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Ⅰ　はじめに

社会教育施設をその一部とする「公の施設」

を管理する主体を多様化する動きが加速度的

に進行している。現在の官業の民間開放の動

向は，企業経営の観点からは，単なるビジネ

スチャンスとしてのみ捉えられる傾向にある。

三菱総合研究所は指定管理者制度の潜在市場

を10兆円としており，『週刊東洋経済』では指

定管理者制度，PFI（Private Finance Initiative:

民間資金による社会資本の整備），構造改革特

区，市場化テスト（官民競争入札）を含めた

官業開放市場を40兆円としている。（1）

さて，「公の施設」の管理の民間開放は，

古くから見られた動向である。1963（昭和38）

年の地方自治法改正において「公の施設」を

公共団体または公共的団体へ管理を委託でき

るとしたこと（管理委託制度の創設）に始ま

り，1991（平成３）年同法改正においては，

地方公共団体の出資比率や人的な関与におい

て一定の要件を満たす第三セクターにも管理

受託を許可してその対象拡大を図った。2003
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（平成15）年同法改正においては，地方公共

団体が指定するものに公の施設の管理を代行

させる指定管理者制度が創設されたが，公の

施設の管理を民間企業が行うことが可能とな

った点において，市場からの大きな注目を浴

びる結果となっているといえよう。（2）独立行

政法人，地方独立行政法人や行政評価の動向

なども踏まえて総括的に述べるならば，行政

機関に成果志向への転換を求めた（それがで

きなければ民間に事業を代行させることにな

るという）施策動向が急速に進展したもので

あるといえよう。（3）

「公の施設」の１つである社会教育施設も，

施設の管理を行政以外の主体に委ねる民間開

放の対象として免れうるものではない。それ

ゆえに，社会教育施設を管理する主体の違い

によってどのような差異が生じるのかを明ら

かにすることで，社会教育施設の管理におけ

る民間開放のあり方を考えることが必要であ

ろう。本論では，青少年教育施設の民間開放

の事例検証を通して，青少年教育施設の存在

意義と行政改革の論理との間に見られるジレ

ンマを指摘する。青少年教育施設は，集団宿

泊訓練やグループ活動などを通じて社会性を

形成する目的を有しており，（行政改革によ

って目指される）施設利用率の向上を目的と

した利用者ニーズへの対応や利用者満足度の

向上に表れるような利便性が許容される施設

であるかどうかについては検討が必要であろ

う。青少年教育施設の目的を損ねることなく，

行政改革の要請にも応えうる方途として，民

間主体による施設経営の協働が求められてい

るのである。

Ⅱ　「公の施設」における経営主体の多様

化に関する論点

１「公の施設」における経営主体の多様化の

論点　

官業の民間開放について，市場からビジネ

スの観点でさまざまな試算がなされているこ

とは先述した通りである。市場がビジネスの

視点（市場原理）から官業の民間開放に注目

することは当然のことであるとしても，行政

はさまざまな政策分野を通してさまざまな社

会的価値を実現する必要があるため，行政が

PFIや指定管理者制度によって民間開放を推

進する際は「地域経済や社会福祉，民間労働

者の雇用環境などに及ぼす影響を多面的に評

価・分析するとともに，マイナスの影響があ

るならば，それを克服するための対策を考え

た上で実施する責務」が課せられているとい

える。（4）

たとえば，「公の施設」の管理を行政主体

以外が担う場合に，どの主体が担うべきかに

ついて，施設の所在地に基盤を置く主体が管

理する場合と，例えば全国規模の大企業のグ

ループ会社が管理する場合とでは，どのよう

な違いがあるのかを考慮することが必要であ

る。公の施設における管理業務の民間開放の

目的は施設経営におけるさまざまな面での効

率化であるから，たとえば指定管理者の選定

において極端な地元優遇主義を採用するので

は当初の施策目的（合理的な経営）が損なわ

れかねない。しかしながら，地域に施設管理

の受け皿があるならば，そのほうがパブリッ

ク・プライベート・パートナーシップ

（Public Private Partnership ，以下，ＰＰＰと

記す）の目的に適うともいえる。（5）

さて，PFIや指定管理者制度に見られる制

度的な利点については，官民リスクの分担が

