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【要旨】

　信州高遠少年自然の家がおこなった広報，とくに情報発信に関する事例を中心にとりあげ，ど

のような機関とどのようにして連携し，どのような意図で情報を発信しているのかについて述

べ，この成果と課題を示した。これらをもとに，青少年教育施設における広報の考え方について

示した。

【キーワード】

　青少年教育の目的　少年自然の家の存在意義　運営方針　情報発信

Ⅰ　はじめに

一般的に広報とは，「ひろく知らせること。

また，その知らせ（広辞苑第５版）」と定義さ

れている。広報に関する専門書において広報と

は，知らせることだけでなく，広聴体制を含め

て双方向のコミュニケーション（１），方針や活

動を社会に知らせ，公衆と対話し，説得し，理

解と協力を得ること（２）といったように，いわ

ば情報のやりとりの意味で定義されている。し

かし，ここでは紙幅の関係上，少年自然の家か

らの情報発信に関する事例を中心にとりあげ

る（３）。

青少年教育施設における広報については，平

成14年12月17日から19日まで国立中央青年の

家で開催された「東日本国立青少年教育施設職

員研修＆全国教育施設職員ゼミナール」の分科

会でとりあげられ，主に施設側からの情報発信

について話し合いがなされた（４）。

また，独立行政法人国立少年自然の家国立信

州高遠少年自然の家（以下，信州高遠少年自然

の家）では，平成15年度に高遠町長，社会教

育関係者，大学教員，報道関係者，旅行業者，

作家などを委員とする「利用促進に関する協力

者会議」が開かれ，青少年教育施設の利用促進

を図るために，地理的な特色をいかしながら教

育施設として活動内容の充実を図ることと，こ

れらを効果的な広報に結びつける方策について

議論された。

このように青少年教育施設における広報に関
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する関心は，近年高まってきている。しかし，

