立は他の設置主体別に比べ

て、「日帰り利用のみ可能」の割合が高くなっている（131施設、37.9%）。 

 

表３－７－１ 日帰り・宿泊利用の有無 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

宿泊利用と日帰り利用が可能 28 (100.0) 164 (91.6) 193 (55.8) 34 (52.3) 419 (67.8) 

宿泊利用のみ可能 0 (0.0) 2 (1.1) 11 (3.2) 0 (0.0) 13 (2.1) 

日帰り利用のみ可能 0 (0.0) 12 (6.7) 131 (37.9) 24 (36.9) 167 (27.0) 

無回答 0 (0.0) 1 (0.6) 11 (3.2) 7 (10.8) 19 (3.1) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（２）宿泊室の定員 

「７.（１）」で「宿泊利用と日帰り利用が可能」および「宿泊利用のみ可能」と回答した451

施設の宿泊室の定員をみると、全体では「100～200人未満」が125施設（27.7％）と多くなって

いる。設置主体別にみると、国立は「400人以上」の割合が最も高くなっている。都道府県・政

令指定都市立は「100～200人」の割合が高く、市（区）立、町・村・組合立では「100人未満」

の割合が高くなっている。 

 

表３－７－２ 宿泊室の定員 

  国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

100人未満 0 (0.0) 11 (6.6) 73 (34.0) 29 (70.7) 113 (25.1) 

100～200人未満 1 (3.6) 52 (31.1) 68 (31.6) 4 (9.8) 125 (27.7) 

200～300人未満 0 (0.0) 43 (25.7) 38 (17.7) 2 (4.9) 83 (18.4) 

300～400人未満 9 (32.1) 28 (16.9) 11 (5.1) 0 (0.0) 48 (10.6) 

400人以上 18 (64.3) 30 (18.0) 11 (5.1) 2 (4.9) 61 (13.5) 

無回答 0 (0.0) 3 (1.8) 14 (6.5) 4 (9.8) 21 (4.7) 

合計 28 (100.0) 167 (100.0) 215 (100.0) 34 (100.0) 451 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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８．利用対象 

利用対象をみると、全体では「少年（小・中学生）」が600施設（97.1％）と最も多くなって

いる。次いで「青年（高校生～30歳未満の者）」（577施設、93.4%）、「成人（30歳以上の

者）」（537施設、86.9%）となっている。 

 

表３－８ 利用対象 （複数回答） 

  

国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=179) 

市（区） 

(n=346） 

町・村・組合 

(n=65) 

合計 

(n=618) 

幼児（未就学児） 28 (100.0) 162 (90.5) 279 (80.6) 42 (64.6) 511 (82.7) 

少年（小・中学生） 28 (100.0) 177 (98.9) 334 (96.5) 61 (93.8) 600 (97.1) 

青年(高校生～30歳未満の者） 28 (100.0) 175 (97.8) 319 (92.2) 55 (84.6) 577 (93.4) 

成人（30歳以上の者） 28 (100.0) 166 (92.7) 291 (84.1) 52 (80.0) 537 (86.9) 

無回答 0 (0.0) 1 (0.6) 4 (1.2) 3 (4.6) 8 (1.3) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

９．受入れの単位 

受入れの単位をみると、全体では「団体・グループ」が594施設（96.1％）と最も多くなって

いる。次いで「家族」（377施設、61.0%）、「個人」（291施設、47.1%）となっている。 

 

表３－９ 受入れの単位 （複数回答） 

  

国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=179) 

市（区） 

(n=346） 

町・村・組合 

(n=65) 

合計 

(n=618) 

団体・グループ 28 (100.0) 177 (98.9) 330 (95.4) 59 (90.8) 594 (96.1) 

家族 28 (100.0) 118 (65.9) 199 (57.5) 32 (49.2) 377 (61.0) 

個人 1 (3.6) 50 (27.9) 207 (59.8) 33 (50.8) 291 (47.1) 

無回答 0 (0.0) 1 (0.6) 7 (2.0) 4 (6.2) 12 (1.9) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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10．宿泊利用料金 

（１）宿泊料金の有無 

宿泊料金の有無についてみると、全体では「有料」が290施設（46.9％）と最も多くなってい

る。設置主体別にみると、国立は全ての施設が「一部有料」となっている（28施設、100.0%）。 

 

表３－１０－１ 宿泊料金の有無 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

有料 0 (0.0) 114 (63.7) 151 (43.6) 23 (35.4) 290 (46.9) 

一部有料 28 (100.0) 44 (24.6) 32 (9.2) 9 (13.8) 113 (18.3) 

無料 0 (0.0) 7 (3.9) 26 (7.5) 4 (6.2) 39 (6.3) 

無回答 0 (0.0) 14 (7.8) 137 (39.6) 29 (44.6) 180 (29.1) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（２）宿泊料金の内容 

 「10．（１）」で「有料」及び「一部有料」と回答した401施設について、宿泊料金の内容を

みると、全体では「年齢別等で料金差あり」が287施設（71.6%）と最も多くなっている。次い

で「在住地域で料金差あり」（155施設、38.7%）、「活動内容によって料金差あり」（123施

設、32.9%）となっている。 

 

表３－１０－２ 宿泊料金の内容 （複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=158) 

市（区） 

(n=183) 

町・村・組合 

(n=32) 

合計 

(n=401) 

一律同料金 0 (0.0) 16 (10.1) 21 (11.5) 8 (25.0) 45 (11.2) 

年齢別等で料金差あり 28 (100.0) 126 (79.7) 120 (65.6) 13 (40.6) 287 (71.6) 

在住地域で料金差あり 0 (0.0) 40 (25.3) 103 (56.3) 12 (37.5) 155 (38.7) 

活動内容によって料金差あり 0 (0.0) 48 (30.4) 63 (34.4) 12 (37.5) 123 (32.9) 

その他 0 (0.0) 8 (5.1) 11 (6.0) 4 (12.5) 23 (8.2) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (1.6) 1 (3.1) 4 (0.9) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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11．年間延べ利用者数 

（１）利用者数 

① 年間日帰り利用者数（令和元年度） 

年間日帰り利用者数についてみると、全体では「10,000～50,000人未満」が195施設

（31.6％）と最も多くなっている。設置主体別にみると、町・村・組合立は「1,000～5,000人未

満」が最も多くなっている（26施設、40.0%）。 

 

表３－１１－１―１ 年間日帰り利用者数 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

1,000人未満 0 (0.0) 15 (8.4) 59 (17.1) 25 (38.5) 99 (16.0) 

1,000〜5,000人未満 0 (0.0) 43 (24.0) 78 (22.5) 26 (40.0) 147 (23.8) 

5,000〜10,000人未満 0 (0.0) 29 (16.2) 36 (10.4) 4 (6.2) 69 (11.2) 

10,000〜50,000人未満 26 (92.9) 70 (39.1) 96 (27.7) 3 (4.6) 195 (31.6) 

50,000〜100,000人未満 1 (3.6) 7 (3.9) 27 (7.8) 0 (0.0) 35 (5.7) 

10,0000人以上 1 (3.6) 7 (3.9) 14 (4.0) 0 (0.0) 22 (3.6) 

無回答 0 (0.0) 8 (4.5) 36 (10.4) 7 (10.8) 51 (8.3) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

② 年間宿泊利用者数（令和元年度） 

年間宿泊利用者数についてみると、全体では「10,000〜50,000人未満」が159施設（25.7％）

と最も多くなっている。設置主体別にみると、国立では「10,000～50,000人未満」が最も多くな

っている（16施設、57.1%）。また、都道府県・政令指定都市立では「10,000～50,000人未満」

が最も多くなっている（94施設、52.5％）。 

表３－１１－１－２ 年間宿泊利用者数 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

1,000人未満 0 (0.0) 3 (1.7) 54 (15.6) 22 (33.8) 79 (12.8) 

1,000〜5,000人未満 0 (0.0) 16 (8.9) 64 (18.5) 9 (13.8) 89 (14.4) 

5,000〜10,000人未満 0 (0.0) 46 (25.7) 38 (11.0) 2 (3.1) 86 (13.9) 

10,000〜50,000人未満 16 (57.1) 94 (52.5) 47 (13.6) 2 (3.1) 159 (25.7) 

50,000〜100,000人未満 11 (39.2) 6 (3.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 17 (2.8) 

10,0000人以上 1 (3.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 

無回答 0 (0.0) 14 (7.8) 143 (41.3) 30 (46.2) 187 (30.3) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（２）利用者数の変化（令和元年度と３年前の比較） 

① 日帰り利用 

令和元年度と３年前(平成28年度)を比べた日帰り利用者数の変化についてみると、全体では

「減っている」が295施設（47.7％）と最も多くなっている。設置主体別にみると、「減ってい

る」が最も多いのは国立となっている（16施設、57.1％）。また、「増えている」が最も多くな

っているのは、都道府県・政令指定都市立である（62施設、34.6％）。 

 

表３－１１－２－１ 日帰り利用者数の変化 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

増えている 9 (32.1) 62 (34.6) 84 (24.3) 10 (15.4) 165 (26.7) 

変わらない 3 (10.7) 22 (12.3) 65 (18.8) 20 (30.8) 110 (17.8) 

減っている 16 (57.1) 89 (49.7) 162 (46.8) 28 (43.1) 295 (47.7) 

無回答 0 (0.0) 6 (3.4) 35 (10.1) 7 (10.8) 48 (7.8) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

② 宿泊利用 

令和元年度と３年前(平成28年度)を比べた宿泊利用者数の変化についてみると、全体では

「減っている」が272施設（44.0％）と最も多くなっている。設置主体別にみると、「減ってい

る」の割合が最も高いのは国立となっている（26施設、92.9％）。また、「増えている」が最も

多くなっているのは、都道府県・政令指定都市立である（30施設、16.8％）。 

 

