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１．ヒアリング調査結果
１．１ ヒアリング調査の概要

本調査の調査票の作成にあたっては、事前に公立・民間の青少年教育施設（５施設）へのヒアリング

調査を行った。各施設へのヒアリング調査の結果は、調査票を作成するための基礎資料であるととも

に、公立・民間施設におけるケース・スタディとしての意味もあると考えられるため、以下にヒアリン

グ調査の結果資料を掲載する。

１．１．１ 調査対象の選定

ヒアリング調査では、以前に国立青少年教育振興機構が実施した調査結果の中から、以下の条件を満

たす施設を抽出し、設置主体・運営形態・施設種別等を考慮して、５施設を対象とした。

※ヒアリング調査対象施設を抽出した条件

・宿泊機能を有している

・指導系職員が配置されている（民間施設は職員配置のみ）

・ボランティアが活動している

・利用者への助言・協力を行っている

・利用者への指導を行っている

・主催事業を行っている

・他機関と連携した事業を行っている

１．１．２ 調査日程

以下の日程でヒアリング調査を実施した。

�２００７年１０月１９日（金）１０：００～１２：００ Ａ県立少年自然の家

�２００７年１０月１９日（金）１５：００～１７：００ Ｂ県立青年の家

�２００７年１０月３１日（水）１５：００～１７：００ Ｃ青少年教育施設（民間施設）

�２００７年１１月１日（木）１４：００～１６：００ Ｄ市立少年自然の家

�２００７年１１月２日（金）１０：００～１２：００ Ｅ市立青年の家

※なお、ヒアリング調査を行う前に、調査の前提となる情報を収集するための「ヒアリング事前

アンケート」を送付・回収した。

１．１．３ ヒアリング調査内容

ヒアリング調査では、以下の６点を中心に、事業運営の現状および課題について質問した。

・主催事業について

・受入事業について

・施設の人的側面について

・情報の発信・利用について

・他の機関との連携・協力について

・施設運営上の課題について
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運 営 教育委員会所管・直営（ただし１７年度まで管理委託、２０年度から指定管理）

設 置 年 平成５（１９９３）年

立 地 周囲に公園、住宅地の近くに立地

設 備 宿泊定員３００名 プラネタリウムがある

職員体制 常勤所長１名、指導系７名（非常勤３名）、その他の職員５名

主催事業 日帰り型２０本 宿泊型６本（１８年度）

受入事業 日帰り３６３団体（うち学校９５団体） 宿泊４３２団体（うち学校７０団体）

調査日時 平成１９年１０月１９日（金）１０：００～１２：００（指導室長・庶務課長）

１．２ 施設ごとのヒアリング調査結果

１．２．１ Ａ県立少年自然の家

◇施設の概要について

・１９９３年１月に、県内の施設整備の年次計画に沿って設立された。

・設立当初から財団に委託されていたが平成１８年度からは直営となった。

・平成１６年３月に県教委より「県立青少年教育施設の再整備に係る指針」が出され、１６年度から１９年度

までで県内４施設が廃止された。

・平成２０年度から県内５カ所の青少年教育施設が同時に指定管理者制度を導入することが決まった。

◇主催事業について

・主催事業は、施設独自の事業と、県教委から委託される「週末ふれあい推進事業」の予算に基づく事

業がある。年々事業費が減額されているが、県教委からの予算だけは維持されている。

・事業費は、「地域ふれあい推進事業」をのぞくと年間で１００万円以下となっている。

・長期の宿泊事業は、単館では無理なので行っていない。

・国立施設の報告書は、目は通しているが、特色が合わないものが多い。条件が大きく違うため、取り

入れられるものは少ない。そのまま使えるプログラム内容や、具体的な資料だと参考になると思う。

（連携・協力）

・専門的な内容のプログラム（セミの羽化やホタルの観察）では、博物館と共催して、学芸員と連携し

ながら、先方のプログラムを使用した。

・他機関と連携し、他施設で事業を実施することで、実施時の人手不足を解消できるというメリットも

ある。

・連携については、両方の施設にとってメリットがないと続かない。片方が一方的にお願いするという

形ではなくて、両方にメリットがある形にすることが重要だと思う。

・職員の任期が短いため、異動によって、連携が途切れてしまいやすい。

◇受入事業について

・利用者は近年減少している。原因としては、学校団体の児童数の減少が大きいと考えられる。

・利用者数に比べて活動場所が少ないので、小さな団体が体育館などを予約すると、他の団体が施設を

利用するメリットがなくなってしまう。そのため、宿泊者数を増やしようがない部分もある。

・県の通学合宿事業の受け入れは行っている。
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運 営 教育委員会所管・指定管理者制度（財団法人が運営）