筆者の管見によれば，青少年教育施設における

広報の考え方と実践について言及した報告はこ

れまでほとんどない。

主催事業の広報という視点から五十川（５），

矢端（６）などが言及しているが，いずれも主催

事業の参加者募集に関わる断片的な記述にとど

まっており，青少年教育施設において広報に携

わる職員に求められる考え方や実践の方法につ

いては詳しく述べられていない。

そこで，本稿は，具体例をもとにしながら広

報の考え方と実践の方法について示し，青少年

教育施設における今後の広報に寄与することを

目的としている（７）。なお，本稿で使用する一

次資料は，主に平成13年度から現在（平成16

年10月）までの信州高遠少年自然の家での取

り組みである。

Ⅱ　報道機関への対応（８）

主催事業や特別企画事業は，当該施設の運営

方針を反映した取り組みである。したがって，

これら事業内容に関する情報を継続して発信し

ていくことが，より多くの人々から青少年教育

施設の活動を理解してもらうことにつながる。

信州高遠少年自然の家では，主催事業や特別

企画事業などといった事業内容の報告が，記事

として新聞にとりあげられた回数は，平成12

年度は30回，平成13年度は35回であった。そ

こで，平成14年度以降は事業内容の報告に関

する情報発信に最も力を入れ，より多くの事業

を新聞社，テレビ局，ラジオ局といった報道機

関にとりあげてもらえるように，これらとの関

係強化に努めた。

平成14年度からは，それまで複数の係で担

当していた広報に関する業務が事業課業務

係（９）に分掌された。外部に対しての情報発信

の窓口が広報担当者に一元化され，対外的にわ

かりやすい体制にするとともに，内部において

もその内容を見直された（10）。

まず，広報担当者自らが，報道各社を訪問

し，少年自然の家の事業が，取材の対象ならび

に掲載記事となるために必要な情報を収集し

た。このときの報道機関各社の意見を総合する

と，主催事業についていえばこれまでおこなっ

ていたように，開催要項やちらしを報道機関に

郵送するだけでは，当該の事業内容やその特色

を具体的にイメージしにくく，取材に値する内

容としての優先順位を低くせざるを得ないとの

ことであった。

そこで，この助言をもとに報道機関への対応

の改善に努めた。この結果，事業内容の報告に

関する掲載は，平成14年度には65回，平成15

年度には86回と増えた。なお，これらの掲載

回数には，主催事業や特別企画事業などの参加

者募集に関する記事の掲載回数は含んでいな

い。

また，テレビで事業の様子が放映された回数

は，平成14年度には９回，平成15年度には12

回となった（11）。これら新聞，テレビとも，な

るべく費用をかけないでおこなうため，掲載料

が有料となる広告ではなく，すべて無料で掲載

できる記事での扱いを選んだ。

これら取材の回数は，報道機関という第三者

から取材するに値すべき内容の事業として評価

された回数であると理解できる（12）。つまり，

取材の回数の多さは，それだけ事業に関する第

三者からの評価が高いことを示す指標ともいえ

るのである。

それでは，どのようにして報道機関による取

材の回数を増やすことができたのかについて述

べる。平成13年度以前は，主催事業や特別企

画事業の参加者募集に関する記事の掲載依頼

と，実施当日の取材に関する依頼を１枚の文書

に併記し，報道機関宛に郵送することと，取材

に来た記者に次回の主催事業の開催要項やちら

しを手渡すことで報道機関への取材依頼をおこ
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なっていた。

しかし，これだけで新聞社が参加者募集の告

知に関する記事を掲載し，新聞社やテレビ局が

取材に来るわけではない。当然のことである

が，たとえば，参加者募集に関する告知が，少

年自然の家の希望する期限までに記事として新

聞に掲載されるためには，まず，報道機関内部

の締め切り日を考慮しなければならない。締め

切り日は，どの面に掲載するか，どんな内容か

によっても異なっているので一概にはいえない

が，報道機関側の動きにあわせて，こちらから

情報を発信しなければ，その情報は報道機関に

おいて反映されない。

そこで，平成14年度以降はこれらを考慮し

て報道機関に対して，これらを考慮して情報を

発信している。各社によって，そして掲載面に

よっても締め切り日の違いがあるのでそれぞれ

を考慮して情報を発信している。なお，それら

の締め切り日に間に合わなければ，記事の掲載

ならびに当日の取材の確率は低くなっていくこ

とはいうまでもない。

だからといって，締め切り日に間に合わせて

報道機関に情報を発信すれば，参加者募集に関

する記事が掲載されたり，当日の取材が約束さ

れるわけではない。報道機関には同様の依頼が

他からもたくさん寄せられているので，少年自

然の家が郵送した要項やちらし，あるいはファ

クシミリの内容だけでは，担当記者の注目をひ

かないことがある。

そこで，平成14年度以降，報道機関に取材

を依頼する事業については，広報担当者が，直

接，報道機関を訪問し（13），支社長，支局長あ

るいは担当記者などに対して，事業の趣旨や特

色，ニュースとしてとりあげる価値などを説明

し（14），当該の事業に関心をもつようはたらき

かけ，参加者募集に関する記事の掲載，さらに

は当日の取材に来るよう交渉している。報道機

関側も多忙であるため，事業の趣旨や，これま

でにない新しい取り組みや特色について要点を

整理して話さなければならない。このようにし

て記事の掲載や取材をより確実なものにするよ

う努めている。

ただし，すべての事業について同じ取り組み

をしていない。事業ごとに強弱をつけ，とく

に，とりあげてほしい事業に焦点をしぼって報

道機関に交渉している。たとえば，たてつづけ

に事業が実施されている場合，すべての事業の

取材に訪れることが難しいと報道機関側から回

答された場合，少年自然の家の事業の運営方針

が最もよくあらわれている事業にしぼって取材

を依頼することもある。

また，テレビ局やラジオ局は，新聞社にくら

べて取材を依頼することが難しい。少年自然の

家がある高遠町を取材対象地としているテレビ

局の多くは，土曜日と日曜日の取材を番組制作

会社に委託している。このため，番組制作会社

から地理的に遠く離れている少年自然の家には

取材に来ることが難しい。そこで，テレビ局に

対しては，平日に開催する事業にとくに力を入

れて取材の交渉をしている。平成16年度は，

とくに力を入れている主催事業「信州高遠生活

学校」に焦点をしぼってテレビ局とラジオ局に

交渉した結果，テレビ局２社とラジオ局１社が

取材に訪れた。

さらに，事業当日の取材に先だって，いつ，

どこで（15），どんな趣旨でどんな活動がおこな

われるか，どの地域から，何人あるいは何家族

が参加しているか，これら参加者に認められる

傾向，たとえば，県内からの参加者が多いので

あればとくにどの地域からの参加者が多いの

か，さらにこれらの傾向をもたらしている要因

など，記者が必要としている情報について簡潔

にまとめたものを担当記者宛にファクシミリで

送信している。このようにして，当日，取材に

来る記者が，同事業に対して関心を高めるよう

にはたらきかけるとともに，取材当日，記者が
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質問する事項を整理できるよう便宜を図ってい