表３－１１－２－２ 宿泊利用者数の変化 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

増えている 2 (7.1) 30 (16.8) 47 (13.6) 7 (10.8) 86 (13.9) 

変わらない 0 (0.0) 19 (10.6) 40 (11.6) 13 (20.0) 72 (11.7) 

減っている 26 (92.9) 117 (65.4) 113 (32.7) 16 (24.6) 272 (44.0) 

無回答 0 (0.0) 13 (7.3) 146 (42.2) 29 (44.6) 188 (30.4) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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③ 学校利用 

令和元年度と３年前(平成28年度)を比べた学校利用者数の変化についてみると、全体では

「減っている」が238施設（38.5％）と最も多くなっている。設置主体別にみると、「減ってい

る」が最も多いのは国立となっている（24施設、85.7％）。また、「増えている」が最も多くな

っているのは、都道府県・政令指定都市立である（39施設、21.8％）。 

 

表３－１１－２－３ 学校利用者数の変化 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

増えている 3 (10.7) 39 (21.8) 34 (9.8) 7 (10.8) 83 (13.4) 

変わらない 1 (3.6) 28 (15.6) 107 (30.9) 27 (41.5) 163 (26.4) 

減っている 24 (85.7) 101 (56.4) 101 (29.2) 12 (18.5) 238 (38.5) 

無回答 0 (0.0) 11 (6.1) 104 (30.1) 19 (29.2) 134 (21.7) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

④ 青少年以外の利用 

令和元年度と３年前(平成28年度)を比べた青少年以外の利用者数の変化についてみると、全

体では「減っている」が220施設（35.6％）と最も多くなっている。設置主体別にみると、「減

っている」が最も多いのは国立となっている（18施設、64.3％）。 

 

表３－１１－２－４ 青少年以外の利用者数の変化 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

増えている 8 (28.6) 50 (27.9) 82 (23.7) 5 (7.7) 145 (23.5) 

変わらない 2 (7.1) 45 (25.1) 94 (27.2) 23 (35.4) 164 (26.5) 

減っている 18 (64.3) 77 (43.0) 103 (29.8) 22 (33.8) 220 (35.6) 

無回答 0 (0.0) 7 (3.9) 67 (19.4) 15 (23.1) 89 (14.4) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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12．利用団体の宿泊日数 

（１）総団体数 

利用団体の宿泊日数（総団体数）についてみると、全体では「１泊２日」が52,757団体

（67.4％）と最も多くなっている。 

 

表３－１２－１ 総団体数 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

1泊2日 9926 (57.1) 25999 (65.2) 16144 (80.8) 688 (64.7) 52757 (67.4) 

2泊3日 4968 (28.6) 11975 (30.0) 3137 (15.7) 224 (21.1) 20304 (25.9) 

3泊4日 1274 (7.3) 1352 (3.4) 441 (2.2) 33 (3.1) 3100 (4.0) 

4泊5日 523 (3.0) 324 (0.8) 161 (0.8) 101 (9.5) 1109 (1.4) 

5泊6日 220 (1.3) 148 (0.4) 40 (0.2) 6 (0.6) 414 (0.5) 

6泊7日

以上 

475 (2.7) 91 (0.2) 59 (0.3) 12 (1.1) 637 (0.8) 

合計 17,386 (100.0) 39889 (100.0) 19982 (100.0) 1064 (100.0) 78321 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（２）小中学校の利用団体数 

小中学校の利用団体の宿泊日数をみると、全体では「１泊２日」が31,646団体（54.0％）と

最も多くなっている。 

 

表３－１２－２ 小中学校の利用団体数 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

1泊2日 2006 (58.4) 10417 (78.5) 18977 (45.8) 246 (59.3) 31646 (54.0) 

2泊3日 1193 (34.7) 2738 (20.6) 22308 (53.8) 73 (17.6) 26312 (44.9) 

3泊4日 179 (5.2) 98 (0.7) 93 (0.2) 6 (1.4) 376 (0.6) 

4泊5日 52 (1.5) 16 (0.1) 76 (0.2) 88 (21.2) 232 (0.4) 

5泊6日 3 (0.1) 1 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.5) 6 (0.0) 

6泊7日 

以上 

1 (0.0) 1 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.0) 

合計 3,434 (100.0) 13271 (100.0) 41454 (100.0) 415 (100.0) 58574 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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13．宿泊室の稼働率 

（１）平成30年度 

 平成30年度の宿泊室の稼働率について回答のあった施設をみると、全体では「20%台」が70

施設（11.3%）と最も多くなっている。設置主体別にみると、国立は「50%台」が19施設

（67.9%）と最も多くなっている。また、都道府県・政令指定都市立は「20%台」が最も多くなっ

ている（33施設、18.4%）。さらに、市（区）立（39施設、11.3%）及び町・村・組合立（14施

設、21.5%）は「10%未満」の割合が最も高くなっている。 

 

表３－１３－１ 宿泊室の稼働率（平成３０年度） 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

10%未満 0 (0.0) 6 (3.4) 39 (11.3) 14 (21.5) 59 (9.5) 

10%台 0 (0.0) 20 (11.2) 31 (9.0) 5 (7.7) 56 (9.1) 

20%台 0 (0.0) 33 (18.4) 35 (10.1) 2 (3.1) 70 (11.3) 

30%台 0 (0.0) 29 (16.2) 18 (5.2) 2 (3.1) 49 (7.9) 

40%台 2 (7.1) 20 (11.2) 14 (4.0) 1 (1.5) 37 (6.0) 

50%台 19 (67.9) 15 (8.4) 5 (1.4) 2 (3.1) 41 (6.6) 

60%台 7 (25.0) 4 (2.2) 3 (0.9) 0 (0.0) 14 (2.3) 

70%台 0 (0.0) 6 (3.4) 1 (0.3) 1 (1.5) 8 (1.3) 

80%台 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3) 1 (1.5) 2 (0.3) 

90%以上 0 (0.0) 1 (0.6) 2 (0.6) 0 (0.0) 3 (0.5) 

無回答 0 (0.0) 45 (25.1) 197 (56.9) 37 (56.9) 279 (45.1) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

平均値 55.5  35.0  25.1  18.3  30.9   

単位：施設 (  )内は構成比 
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（２）令和元年度 

 令和元年度の宿泊室の稼働率について回答のあった施設をみると、全体では「20%台」が72施

設（11.7%）と最も多くなっている。設置主体別にみると、国立は「50%台」が18施設（64.3%）

と最も多くなっている。また、都道府県・政令指定都市は「20%台」が最も多くなっている（36

施設、20.1%）。 

 

表３－１３－２ 宿泊室の稼働率（令和元年度） 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

10%未満 0 (0.0) 8 (4.5) 39 (11.3) 14 (21.5) 61 (9.9) 

10%台 0 (0.0) 22 (12.3) 39 (11.3) 5 (7.7) 66 (10.7) 

20%台 0 (0.0) 36 (20.1) 33 (9.5) 3 (4.6) 72 (11.7) 

30%台 0 (0.0) 23 (12.8) 14 (4.0) 2 (3.1) 39 (6.3) 

40%台 1 (3.6) 20 (11.2) 14 (4.0) 0 (0.0) 35 (5.7) 

50%台 18 (64.3) 13 (7.3) 7 (2.0) 2 (3.1) 40 (6.5) 

60%台 9 (32.1.) 7 (3.9) 3 (0.9) 1 (1.5) 20 (3.2) 

70%台 0 (0.0) 4 (2.2) 2 (0.6) 0 (0.0) 6 (1.0) 

80%台 0 (0.0) 1 (0.6) 0 (0.0) 1 (1.5) 2 (0.3) 

90%以上 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.6) 0 (0.0) 2 (0.3) 

無回答 0 (0.0) 45 (25.1) 193 (55.8) 37 (56.9) 274 (44.5) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

平均値 55.9   33.5   24.4   17.1   29.9   

単位：施設 (  )内は構成比 

 

  



38 

14．主催事業・イベント 

（１）主催事業・イベント数 

① 日帰り事業数 

（ア）平成30年度 

平成30年度の日帰り事業数をみると、全体では「21以上」が139施設（2２.５％）と最も多

くなっており、次いで「なし（０）」の割合が140施設（22.7％）となっている。設置主体別に

みると、市（区）（95施設、27.5％）および町・村・組合（35施設、53.8％）は「なし

（０）」が最も多くなっている。 

 

表３－１４－１－１－１ 日帰り事業数（平成30年度） 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

なし(0) 2 (7.1) 8 (4.5) 95 (27.5) 35 (53.8) 140 (22.7) 

1〜5 14 (50.0) 26 (14.5) 58 (16.8) 7 (10.8) 105 (17.0) 

6〜10 7 (25.0) 35 (19.6) 28 (8.1) 3 (4.6) 73 (11.8) 

11〜15 2 (7.1) 37 (20.7) 28 (8.1) 1 (1.5) 68 (11.0) 

16〜20 1 (3.6) 21 (11.7) 14 (4.0) 1 (1.5) 37 (6.0) 

21以上 2 (7.1) 47 (26.3) 86 (24.9) 4 (6.2) 139 (22.5) 

無回答 0 (0.0) 5 (2.8) 37 (10.7) 14 (21.5) 56 (9.1) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

（イ） 令和元年度 

令和元年度の日帰り事業数をみると、全体では「21以上」が144施設（23.3％）と最も多くな

っているが、次いで「なし（０）」の割合が144施設（23.3％）となっている。設置主体別にみ

ると、市（区）（100施設、28.9％）および町・村・組合（35施設、53.8％）は「なし（０）」

が最も多くなっている。 

 

表３－１４－１－１－２ 日帰り事業数（令和元年度） 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

なし(0) 1 (3.6) 8 (4.5) 100 (28.9) 35 (53.8) 144 (23.3) 