設 置 年 昭和４３（１９６８）年

立 地 国定公園内 住宅地から急勾配を上った標高１８０mの森の中

設 備 宿泊定員２００名

職員体制 常勤所長１名、指導系４名、その他の職員１２名（※財団以外の職員３名）

主催事業 日帰り型１５本 宿泊型１０本（１８年度）

受入事業 日帰り１３９団体（うち学校１５団体） 宿泊２８０団体（うち学校７５団体）

調査日時 平成１９年１０月１９日（金）１５：００～１７：００（教育課長）

・以前は宿泊料をとっていなかったが、財政的な理由により平成１０年から１８歳以上の宿泊者から、平成

１８年以降は１８歳未満の子どもから料金をとることになった。

・近年の人的な問題から直接指導が減っている。

◇施設の人的側面について

（職員体制）

・指導系職員は、社会教育主事の資格を持った学校教員が務めている。以前は、異動が決まってから主

事講習を受けさせることもあったが、ここ数年は県から教員に主事講習を受けさせることがなくなっ

たため、有資格者の中だけでまわすようになっている。

・以前は清掃やリネン、施設のメンテナンスの全て業務委託をしていたが、予算的な問題で困難になっ

た。現在は、清掃や植木の管理も職員が行っている。

・指導系職員が、施設の環境整備も、宿泊事業の対応も全て行うようになり、役割が限定されていない

状態で企画を分担しているため、一人一人の負担も非常に大きくなっている。

・指導系職員だけで、企画立案は何とかできるものの、事業の実施は困難な状況である。

・以前は、指導系職員に事業の質を高める取り組みができる余裕があったが、現在は困難になってし

まった。（以前は教材開発や研究活動も行っていた）

（職員研修）

・県内の指導系全職員が集まる研修がある（１泊２日）。企画は施設ごとの持ち回りだが、内容は受け

入れ事業の方法などについての情報交換が中心である。

・県の職員研修や、国立教育政策研究所社会教育実践研究センターの研修など、予算の範囲内で外部の

研修に参加することもあるが、人手不足や予算の問題もあり近年はあまり参加できていない。

・自施設で行う研修はボランティアと合同で行っている。

１．２．２ Ｂ県立青年の家

◇施設の概要について

・駅からの交通の便が悪く、公共バスも１日数本のみ。マイクロバスで駅までの送迎も行っている。

・昭和４５（１９７０）年以降、財団による管理委託となり、平成１８年度から指定管理に移行した。

・指定管理者制度を導入後、予算的な制約が強まっている。

・文化財の調査など、財団が持っている専門性を活かした事業を展開し、人気を博している。
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◇主催事業について

・主催事業以外に、県教委の予算による「エンジョイサタデー」を実施している。

・「ヤングボランティアセミナー」は県内の各施設で３本ずつ事業を実施することになっている。

・県からは「エンジョイサタデー」を１２本以上、提案事業を１０本以上実施するように言われている。

（企画・立案・広報）

・事業後のアンケートで希望のあったものの中から、実施可能なものを選ぶことが多いが、主事の専門

の分野を生かせるような事業を考えている。また、国や県の施策（時代のニーズ）も参考にしている。

・指定管理になり、予算が削減された結果、人が集まりやすく、お金がかからない事業が増えた。特に

食物を使った事業が多い。学習を行う事業は人が集まらないので、事業数が減っている。

・事業では、多くの場合主事が直接指導をしている。外部講師はほとんど呼ばない。

・講師を呼ぶ場合は、県の講師一覧を参考にしたり、行事などで知り合った人に声をかけることが多

い。データベース等は、その人の人柄や話す内容もわからないので、ほとんど使用しない。

・国立の報告書は見ている。手軽にできそうなものを実施することはある。

・施設協議会での事例報告は具体的で参考になる。しかし近年は予算がなく、あまり参加できない。

・国立の事業を参考にして、小学生の宿泊事業を行ったことがある。現在も人気のプログラムである。

・企画立案に関する情報は多いが、文章と写真だけではプロセスがわかりにくい。活用しやすいのは、

職員が実際に体験したプログラムや映像のついた報告書等である。

・県内の小中学校には、教育事務所経由で全学校に配布できる（学校ごとに配り方はまちまち）が、近

年では口コミ、インターネット、新聞（１４社）なども多い。

・定員が埋まってしまう事業が多く、最近では広報を控えている。

（連携・協力）

・県内の施設連絡協議会（市町村立も入っている）での情報交換が連携のきっかけになることが多いが、

近年は実施する時間も取れない。

・連携のメリットは、相手の施設の専門分野を利用できることだと思う。

・地域の自然アドバイザーやレクリエーション協会のインストラクターが企画から参加する事業もある。

・近隣の「ふれあいの里」と、受け入れ団体への紹介、共同での事業実施、環境整備等で連携している。

◇受入事業について

・近年、利用者（団体）がかなり増えており、閑散期もない状況となっている。東京や埼玉の施設縮小

の影響もありそうだが、口コミで増えている面も大きい。学校団体も、それ以外の団体も増えている。

・定員が２００名しかないため、今は広報も控えているほどの状況。

・土浦市が市内の８つの中学校の１年生全員に４泊５日の通学合宿を行っている。

・学校利用の際も、職員が直接指導することが多い。

・外部講師については、予算なしでも来てくれる人しか呼べない。

◇施設の人的側面について

・指導系の職員はすべて県教委からの派遣で、自分で社会教育主事の資格を取った人の中から異動。

・食堂も含め、いっさいの業務委託を行っておらず、すべて職員で行っている。

・それぞれの主事が８本ずつ主催事業をかかえている状態で、負担はかなり大きい。

・指定管理者制度導入後、庶務の職員が１人になってしまい、事務の負担が非常に大きくなっている。
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運 営 財団法人による直営