る。

このほか，事業当日の報道機関への対応も主

に広報担当者がおこなっている。取材の当日に

は，参加者数や家族数などを最新の数値に更新

した報道機関用の配付資料を準備しておき，記

者の質問に備える（16）。また，多くの記者が，

これらの資料を要求する。記者からの質問が予

想される事項については，取材に先だってファ

クシミリで送信してあるが，これをもとにして

さらに記者からの質問がでるので，これについ

ては口頭でその内容を補足する。

つまり，報道機関への情報の出所は，広報担

当者となる。広報担当者は，事業の趣旨や特色

を的確に記者に伝え，これらが誤解されないよ

うそれだけ慎重に言葉を選ばなければならな

い（17）。このため，広報担当者は，日頃からす

べての事業の趣旨や特色について理解しておか

なければならない。

少年自然の家がある高遠町の取材を担当して

いる記者が，事業の実施当日に休みをとること

もある。この場合，通常は他の市町村の取材を

担当している記者が取材に訪れるので，誤解さ

れた内容が記事にならないように，より一層的

確な情報発信に努めている。

平成16年度主催事業「信州高遠生活学校」

のように新しい取り組みのなかで，「生活学校」

という新しい概念を提示する場合には，その意

義を誤解されないように，事前に担当記者と打

ち合わせをしたこともある。

記者への取材の後のお礼も大事である。逆

に，取材にくることができなかった記者から，

お詫びの連絡が入ることもある。広報担当者か

ら当該の事業を記事にしてほしい旨を交渉した

結果，少年自然の家が記者宛に送った原稿や写

真をもとに記事がつくられ，後日掲載されたこ

ともある（18）。

取材後に担当記者から，取材内容に関わる新

たなデータや写真の提示など，さらなる資料提

供を求められることがある。たとえば，平成

15年度に新設した「そりコース」に関する取

材の際には，担当記者から，設置した年度とそ

の前年度を比較して，どのような団体の利用な

らびにどれだけ利用者が増えたか，具体的な数

値を求められたことがある。この場合，報道機

関側の原稿の締め切りが迫っているため，こち

らも大急ぎでその内容について調べ，その内容

を所長と課長に，公表して問題ない数値か確認

した。報道機関は，土日や祝祭日でも取材をし

ているので，当然，土日や祝祭日にもこのよう

な依頼がある。

なお，「そりコース」に関連していえば，コー

スを設置した意図だけでなく，コースの使用料

やそりの貸出が無料であることを記事に書き加

えるよう記者に依頼し，そりコースの利用者の

拡大にも努めた。

このほか，新たに平成14年度から，毎年12

月上旬に「報道機関との事業運営に関する意見

交換会」を開催し，近隣の報道機関の局長や支

社長，担当記者と意見交換の場を設け，少年自

然の家の運営方針への理解と協力を依頼する機

会としている（19）。このように，報道機関への

対応を，それまでのいわば待ちの姿勢から，積

極的な姿勢へと転換したのである（20）。

Ⅲ　運営方針の発信

運営方針に関する情報を発信する方法として

は，これまで述べてきたような報道機関を通し

てなされるほかに，受入事業における利用団体

との事前打合せ，館内の展示や掲示，調査研究

報告書の配布などもある。

信州高遠少年自然の家では生活文化習得体験

を中心とした体験活動を推奨しているため，専

門職員は，受入事業として利用する団体との事

前打ち合わせの際に，利用団体の代表者から活

動計画について意見を求められた場合，それら
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の活動を推奨する。自炊，木工品づくり，竹細