1〜5 14 (50.0) 32 (17.9) 56 (16.2) 5 (7.7) 107 (17.3) 

6〜10 6 (21.4) 35 (19.6) 28 (8.1) 3 (4.6) 72 (11.7) 

11〜15 2 (7.1) 31 (17.3) 29 (8.4) 2 (3.1) 64 (10.4) 

16〜20 2 (7.1) 26 (14.5) 13 (3.8) 1 (1.5) 42 (6.8) 

21以上 3 (10.7) 44 (24.6) 92 (26.6) 4 (6.2) 143 (23.1) 

無回答 0 (0.0) 3 (1.7) 28 (8.1) 15 (23.1) 46 (7.4) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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② 宿泊事業数 

（ア）平成30年度 

平成30年度の宿泊事業数をみると、全体では「なし（０）」が167施設（27.0％）と最も多

くなっており、次いで「１〜５」が126施設（20.4％）となっている。設置主体別にみると、市

（区）立（120施設、34.7％）および町・村・組合立（30施設、46.2％）は「なし（０）」が最

も多くなっている。 

 

表３－１４－１－２－１ 宿泊事業数（平成30年度） 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

なし(0) 0 (0.0) 17 (9.5) 120 (34.7) 30 (46.2) 167 (27.0) 

1〜5 0 (0.0) 40 (22.3) 83 (24.0) 3 (4.6) 126 (20.4) 

6〜10 1 (3.6) 57 (31.8) 29 (8.4) 1 (1.5) 88 (14.2) 

11〜15 3 (10.7) 29 (16.2) 6 (1.7) 2 (3.1) 40 (6.5) 

16〜20 9 (32.1) 9 (5.0) 4 (1.2) 1 (1.5) 23 (3.7) 

21以上 15 (53.6) 15 (8.4) 10 (2.9) 0 (0.0) 40 (6.5) 

無回答 0 (0.0) 12 (6.7) 94 (27.2) 28 (43.1) 134 (21.7) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

（イ）令和元年度 

令和元年度の宿泊事業数をみると、全体では「なし（０）」が171施設（27.7％）と最も多く

なっており、次いで「１〜５」が131施設（21.2％）となっている。設置主体別にみると、市

（区）立（125施設、36.1％）および町・村・組合立（29施設、44.6％）は「なし（０）」が最

も多くなっている。 

 

表３－１４－１－２－２ 宿泊事業数（令和元年度） 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

なし(0) 0 (0.0) 17 (9.5) 125 (36.1) 29 (44.6) 171 (27.7) 

1〜5 0 (0.0) 41 (22.9) 86 (24.9) 4 (6.2) 131 (21.2) 

6〜10 1 (3.6) 67 (37.4) 24 (6.9) 2 (3.1) 94 (15.2) 

11〜15 4 (14.3) 19 (10.6) 8 (2.3) 1 (1.5) 32 (5.2) 

16〜20 15 (53.6) 11 (6.1) 5 (1.4) 1 (1.5) 32 (5.2) 

21以上 8 (28.6) 14 (7.8) 7 (2.0) 0 (0.0) 29 (4.7) 

無回答 0 (0.0) 10 (5.6) 91 (26.3) 28 (43.1) 129 (20.9) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（２）主催事業・イベントの対象者 

 （１）で日帰り型および宿泊型事業を実施した468施設について、主催事業・イベントの対象

者をみると、全体では「小中学生」が420施設（89.7％）と最も多くなっている。次いで「親

子」（368施設、78.6%）、「高校生以上」（255施設、54.5%）となっている。 

 

表３－１４－ ２ 主催事業・イベントの対象者 （複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

（n=28） 

都道府県・ 

政令指定都市 

（n=173） 

市（区） 

(n=250) 

町・村・組合 

(n=17) 

合計 

(n=468) 

就学前の子ども 25 (89.3) 92 (53.2) 102 (40.8) 5 (29.4) 224 (47.9) 

小中学生 28 (100.0) 160 (92.5) 217 (86.8) 15 (88.2) 420 (89.7) 

高校生以上 27 (96.4) 98 (56.6) 123 (49.2) 7 (41.2) 255 (54.5) 

保護者 11 (39.3) 52 (30.1) 83 (33.2) 3 (17.6) 149 (31.8) 

親子 28 (100.0) 157 (90.8) 176 (70.4) 7 (41.2) 368 (78.6) 

障害のある青少年（LD・

ADHD等を含む） 

8 (28.6) 34 (19.7) 29 (11.6) 2 (11.8) 73 (15.6) 

不登校・ひきこもりの青少年 12 (42.9) 54 (31.2) 30 (12.0) 0 (0.0) 96 (20.5) 

青少年教育施設・団体の指導者 24 (85.7) 53 (30.6) 36 (14.4) 2 (11.8) 115 (24.6) 

学校教員 27 (96.4) 63 (36.4) 37 (14.8) 1 (5.9) 128 (27.4) 

ボランティア 25 (89.3) 84 (48.6) 59 (23.6) 3 (17.6) 171 (36.5) 

その他 2 (7.1) 22 (12.7) 23 (9.2) 2 (11.8) 49 (10.5) 

無回答 0 (0.0) 2 (1.2) 5 (2.0) 1 (5.9) 8 (1.7) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（３）主催事業・イベントの内容 

 （１）で日帰り型および宿泊型事業を実施した468施設について、主催事業・イベントの内容

をみると、全体では「自然体験に関する事業」が370施設（79.1％）と最も多くなっている。次

いで「施設開放（フェスティバル等）に関する事業」（215施設、45.9%）、「食育に関する事

業」（184施設、39.3%）となっている。 

 

表３－１４－３ 主催事業・イベントの内容 （複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

（n=28） 

都道府県・ 

政令指定都市 

（n=173） 

市（区） 

(n=250) 

町・村・組合 

(n=17) 

合計 

(n=468) 

自然体験活動に関する事業 28 (100.0) 157 (90.8) 173 (69.2) 12 (70.6) 370 (79.1) 

勤労観・職業観の育成に関す

る事業 

6 (21.4) 22 (12.7) 20 (8.0) 1 (5.9) 49 (10.5) 

環境教育に関する事業 18 (64.3) 77 (44.5) 65 (26.0) 4 (23.5) 164 (35.0) 

ボランティアの養成・資質向

上に関する事業 

28 (100.0) 96 (55.5) 58 (23.2) 1 (5.9) 183 (39.1) 

国際交流・国際理解に関する

事業 

18 (64.3) 35 (20.2) 32 (12.8) 0 (0.0) 85 (18.2) 

異年齢交流(世代間交流を含

む)に関する事業 

16 (57.1) 72 (41.6) 53 (21.2) 4 (23.5) 145 (31.0) 

ノーマライゼーションの理

解・普及に関する事業 

2 (7.1) 7 (4.0) 3 (1.2) 0 (0.0) 12 (2.6) 

歴史や芸術等の文化的な事業 11 (39.3) 45 (26.0) 61 (24.4) 3 (17.6) 120 (25.6) 

科学・理科教育に関する事業 12 (42.9) 55 (31.8) 70 (28.0) 1 (5.9) 138 (29.5) 

食育に関する事業 12 (42.9) 76 (43.9) 90 (36.0) 6 (35.3) 184 (39.3) 

メディアリテラシーを育成す

る事業 

1 (3.6) 2 (1.2) 6 (2.4) 0 (0.0) 9 (1.9) 

家庭教育の支援に関する事業 17 (60.7) 43 (24.9) 43 (17.2) 0 (0.0) 103 (22.0) 

通学合宿に関する事業 18 (64.3) 25 (14.5) 12 (4.8) 2 (11.8) 57 (12.2) 

青少年のリーダーシップ育成

に関する事業 

17 (60.7) 56 (32.4) 56 (22.4) 2 (11.8) 131 (28.0) 

施設開放(フェスティバル等)

に関する事業 

24 (85.7) 104 (60.1) 85 (34.0) 2 (11.8) 215 (45.9) 

子どもの貧困対策に関する事業 27 (96.4) 14 (8.1) 8 (3.2) 0 (0.0) 49 (10.5) 

青少年教育施設・団体の指導

者等の資質向上に関する事業 

24 (85.7) 56 (32.4) 33 (13.2) 1 (5.9) 114 (24.4) 

読書活動に関する事業 12 (42.9) 16 (9.2) 21 (8.4) 1 (5.9) 50 (10.7) 

その他 0 (0.0) 11 (6.4) 21 (8.4) 1 (5.9) 33 (7.1) 

無回答 0 (0.0) 1 (0.6) 9 (3.6) 3 (17.6) 13 (2.8) 

単位：施設 (  )内は構成比 



42 

 

（４）事業数の変化（令和元年度と３年前の比較） 

① 宿泊事業 

令和元年度と３年前(平成28年度)を比べた宿泊事業数の変化についてみると、全体では「変

わらない」が240施設（38.8％）と最も多くなっている。設置主体別にみると、「減っている」

が最も多いのは国立となっている（12施設、42.9％）。また、「増えている」が最も多くなって

いるのもまた、国立である（11施設、39.3％）。 

 

表３－１４－４－１ 宿泊事業数の変化  

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

増えている 11 (39.3) 42 (23.5) 32 (9.2) 2 (3.1) 87 (14.1) 

変わらない 5 (17.9) 77 (43.0) 136 (39.3) 22 (33.8) 240 (38.8) 

減っている 12 (42.9) 44 (24.6) 33 (9.5) 4 (6.2) 93 (15.0) 

無回答 0 (0.0) 16 (8.9) 145 (41.9) 37 (56.9) 198 (32.0) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