適切に行われている点において，第三セクタ

ーの反省を踏まえた事業スキームが想定・構

築されているといえる。（6）また，有料施設の場

合には，経営努力で利用者数を増やせば，指

定管理者の利益が増す形でインセンティヴが

施されている場合が多い。その一方で，これ

までの施設管理を行っていた受託団体職員の

雇用あるいは行政職員の定員管理の問題や，

行政による資金面を中心としたバックアップ

の必要性が問題点として指摘されている。（7）
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２　「公の施設」管理の民間開放における教

育的要素

「公の施設」の管理主体が行政主体以外と

なることで，雇用や事業内容の工夫などの面

で肯定的な評価がなされうる一方で，従前の

管理主体の職員の処遇や事業委託費の少な

さ，行政職員が配置されていることの必要性

などが課題となっている。ここで，官業の民

間開放の教育的要素について掘り下げるため

に，官業の受け皿の一つとして期待されてい

るコミュニティビジネスの経営主体に注目す

る。このことは，民間開放と地域づくりとの

関連を検討する対象として，最も有意義であ

ろう。

コミュニティビジネスとは，福祉，環境，

情報，教育などの分野で地域の社会需要を満

たす目的で起こす事業のことであり，「動機，

あるいは結果として地域に貢献する事業」で，

「法的形態は，任意団体，特定非営利活動法

人（NPO法人），協同組合，有限会社，株式

会社等，いずれでも良い」とされる。（8）

厚生労働省政策統括官が主宰している＜雇

用創出企画会議＞の第二次報告書によると，

コミュニティビジネスは，成功・失敗体験を

学ぶような交流の機会が少ないことや，行政

からの委託事業においても委託費を人件費に

充当できないという制約が付されることがあ

るといった課題があるものの，その社会的意

義は，「雇用創出に留まらず，若年者や高齢

者などの社会参加・自己実現の場の提供など

多岐にわた」るとし，EU（Europe Union:ヨ

ーロッパ連合）におけるコミュニティビジネ

スの動向を紹介しつつ，日本においても「地

域コミュニティの大きな柱となることが期待

されている」としている。（9）

さらに，働く側からみたコミュニティビジ

ネスの可能性として，それぞれ，若年者にと

っては職業意識の形成，在職者にとっては地

域貢献による満足感やリフレッシュ，高齢者

にとっては退職後の新たな生きがいや知識・

経験の地域への還元，障害者にとっては自己

実現によるQOL（Quality of Life:生活の質）

の向上，専業主婦にとっては本格的な就労の

ステップとなったり主婦の生活実感を事業展

開に結び付けやすいなどといった可能性が指

摘されている。（10）

これらの可能性は，社会教育施設を地域住

民等で構成される団体が管理した場合にも広

く当てはまるものであり，いずれの属性の者

であっても，社会教育施設の管理に関わるこ

とで，自治意識が形成されることが期待でき

よう。これは地方自治の本旨（日本国憲法第

92条）である住民自治の理念を体現すること

になる。もちろん，「公の施設」の管理主体

については，職員の専門的能力あるいは事業

運営における統制の程度と関連して，どのよ

うな職員体制を必要とするかについて政策的

判断に委ねられるべき問題であるから，民間

開放が望ましいとは一概には言うことができ

ない。しかしながら，行政需要の増大と財政

の逼迫という状況下において，消去法的に民

間開放が図られるのではなく，その積極的な

意義が見出しうることを確認することが重要

なのである。

Ⅲ　青少年教育施設における民間開放の事例

官業の民間開放の動向は，青少年教育施設

においても見られるようになってきた。青少

年教育施設としては，東京都の「区部ユー

ス・プラザ（仮称）整備等事業」により建設

された＜BumB＞（ぶんぶ/東京スポーツ文化

館），「多摩地域ユース・プラザ（仮称）整備

等事業」により整備された＜高尾の森わくわ

くビレッジ＞，千葉市の「千葉市少年自然の

家（仮称）整備事業」により建設された＜千

葉市少年自然の家＞において施設の供用が行

われている。これらの青少年教育施設はいず

れもＰＦＩ方式により事業者を選定し，官民

の役割分担およびリスク分担を明確にしてい

る。東京都の両事例は，新しい青少年施設を
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設けるという方針により設置されたもの