工，野外伝承遊びなどといった具体的な活動の

説明をするなかで，その運営方針について，利

用団体の代表者が理解を深めるように努めてい

る。したがって，利用団体との事前打合せを担

当する専門職員は，その運営方針を利用者に伝

える上で大きな役割を果たしている。

また，信州高遠少年自然の家では，社会の後

継者となる子どもたちに日本の文化を伝えてい

きたいとの考えから，平成13年度以降の新た

な取り組みとして，子どもに関わる代表的な伝

統行事，３月にはひな人形を，５月にはこいの

ぼりと五月人形を，７月には七夕かざりをそれ

ぞれ展示し，これら行事の意味を伝えることに

も力をいれている。これらの展示を前に，親子

や友だちどうしで話しあう姿がみられたことか

ら，展示は対話を促すしかけとしても有効で

あったといえる。

また，館内に展示している活動報告写真や

ホームページ上の画像は，利用者の視覚に訴え

るので，写真にあるような活動をしてみたいと

いう利用者の声が寄せられる。したがって，館

内の活動報告写真やホームページ上の画像も，

推奨している活動を中心に展示している。

このように視覚に訴えるだけでなく，想像さ

せるようなしかけもしている。平成14年度よ

り，十景十感を制定した。十景は目に見える具

体的な景色，十感は写真に撮って具体的に示す

ことはできなくとも五感で感じとることができ

るものである（21）。十景十感の候補は，年度ご

とに全職員から募り，そのなかから特色をよく

示しているものを選定している。

十景十感は，平成15年度以降，「施設概要」

の裏表紙に掲載しているが，視覚に直接訴える

だけでなく，想像をかきたて，期待をふくらま

せるとして，利用者だけでなく，報道関係者か

らも高く評価されている。

このほか，調査研究報告書の配布によっても

運営方針を示すことができる。調査研究報告書

は，少年自然の家が教育機関かつ研究機関であ

ることを示し，教育が研究にいかされ，また，

研究が教育にいかされている成果を発信するも

のである（22）。一施設として取り組んでいる研

究課題は，当該の施設の運営方針を反映してい

るとみることができる。

さらに，信州高遠少年自然の家では，教員の

指導力を高めることにも力を入れている。平成

15年度から教員を志す学生を対象とした「教

員志望の学生用体験的学習講座」を実施し，平

成16年度には現役の教員を対象として長期研

修員を受け入れている。これらのことを通し

て，少年自然の家の教育的評価や社会的評価を

高めることに努めている。

以上のように，運営方針を外部に発信できる

のは，これが内部において明確になっているか

らに他ならない。平成13年度以降，毎月の職

員会議において，少年自然の家の社会的役割と

運営方針，職員の役目などが所長から示され

る。このことにより，全職員が運営方針を共通

認識することが可能になったといえる。また，

十景十感を制定したことで，自らの施設の特色

をより的確に外部の人たちに提示できるように

なった。つまり，外部に対して的確に情報発信

するためには，まず内部において発信すべき情

報が明確かつ具体的になっていなければならな

いのである（23）。

Ⅳ　関係機関との連携

平成14年度以降，事業成果の発信という観

点から，報道機関との関係を強化したことにつ

いては前述したとおりであるが，このほか，受

入事業に関する利用促進，主催事業や特別企画

事業における参加者募集という観点からその他

の機関とも連携をはじめた。

平成15年度より，閑散期（12月～３月）対

策として，JRバス関東中央道統括支店（以下，
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JRバス関東）と連携し，JR高速バスを利用
して信州高遠少年自然の家を利用する人たちを