② 日帰り事業数 

令和元年度と3年前(平成28年度)を比べた日帰り事業数の変化についてみると、全体では

「変わらない」が261施設（42.2％）と最も多くなっている。設置主体別にみると、「減ってい

る」が最も多いのは国立となっている（7施設、25.0％）。また、「増えている」が最も多くな

っているのもまた、国立施設である（11施設、39.3％）。 

 

表３－１４－４－２ 日帰り事業数の変化 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

増えている 11 (39.3) 64 (35.8) 58 (16.8) 3 (4.6) 136 (22.0) 

変わらない 10 (35.7) 66 (36.9) 157 (45.4) 28 (43.1) 261 (42.2) 

減っている 7 (25.0) 41 (22.9) 68 (19.7) 10 (15.4) 126 (20.4) 

無回答 0 (0.0) 8 (4.5) 63 (18.2) 24 (36.9) 95 (15.4) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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15．バリアフリー施設・設備 

（１）バリアフリー施設・設備の有無 

バリアフリー施設・設備の有無をみると、全体では「ある」が465施設（75.2％）と最も多く

なっている。設置主体別にみると、町・村・組合立は「ない」が40施設（61.5％）と最も多く

なっている。 

 

表３－１５－１ バリアフリー施設・設備の有無 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

ある 28 (100.0) 166 (92.7) 249 (72.0) 22 (33.8) 465 (75.2) 

ない 0 (0.0) 12 (6.7) 94 (27.2) 40 (61.5) 146 (23.6) 

無回答 0 (0.0) 1 (0.6) 3 (0.9) 3 (4.6) 7 (1.1) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（２）バリアフリー施設・設備の種類 

「15.(１)」でバリアフリー施設・設備が「ある」と回答した465施設について、バリアフリ

ー施設・設備の種類をみると、全体では「専用トイレ」が413施設（88.8％）と最も多くなって

いる。次いで「車椅子用スロープ」（386施設、83.0%）、「車椅子等貸出物品」（269施設、

57.8%）となっている。 

 

表３－１５－２ バリアフリー施設・設備の種類 （複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=166) 

市（区） 

(n=249) 

町・村・組合 

(n=22) 

合計 

(n=465) 

車椅子用スロープ 27 (96.4) 144 (86.7) 197 (79.1) 18 (81.8) 386 (83.0) 

点字案内板 6 (21.4) 49 (29.5) 46 (18.5) 3 (13.6) 104 (22.4) 

専用トイレ 27 (96.4) 158 (95.2) 215 (86.3) 13 (59.1) 413 (88.8) 

専用浴室 23 (82.1) 51 (30.7) 26 (10.4) 2 (9.1) 102 (21.9) 

エレベーター、階段昇降機 16 (57.1) 46 (27.7) 35 (14.1) 1 (4.5) 98 (21.1) 

専用宿泊室 10 (35.7) 44 (26.5) 21 (8.4) 1 (4.5) 76 (16.3) 

車椅子等貸出物品 23 (82.1) 123 (74.1) 116 (46.6) 7 (31.8) 269 (57.8) 

その他 1 (3.6) 3 (1.8) 11 (4.4) 1 (4.5) 16 (3.4) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (1.6) 1 (4.5) 5 (1.1) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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16．外国人向けの表示・表記 

（１）外国人向けの表示・表記の有無 

外国人向けの表示・表記の有無についてみると、全体では488施設（79.0％）が「ない」とな

っている。設置主体別にみると、国立は「ある」が多くなっている（19施設、67.9%）。 

 

表３－１６－１ 外国人向けの表示・表記の有無 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

ある 19 (67.9) 49 (27.4) 48 (13.9) 2 (3.1) 118 (19.1) 

ない 9 (32.1) 128 (71.5) 293 (84.7) 58 (89.2) 488 (79.0) 

無回答 0 (0.0) 2 (1.1) 5 (1.4) 5 (7.7) 12 (1.9) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（２）外国人向けの表示・表記の言語 

「16.（１）」で外国人向けの表記が「ある」と回答した118施設について、外国人向けの表

示・表記の言語をみると、全体では「英語」が109施設（92.4％）と最も多くなっている。次い

で「中国語」（45施設、38.1%）、「韓国語」（30施設、25.4%）となっている。 

 

表３－１６－２ 外国人向けの表示・表記の言語 （複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

(n=19) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=49) 

市（区） 

(n=48) 

町・村・組合 

(n=2) 

合計 

(n=118) 

英語 19 (100.0) 44 (89.8) 44 (91.7) 2 (100.0) 109 (92.4) 

中国語 6 (31.6) 19 (38.8) 18 (37.5) 2 (100.0) 45 (38.1) 

韓国語 4 (21.1) 13 (26.5) 13 (27.1) 0 (0.0) 30 (25.4) 

その他 1 (5.3) 3 (6.1) 6 (12.5) 0 (0.0) 10 (8.5) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（３）外国人向けの表示・表記がされているもの 

「16.（１）」で外国人向けの表記が「ある」と回答した118施設について、外国人向けの表

示・表記がされているものをみると、全体では「施設・設備に表示」が102施設（86.4％）と最

も多くなっている。次いで「施設の利用手引きなどで表示」（68施設、57.6%）、「ホームペー

ジなどの情報発信媒体で表示」（16施設、13.6%）となっている。 

 

表３－１６－３ 外国人向けの表示・表記がされているもの （複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

(n=19) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=49) 

市（区） 

(n=48) 

町・村・組合 

(n=2) 

合計 

(n=118) 

施設・設備に表示 18 (94.7) 45 (91.8) 37 (77.1) 2 (100.0) 102 (86.4) 

施設の利用手引きなどで表示 16 (84.2) 27 (55.1) 24 (50.0) 1 (50.0) 68 (57.6) 

ホームページなどの情報発信

媒体で表示 

3 (15.8) 5 (10.2) 8 (16.7) 0 (0.0) 16 (13.6) 

その他 1 (5.3) 3 (6.1) 5 (10.4) 0 (0.0) 9 (7.6) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.1) 0 (0.0) 1 (0.8) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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17．インターネット環境 

（１）インターネット環境の有無 

インターネット環境*の有無についてみると、全体では「ない」が375施設（60.7％）となっ

ている。設置主体別にみると、国は「ある」が最も多くなっている（23施設、82.1％）。 

 

表３－１７－１ インターネット環境の有無 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

ある 23 (82.1) 80 (44.7) 115 (33.2) 14 (21.5) 232 (37.5) 

ない 5 (17.9) 97 (54.2) 226 (65.3) 47 (72.3) 375 (60.7) 

無回答 0 (0.0) 2 (1.1) 5 (1.4) 4 (6.2) 11 (1.8) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（２）使用できる範囲 

「17.(１)」でインターネット環境が「ある」と回答した232施設について、インターネット

の使用できる範囲についてみると、全体では「建物内の一部で使用可能」が186施設（80.2％）

と多くなっている。 

 

表３－１７－２ インターネット環境の使用できる範囲 

  国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

敷地内ならどこでも使用可能 0 (0.0) 4 (5.0) 6 (5.2) 1 (7.1) 11 (4.7) 

建物内ならどこでも使用可能 0 (0.0) 7 (8.8) 22 (19.1) 2 (14.3) 31 (13.4) 

建物内の一部で使用可能 23 (100.0) 69 (86.3) 83 (72.2) 11 (78.6) 186 (80.2) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (3.5) 0 (0.0) 4 (1.7) 

合計 23 (100.0) 80 (100.0) 115 (100.0) 14 (100.0) 232 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

  

 
* ここでいう「インターネット環境」は、携帯電話の電波、他の施設の電波が受信できる、などは含まない。 
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18．施設で実施できる活動 

施設でできる活動（令和元年度）をみると、全体では「ゲーム・レク活動」が431施設

（69.7％）と最も多くなっている。次いで、「炊飯・生産活動（405施設、65.5％）」、「自然

散策・観察活動（403施設、65.2％）」、「スポーツ活動（397施設、64.2％）」、「学習活動

（388施設、62.8％）」の順である。 

 

表３－１８ 施設でできる活動（令和元年度）（複数回答）     

  

国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=179) 

市（区） 

(n=346） 

町・村・組合 

(n=65) 

合計 

(n=618) 

登山・ハイキング・

キャンプ 

26 (92.9) 142 (79.3) 158 (45.7) 16 (24.6) 342 (55.3) 

水辺活動 22 (78.6) 114 (63.7) 86 (24.9) 10 (15.4) 232 (37.5) 

雪中活動 14 (50.0) 47 (26.3) 34 (9.8) 2 (3.1) 97 (15.7) 

自然散策・観察活動 27 (96.4) 163 (91.1) 194 (56.1) 19 (29.2) 403 (65.2) 

炊飯・生産活動 28 (100.0) 154 (86.0) 201 (58.1) 22 (33.8) 405 (65.5) 

ゲーム・レク活動 28 (100.0) 157 (87.7) 220 (63.6) 26 (40.0) 431 (69.7) 

スポーツ活動 28 (100.0) 148 (82.7) 188 (54.3) 33 (50.8) 397 (64.2) 

学習活動 28 (100.0) 132 (73.7) 206 (59.5) 22 (33.8) 388 (62.8) 

文化・歴史活動 23 (82.1) 89 (49.7) 113 (32.7) 11 (16.9) 236 (38.2) 

創作・制作活動 28 (100.0) 145 (81.0) 183 (52.9) 19 (29.2) 375 (60.7) 

奉仕活動 24 (85.7) 72 (40.2) 66 (19.1) 8 (12.3) 170 (27.5) 

その他 2 (7.1) 14 (7.8) 28 (8.1) 7 (10.8) 51 (8.3) 

無回答 0 (0.0) 1 (0.6) 19 (5.5) 10 (15.4) 30 (4.9) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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19．主な活動 