で，＜千葉市少年自然の家＞は少年自然の家

としては全国で初めてＰＦＩ方式により建設

された施設である。また，＜高尾の森わくわ

くビレッジ＞と＜千葉市少年自然の家＞の事

業スキームにおいては活動プログラムや事業

運営においてそれぞれ＜（財）東京ＹＭＣ

Ａ＞，＜（財）千葉ＹＭＣＡ＞が関与してい

る。

１　東京都における新たな青少年教育施設

東京都では，1998（平成10）年１月に青年

の家再編整備計画が教育委員会で決定され，

青年の家から「ユース・プラザ（仮称）」へ

の再編整備が進められた。当時７館存在した

東京都青年の家は順次廃止となり，平成16年

度末の＜府中青年の家＞の廃止によりすべて

の青年の家が廃止された。

「ユースプラザ」という概念が初めて示さ

れたのは，「ＴＯＫＹＯユースプラザ」とい

う文言ではあったが，1988（昭和63）年10月

の第18期東京都社会教育委員の会議答申「東

京都のこれからの社会教育における青年教育

の施設について」においてであった。正式に

「ユース・プラザ（仮称）」の建設が進められ

たのは，先述した1998（平成10）年１月東京

都教育委員会決定であり，その際に，「ユー

ス・プラザ」建設年次計画も出された。（11）

その後，基本計画，基本構想の策定，ＰＦＩ

事業者募集・選定，施設整備等を経て，2004

（平成16）年３月31日に区部ユース・プラザ

である＜BumB＞（ぶんぶ/東京スポーツ文化

館，以下同じ）が，2005（平成17）年４月１

日に多摩地域ユース・プラザである＜高尾の

森わくわくビレッジ＞が開館した。

ユース・プラザ整備等事業の説明として

は，「老朽化の進んだ青年の家を再編・整備

し，青少年を取り巻く環境の変化やニーズの

多様化・高度化に対応できる新たな青少年教

育施設として『ユース・プラザ』を…設置す

る」とある。（12）ニーズの多様化・高度化に

対応できるように「ユース・プラザ」を建設

したということであるならば，廃止された青

年の家は，「ユース・プラザ」で果たしうる

ニーズの多様化・高度化には対応できないも

のとして否定的に捉えられたという見方もで

きる。東京都における青少年教育施設の教育

的機能に関する認識が変容したと考えてよい

のだろう。

区部ユース・プラザである＜BumB＞は，

旧＜都立夢の島総合体育館＞の施設に新棟を

増築，整備した施設であり，スポーツ施設だ

けでなく，文化，生涯学習のためのカルチャ

ー施設と宿泊施設を兼ね備えている。施設は

スポーツゾーン，文化・学習ゾーン，宿泊ゾ

ーン，パブリックゾーンの４つのゾーンから

構成されており，フィットネスジム，スポー

ツサウナ＆バス，ミュージックスタジオやア

クターズスタジオ，障害者あるいは宿泊人数

に対応した宿泊室，レストラン，資料作成・

コピーなどのワークルームなどを備え，多様

なニーズに応えるものとなっている。

2002（平成14）年３月に当該事業の落札業

者が決定し，その後，ユース・プラザ運営の

ための特別目的会社である＜ＰＦＩ区部ユー

ス・プラザ株式会社＞が設立された。同特別

目的会社の会社および施設概要によると，事

業スキームは，同特別目的会社が東京都と事

業契約を締結し，施設の管理，運営，備品調

達などそれぞれについて民間企業と委託契約

を結ぶものとなっている。たとえばスポーツ

施設運営業務については＜コナミスポーツ

（株）＞との委託契約を結び，またフットサル

運営業務については＜ミズノアルファサービ

ス（株）＞との委託契約を結ぶことで，学習者

の高度化・多様化されたニーズに応えるサー

ビスを提供しようとしている。（13）

一方，多摩地域ユース・プラザである，＜

高尾の森わくわくビレッジ＞は，2003（平成

15）年度末に閉校となった旧＜都立八王子高
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陵高校＞の校舎を改修・整備し，「多摩地域