対象として，往復のバス運賃の割引を実施して

いる。また，このことに関するちらしの作成や

配布についても JRバス関東と連携しておこ
なっている。

また，平成14年度以降，主催事業の参加者

募集に関するポスターの掲示を JR東日本，JR
東海に，ちらしの設置を郵便局に，ポスターの

掲示とちらしの設置を博物館や美術館などの公

共施設や，JRバス関東，伊那バス，スーパー
マーケット，ホームセンター，JA，小売店な
どに依頼している。これらのうち，広報担当者

は，JRバス関東，伊那バス，JR東日本，JR東
海，郵便局，との交渉をおこなった。

JR東日本，JR東海に対してポスターの掲
示を依頼する場合，各駅長もしくは当該地区の

とりまとめをしている駅長に交渉している。参

加費が記載されているポスターの掲示は有料と

なる。参加費が記載されたポスターの場合に

は，営利事業ではないことや近隣市町村や教育

委員会が後援団体であることを説明し，その趣

旨を理解してもらい，掲示に関する費用を免除

されたこともある。

郵便局については，普通局は各局の総務課，

特定局は当該地区のとりまとめをしている局長

（ブロック長）に，事業の趣旨や参加対象など

を説明し，協力を依頼している。特定局につい

ては，局長会議の際に，ブロック長からその旨

各局長に協力を要請してくれる。

さらに，平成14年度以降は，タウン情報誌

にも主催事業の参加者募集の告知を掲載してい

る。月刊の情報誌であれば，概ね発行日の２か

月前に依頼するようにしているが，各出版社で

締め切り日が異なるので確認し，これに間に合

うように掲載の依頼をしている。

スキー場との連携は平成13年度以前からお

こなっている。スキー場のなかには，学校に配

布する資料のなかに，信州高遠少年自然の家の

資料を入れているところもある。また，少年自

然の家でも，学校に配布する資料のなかにス

キー場の資料を入れる場合もある。

平成14年度からは２つのスキー場とホーム

ページをリンクし，少年自然の家での活動とス

キー場の利用を組み合わせて考えている利用者

から好評を得ている。

このほか，より効果的な媒体を知るために，

平成14年度以降，主催事業申込受付時には，

どこでこの事業を知ったかについて質問した

り，参加申込書に同様の質問項目を設けてい

る。このようにして，効果的な媒体について検

討する判断材料としている。

Ⅴ　地元の人々との連携

信州高遠少年自然の家では地元高遠町と連携

し，各世帯への情報発信や，共催事業を実施し

ている。高遠町との共催事業には，「自然の祭

典」，「信州高遠22kmかち歩き大会」，「高遠そ
りすべり小中学生全国大会」などがあるが，こ

れらには高遠町民が運営協力者として，少年自

然の家職員とともに参加者の対応をしているだ

けでなく，高遠町から多くの人たちが，地域ぐ

るみまたは家庭で参加している。

また，平成13年度以前からの継続した取り

組みとして，高遠町が発行する広報誌に「国少

だより」という欄が設けられている。この欄で

は，主催事業や共催事業に関する参加者募集や

実施報告，ひな祭り，端午の節句などに関わる

協力の呼びかけなどをおこなっている。必要に

応じてこれらの案内を高遠町の全戸に配布し，

各世帯へ情報を発信している。このほか，茅野

市，駒ヶ根市，長谷村，南箕輪村といった近隣

の市や村の広報誌にも，主催事業の参加者募集

に関する告知を掲載している。

また，多くの高遠町民が，研修指導員として

子どもたちの指導にあたっている。このほか，
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ボランティアとして施設周辺の草花の手入れ

を，個人あるいは地区単位でおこなう人たちも

