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独立行政法人国立青年の家　国立赤城青年の家（National Youth House of Japan AKAGI National Youth House）

Ⅰ　本稿の目的

本稿は，独立行政法人国立青年の家国立赤

城青年の家（以下，「本施設」という。）での

事例を通して，青少年教育施設におけるＩＳ

Ｏの取り組みについて報告するものである。

本施設は2004（平成16）年９月22日にＩ

ＳＯ１４００１の認証を取得した。まず，Ｉ

ＳＯについて確認しておく。

ＩＳＯ（International Organization for

Standardization）は国際標準化機構とい

い，製品やサービスの国際交流を容易に

し，知的，科学的，技術的及び経済的活

動分野における国際間の協力を助長する

ために世界的な標準化及びその関連活動

の発展促進を目指している非政府組織で

す。ＩＳＯは1947年2月23日に設立され，

スイス・ジュネーブにあります（1）。

ＩＳＯ規格が発行する前は，英，米，独，

仏等の各国にそれぞれの品質管理に関する文

書があった。それらがバラバラだと製品やサ

ービスの国際交流の妨げになる。そこで各国

の規格を統合化しようとする動きが生まれ

た。そして1987年にＩＳＯ９００１が発行さ

れた。ＩＳＯの会員団体の資格については，

各国の標準化機関１機関のみが加入できるこ

とになっており，日本は1952年に日本工業標

準調査会（ＪＩＳＣ：Japanese Industrial

Standards Committee）が加入している。 だ

から，「ＩＳＯ９００１」も「ＪＩＳ Ｑ ９０

０１」同じ内容を意味する。前者は国際的表

現で後者は国内的表現というだけである（2）。
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次に，ＩＳＯ１４００１についても確認し