（１）利用者が最も多かったプログラム（令和元年度） 

 利用者が最も多かったプログラムについてみると、全体では「炊飯・生産活動」の割合が103

施設（16.7％）と最も高くなっている。次いで「スポーツ活動」（78施設、12.6％）、「登山・

ハイキング・キャンプ」（71施設、11.5％）となっている。 

 

表３－１９－１ 利用者が最も多かったプログラム 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

登山・ハイキング・キャンプ 2 (7.1) 27 (15.1) 38 (11.0) 4 (6.2) 71 (11.5) 

水辺活動 4 (14.3) 21 (11.7) 8 (2.3) 2 (3.1) 35 (5.7) 

雪中活動 1 (3.6) 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0) 2 (0.3) 

自然散策・観察活動 2 (7.1) 22 (12.3) 22 (6.4) 1 (1.5) 47 (7.6) 

炊飯・生産活動 8 (28.6) 41 (22.9) 47 (13.6) 7 (10.8) 103 (16.7) 

ゲーム・レク活動 4 (14.3) 15 (8.4) 19 (5.5) 3 (4.6) 41 (6.6) 

スポーツ活動 3 (10.7) 10 (5.6) 53 (15.3) 12 (18.5) 78 (12.6) 

学習活動 1 (3.6) 5 (2.8) 39 (11.3) 3 (4.6) 49 (7.9) 

文化・歴史活動 0 (0.0) 5 (2.8) 9 (2.6) 0 (0.0) 14 (2.3) 

創作・制作活動 1 (3.6) 17 (9.5) 30 (8.7) 3 (4.6) 51 (8.3) 

奉仕活動 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (3.1) 2 (0.3) 

その他 1 (3.6) 5 (2.8) 6 (1.7) 4 (6.2) 16 (2.6) 

無回答 1 (3.6) 8 (4.5) 63 (18.2) 23 (35.4) 94 (15.2) 

無効 0 (0.0) 3 (1.7) 11 (3.2) 1 (1.5) 15 (2.4) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

※なお、本項目では「18.施設で実施できる活動」の12の選択肢から当てはまる１つを選ぶ回答

形式としている。12の選択肢の中に当てはまる項目がなかった場合「その他」を選択し、具体的

なプログラム名を記述してもらった。記述内容は資料１(p.72)を参照。  
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（２）施設が最も力を入れたプログラム（令和元年度） 

施設が最も力を入れたプログラムについてみると、全体では「登山・ハイキング・キャンプ」

が81施設（13.1％）と最も多くなっている。次いで「水辺活動」（56施設、9.1%）、「自然散

策・観察活動」（56施設、9.1%）となっている。 

 

表３－１９－２ 施設が最も力を入れたプログラム 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

登山・ハイキング・キャンプ 6 (21.4) 29 (16.2) 44 (12.7) 2 (3.1) 81 (13.1) 

水辺活動 8 (28.6) 37 (20.7) 9 (2.6) 2 (3.1) 56 (9.1) 

自然散策・観察活動 2 (7.1) 20 (11.2) 33 (9.5) 1 (1.5) 56 (9.1) 

炊飯・生産活動 2 (7.1) 23 (12.8) 25 (7.2) 3 (4.6) 53 (8.6) 

ゲーム・レク活動 4 (14.3) 6 (3.4) 12 (3.5) 2 (3.1) 24 (3.9) 

スポーツ活動 2 (7.1) 5 (2.8) 18 (5.2) 7 (10.8) 32 (5.2) 

学習活動 0 (0.0) 11 (6.1) 36 (10.4) 2 (3.1) 49 (7.9) 

文化・歴史活動 0 (0.0) 6 (3.4) 5 (1.4) 0 (0.0) 11 (1.8) 

創作・制作活動 2 (7.1) 13 (7.3) 35 (10.1) 6 (9.2) 55 (8.9) 

奉仕活動 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3) 2 (3.1) 3 (0.5) 

その他 1 (3.6) 8 (4.5) 14 (4.0) 3 (4.6) 26 (4.2) 

無回答 1 (3.6) 16 (8.9) 102 (29.5) 35 (53.8) 155 (25.1) 

無効 0 (0.0) 5 (2.8) 12 (3.5) 0 (0.0) 17 (2.8) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

※なお、本項目では「18.施設で実施できる活動」の12の選択肢から当てはまる１つを選ぶ回答

形式としている。12の選択肢の中に当てはまる項目がなかった場合「その他」を選択し、具体的

なプログラム名を記述してもらった。記述内容は資料１(p.72)を参照。 
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20．スタッフの役割 

(１)職員の利用者とのかかわり方 

職員の利用者とのかかわり方についてみると、全体では「活動への助言・アドバイス（間接指

導）」が400施設（64.7％）と多くなっている。 

 

表３－２０－１ 職員の利用者とのかかわり方（複数回答） 

  

国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=179) 

市（区） 

(n=346） 

町・村・組合 

(n=65) 

合計 

(n=618) 

直接の指導・かかわり（直接指導） 25 (89.3) 154 (86.0) 178 (51.4) 15 (23.1) 372 (60.2) 

活動への助言・アドバイス（間接指導） 28 (100.0) 156 (87.2) 193 (55.8) 23 (35.4) 400 (64.7) 

ロビーワーク* 21 (75.0) 79 (44.1) 133 (38.4) 9 (13.8) 242 (39.2) 

アウトリーチ 26 (92.9) 95 (53.1) 60 (17.3) 2 (3.1) 183 (29.6) 

無回答 0 (0.0) 2 (1.1) 71 (20.5) 29 (44.6) 102 (16.5) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（２）利用者への活動案作成の助言、協力 

利用者への活動案作成の助言、協力についてみると、全体では「ある」が378施設（61.2％）

と多くなっている。設置主体別にみると、町・村・組合立は「ない」が多くなっている（42施

設、64.6%）。 

 

表３－２０－２ 利用者への活動案作成の助言、協力 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

ある 28 (100.0) 165 (92.2) 170 (49.1) 15 (23.1) 378 (61.2) 

ない 0 (0.0) 12 (6.7) 157 (45.4) 42 (64.6) 211 (34.1) 

無回答 0 (0.0) 2 (1.1) 19 (5.5) 8 (12.3) 29 (4.7) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

  

 
* ロビーワークは、「施設のフリースペースでの声かけなどの総称」を指し、アウトリーチは「施設外や地域へ出向いた広報活動」を指す。 
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21．ボランティアの活動状況 

（１）ボランティアによる活動の有無 

ボランティアによる活動の有無についてみると、全体では「活動している」の割合が316施設

（51.1％）と多くなっている。設置主体別にみると、国立（28施設、100.0%）及び都道府県・政

令指定都市立（137施設、76.5%）は「活動している」が多くなっている。 

 

表３－２１－１ ボランティアによる活動の有無 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

活動している 28 (100.0) 137 (76.5) 141 (40.8) 10 (15.4) 316 (51.1) 

活動していない 0 (0.0) 42 (23.5) 188 (54.3) 47 (72.3) 277 (44.8) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 17 (4.9) 8 (12.3) 25 (4.0) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（２）ボランティアの活動内容 

「21．（１）」でボランティアが「活動している」と回答した316施設について、ボランティ

アの活動内容をみると、全体では「主催事業の運営支援」が269施設（85.1％）と最も多くなっ

ている。次いで「施設利用者の活動補助」（122施設、38.6%）、「自主企画事業（講座等）の実

施」（96施設、30.4%）となっている。 

 

表３－２１－２ ボランティアの活動内容 （複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=137) 

市（区） 

(n=141) 

町・村・組合 

(n=10) 

合計 

(n=316) 

主催事業の運営支援 28 (100.0) 127 (92.7) 107 (75.9) 7 (70.0) 269 (85.1) 

施設利用者の活動補助 7 (25.0) 45 (32.8) 66 (46.8) 4 (40.0) 122 (38.6) 

自主企画事業(講座等)の実施 21 (75.0) 25 (18.2) 49 (34.8) 1 (10.0) 96 (30.4) 

施設整備(環境美化や保守点検) 7 (25.0) 33 (24.1) 52 (36.9) 3 (30.0) 95 (30.1) 

託児や子どもの世話 1 (3.6) 4 (2.9) 11 (7.8) 0 (0.0) 16 (5.1) 

その他 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (4.3) 1 (10.0) 7 (2.2) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (2.1) 0 (0.0) 3 (0.9) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（３）ボランティア登録制度の有無 

ボランティア登録制度の有無をみると、全体では「ない」が376施設（60.8％）と多くなって

いる。設置主体別にみると、国立（28施設、100.0%）及び都道府県・政令指定都市立（96施

設、53.6%）は「ある」が多くなっている。 

 

表３－２１－３ ボランティア登録制度の有無 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

ある 28 (100.0) 96 (53.6) 97 (28.0) 7 (10.8) 227 (36.7) 

ない 0 (0.0) 83 (46.4) 238 (68.8) 54 (83.1) 376 (60.8) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 11 (3.2) 4 (6.2) 15 (2.4) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（４）ボランティアの登録人数（令和元年度） 

「21．（３）」でボランティアの登録制度が「ある」と回答した228施設について、ボランテ

ィアの登録人数をみると、全体では「21～50人」が77施設（33.8％）と最も多くなっている。

設置主体別にみると、国立は「51～100人」が最も多くなっている（12施設、42.9%）。 

 

表３－２１－４ ボランティアの登録人数 

  国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=96) 

市（区） 

(n=97) 

町・村・組合 

(n=7) 

合計 

(n=228) 

10人未満 1 (3.6) 21 (21.9) 23 (23.7) 2 (28.6) 47 (20.6) 

10～20人 1 (3.6) 19 (19.8) 22 (22.7) 1 (14.3) 43 (18.9) 

21～50人 7 (25.0) 33 (34.4) 35 (36.1) 2 (28.6) 77 (33.8) 