いる。役場にあっては町長，地区にあっては区

長に対して，所長，課長が自ら青少年教育の目

的や少年自然の家の役割を説いて理解を求めた

結果，これらの協力が得られた。そして，これ

らを受けて，情報が各家庭へと広がっている。

近隣地域のより多くの人々が，信州高遠少年

自然の家を知る機会として，新たに平成14年

度以降，５月には「端午の節句を祝う会」を開

催している。参加者は年々増加し，平成16年

度は高遠町長，高遠町議会議員，高遠町教育委

員会教育長，町内の小中学校と高校の校長，公

民館分館長や長生会（老人会）関係者を含む

100名が参加した。この場においても青少年教

育の目的や運営方針が発信されている。

このような取り組みを通して，地域の人々

が，青少年教育に関心をもつように働きかけ，

そして協力を得る。いわば地域の力をいかして

青少年教育を実践しているのである。以上述べ

てきたように，運営方針に関する情報発信につ

いては，報道機関だけに頼るのではなく，地元

の人々との連携も重視し，独自で交渉すること

も必要である。

Ⅵ　今後の課題

本稿で扱った事例では，事業内容に関する情

報を継続して発信していくことが，より多くの

人々に青少年教育施設の活動を理解してもらう

ことにつながるという考え方から，当該の施設

における事業運営に関する情報の発信を中心と

しながら，主催事業の参加者募集などもおこな

う方法として，報道機関との連携，関係機関，

地元の人々との連携などが効果をあげているこ

とが示されている。

これらのなかでもとくに，報道機関と連携し

た情報発信に力を入れてきたことで，新聞，テ

レビ，ラジオなどで信州高遠少年自然の家がど

んなことをしているかを知ったという地域の

人々からの反応も多くなってきた。５月の「端

午の節句を祝う会」，10月の「自然の祭典」な

ど施設開放日に訪れ，これらの機会にはじめて

その存在を知り，その運営方針を理解し，団体

の代表者としてあるいは家族で利用する人たち

も増えてきた。

報道機関と連携した情報発信は，広告ではな

く，記事で扱っているため経費をとりわけ必要

としない。この点では，報道機関と連携した情

報発信が，他の青少年教育施設でも応用でき

る。ただし，今回とりあげた事例では，日頃か

ら報道機関へ情報を発信し，また報道機関から

の依頼にも対応することを繰り返しおこなって

おり，かつこれらのことを土日や祝祭日にもお

こなっているので，職員の少ない施設では難し

いかもしれない。いくつかの事業に焦点を絞っ

て実施するのであれば，職員の少ない施設でも

可能ではないだろうか。

報道機関に対して情報を発信しているにもか

かわらず，その反応が期待どおりあらわれてい

ない場合には，現在おこなっている報道機関へ

の対応のしかたが，報道機関側の視点でみて適

切な対応であるか否かについて確認されること

をすすめたい。

また，今回とりあげた事例は，一施設の事例

であるため，当該の施設がある地域の事情を反

映している。このため，各地域ならびに報道機

関各社の事情にあわせて対応を変える必要があ

ることを断っておく。

しかし，これらの取り組みにも課題がないわ

けではない。信州高遠少年自然の家では主催事

業の参加者募集を新聞，テレビ，ラジオや，

ホームページ上などで告知しているが，受入事

業における利用団体の募集は，主催事業のよう

には告知していない。また，広告ではなく，記

事である制約上，施設使用料が無料であること

や，備品の貸出が無料であることなどを記事に
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含めるよう担当記者に依頼できる程度にすぎな