設 置 年 昭和３６（１９５１）年

立 地 国立公園内に位置し、都市部からのアクセスも良い。

設 備 宿泊定員２１２名（＋キャンプ場１００名）

職員体制 常勤所長１名、指導系４名、その他の職員３名

主催事業 日帰り型［不明］本 宿泊型１５本（１８年度）

受入事業 日帰り［不明］団体 宿泊［不明］団体

調査日時 平成１９年１０月３１日（金）１５：００～１７：００（副所長）

・任期はほぼ３年である。

・指定管理者制度によって給与額を下げるため、指導系職員になる教員が若年化している。

・施設ボランティアの活動は、盛んでなくなっている。養成講座の修了者は高校を卒業すると大学生に

なってしまうため、施設ボランティアになる者は少ない。

（職員研修）

・利用団体が少ない時期に、年間計画の中で施設の研修を企画している。人権問題などの話し合いが中

心で、講師を呼ぶことはない。プログラムや指導方法について、扱ったこともある。財団職員が管理

施設を異動するので、他施設で行っていたプログラムを導入できる面もある。

・県内の施設連絡協議会共催の研修を行っており、毎年、機関誌を作成している。

・県教委の生涯学習課が行う講習や、国社研・国立施設の研修もあるが、人手不足のためなかなか参加

できない。最近は予算的な問題も大きい。特に１泊か日帰りの研修であればまだ可能性もあるが、２

泊３日の研修への参加は難しい。

・以前は国立の施設が実施する研修にも参加していたが、近年は参加できていない。出前の職員研修が

あればよいのではないか。

◇施設運営上の課題について

・人と予算によって、多くのことが制限されてしまう。

・料金がすべて条例で決まっているため、すぐに上げることはできない。利用者が増えるほど、赤字に

なる。

・全館暖房のため無駄が多いなど、設備の問題もある。

・指定管理者になって、結果的に施設で使える管理費は上がった（管理委託の時は県が全て行っていた

が、裁量が施設に移ったため）。また、高額のものは県に請求することも可能になった。

１．２．３ Ｃ青少年教育施設（財団法人設置）

◇施設の概要について

・近隣の宿泊施設がネットワークを作り、事業や利用者数などの情報交換を行ったり、自然や安全を守

るための活動を行っている。地域の小学校の児童向けの事業や環境作りも行っている。

・今年は様々な機関との連携を模索し、各機関に施設を知ってもらうために関係づくりに注力している。

・施設の運営協議会もあるが事業運営への影響力はあまり大きくない。財団全体の運営協議会もある。
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◇主催事業について