51～100人 12 (42.9) 16 (16.7) 13 (13.4) 0 (0.0) 41 (18.0) 

101人以上 7 (25.0) 6 (6.3) 4 (4.1) 0 (0.0) 17 (7.5) 

無回答 0 (0.0) 1 (1.0) 0 (0.0) 2 (28.6) 3 (1.3) 

合計 28 (100.0) 96 (100.0) 97 (100.0) 7 (100.0) 228 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（５）ボランティアに対する研修実施の有無 

ボランティアに対する研修実施の有無についてみると、全体では「実施していない」が358施

設（57.9％）と多くなっている。設置主体別にみると、国立（28施設、100.0%）及び都道府県・

政令指定都市立（98施設、54.7%）は「実施している」が多くなっている。 

 

表３－２１－５ ボランティアに対する研修実施の有無 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

実施している 28 (100.0) 98 (54.7) 68 (19.7) 4 (6.2) 198 (32.0) 

実施していない 0 (0.0) 76 (42.5) 231 (66.8) 51 (78.5) 358 (57.9) 

無回答 0 (0.0) 5 (2.8) 47 (13.6) 10 (15.4) 62 (10.0) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

 

単位：施設 (  )内は構成比 

（６）ボランティアに対する年間の研修回数 

「33．（５）」でボランティアに対する研修を「実施している」と回答した198施設につい

て、年間の研修回数をみると、全体では「１回」が66施設（33.3％）と最も多くなっている。 

 

表３－２１－６ ボランティアに対する年間の研修回数 

  国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

1回 9 (32.1) 40 (40.8) 16 (23.5) 1 (25.0) 66 (33.3) 

2回 6 (21.4) 20 (20.4) 9 (13.2) 0 (0.0) 35 (17.7) 

3回 6 (21.4) 10 (10.2) 11 (16.2) 1 (25.0) 28 (14.1) 

4回 1 (3.6) 6 (6.1) 4 (5.9) 0 (0.0) 11 (5.6) 

5回 1 (3.6) 7 (7.1) 4 (5.9) 0 (0.0) 12 (6.1) 

6回 3 (10.7) 1 (1.0) 6 (8.8) 0 (0.0) 10 (5.1) 

8回 1 (3.6) 2 (2.0) 1 (1.5) 0 (0.0) 4 (2.0) 

9回 0 (0.0) 1 (1.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.5) 

10回 1 (3.6) 5 (5.1) 4 (5.9) 0 (0.0) 10 (5.1) 

11回以上 0 (0.0) 5 (5.1) 8 (11.8) 1 (25.0) 14 (7.1) 

無回答 0 (0.0) 1 (1.0) 5 (7.4) 1 (25.0) 7 (3.5) 

合計 28 (100.0) 98 (100.0) 68 (100.0) 4 (100.0) 198 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（７）ボランティア活動の課題 

ボランティア活動の課題についてみると、全体では「ボランティアの募集」が189施設

（30.6％）と最も多くなっている。次いで、「ボランティアの減少」が186施設（30.1％）と多

くなっている。 

 

表３－２１－７ ボランティア活動の課題 （複数回答） 

  

国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=179) 

市（区） 

(n=346） 

町・村・組合 

(n=65) 

合計 

(n=618) 

ボランティアの減少 16 (57.1) 84 (46.9) 78 (22.5) 8 (12.3) 186 (30.1) 

ボランティアの募集 16 (57.1) 93 (52.0) 72 (20.8) 8 (12.3) 189 (30.6) 

ボランティアのコーディネート 10 (35.7) 31 (17.3) 34 (9.8) 5 (7.7) 80 (12.9) 

ボランティアの研修 12 (42.9) 57 (31.8) 44 (12.7) 5 (7.7) 118 (19.1) 

交通費・食事・保険等の経費の捻出 1 (3.6) 41 (22.9) 46 (13.3) 3 (4.6) 91 (14.7) 

ボランティアと職員の役割分担 3 (10.7) 22 (12.3) 29 (8.4) 3 (4.6) 57 (9.2) 

特にない 2 (7.1) 25 (14.0) 96 (27.7) 27 (41.5) 150 (24.3) 

その他 3 (10.7) 6 (3.4) 12 (3.5) 1 (1.5) 22 (3.6) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

22．今後２年以内の予定 

今後２年以内の予定についてみると、全体では「特に予定はない」が557施設（90.1％）と最

も多くなっている。 

 

表３－２２ 今後２年以内の予定 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

施設の廃止・閉館 0 (0.0) 2 (1.1) 15 (4.3) 4 (6.2) 21 (3.4) 

教育委員会所管から首長部

局への移管 

0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.6) 1 (1.5) 3 (0.5) 

他の施設との統合 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0) 1 (0.2) 

特に予定はない 28 (100.0) 169 (94.4) 304 (87.9) 56 (86.2) 557 (90.1) 

その他 0 (0.0) 6 (3.4) 11 (3.2) 1 (1.5) 18 (2.9) 

無回答 0 (0.0) 2 (1.1) 13 (3.8) 3 (4.6) 18 (2.9) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

＊「3．ほかの自治体への移管と譲渡」、「4．首長部局所管から教育委員会への移管」を選択した設置者はいずれもなかった。 
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23．他施設・団体との連携 

（１）地域の各種施設・団体との連携の有無（令和元年度） 

地域の各種施設・団体との連携の有無についてみると、全体では「行った」が405施設

（65.5％）と多くなっている。設置主体別にみると、市（区）立（135施設、39.0%）、町・村・

組合立（43施設、66.2%）は「行っていない」が多くなっている。 

 

表３－２３－１ 地域の各種施設・団体との連携の有無 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

行った 28 (100.0) 153 (85.5) 205 (59.2) 19 (29.2) 405 (65.5) 

行っていない 0 (0.0) 26 (14.5) 135 (39.0) 43 (66.2) 204 (33.0) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (1.7) 3 (4.6) 9 (1.5) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

（２）連携した活動内容 

「23．(１)」で地域の各種施設・団体との連携を「行った」と回答した405施設について、連

携した活動内容をみると、全体では「共催事業・イベントの実施」が340施設（84.0％）と最も

多くなっている。次いで「施設、物品・設備等の貸し借り」（202施設、49.9%）、「職員やボラ

ンティアの派遣や受入れの実施」（107施設、26.4%）となっている。 

 

表３－２３－２ 連携した活動内容 （複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=153) 

市（区） 

(n=205) 

町・村・組合 

(n=19) 

合計 

(n=405) 

共催事業･イベントの実施 27 (96.4) 133 (86.9) 166 (81.0) 14 (73.7) 340 (84.0) 

広報活動、協働した利用者向け

パンフレット等の作成 

17 (60.7) 33 (21.6) 38 (18.5) 2 (10.5) 90 (22.2) 

ホームページ等での関係機関の

紹介､リンク情報の発信 

12 (42.9) 39 (25.5) 41 (20.0) 2 (10.5) 94 (23.2) 

研修会や交流会の共同実施 18 (64.3) 43 (28.1) 38 (18.5) 2 (10.5) 101 (24.9) 

職員やボランティアの派遣や受

入れの実施 

19 (67.9) 51 (33.3) 36 (17.6) 1 (5.3) 107 (26.4) 

研修支援(受入れ事業)での支援協力 19 (67.9) 38 (24.8) 32 (15.6) 1 (5.3) 90 (22.2) 

調査研究やガイドブック､教材

等の企画作成 

7 (25.0) 10 (6.5) 5 (2.4) 0 (0.0) 22 (5.4) 

施設、物品･設備等の貸し借り 24 (85.7) 83 (54.2) 92 (44.9) 3 (15.8) 202 (49.9) 

その他 0 (0.0) 7 (4.6) 9 (4.4) 1 (5.3) 17 (4.2) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.5) 0 (0.0) 1 (0.2) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（３）連携した相手 

「23．(1)」で地域の各種施設・団体との連携を「行った」と回答した405施設について、連

携した相手をみると、全体では「教育委員会（事務局）」（142施設、35.1%）が最も多くなって

いる。次いで「他の青少年教育施設」（140施設、34.6％）、「小学校・中学校」（135施設、

33.3%）となっている。 

 

表３－２３－３ 連携した相手 （複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=153) 

市（区） 

(n=205) 

町・村・組合 

(n=19) 

合計 

(n=405) 

幼稚園､保育園 18 (64.3) 16 (10.5) 30 (14.6) 2 (10.5) 66 (16.3) 

小学校､中学校 19 (67.9) 40 (26.1) 71 (34.6) 5 (26.3) 135 (33.3) 

高等学校 10 (35.7) 28 (18.3) 31 (15.1) 0 (0.0) 69 (17.0) 

大学､専門学校､研究機関 22 (78.6) 40 (26.1) 38 (18.5) 1 (5.3) 101 (24.9) 

教育委員会(事務局) 22 (78.6) 59 (38.6) 59 (28.8) 2 (10.5) 142 (35.1) 

教育委員会以外の行政部局 15 (53.6) 52 (34.0) 48 (23.4) 2 (10.5) 117 (28.9) 

他の青少年教育施設 23 (82.1) 79 (51.6) 36 (17.6) 2 (10.5) 140 (34.6) 

青少年教育施設以外の社会

教育施設 

13 (46.4) 40 (26.1) 22 (10.7) 2 (10.5) 77 (19.0) 

ボーイスカウト､子ども会

等の青少年団体 

11 (39.3) 30 (19.6) 56 (27.3) 1 (5.3) 98 (24.2) 

NPO法人･公益法人 16 (57.1) 50 (32.7) 47 (22.9) 2 (10.5) 115 (28.4) 

漁協･農協･商工会などの地

元組織 

8 (28.6) 24 (15.7) 13 (6.3) 3 (15.8) 48 (11.9) 

町内会･自治会などの自治

組織 

7 (25.0) 47 (30.7) 60 (29.3) 2 (10.5) 116 (28.6) 