ておく。

ＩＳＯ１４００１は，企業などの組織の環

境管理に関する仕組みや活動を要素に分け

ると共に，それらの要素を規定しています。

その仕組みや活動を通して，組織が，環境

に悪い影響を与えるものを減らしたり，逆

に環境に好ましい影響を与えるものについ

てはそれを増大したりする環境管理の活動

を維持すると共に，さらにその仕組みや活

動を改善することができることが期待され

ています。（中略－筆者）

ＩＳＯ１４００１の認証を取得したと公表

すれば，それはその組織がＩＳＯ１４００

１の要求事項を満たす環境マネジメントシ

ステムを運用していることを意味します。

つまり，外部関係者にの組織の環境管理に

関する活動をいちいち説明することが不要

になることが期待できます（3）。

ＩＳＯ規格には９００１とか１４００１と

かの数字がついている。それぞれの数字が，

それぞれ違う内容の規格を表す。９００１は

品質管理に関する規格のことである。これに

対し地球環境問題の深刻化に対応し，環境管

理に関する規格を示したのが１４００１であ

る。ＩＳＯの専門委員会（ＴＣ：Technical

Committee）２０７で作っている規格のこと

を総称してＩＳＯ１４０００シリーズとい

う。１４０００番台のＩＳＯ規格の中で審査

登録に使用される規格がＩＳＯ１４００１で

ある。だから，ＩＳＯ１４００１の認証を取

得しているということは，環境管理に関して

国際的に認められる運営を行っていることに

なるのである（4）。

さらに，環境マネジメントシステム（EMS：

Environmental Management System）につい

ても確認しておく。ＩＳＯ１４００１規格で

は次のように定義している。

全体的なマネジメントシステムの一部で，

環境方針を作成し，実施し，達成し，見直

しかつ維持するための，組織の体制，計画

活動，責任，慣行，手順，プロセス及び資

源を含むもの（5）

例えば，本施設では大浴場の給湯や研修施

設の暖房にＡ重油を使用している。環境方針

の下に，無駄を省き必要なときだけＡ重油を

使うようにしましょう，ということになった。

そして基準年に比較して削減目標を設定し

た。目標達成のために利用者に入浴や暖房の

時間をこまめに確認する体制をつくった。月

ごとの数値も会議で報告されるようになっ

た。年間を通して削減目標が達成されたか否

かを確認し，その年の取り組みを見直した上

で次の年に臨むようになった。

Ａ重油以外にも，本施設の運営にあたって

環境に重大な影響を与える側面を抽出した。

そして環境に悪い影響を与える側面は減ら

し，環境に好ましい影響を与える側面を増や

しましょうということになった。それらの側

面を抽出し，それぞれ削減目標等を定めた。

それらの目標を達成するための計画をたて

（plan），実施し（do），点検し（check），見

直し（act）をしていく組織的取り組みが，

環境マネジメントシステムである。

自分の組織で構築した環境マネジメントシ

ステムがＩＳＯ１４００１規格に適合してい

るかどうかは，第三者機関である審査登録機

関に評価してもらう必要がある。本施設は

（株）日本環境認証機構（ＪＡＣＯ）から認証

を受けている。そして，現在まで職員全員で

ＩＳＯの取り組みを進めてきている。

本施設は，環境に悪い影響を与える側面と

して抽出されたのは次の通りであった（6）。

・電力の使用

・Ａ重油の使用

・ＬＰガスの使用
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・ポリ袋の排出

・用水使用量

これらは行為の結果，悪い環境影響を与え

るので「マイナスの環境側面」と呼ぶ。「マ

イナスの環境側面」は削減目標を設け，削減

努力に取り組む。

一方，環境に好ましい影響を与える側面と

して抽出されたのは次の通りであった（7）。

・グリーン購入

・廃棄物再生利用

・主催事業における参加者の環境意識向上

・受入れ事業における利用者の環境意識向上

これらは行為の結果好ましい環境影響を与

えるので「プラスの環境側面」と呼ぶ。「プラ

スの環境側面」は増えれば増えるほどよい。

以上の環境側面の中で，本施設だからこそ

取り組めるものは何か？それが「主催事業に

おける参加者の環境意識向上」と「受入れ事

業における利用者の環境意識向上」である。

何故なら，社会教育施設としての青年の家の

目的は「健全な青年の育成」（8）であり，「環

境」と「ボランティア」は重点課題になって

いるからである。環境意識の向上を目指す取

り組みは，正に本施設の取り組むべき本来業

務であり，大きなプラスの環境影響を生み出

す可能性を秘めている。

平成17年度は，「環境意識の向上」をねら

った事業として『「環境の日」から始めよう』

（６月５日），『環境教育関東ミーティング』

（12月９日～11日）を行った。

受入れ事業でも「環境意識の向上」をねら

って，利用者に日常的にお願いしている取り

組みがある。筆者は業務係長の職にあり，利

用者の受入れ事業に携わっている。故に，次

章では，本施設での受入れ事業の取り組みに

ついて紹介する。

Ⅱ　利用者とともに

平成17年度に受入れ事業において重点的に

取り組んだのは，「ゴミ減量化」である。

利用前・利用時に本施設では以下のようなお

願いをしている（所内掲示物等に以下と同じ

お願い文を示している）。

○研修中に出たゴミや宿泊室掃除で出たゴミ

→指定袋に入れ青年の家ゴミ収集所へ

○青年の家の自販機で買われた飲み物のゴ

ミ（缶・瓶・プラボトル）→ 自販機脇の

回収箱へ

○青年の家の食堂売店で買われた物のゴミ

→食堂が指定する所へ

○野外炊事の後の残菜等→生ゴミ処理機へ

○その他研修のためにお持ち込みになった

物全て→お持ち帰り下さい

ゴミの処理について，利用者に実に煩雑な

お願いをしていることになる。現在，宿泊棟

や研修場所にはゴミ箱を置いていない。さら

に，利用最終日にゴミの出し方をやり直して

いただく場合もある。「ゴミ減量化」の取り

組みに理解を求め，利用者にこのようなお願

いをしているのである。

利用者の多くは「ゴミ減量化」の取り組み

の趣旨に賛同してくれている。本施設では独

自のアンケート項目を設け，ゴミ処理に関する

利用者の意識を把握するようにしている（本

稿最後に添付した実物資料を参照）（9）。ゴミ

処理に関する質問項目だけを次に紹介する。

当青年の家では，環境保全のためゴミをできる限り出さない生活を提案しております。

現在，多くのゴミ排出量，ゴミ処分に伴う環境負荷等が問題となっているのは周知の通り

です。一人一人のゴミ減量の取り組みが今こそ必要です。利用者の皆様のご意見をお聞か

せください。
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この本施設独自の質問項目は2005年７月か