・今年から主催事業を大幅に増やした。具体的には、小学生対象の月１のプログラムや、家族や親子プ

ログラム、中高年対象の事業などを新たに始めた。全て学生ボランティアが指導に関わっている。

・財団設置の施設の低い認知度を高めていくため、主催事業を通して、地域に売り込んでいく必要があ

る。将来的には年間３０本くらいの事業が必要だと考える。背景には、公益法人の改革などもあり、財団

全体の認知度を高めることが重視されるようになったことがある。また各支部の事業の受入だけでは

なく、施設自らが主催事業を通して利用者を拡大していく努力が必要だと言われるようになった。

・幼稚園や学校団体が来た時の教員の指導が、企画力や指導力に乏しかったことや、他ではあまり教員

を対象とした研修は実施されていなかったため、教員対象の指導者養成プログラムを今年度から開始

した。基本的に対象は教員に限定しているが、教員を目指す学生には門戸を開いている。

（企画・立案・実施）

・事業計画のテーマは環境、体験、衣食住の３つが中心であり、さらに、安心・安全もキーワードにな

る。文科省のものは参考になり、地域の地理・歴史を踏まえた事業を展開できるよう試みている。

・企画・立案は基本的に施設の裁量で決めている。

・広報に関しては市町村に後援申請をして、各小中学校に広報をしてもらっている。また、近隣の生涯

学習施設や区報、新聞にも掲載している。申込者がどの広報を見たかを調べている。

（連携・協力）

・財団が運営に関わる施設が年に１度集まって、次年度の事業計画を報告する会議を行っている。事業

の情報交換だけでなく、人手が足りない時の応援を頼むこともある。ただし、共催の事業はない。

◇受入事業について

・３～５月には、企業の新人研修や、中学校や高校の新入生のためのオリエンテーション、仲間づくり

などの受け入れが多い。学校の利用はオリエンテーションが目的なので、短期利用が中心である。県

の学校が実施している自然学校は使用施設が決まっており、本施設の利用はない。６～８月は幼稚園

のお泊まり保育（私立）が多く、７、８月は財団の事業の受入と、学習塾、教会学校の利用が多い。

秋以降は、合唱団やオーケストラの利用が多い。

・家族や個人利用も受け入れている。宿泊のみで利用する人には研修施設であることを伝えてはいる。

・以前は団体を中心に受け入れていたが、近年になって家族や個人も同様に受け入れるようになった。

・団体の希望によって仲間づくりのプログラムを職員が提供することもある。学校利用の際には企画か

ら協力することもある。直接指導をする場合も、次回からは教員が自ら指導できるように配慮している。

・教員が自分でプログラムを作成することができるようにするため、ホームページに利用プログラム案

を載せている。

・ボランティアリーダーが受入団体への支援も行っている。

◇施設の人的側面について

・所長、副所長、その他２名は財団の総合職の職員である。その他、指導職と呼ばれる契約職員が１名

おり、ボランティアOBなどの専門性の高い人が入っている。以上の５人が指導系という扱いである。

・指導系職員以外では、保守点検が１名、厨房が２名、それぞれ、嘱託の専門職員のような扱いとなっ

ている。

・総合職は財団の中の全ての部署に異動する可能性がある。異動の期間は決まっていない。
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運 営 教育委員会所管・指定管理者制度（株式会社が運営）