いのが現状である。

このため，主催事業よりも，多くの人々が利

用する受入事業において，予約を入れる時期か

ら，必要書類の提出，そして利用日までに確認

すべき事項や流れが的確に伝わっているとはい

い難い。この点については，「施設概要」，「利用

の手引」，「利用の案内」などの配布資料や，ホー

ムページ上にも記載しているが改善の余地はあ

る。問い合わせの多い事項を整理して，資料づ

くりをし，ホームページ上や CD-Rなどで情報
発信をすることも必要であろう。また，これら

に関する情報発信についても報道機関と連携が

可能か否かについて検討の余地が残っている。

さて，これまで述べてきたことは，青少年教

育施設において広報として実施されている主な

事項であるが，青少年教育施設において，広報

がなぜ必要なのか確認しておきたい。

この前に，青少年教育の目的についてまず確

認しておきたい。信州高遠少年自然の家では，

青少年教育の目的を社会の後継者の育成として

いる。日本社会の安定，継続を図るためには，

人づくりは欠かせない。子どもたちを社会人と

して育成することは大人の責務である。この意

義を人々に広く喚起するために広報が必要なの

である。

また，国立青少年教育施設の主たる収入源

は，国からの運営費交付金である。施設の存在

意義について問われるようになった独立行政法

人移行後は，公的な資金が投入されるに値する

施設であることを，より積極的に施設側から情

報を発信し，多くの人々からの理解を得なけれ

ばならない。

少年自然の家は，その主たる対象が小中学生

であることから，義務教育との関わりが大き

く，その存在意義は極めて高いといえる。少年

自然の家がどんな活動をしているのか，これら

の活動がいかに青少年教育に寄与しているのか

について，多くの人々に理解されることは，少

年自然の家の社会的評価を高め，さらには主催

事業の参加者や，受入事業での利用者の増加に

もつながるであろう。以上のことから青少年教

育施設において広報が必要だといえる。もちろ

ん，主催事業の参加者や，受入事業での利用者

の増加が，青少年教育施設の社会的評価を高め

るという考え方も成り立つ。これらは相互に影

響しあう性質のものであろう。

このように青少年教育の意義や，各施設の運

営方針に関する情報を発信し，より多くの人々

からその存在意義を認めてもらい，施設の社会

的評価を高めていくという考え方で広報を実践

することは，これまでの報告のなかで青少年教

育施設における広報として扱われてきた主催事

業の参加者募集や，受入事業における利用者を

獲得するための情報発信などを否定するもので

はない。なぜなら，このような考え方に基づい

て広報を実践するときの具体的な方法として，

主催事業の参加者募集や，受入事業における利

用者を獲得するための情報発信などが位置づけ

られるからである。

本稿では一施設の事例しか扱っていないた

め，青少年教育施設を対象とした主張として敷

衍できるほどの裏付け資料としては乏しい。ま

た，本稿では主として少年自然の家からの情報

発信を中心にとりあげたが，冒頭でみたように

広報とは情報のやりとりである。施設側から発

信した情報に対する人々の反応を受けて，より

効果的な情報発信につなげていくという次なる

段階については今後の課題としたい。

引用文献・註

⑴　堀　章男　『企業広報の手引』　1985　日本経済新
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⑵　北畠清泰　「広報マンの仕事」『How to広報論』朝
日カルチャーセンター（編集）  1987　pp.23　大阪
書籍
⑶　信州高遠少年自然の家では，独立行政法人国立少
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年自然の家本部が作成したアンケートによる調査を
主催事業および受入事業の際におこなっている。
　　主催事業についての分析結果は，各年度の主催事
業報告書に掲載され，自己点検評価に活用されてい
る。受入事業についての分析結果は，同少年自然の
家の職員が構成する「利用者アンケート協議会」に
おいて，毎月その対応策が検討されている。さらに，
「利用者アンケート協議会」の議事については毎月の
職員会議においても検討されている。
　　上記のアンケートには活動直後のことが記載され
る。利用校が後日おこなった反省会の成果を聞くた
め，当該の学校を訪問したこともある。
　　前年度利用実績があり今年度の利用がない学校に
は，電話をかけて学校側の意見を聞いている。この
ほか，Eメールや電話などで質問や問い合わせを受
け付け，利用者の意見を反映するよう努めている。
⑷　広報に関する分科会では，青少年教育施設におい
て，利用者に配布されている資料の内容についても
議論された。学校指導者，家族などによって必要と
する情報が異なるので，それぞれが必要とする情報
を適切に提供できるような工夫として，これら対象
にあわせて複数の資料を作成したり，活動の教育的
効果を併記したりする案などが提示された。このほ
か，施設内で利用者が多く集まる場所に，資料を置
くといった工夫も紹介された。
⑸　五十川隆夫　「主催事業立案の視点」『青少年教育
施設の手引』　国立オリンピック記念青少年総合セン
ター　1995　pp.89-104　
⑹　矢端義直　「主催事業」『青少年教育施設職員の手
引』　独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合
センター　2003　pp.59-68
⑺　平成13年４月の異動で，民間から登用された森田
勇造所長（以下，森田所長）が，長年における民間
の青少年教育団体での経験をもとに，事業運営に関
して様々な改革をおこなった。そのなかのひとつが
広報の見直しである。
　　少年自然の家の職員の多くは，２，３年で異動と
なってしまい，この期間に学んだことが引き継がれ
にくいという問題点を抱えている。私も，広報を任
された時，報道機関に取材を依頼するにあたって頼
るべき過去の文書綴りには報道機関が取材に来た結
果だけが書かれており，交渉の経緯，つまり，いつ，
だれに，どのように対応すればよいのか，まったく
わらず困った。そこで，この事例をもとに，他施設
でも活用できる部分があればとの思いで本稿を発表
するに至った。しかし，国立青少年教育施設と公立
青少年教育施設では，職員の人数が異なるため，一
概には公立青少年教育施設に適応できない部分があ
ることはご容赦いただきたい。
⑻　報道機関に情報を提供することは，広報に関する
専門書でパブリシティーとよばれており，この目的