企業 15 (53.6) 29 (19.0) 23 (11.2) 1 (5.3) 68 (16.8) 

児童養護施設 16 (57.1) 11 (7.2) 5 (2.4) 0 (0.0) 32 (7.9) 

適応指導教室 6 (21.4) 19 (12.4) 10 (4.9) 2 (10.5) 37 (9.1) 

マスコミ 8 (28.6) 4 (2.6) 7 (3.4) 0 (0.0) 19 (4.7) 

その他 3 (10.7) 10 (6.5) 32 (15.6) 4 (21.1) 49 (12.1) 

無回答 0 (0.0) 2 (1.3) 1 (0.5) 0 (0.0) 3 (0.7) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（４）連携を始めた主な理由 

「23．(1)」で地域の各種施設・団体との連携を「行った」と回答した405施設について、連

携を始めた主な理由をみると、全体では「地域に根付いた施設運営を図るため」が232施設

（57.3％）と最も多くなっている。次いで「相互のノウハウ･専門性を活かすため」（207施設、

51.1％）、「多様な活動や総合的な事業展開を図るため」（203施設、50.1%）となっている。 

 

表３－２３－４ 連携を始めた主な理由 （複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=153) 

市（区） 

(n=205) 

町・村・組合 

(n=19) 

合計 

(n=405) 

施設の教育機能を高めるため 23 (82.1) 69 (45.1) 58 (28.3) 5 (26.3) 155 (38.3) 

人手不足を解消するため 5 (17.9) 22 (14.4) 19 (9.3) 4 (21.1) 50 (12.3) 

経費の節減を図るため 5 (17.9) 13 (8.5) 13 (6.3) 2 (10.5) 33 (8.1) 

相互のノウハウ･専門性を活か

すため 

23 (82.1) 92 (60.1) 87 (42.4) 5 (26.3) 207 (51.1) 

多様な活動や総合的な事業展

開を図るため 

22 (78.6) 89 (58.2) 86 (42.0) 6 (31.6) 203 (50.1) 

施設の事業や活動を社会に広

く発信するため 

23 (82.1) 69 (45.1) 76 (37.1) 4 (21.1) 172 (42.5) 

地域や社会のニーズに即した

事業を展開するため 

24 (85.7) 77 (50.3) 85 (41.5) 5 (26.3) 191 (47.2) 

地域に根付いた施設運営を図

るため 

22 (78.6) 92 (60.1) 114 (55.6) 4 (21.1) 232 (57.3) 

様々な機関･団体とのネットワ

ークを広げるため 

25 (89.3) 80 (52.3) 65 (31.7) 2 (10.5) 172 (42.5) 

青少年教育施設の知名度を向

上させるため 

17 (60.7) 48 (31.4) 45 (22.0) 2 (10.5) 112 (27.7) 

これまであった連携をより強

化させるため 

16 (57.1) 56 (36.6) 64 (31.2) 2 (10.5) 138 (34.1) 

その他 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (1.5) 0 (0.0) 3 (0.7) 

無回答 0 (0.0) 2 (1.3) 4 (2.0) 0 (0.0) 6 (1.5) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（５）地域における各種団体との組織的な連携のしくみ 

① 人材交流 

「23．(1)」で地域の各種施設・団体との連携を「行った」と回答した405施設について、

「人材交流」の有無についてみると、全体では「行った」が115施設（18.6％）となっている。 

 

表３－２３－５－１ 地域における各種団体との組織的な連携のしくみ[人材交流] 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

行った 12 (42.9) 46 (25.7) 56 (16.2) 1 (1.5) 115 (18.6) 

行っていない 16 (57.1) 103 (57.5) 136 (39.3) 21 (32.3) 276 (44.7) 

無回答 0 (0.0) 30 (16.8) 154 (44.5) 43 (66.2) 227 (36.7) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

② 連携協定 

「23．(1)」で地域の各種施設・団体との連携を「行った」と回答した405施設について、

「連携協定」の有無についてみると、全体では「行った」が85施設（13.8％）となっている。 

 

表３－２３－５－２ 地域における各種団体との組織的な連携のしくみ[連携協定] 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

行った 11 (39.3) 34 (19.0) 37 (10.7) 3 (4.6) 85 (13.8) 

行っていない 17 (60.7) 113 (63.1) 153 (44.2) 19 (29.2) 302 (48.9) 

無回答 0 (0.0) 32 (17.9) 156 (45.1) 43 (66.2) 231 (37.4) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

③ 会議体 

「23．(1)」で地域の各種施設・団体との連携を「行った」と回答した405施設について、

「会議体」における組織的な連携のしくみについてみると、全体では「行った」の割合が167

施設（27.0％）となっている。 

 

表３－２３－５－３ 地域における各種団体との組織的な連携のしくみ[会議体] 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

行った 23 (82.1) 68 (38.0) 72 (20.8) 4 (6.2) 167 (27.0) 

行っていない 5 (17.9) 85 (47.5) 120 (34.7) 18 (27.7) 228 (36.9) 

無回答 0 (0.0) 26 (14.5) 154 (44.5) 43 (66.2) 223 (36.1) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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24．利用者及び青少年の参画 

（１）アンケート 

① 施設の運営に関するアンケート実施の有無 

施設の運営に関するアンケート実施の有無についてみると、全体では実施している（「は

い」）が383施設（62.0％）と多くなっている。設置主体別にみると、国立（28施設、100.0%）

および都道府県・政令指定都市立（164施設、91.6%）は実施している割合が高くなっている。 

 

表３－２４－１－１ 施設の運営に関するアンケート実施の有無 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

はい 28 (100.0) 164 (91.6) 181 (52.3) 10 (15.4) 383 (62.0) 

いいえ 0 (0.0) 15 (8.4) 160 (46.2) 54 (83.1) 229 (37.1) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (1.4) 1 (1.5) 6 (1.0) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

② アンケートの実施対象者 

「24.(１)」で施設の運営に関するアンケートを実施している(「はい」)と回答した383施設

について、アンケートの実施対象者をみると、全体では「利用団体の代表者のみ」が270施設

（70.5％）と多くなっている。設置主体別にみると、市（区）立（128施設、70.7%）および町・

村・組合立（7施設、70.0 %）は「施設を利用した本人」が多くなっている。 

 

表３－２４－１－２ アンケートの実施対象者（複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=164) 

市（区） 

(n=181) 

町・村・組合 

(n=10) 

合計 

(n=383) 

施設を利用した本人 3 (10.7) 83 (50.6) 128 (70.7) 7 (70.0) 221 (57.7) 

利用団体の代表者のみ 27 (96.4) 138 (84.1) 100 (55.2) 5 (50.0) 270 (70.5) 

活動に携わったボランティア 5 (17.9) 33 (20.1) 20 (11.0) 0 (0.0) 58 (15.1) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

合計 28 (0.0) 164 (0.0) 181 (0.0) 10 (0.0) 383 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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③ 実施したアンケートの施設の環境や利用の改善への活用 

「24.(１)」で施設の運営に関するアンケートを実施している(「はい」)と回答した383施設

について、実施したアンケートの施設の環境や利用の改善への活用をみると、全体では「十分に

活かされている」が192施設（50.1％）と多くなっている。設置主体別にみると、国立では「十

分に活かされている」が最も多くなっている（21施設、75%）。 

 

表３－２４－１－３ アンケートの施設の運営や改善への活用 

  国 

（独立行政法人） 

(n=28) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=164) 

市（区） 

(n=181) 

町・村・組合 

(n=10) 

合計 

(n=383) 

十分に活かされている 21 (75.0) 90 (54.9) 79 (43.6) 2 (20.0) 192 (50.1) 

まあまあ活かされている 7 (25.0) 72 (43.9) 93 (51.4) 8 (80.0) 180 (47.0) 

あまり活かされていない 0 (0.0) 1 (0.6) 4 (2.2) 0 (0.0) 5 (1.3) 

活かされていない 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (1.1) 0 (0.0) 2 (0.5) 

無回答 0 (0.0) 1 (0.6) 3 (1.7) 0 (0.0) 4 (1.0) 

合計 28 (100.0) 164 (100.0) 181 (100.0) 10 (100.0) 383 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（２）意見箱・アイディアボード 

① 施設の運営に関する意見箱やアイディアボードの設置の有無 

施設の運営に関する意見箱やアイディアボードの設置の有無についてみると、全体では設置し

ていない（「いいえ」）が445施設（72.0％）と多くなっている。設置主体別にみると、国立

（22施設、78.6%）および町・村・組合立（61施設、93.8%）は設置していないが多くなってい

る。 

 

表３－２４－２－１ 意見箱やアイディアボードの設置の有無 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

はい 6 (21.4) 57 (31.8) 97 (28.0) 2 (3.1) 162 (26.2) 

いいえ 22 (78.6) 122 (68.2) 240 (69.4) 61 (93.8) 445 (72.0) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 9 (2.6) 2 (3.1) 11 (1.8) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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② 意見箱やアイディアボードの施設の環境や利用の改善への活用 

「24.(２)」で施設の運営に関する意見箱やアイディアボードの設置している（「はい」）と

回答した162施設について、意見箱やアイディアボードの施設の環境や利用の改善への活用をみ

ると、全体では「まあまあ活かされている」の割合が69施設（42.6％）となっている。 

 

表３－２４－２－２ 意見箱やアイディアボードの活用 

  国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

十分に活かされている 0 (0.0) 21 (36.8) 31 (32.0) 0 (0.0) 52 (32.1) 

まあまあ活かされている 4 (66.7) 19 (33.3) 44 (45.4) 2 (100.0) 69 (42.6) 

あまり活かされていない 1 (16.7) 14 (24.6) 16 (16.5) 0 (0.0) 31 (19.1) 