設 置 年 昭和５７（１９８２）年

立 地 住宅地に近接 海岸まで歩いて５分ほど 遠浅の海水浴場もある

設 備 宿泊定員２３０名

職員体制 常勤所長１名、指導系６名（非常勤３名）、その他の職員２名（非常勤１名）

主催事業 日帰り型７本 宿泊型１０本（１８年度）

受入事業 日帰り６７４団体（うち学校９団体） 宿泊１５５団体（うち学校５０団体）

調査日時 平成１９年１１月１日（木）１４：００～１６：００（所長）

・職員（総合職）になる人は、教育系の大学の出身者が多い。またおよそ３人に１人はボランティアの

OBである。彼らは４年間のボランティア活動の中で、財団の内部のことをかなり把握している。財

団としてもボランティアOBを職員にすることはメリットであり、独自の職員養成システムと言える。

（職員研修）

・年に１度、財団が管理する施設が共同で研修を行っている。

・自施設で行う研修は衛生管理、接遇などで、それ以外には施設内で行えるプログラムの方法をお互い

に見て、職員同士が確認し、お互いに高め合っていけるようにしている。

・財団全体の安全研修（年２回）や、近隣地域での安全研修もある。

・新しいプログラム（ツリークライミング）の導入のため、講師を呼んで研修を受けたこともある。

・財団の内部の研修については、基本的に対象者全員が出席している。

・外部の研修については、自分で休みをとって参加している職員もいる。

・国立施設の研修に参加したこともあるが、どちらかというと人脈・ネットワークづくりのためという

位置付けだった。その際は、事例報告も含めて、どこでも得られるような情報が多かった。

・取り上げて欲しい研修のテーマは、仲間づくりの方法の再検討やキャンプ場の食事のあり方などであ

る。

・外部講師は、地元のボランティア講師が中心だが、それ以外に、地域の自然保護センターのガイドたち

のネットワークがあり、そこに関係する研究者などのリストがあるので、それを利用することもある。

・外部講師に関しては、近隣に大学・研究機関が多くあり、講師の候補には困らない。

（施設ボランティア）

・学生リーダーが中心で、OBの社会人もいる。専門性を持っているボランティアもおり、それをいか

した支援・指導も行っている。また、中高年の森林ボランティアもいる。

・リーダーは、財団の協力会員になってもらい施設の全事業に関わるほか、施設整備も行う。

・高校生のボランティア体験という事業も行ったが、人が集まらなかった。高校生にボランティアをさ

せるのは、大学生になってから施設ボランティアになって欲しいという面もあるためである。

◇情報の発信・利用について

・事業の報告は、財団内の出版物に載せたり、職員が関連学会で発表することもある。

・国立の報告書は見るが、冊子やCDはその時しか見ない。事業後にすぐ発信することが重要だと思う。

１．２．４ Ｄ市立少年自然の家
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◇施設の概要について

・平成１８年度まで教育委員会による直営で１９年度より、指定管理者制度に移行した。

・２月から引き継ぎが始まり、３月は指定管理団体職員と教育委員会の職員が共同で勤務したが、いざ

始まると細かい部分で分からない点が多かった。

・昨年までは月曜日が休館日であったが、今年度からは５月～８月までは休館日をなしにした。

・昨年度までは、年間１億円の予算だったが、年間の指定管理料は約８，０００万円となっている（会社か

らは１，０００万円を残すように言われている）。今年はとにかく人件費を削ることに注力した。

・毎月、１ケ月の活動報告として費用や修繕も含めて、施設運営の全てを教育委員会に報告している。

・評価の指標は利用者数と利用料収入であり、今年は、９月で市が予測していた年間の利用料収入を上

回った。

◇主催事業について

・今年度は基本的に従来の事業を継続して欲しいと教育委員会から言われており、指定管理者としても

良い面は引き継ぎたいので踏襲している。来年度以降はこちらの裁量で実施できるが、文化系の事業

は残して欲しいという希望を伝えられている。（ただ、参加者が少ないので、現在は廃止の方向で考

えている）

・新規事業については、海に近い立地を活かした事業を増やして欲しいと教育委員会から言われている。

・４月以降、新規に４つの事業を計画した。企画のための情報収集はほとんどできなかった。

・ヨットの事業に関しては、地元のヨットクラブの協力を得て、事業を実施している。

・カヌー等の海のプログラムは定員の倍くらいの応募が続いている。

・少年団体の指導者養成事業は、地域の子ども会の指導者（女性中心）を集めて、施設ボランティアが

キャンプファイアの方法などを指導するというものだが、なんとか定員を満たしている程度である。

（企画・立案・評価）

・県全体の学校の長期宿泊体験の施設に指定されていないため、実験的に新規で長期のサマーキャンプ

を企画した。プログラムの立案の際には、指定管理者の持っているノウハウも使用した。

・新規事業の一部は、スケジュール的に困難だと判断したものもあり、全ては実施できなかった。

・国立施設が実施する海のプログラムはよく参考にしている。経費は考えずに参考にできるものは参考

にするよう指示している。内陸の国立施設からも資料が来るが、条件が違い過ぎて、参考にならない。

・指定管理期間（３年）の終了後、再入札があり、期間中の成果などを報告することになる。

（連携・協力）

・市からの委託事業として、他の市との交流事業を行っている。

・海の事業の多くは以前から施設と関係のある地域の漁協や講師等に協力してもらっている。

・連絡協議会等で、施設間のつながりも作られつつあるが、連携はまだ進んでいない。

・外部講師からは、専門的な知識・技術を得られることが大きい。デメリットは特に考えていない。

・市教育委員会に講師を仲介してもらうなど、協力的な関係を築けている。

◇受入事業について

・休館日をなくした分、利用者は若干増えている。近年利用者数は増えているが、宿泊者は減った。

・１０～１１月は、土日だけしか利用者がない状況である。

・厨房が１５食以上しか作らないことになっているため、昨年までは１５人以下の団体は受け入れられな
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かった。今年度から、１５人以上の団体がすでにいれば、家族や個人の利用を認めるようになった。

・宿泊期間は２泊３日以下となっているが、所長の判断で受け入れる場合もある。

・５月から６月にかけて、市内の２８の小学校の４年生が野外活動で１泊２日で利用する。

・指導者がいない場合などは、ボランティアが工作やキャンプファイアを手伝うこともある。

◇施設の人的側面について

・職員は全員が指定管理者の職員である。

・常勤の指導系職員は、１人は指定管理者のレクリエーションリーダーのOB、１人は施設ボランティ

アのOB、もう１人は現地で公募した職員である。庶務は、所長（指導系も兼ねる）と旧アルバイト

のOBの方である。

・指導系職員のうち非常勤３人は嘱託の地元ヨットクラブのメンバーで、交代で勤務してもらっている。

・指定管理制度導入以前から施設に関わる者が２人がいることで、地理感覚も含めて引き継ぎがスムー

スになった。

・３年後に再指定を受けられるかは分からないが、最低３期は続けたいと考えている。

・職員は全て１年契約で基本的に異動はない。指定管理施設が増えれば管理施設間の異動はありえる。

・他の指定管理施設を増やすことで、再契約できなかったときのリスクの軽減を考えている。

・リネンや清掃、厨房等は業務委託しているが、委託先との契約はすべて業者と指定管理者間の契約に

なっている。業者決定の際は入札も不要で自由に決めてよい。現在は去年までの業者を継続している。

・指定管理者になるにあたって、去年までのボランティアに再登録してもらった。

（職員研修）

・職員研修としては、漁協に出向いて活動の方法を教えてもらっている。

・施設内では閑散期に、ボランティアの研修もかねてキャンプファイアの方法等の研修を行っている。

・他の施設の指導者養成事業に、職員やボランティアを派遣している。

・職員は基本的なスキルを持っているので、ボランティアの研修に注力したい。

・職員に関しては、夏まで研修を受ける時間は全くなかった。

◇施設運営上の課題について

・近所から夜にクレームが来ることがあり、今後は地域の方との会合を定期的に開く予定である。

・昨年までの収支の明細がなく、経費の使い方の目安がない。

・給与などの増減は、制度上は施設の裁量でできるが、会社側が認めていない。

・すでに２施設の指定管理施設をもっていたことで、管理のスタートがスムースだった。

・国立施設には、情報を様々な形で積極的に公開してほしいと思う。可能な限り取り入れたい。

・他の指定管理施設（２施設）との情報交換は十分にできていない。年に１度会う機会を設けている。

・所長自身が、以前の業務で国立施設をよく使用していたため、施設運営のイメージは持ちやすかった。
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運 営 市長部局所管（１７年度まで教委所管）・直営