ら設けた。他の質問項目と同様，毎月集計し

ている。

これまでの集計では

①　ゴミの持ち帰りと減量化

→　アとイを合わせて９割以上

②　ゴミの分別とリサイクル率の向上

→　アとイを合わせて９割以上

③　生ゴミの堆肥化

→　アとイを合わせて７割以上

であり，多くの利用者の皆様の賛意を得て取

り組みを継続できている。生ゴミの堆肥化は

さすがに「行うのが難しい」という人が多い。

しかし，「ゴミの持ち帰りと減量化」と「ゴ

ミの分別とリサイクル率の向上」の取り組み

については多くの賛意を得ている。

自由記述の欄にも肯定的な意見が多い。幾

つかを紹介する。

（1）以下の①～③の項目で，今のあなたのお考えに最も近いもの一つに○を付けてください。

①　ゴミの持ち帰りと減量化

【ア：今までも行っていたし､今後も続ける イ：今まであまり行っていなかったが､今回を機会にやってみよう ウ：行うのは難しい　】

②　ゴミの分別とリサイクル率の向上

【ア：今までも行っていたし､今後も続ける イ：今まであまり行っていなかったが､今回を機会にやってみよう ウ：行うのは難しい　】

③　生ゴミの堆肥化

【ア：今までも行っていたし､今後も続ける イ：今まであまり行っていなかったが､今回を機会にやってみよう ウ：行うのは難しい　】

（2）ゴミをできる限り出さない生活をはじめ，地球に優しい生活スタイルについて

何かご意見がありましたらお書きください。（自由記述）

表　ゴミ処理に関する意見―利用団体代表者アンケート集計結果―

平成17年度 月

ア．今までも行っ
ていたし、今後も
続ける

イ．今まであまり
行っていなかった
が、今回を機会に
やってみよう

ウ．行うのは
難しい

回答数計

①ゴミの持ち

帰りと減量化

7 38 20 4 62

8 56 28 5 89

9 47 31 2 80

計
141 79 11 231

1－ア　　61% 1－イ　　34% 1－ウ　　5% 100%

②ゴミの分別

とリサイクル

率の向上

7 50 12 1 63

8 73 14 1 88

9 59 19 2 80

計
182 45 4 231

2－ア　　79% 2－イ　　19% 2－ウ　　2% 100%

③生ゴミの堆

肥化

7 24 22 13 59

8 39 33 13 85

9 26 30 20 76

計
89 85 46 220

3－ア　　40% 3－イ　　39% 3－ウ　　21% 100%
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・今後必ず必要となってくる事だ。個人の意