の自然環境，野外施設を生かした多様な体験

活動等を行う野外活動型施設」（14）として

2005（平成17）年４月１日に開館した。同施

設は，文化・学習施設，スポーツ施設，野外

活動施設，宿泊施設等により構成され，区部

ユース・プラザの場合と同様に，「多摩ユー

ス・プラザ（仮称）整備等事業入札」によ

り＜京王電鉄（株）＞が落札業者となり，特別

目的会社として＜京王ユース・プラザ

（株）＞を設立し，東京都と事業契約を締結し，

施設の管理，設計，レストラン運営，備品調

達などそれぞれについて京王グループの企業

を中心とした複数の民間企業により担われて

おり，また事業運営やプログラム開発のアド

バイザーとして＜（財）日本ＹＭＣＡ＞およ

び＜（財）東京ＹＭＣＡ＞が関与する事業スキ

ームとなっている。

多摩ユース・プラザ事業においては，事業

期間が20年に設定された区部ユース・プラザ

で競争入札が行われなかった反省を踏まえ

て，事業期間を10年とすることで，５グルー

プの入札参加者があり，ＰＦＩの目的である

ＶfＭ（Value for Money）が区部ユース・プ

ラザ事業に比べて達成できている。（15）

２　少年自然の家へのＰＦＩ導入事業

＜千葉市少年自然の家＞は，少年自然の家

としては全国で初めてＰＦＩ事業によって建

設された。「県立笠森舞鶴自然公園の豊かな

自然の中で，集団宿泊しながら行う自然体験

活動や生活体験活動等を通じて，子どもたち

の健全育成を目指す」ことを目的に整備し，

2005（平成17）年４月１日に開館した。（16）

主要施設としては，ログハウスゾーンや野外

活動ゾーン，ふるさと田んぼ（田畑，湿生植

物池等），自然環境学習センター，宿泊棟等

がある。事業スキームは，ユース・プラザの

場合とほぼ同様であるが，＜伊藤忠商事

（株）＞を代表とする複数の民間企業と＜（財）

千葉ＹＭＣＡ＞からなるグループが落札し，

特別目的会社として＜千葉フィールズパート

ナーズ（株）＞が設立され，建設や施設の管理，

保険等について各民間企業と契約を結び，施

設の事業運営に関しては＜（財）千葉ＹＭＣ

Ａ＞と業務委託契約を結んでいる。

＜高尾の森わくわくビレッジ＞とも共通す

ることであるが，ＹＭＣＡが施設の事業運営

を担っていることは，青少年教育施設におけ

る指導系職員の不足を補うこととなろう。（17）

また，学校単位での施設利用があった場合な

どにおいて，学校教育の指導原理とは異なる

社会教育施設ならではの学習が成立する可能

性が高くなることが期待される。

＜BumB＞に関しては，都市部地域という

立地条件や都立の体育施設を整備してスポー

ツ施設が充実していること，多様なニーズに

応えられる事業スキームとなっていることな

どから，青少年のみならず一般のさまざまな

利用も想定した施設になっているといえる。

宿泊施設を備えているものの，青少年教育施

設としては，主催事業に力点を置いた非宿泊

型の施設に近い性格を持つものといえよう。

これらの事例に共通しているものは，個々

の民間主体が得意とする力量を施設の運営に

生かす事業スキームとなっている点，またそ

れとも関わって利用者のニーズへの対応を

（具体性の有無や内容はともかく，構想の時

点で）意識している点である。利用者のニー

ズへの対応については，その内容次第で，青

少年教育施設の存在基盤を侵しかねない問題

点となりうるものである。これは，青少年教

育施設の教育的機能と利用者のニーズへの対

応との整合性の問題として整理することがで

きるだろう。

Ⅳ　青少年教育施設の教育機能と成果志向

社会の変化，青少年の変化に対応するなか

で，青少年教育施設における既存の教育機能

のあり方に関する議論は，生活指導に見られ



国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第６号，2006年6