設 置 年 昭和５８（１９８３）年

立 地 住宅地に近接、周囲に自然環境あり簡単な野外体験が可能

設 備 宿泊定員１２０名

職員体制 常勤所長１名、指導系３名（非常勤２名）、その他の職員５名

主催事業 日帰り型１９本 宿泊型５本（１８年度）

受入事業 日帰り［不明］団体 宿泊３８４団体（うち学校７団体）

調査日時 平成１９年１１月２日（金）１０：００～１２：００（所長、社会教育主事）

１．２．５ Ｅ市立青年の家

◇施設の概要について

・当初は勤労青年のためのつどいの場という意味が強かったが、少子化や体験不足という課題を受け

て、主たる対象が青年層から子どもの支援に移ってきた。

・昨年度に「子ども青少年局」が設置されて教育委員会から移管された。特に青年の自立支援、社会参

加に取り組む部署であるため、施設の目的も変わった。移管に伴い、市内の３つの都市型青年の家が

廃館になった。

・民間委託、指定管理者制度も見直しの中で避けて通れない。今後、話が進んでいくこともあり得る。

◇主催事業について

・年間の講座は前期と後期にそれぞれ３つの講座があり、対象は小中学生である。それ以外に単発の事

業を月１回行っており、小中学生が中心ではあるが、地域の様々な方の交流を目的としている。

・事業は全て定員を満たしている。

（企画・立案・評価）

・事業の計画については立地と設備を活かした、自然体験、宿泊体験を重視している。

・基本的な対象は少年だが、少年支援の文脈で、青年のユースサポーターを受け入れている。

・教育委員会から、事業に関する指導はなく、基本的に施設の裁量で計画している。

・所管部局の事業を、施設で行うことはあるが、教育委員会や部局の事業を代わりに実施することはない。

・個別の事業の企画は、基本的に全て社会教育主事が行うが、事務主事とも作業分担を行っている。

・企画・立案の流れは�施設内の打ち合わせ、�市内の全ての社会教育主事のネットワークで調整、�

所管部局の確認、�青年の家運営審議会（年に２回）の審議という流れである。

・運営審議会で企画内容が変わることはないが、意見は次年度に反映できるようにしている。

・運営審議会は開所時から設置されてきたが、都市型３館の廃館で、当施設だけのものとなっている。

・事業計画の際には、子どもにとって興味関心があり、参加者に多く参加してもらえるものを考えている。

・国立施設からの報告書もできるだけ参考にしたいと思っている。（事業でIKRを使った調査を行った）

・外部講師は地域の方に依頼するか他施設の社会教育主事からの紹介が多い。講師データベース等はな

い。

・主催事業では職員が直接指導することは少なく、ほとんどが外部講師による指導となっている。

・施設の連携としては、近所の老人ホーム等でボランティア体験などを企画している。

・行政評価の中に施設運営の評価もあるが、事業等の評価は、基本的に運営審議会で行われている。
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・キャンプで行ったIKR調査は、調査票がそのまま使用できた。よい結果が出てよかった。

・今後の事業全体の方向性としては、事業数をできるだけ増やしていきたいと思っている。利用者数を

増やすこともあるが、それだけではなく、必要な対応として実施したいと考える。

・予算も減額されており、事業費は年間２００万円で、事業の参加費は実費以外はほとんど徴収しない。

（連携・協力）

・都市型の施設があったときには、共催事業などがあった。

・市内の生涯学習センター２館、他の青少年施設と共に、４施設での共催の事業がある。各施設が５月

から関連講座を、合同で募集をして、キャンプを行っている。各館の社会教育主事が合同で企画をし

ているが、経費等は青年の家が負担している。ボランティアも多く参加している。

・広報はHPと市の関連冊子、ポスターの他、区内の小学校の対象者全員にチラシを配っている。小学

校へのチラシが有効。部局への移管後、学校との連携が弱まることのないように配慮している。

・他施設と連携することで、事業を区外の市全域に広げることができる。しかし、社会教育主事の間の

企画の調整や、ボランティアも含めた打ち合わせが上手くいかないという課題もある。

◇受入事業について

・利用者は１０年くらい増加傾向だが、キャパシティの問題もあり、ここ数年は頭打ちの状況である。

・小さい団体によって、設備が埋まってしまうと、宿泊者数が伸びない面もある。

・利用者の増加は、誰でも利用できることが認知されてきた結果だと思っている。

・ホテルのように、宿泊だけで利用することもできる。市外の利用者でも料金体系も変わらない。

・市内の小中学校には学校教育専用の野外教育施設があるので、学校教育の中で使用されることはない。

・子育て支援の中で、宿泊事業を重点化しており、小中学生については利用料を徴収しなくなった。

・利用団体への支援は基本的に間接指導で、オリエンテーションは職員が行っている。指導の希望があ

れば、ボランティアを紹介することはあるが、職員が直接プログラム指導をすることはほとんどない。

◇施設の人的側面について

・非常勤の指導系職員として教員OBを嘱託で雇用しているが、企画そのものを担当することはない。

・社会教育主事は教育委員会の所属で、有資格の学校教員による人事である。（主事講習受講の募集が

ある）

・異動の期間は決まっておらず、様々である。

・宿直の委託化等で職員は減員されており、負担は大きくなっている。清掃、厨房等も全て業務委託し

ている。

・施設ボランティアは２０～３０名で、多くは社会人や学生で、事業当日の活動が中心である。若干減少傾

向である。

（職員研修）

・社会教育主事は、施設協議会や国立施設の研修に参加することもあるが、それ以外は市全体の職員研

修のみである。

・協議会の研修で他施設の事例発表は参考になった。社会教育の現場に来たばかりで、どんなことがで

きるのか、という知識やイメージが持てないので、視野が広がるような研修が参考になる。

・国立施設に期待する研修はあまりイメージにない。
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◇施設運営上の課題について