活かされていない 1 (16.7) 2 (3.5) 4 (4.1) 0 (0.0) 7 (4.3) 

無回答 0 (0.0) 1 (1.8) 2 (2.1) 0 (0.0) 3 (1.9) 

合計 6 (100.0) 57 (100.0) 97 (100.0) 2 (100.0) 162 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

（３）運営協議会 

① 運営協議会の設置と開催 

施設の運営について協議する「運営協議会」の設置・開催についてみると、全体では設置・開

催していない（「いいえ」）が359施設（58.1％）と多くなっている。設置主体別にみると、国

立（27施設、96.4%）および都道府県・政令指定都市立（109施設、60.9%）は運営協議会を設

置・開催している割合が高くなっている。 

 

表３－２４－３－１ 運営協議会の設置・開催 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

はい 27 (96.4) 109 (60.9) 110 (31.8) 8 (12.3) 254 (41.1) 

いいえ 1 (3.6) 70 (39.1) 233 (67.3) 55 (84.6) 359 (58.1) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.9) 2 (3.1) 5 (0.8) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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② 運営協議会の開催頻度（年間） 

「24.(３)」で運営協議会の設置と開催をしている(「はい」)と答えた254施設について、年間

の開催頻度をみると、全体では「１〜３回」の217施設（85.4％）が最も多くなっている。 

 

表３－２４－３－２ 運営協議会の開催頻度（年間） 

  国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

1〜3回 24 (88.9) 97 (89.0) 89 (80.9) 7 (87.5) 217 (85.4) 

4〜6回 3 (11.1) 5 (4.6) 12 (10.9) 1 (12.5) 21 (8.3) 

7〜9回 0 (0.0) 1 (0.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4) 

10〜12回 0 (0.0) 3 (2.8) 5 (4.5) 0 (0.0) 8 (3.1) 

13回以上 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (2.7) 0 (0.0) 3 (1.2) 

無回答 0 (0.0) 3 (2.8) 1 (0.9) 0 (0.0) 4 (1.6) 

合計 27 (100.0) 109 (100.0) 110 (100.0) 8 (100.0) 254 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

③ 運営協議会の構成員 

「24.(３)」で運営協議会の設置と開催をしている(「はい」)と答えた254施設について、運

営協議会の構成員をみると、全体では「学校教育関係者」が175施設（68.9％）と最も多くなっ

ている。次いで、「施設の職員（154施設、60.6％）」、「行政職員・政治家（148施設、

58.3％）」の順となっている。 

 

表３－２４－３－３ 運営協議会の構成員（複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

(n=27) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=109) 

市（区） 

(n=110) 

町・村・組合 

(n=8) 

合計 

(n=254) 

施設の職員 14 (51.9) 73 (67.0) 66 (60.0) 1 (12.5) 154 (60.6) 

利用者 6 (22.2) 47 (43.1) 30 (27.3) 2 (25.0) 85 (33.5) 

ボランティア 3 (11.1) 14 (12.8) 18 (16.4) 1 (12.5) 36 (14.2) 

地域住民 14 (51.9) 58 (53.2) 48 (43.6) 5 (62.5) 125 (49.2) 

学校教育関係者 24 (88.9) 78 (71.6) 68 (61.8) 5 (62.5) 175 (68.9) 

行政職員・政治家 23 (85.2) 62 (56.9) 58 (52.7) 5 (62.5) 148 (58.3) 

専門家・実践者 18 (66.7) 34 (31.2) 41 (37.3) 0 (0.0) 93 (36.6) 

研究者・大学教員 26 (96.3) 36 (33.0) 26 (23.6) 0 (0.0) 88 (34.6) 

その他 10 (37.0) 16 (14.7) 11 (10.0) 0 (0.0) 37 (14.6) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.9) 0 (0.0) 1 (0.4) 

合計 27 (0.0) 109 (0.0) 110 (0.0) 8 (0.0) 254 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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④ 運営協議会の構成員の最も多い年齢層 

「24.(３)」で運営協議会の設置と開催をしている(「はい」)と答えた254施設について、運営

協議会の構成員の最も多い年齢層をみると、全体では「50代」が141施設（55.5％）と最も多く

なっている。次いで「60代」（69施設、27.2％）となっており、３０代以下（「10代以下」

「20代」「30代」を合算）は、全体で７施設（2.8％）に留まる。 

 

表３－２４－３－４ 運営協議会の構成員の最も多い年齢層 

  国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

10代以下 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (2.7) 0 (0.0) 3 (1.2) 

20代 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.9) 0 (0.0) 1 (0.4) 

30代 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (1.8) 1 (12.5) 3 (1.2) 

40代 1 (3.7) 9 (8.3) 12 (10.9) 0 (0.0) 22 (8.7) 

50代 20 (74.1) 71 (65.1) 50 (45.5) 0 (0.0) 141 (55.5) 

60代 6 (22.2) 23 (21.1) 34 (30.9) 6 (75.0) 69 (27.2) 

70代以上 0 (0.0) 3 (2.8) 4 (3.6) 0 (0.0) 7 (2.8) 

無回答 0 (0.0) 3 (2.8) 4 (3.6) 1 (12.5) 8 (3.1) 

合計 27 (100.0) 109 (100.0) 110 (100.0) 8 (100.0) 254 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

⑤ 運営協議会での検討事項の施設の運営や環境の改善への活用 

「24.(３)」で運営協議会の設置と開催をしている(「はい」)と答えた254施設について、運営

協議会での検討事項の施設の運営や環境の改善への活用をみると、全体では「十分に活かされて

いる」が133施設（52.4％）と最も多くなっている。 

 

表３－２４－３－５ 運営協議会の検討事項の施設の運営や改善への活用 

  国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

十分に活かされている 16 (59.3) 63 (57.8) 53 (48.2) 1 (12.5) 133 (52.4) 

まあまあ活かされている 11 (40.7) 42 (38.5) 44 (40.0) 7 (87.5) 104 (40.9) 

あまり活かされていない 0 (0.0) 4 (3.7) 11 (10.0) 0 (0.0) 15 (5.9) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (0.8) 

合計 27 (100.0) 109 (100.0) 110 (100.0) 8 (100.0) 254 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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（４）SNSやインターネット 

① 施設の運営についての利用者の意見を聞くためのSNSやインターネットの利用 

施設の運営についての利用者の意見を聞くためのSNSやインターネットの利用についてみる

と、全体では利用していない（「いいえ」）が407施設（65.9％）と多くなっている。設置主体

別にみると、町・村・組合立は利用していないが多くなっている（55施設、84.6%）。 

 

表３－２４－４－１ 施設の運営についての利用者の意見を聞くためのSNSやインターネットの利用 

  

国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

はい 14 (50.0) 73 (40.8) 109 (31.5) 9 (13.8) 205 (33.2) 

いいえ 14 (50.0) 105 (58.7) 233 (67.3) 55 (84.6) 407 (65.9) 

無回答 0 (0.0) 1 (0.6) 4 (1.2) 1 (1.5) 6 (1.0) 

合計 28 (100.0) 179 (100.0) 346 (100.0) 65 (100.0) 618 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 

② 利用者の声の収集手段 

「24.(４)」で施設の運営についての利用者の意見を聞くためにSNSやインターネットの利用

をしている(「はい」)と答えた205施設について、利用者の声の収集手段についてみると、全体

では「ホームページのお問い合わせフォーム」が181施設（88.3％）と最も多くなっている。 

 

表３－２４－４－２ 利用者の声の収集手段（複数回答） 

  国 

（独立行政法人） 

(n=14) 

都道府県・ 

政令指定都市 

(n=73) 

市（区） 

(n=109) 

町・村・組合 

(n=9) 

合計 

(n=205) 

ホームページのお問い合わ

せフォーム 

13 (92.9) 65 (89.0) 94 (86.2) 9 (100.0) 181 (88.3) 

FacebookやTwitterなど

のSNS 

11 (78.6) 39 (53.4) 52 (47.7) 3 (33.3) 105 (51.2) 

Lineなどのコミュニケー

ションツール 

0 (0.0) 6 (8.2) 12 (11.0) 1 (11.1) 19 (9.3) 

その他 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.0) 

無回答 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.9) 0 (0.0) 1 (0.5) 

合計 14 (0.0) 73 (0.0) 109 (0.0) 9 (0.0) 205 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 
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③ SNSやインターネットの利用者の意見の施設の環境や利用の改善への活用 

「24.(４)」で施設の運営についての利用者の意見を聞くためにSNSやインターネットの利用

をしている(「はい」)と答えた205施設について、SNSやインターネットの利用者の意見の施設

の環境や利用の改善への活用についてみると、全体では「まあまあ活かされている」が93施設

（45.4％）と最も多くなっている。設置主体別にみると、国立は「十分に活かされている」「ま

あまあ活かされている」がどちらも同程度となっている（5施設、35.7％）。 

 

 

表３－２４－４－３ SNSやインターネットの施設の運営や改善への活用 

  国 

（独立行政法人） 

都道府県・ 

政令指定都市 市（区） 町・村・組合 合計 

十分に活かされている 5 (35.7) 22 (30.1) 31 (28.4) 2 (22.2) 60 (29.3) 

まあまあ活かされている 5 (35.7) 28 (38.4) 53 (48.6) 7 (77.8) 93 (45.4) 

あまり活かされていない 3 (21.4) 20 (27.4) 20 (18.3) 0 (0.0) 43 (21.0) 

活かされていない 1 (7.1) 1 (1.4) 3 (2.8) 0 (0.0) 5 (2.4) 

無回答 0 (0.0) 2 (2.7) 2 (1.8) 0 (0.0) 4 (2.0) 

合計 14 (100.0) 73 (100.0) 109 (100.0) 9 (100.0) 205 (100.0) 

単位：施設 (  )内は構成比 

 