る訓練・指導の重視から個人的ニーズへ対応

するなかでその教育性を追及するものへと変

化している。実際に，青少年教育施設では，小

グループ・家族や個人での利用を受け入れる

など，施設利用の便を図る傾向が見られる。（18）

西村美東士は，団体宿泊訓練を独自の役割

とする青少年教育施設においては，団体宿泊

訓練のもつ従来からの教育性を新しいかたち

で展開することが重要であるとし，それを施

設での出会いやコミュニケーションの体験を

通して得られる個人化/社会化機能に求め，

個人的ニーズに徹底的に対応するべきである

とする青少年教育関係者の議論に対して，

「本来の『自主活動』を取り戻そうとする青

年の家側の意思を示すもの」で，個人的ニー

ズに対応することで「施設特有の社会化機能

につなげることができるのであろう」として

いる。（19）行政の費用効果の観点からしても，

個人的ニーズへの対応は，施設利用率の向上

が求められている現今の青少年教育施設にお

ける実際的な手段であるといえるため，この

対応に積極的な教育的意義を見出し得るので

あれば問題はない。

しかしながら，青少年教育施設を利用する

ことがそのまま教育的意義（「個人化/社会化

機能」）を持つのであるならば，団体宿泊訓

練における専門職員の役割が過少評価される

ことにつながりうるし，例えば学校教育にお

ける「遠足・集団宿泊的行事（小学校学習指

導要領）」あるいは「旅行・集団宿泊的行事

（中学校・高等学校学習指導要領）」の機会で

は得られない青少年教育施設独自の「個人化

/社会化機能」の有無についての言及を欠い

ては，ますます青少年教育施設の独自性は失

われてしまうだろう。1995（平成７）年７月

に，国立青年の家・少年自然の家の在り方に

関する調査研究協力者会議から出された報告

『国立青年の家・少年自然の家の改善につい

て－より魅力ある施設に生まれ変わるため

に』では，「団体宿泊訓練という言葉は，理

念そのものでなく，あくまで手段・方法」で

あるとしている。（20）行政に成果志向が求め

られるなかでの現実的な対応として提示され

ている言及の典型であるといえるが，そうし

た論理と社会や青少年の有り様が変化するな

かでの青少年教育施設にあるべき教育的機能

を考察する教育改革の論理とは区別して理解

されなければならないだろう。現実的な対応

のなかで独自性や職員の専門性を見出すこと

が望ましいことはいうまでもないが，施設の

存在意義を喪失しないためにも施設の教育的

機能，とりわけ集団宿泊訓練におけるあり方

について考察することが求められよう。（21）

Ⅴ　おわりに

社会教育施設の管理主体の多様化がもたら

すさまざまな影響について，青少年教育施設

の事例を踏まえながら整理してきた。国立公

立を問わず青少年教育施設の経営効率化が求

められているが，青少年教育施設に特徴的な

教育的意図，とりわけ団体宿泊訓練における

教育機能との「折り合い」をどのようにつけ

ていくかを検討することは，今後の青少年教

育施設における独自性を担保する意味からも

必要な作業であろう。

あるいは，団体宿泊訓練の教育的機能以外

の面でその存在意義を積極的に追求していく

方向性も考えられる。施設供用が始まって間

もない時点であり，事業の評価を適切に下す

ことは難しいものの，その事業スキームや施

設の事業運営への工夫等から考えると，とり

わけ，＜高尾の森わくわくビレッジ＞，＜千

葉市少年自然の家＞における取り組みは，活

動プログラムなどの事業面を担う＜東京ＹＭ

ＣＡ＞，＜千葉ＹＭＣＡ＞が専門職員の不足

を補う面から，あるいは学校教育の指導原理

から離れた事業企画・運営が果たされやすい

点において，主催事業の新しいあり方として，

今後の青少年教育施設の独自性を構成するも

のとなりうるだろう。
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