・他都市でも「青年の家」が減っている中、施設協議会は限られた情報収集の場として有用だが、青年

の課題の捉え方が総花的で幅広すぎる印象がある。また都市型かつ自然型という立地条件もあり、直

接参考になるものが少ない。協議会では、自然体験に関する事業ばかりが扱われる傾向があるが、自

然体験以外の青少年育成もあると考えられ、都市型施設にできることについても議論が必要である。

・県内の青少年教育施設の連絡協議会もある。

１．３ ヒアリング調査結果のまとめ

１．３．１ 主催事業について

（事業の概要）

○いずれの施設においても、事業費は縮小傾向にある。

○事業費が縮小傾向にある一方で、事業数を増やそうとしている施設も少なくない。

○対象を青少年に限定しない事業が数多く実施されている。親子プログラムや、家族プログラムと

いう形態だけでなく、一般向けの事業も多く見られた。

○事業内容としては、イベント的な事業が多く見られる一方、現代的な課題への対応など、学習的

な側面に重点をおいた事業はあまり見られない。学習的な側面に重点をおいた事業では、定員が

ほとんど埋まらないという指摘もあった。

○いずれの施設も人気のある事業が多く、募集開始後すぐに定員が埋まるものも多い。

→「参加者を集めるための主催事業」という側面が重視されてきている。

→青少年の課題に直接取り組むような事業はあまり見られない。

（企画・立案・評価）

○事業の企画・立案の際には、基本的にどこの施設も、基本的には施設の裁量で事業を決定できる

ようであった。

→各施設に事業の企画・立案に関する専門性が今もなお求められる状況であると言える。

→一方で、教育委員会から施設の事業への指導があまり行われていないことも確認できる。

○企画・立案の際に重点が置かれているのは、「施設の立地条件を活かす」がどこの施設でも最初

に挙がってくる。また、「参加者ができるだけ多くなること」も重視されている。

→各施設が、施設の独自性・存在意義をアピールしなければならない状況と考えることもでき

る。事業の企画においても参加者数が重要な要素となっていることが窺える。

○他機関のプログラムを参考にした事業や、今後参考にしたいことなどについては、個別の活動プ

ログラムのみがイメージされている。

→事業の企画・立案において、「何をするか」のみに重点が置かれ、事業の質を高めていくた

めの学習内容や学習方法など、「どのように」事業を組み立てるかといった点があまり重視

されていない傾向があると思われる。

（連携・協力）

○主催事業については、他施設・機関と連携した事業を行っている施設が多く見られる。
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○また、地域の指導者や各団体と連携している施設も多い。