は，存在価値を認めてもらうことであると述べられ
ている（木村幸男・城　義紀　「パブリシティーを考
える」『マスコミと広報』　名和太郎・木村幸男（編著）
　監修 (財 )経済広報センター　日本経済新聞社　
1993　pp.5）。
　　また，主催事業当日までに主催者側がすべきこと
については，森田勇造（編著）　『グリーンアドベン
チャー樹木編　指導解説書』　青少年交友協会　
2003　pp.66-67を参照していただきたい。
⑼　平成16年４月より事業推進課事業支援係に移行し
た。
⑽　平成13年度は，庶務課庶務係が施設概要と年賀状
の作成と発送を，事業課専門職員が主催事業に関す
る参加者募集を，事業課業務係が受入事業に関する
利用促進を，といったように広報に関する業務が分
散されていた。
　　平成13年度は，主任専門職員１名と専門職員４名
の体制であったが，平成14年４月から専門職員４名
のうち１名が業務係付きとなり，主として広報とプ
ログラム調整を担当することになった。この担当と
なったのが筆者である。
　　平成13年度は，主として事業課長が報道機関の対
応をおこなっていた。また，平成13年度からは広報
担当の研修指導員を１名採用し，東京都内の学校を
対象として利用団体の新規開拓をおこなっている。
　平成14年度以降，広報の業務内容には下記のような
ものがある。
　　施設概要の作成，主催事業の参加者募集と受入事
業の利用者獲得（閑散期を利用しておこなう学校，
教育委員会，校長会などの訪問計画の立案，過去の
訪問とこれに関わる利用の実績の比較検討），教育委
員会が発行する広報誌への掲載依頼，主催事業報告
書および調査研究報告書の配布，「利用促進協力者会
議」ならびに「報道機関との事業運営に関する意見
交換会」の企画立案と運営，ひな人形，五月人形，
七夕かざりの展示に関する業務，端午の節句を祝う
会（施設開放日）の企画立案と運営，事業の取材お
よび掲載依頼に関する業務（報道機関との対応に関
する業務），バス会社やスキー場等との連携に関する
業務，館内の掲示物とパンフレット置き場に関する
業務，ホームページの掲載内容に関する業務，年賀
状の作成と発送に関する業務，近隣市町村の広報担
当や観光協会との連携に関する業務などである。
　　年賀状は利用団体への情報発信の手段として広報
の一環として位置づけられている。平成15年度から
上伊那観光連盟が発行する観光パンフレット「伊那
路」において信州高遠少年自然の家で体験できる活
動が掲載されている。また，館内には近隣地域の観
光パンフレットが多数揃っていると利用者からの評
判がよい。
⑾　これらテレビ放映された画像をつなぎあわせて，
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活動紹介用のビデオとして活用している。
⑿　報道機関の責任で述べるため，表現形態は第三者
的であいまいになる場合が多いが，第三者的表現で
あることから客観性が高いといえる（木村幸男・城
義紀　1993　pp.14）。
⒀　郵送やファクシミリだけよりも，直接，話した方
が趣旨や内容がわかるのでよいという新聞社やテレ
ビ局の局長，支社長，記者などからの意見があった
たため，なるべく訪問するようにしている。なお，
報道機関を訪問する際には，事前に訪問してよい時
間帯を確認しておく必要がある。原稿の締め切りな
どで忙しい時間帯は訪問しないようにしている。
　　報道機関を訪問するため，事務室にいる時間は短
くなる。これについては専門職員という立場にある
者が不在となる時間が長くなることは好ましいこと
でないと一部職員からの批判があった。しかし，所
長，庶務課長（平成16年４月より事業企画課長），
事業課長（平成16年４月より事業推進課長）の理解
があり，報道機関との関係強化が可能となった。
　　筆者は，近隣の伊那市役所と諏訪市役所内にある
記者室をほとんど利用していない。これら記者室に
は，報道各社のメールボックスがあり，取材を依頼
する多くの人たちが資料を置いていく。しかし，記
者室には，高遠町を担当している記者が常駐してい
るわけではない。したがって，当該の事業について
記者に関心をもってもらうためには，局長や支社長，
担当記者に直接会って交渉している。
　　ＮＨＫ長野放送局では，ＮＨＫの番組内で事業の
告知を希望する団体の担当者が出席する「お知らせ
委員会」を開催しており，この委員会を利用したこ
ともある。
⒁　素材になるためには，方法のユニークさ，規模の
大きさ，情報提供のタイミングのよさ，地域社会と
の連動による公共性などの要素が一般的に必要とさ
れている（木村幸男・城　義紀　1993：12）
⒂　会場が少年自然の家から離れる場合には会場まで
の地図もあわせて送る。
⒃　主催事業の場合，報道機関用の配付資料は，参加
者への配付資料を活用し，これに記者が必要とする
情報を適宜追加してつくっているが，内容によって
は新たにつくることもある。この資料に，次回の主
催事業や特別企画事業の案内も入れて，これらの取
材依頼もあわせておこなう。参加者に配付する資料
は，主催事業の主担当者が作成しているが，報道機
関が必要とする情報を追加するのは広報担当者であ
る。
⒄　広告ではなく記事としてとりあげてもらう場合，
ニュース素材の取捨選択および記事としてのとりあ
げ方の責任は報道機関自身にある（城　義紀　「パブ
リシティーの実施」『マスコミと広報』　名和太郎・
木村幸男（編著）　監修 (財 )経済広報センター　日

本経済新聞社　1993　pp.29）
⒅　この方法を嫌がる記者もいるので注意が必要であ
る。
　　平成16年６月28日から７月２日まで実施した主催
事業「信州高遠生活学校」について，河合隼雄文化
庁長官が平成16年７月19日の中日新聞（朝刊14面）
で言及された。このように後日，第三者が事業につ
いて言及することもある。
⒆　このとき，あわせて次年度の主催事業計画を発表
する。このことが新聞の記事になることもある。ま
た，この場で記者から，事業に関する新たな提案が
出ることもある。
⒇　平成13年度以前は，情報発信の媒体として文教速
報と文教ニュースをほとんど活用していなかった。
平成14年度以降は，文部科学省，独立行政法人国立
少年自然の家本部，その他関係機関への情報発信の
媒体として文教速報と文教ニュースを活用している。
21　平成13年度，職員が自らの施設に愛着をもつよう
に，全職員が少年自然の家の好きなところ10個あげ
ようとの森田所長からの提案からはじまり，十景十
感に発展した。正式名称は，国立信州高遠少年自然
の家十景十感である。
22　調査研究と評価に関する情報発信の最も有効な手
段はホームページであると述べられている（平野吉
直　「調査研究と評価」『青少年教育施設職員の手引』
　独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合セ
ンター　2003　pp.103-104）。
23　社内の体制がしっかりしていないと対外的な広報
も推進できない。社内広報の重要性については堀
（1985：43-50）も述べている。