→専門性のある地域団体のメンバーを嘱託職員として採用している例も見られる。

○連携・協力のメリットとしては、以下の各点が見られた。

・専門性の足りない部分を補完することができる。

・主催事業の実施時などに、人手不足を解消できる。

・他の生涯学習関連施設も含めた共催事業の中心となることで、施設単体では対象となりにく

い遠方の地域の青少年も事業の対象とすることができる。

○施設間の連携や地域の人的資源については、職員個人を介してつながっている部分が大きいた

め、異動によって連携が途切れてしまう危険性もある。

→指定管理者制度の導入時においても同様のことが指摘できる。

（その他）

○期待される主催事業の運営に対して、職員の体制が不充分な状況も見られた。指導系職員の負担

が非常に大きくなっている様子が見られる。特に、企画・立案はできるが、事業の実施において

の人手が不足する、という施設もあった。

→そのための主催事業の連携、という側面もある。

○県立施設では、県教育委員会主導の事業が予算化され、それを各施設の裁量で事業化する、とい

うスタイルが見られた（特に学校週５日制対応事業において）。

○指導者養成プログラムは、あまり行われていない。

１．３．２ 受入事業について

○受入利用者の近年の動向は、施設ごとにばらつきが見られる。とはいえ、利用者数が施設運営を

見る指標として非常に重視されている状況は共通して確認できる。

○施設の設備上、受入をこれ以上増やせないというところも少なくない。

○学校団体の利用については、自治体ごとの学校教育の方針や、学校教育専用の宿泊施設を持って

いるかどうかによっても施設ごとに異なっている。

○学校利用がある施設では、児童数の減少が、受入人数の縮小につながっているという指摘もあっ

た。

○受入団体への支援における職員やボランティアの関わりについては、各施設で状況が異なってい

る。

○職員の減員によって、近年直接指導をする機会が減っているという施設も見られた。

→受入事業についての実態は、施設ごとにかなり状況が異なることが予想される。

１．３．３ 施設の人的側面について

（職員体制）

○どの施設においても、近年職員数は減少傾向にある。

○人件費の削減のため、職員の若年化という傾向が見られる施設が多い。

→指定管理施設では特にその傾向が強いと考えられる。

１３５



→教員経験を積み重ねた指導者が指導系職員になる人事スタイルが変化している。

→学校教員の場合、管理職へのステップとしての社会教育職員という位置づけも変化している。

→指導系職員の経験値が低下する危険性が考えられる。

○多くの施設で、指導系職員は社会教育主事資格をもった学校教員が担当しているが（社会教育主

事として発令されていない場合も含めて）、学校教員が主事資格を取得する機会が以前よりも狭

まっている可能性がある。

→結果として、同じ教員が何度も指導系職員になるという状況も見られた。

→人事が広い範囲で回らないことで、指導系職員の専門性が高まる可能性もある。

○財政的な問題から業務委託ができなくなる状況が多く見られた。以前は委託していた業務を職員

が行うことになり、職員の業務の負担が大きくなっていると考えられる。

（職員研修）

○施設内部、あるいは自治体内の職員研修では、指導系職員の専門性に関わる分野の研修はほとん

ど行われていない。

○外部の研修への参加については、人的、予算的な問題から、以前より参加できなくなっている施

設が多い。特に、２泊３日以上は参加の見込みがないという意見もあった。

○国立施設の行っている指導者研修は、参加経験のない職員からは、国立施設に行ってほしいこと

のイメージがない、との意見があり、参加経験のある職員からは、内容的に他とあまり変わらな

かった、という意見が見られた。一方、国立施設の研修のメリットは、参加することで多様な人

的ネットワークを作れること、という意見もあった。

○研修や情報交換という観点からは、全国青少年教育施設協議会の影響力、とくに各支部ごとの

ネットワークが強いことが伺える。また、これらとは別に、近隣の施設と連絡協議会をもってい

る施設も多い。ただ、施設協議会のあり方をめぐっては、近年、発信される情報が自然体験活動

に偏っていることについて、幅広いトピックを取り上げることが必要だという意見が見られた。

（施設ボランティア）

○複数の施設でボランティア（活動）が縮小している状況が見られた。

→人手不足への対応もあり、施設ボランティアの活動支援に熱心な施設もあるが、一方で、施

設ボランティアの活動自体が縮小している施設もある。

→職員不足との関連も考えられる。

○ボランティアと職員が合同で研修を行っている、という施設も複数あった。

→「ボランティアの参加」という面では評価できる取り組みである。

→職員に求められる専門性を考える時、ボランティアと合同の研修のみという状況は、期待さ

れる専門性を身につけるための研修として十分であるのかは議論の余地がある。

１．３．４ 情報の発信・利用について

○国立施設の報告書を見ている施設は多いが、あまり利用できないという意見も多い。

○どのような情報が欲しいか、という質問に対しては、事業で「そのまま使える」情報の提供が期

待されていると考えられる。映像や実際に体験した方がいいという意見もあるが、同じ期待の反
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映であろう。しかし一方で、国立の施設の報告書でなくても、情報はたくさんある、という意見

もあった。

→国立施設としては、インターネット等で簡易にアクセスできる情報との差異化を図っていく

必要がある。また、インターネット等での情報の提供を今後も充実させていく必要があると

考えられる。

→しかし一方で、そのような差異化された情報（事業運営の根幹をなすような専門性の高い情

報）自体に対するニーズがない（少なくとも顕在化していない）という状況もある。

○講師情報については、データベースのようなものもあるが、人柄が分からず、どのような話をし

てもらえるかもイメージしにくいので、あまり活用しないという施設が多かった。実際には、講

師を探す際には、人的なネットワークに依存しているのが現状と考えられる。

１．３．５ 指定管理者制度について

○指定管理者制度の場合でも、一般には利用料が条例で定められているため、施設の状況に合わせ

て柔軟に利用料等を修正していくのは難しい状況である。

○指定管理者制度の導入等によって施設の運営主体が変わる際、運営上の引き継ぎが問題となる。

ボランティアのOBや以前のアルバイトを職員として雇い直す例などが見られ、引き継ぎをス

ムースにする役割を担っている事例が見られる。民間団体では、このようにボランティアから施

設職員になる例が多くあった。

○指定管理者制度により株式会社が運営している施設では、所長以外の職員全員が１年契約であっ

た。

○指定管理期間の終了後、再契約できなかったときのリスクにどう対処するかが重要となるが、そ

のための対策として、複数の施設をまとめて運営するという方向性が模索されている。

○複数の施設の指定管理者となることで生じる、施設間の連携による事業の効率化や、施設間の異

動による職員の資質向上などは、指定管理施設の人的側面を考える上での新たな要素と考えられ

る。

○指定管理者制度も含めて施設運営のあり方については、近年、再編・見直しの動きが各地で見ら

れる。目立った動きのない施設においても、運営形態に関する見直しの動きは始まっている。

１．３．６ その他

○民間団体においても、施設の認知度を高め、評価を高めていく必要性は高まっている。

→利用対象者の拡大など、公立施設と類似した状況を見ることもできる。

→連携や主催事業に関しては、公立より柔軟に対応できる面がある。

（他施設から人手を借りたり、教員研修を目的にした主催事業を行う研修など）
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