識をもっと上げていくべき課題だと思う。

・一人一人がもっとゴミに対して考えねば

…。現在の日本において非常に重要だ。

・私の家では木の枝や草を苅ったときに出る

ゴミがありますが，苅ってすぐゴミ袋に入

れず少し，乾燥させて量をへらしてから出

すようにしています。小さなことですが，

役に立っているのでしょうか…。

・尾瀬同様ゴミ持ち帰り運動を強力に実施

し，全国への拡大策を検討してほしい（10）。

中には次のように考える利用者もいる。

これはある利用団体が利用最終日に窓口に

出していったアンケートに書かれていた文章

である。毎年利用してくれる団体であり，青

年の家をよく知っている団体である。率直な

意見として感謝し，施設の方針を次のように

説明して理解を求めた。

ＩＳＯについての取り組みとして，ゴミ

箱が全くないというのは，ＩＳＯの活動に

まったく反していると思います。ここでし

っかり分別して捨てることがなかったゴミ

が帰りにコンビニ等で適当に捨てられてし

まう可能性だってあります。自分の所だけ

の環境を考えているだけなら，ＩＳＯ認証

取得は全く意味がありません。

（1）ゴミ減量化の取り組み

私達は「ゴミをなるべく出さない」取り組みを重視しています。

大量生産・大量消費の仕組が，現在の環境破壊を招いています。ゴミ処理場の容量オー

バーで処理しきれないゴミは埋め立てられています。この状態を放置しておくことはでき

ません。ゴミを減らす努力を様々な人が様々な場所で行う必要があります。

家庭から出るゴミを減らすためには，一人一人の道徳的行動が期待されます。「オレはゴ

ミを出す人，ゴミを処理する人は別の人」という責任放棄の態度では家庭から出るゴミは

減りません。「ゴミを出すときに考えてください。収集業者の方のことを。収集車が行き着

く処理場のことを。」ということをお願いしたいのです。そのために当青年の家の環境方針

を基に，環境に関する具体的なご協力をお願いしています。

一人一人がゴミを極力出さない生活様式を確立し，それを家庭・地域でも着実に実行し

てくれることを願っています。青年の家のような場所から離れても「まずゴミは極力出さ

ない，そして出てしまったゴミは分別する」姿の実現を目指しています。

（2）分別率の向上

アンケート文では，

「ここでしっかり分別して捨てることがなかったゴミが帰りにコンビニ等で適当に捨　てら

れてしまう可能性だってあります。」

と言っていますね。青年の家は利用者のゴミ収集・分別の仕事を積極的に引き受けるべき

だ，という御指摘と解釈いたします。「ゴミを出して結構です。分別も引き受けますから。」

という宿泊施設もあるでしょう。

分別自体はよく行われる世の中になってきています。勿論できない人もいるので，より

徹底する方向で努力する必要はあります。しかし，持ち込みゴミも含めて，館内のゴミ箱

があふれて，ゴミ収集所がすぐにいっぱいになってしまう現状（昨年までの）がありまし

た。そうなると適切な分別もされません。
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以上を説明すると分かっていただけた。今

はこの利用団体もゴミ処理に協力してくれて

いる。取り組みの真意を根気よく説明し利用

者に働きかければ，多くの方々の協力を得ら

れることが分かった。これも今回の取り組み

から得た収穫である。

Ⅲ　ＩＳＯの取り組みを通して

本施設の利用者に対して「○○はしないで

下さい。」と言うことがある。例えば「ゴミ

を持ち込まないでください。」「生ゴミを燃や

せるゴミとして出さないでください。」等。

そして「○○して下さい。」と言うことがあ

る。例えば「持ち込まれたものはゴミになっ

た物も含めて持ち帰ってください。」「ゴミを

分別してください。」等。

社会教育施設であるからとはいえ，苦情が

少なからず出るのではないかと年度当初から

案じていた。

ところが，利用者から多くの賛意が得られ

た。そして，取り組みの結果としてゴミの量

はどうなったか。繁忙期の内の三ヶ月間の比

較をしてみる。

2004（平成16）年度４～６月のゴミの量

3,720kg

2005（平成17）年度４～６月のゴミの量

1,872kg（前年比－1,848kg）

前年度に比べ半分近く減ったことになる。

利用者の力を結集したればこそである。

ゴミ処理をはじめ，本施設利用にあたって

は，様々な協力を利用者にはお願いしている。

社会教育施設としての本施設の存在価値を積

極的に認め，次のようにアンケートに書いて

くれる団体も多い。

・費用がかからず，様々な活動ができる。

社会的ルールを守る生活体験ができる。

・職場の安全衛生活動を行う上で「決めら

れたルールを守る」が基本となる。青年

の家での生活は社員教育を行う場所とし

てふさわしいと感じる（11）。

これらの利用者は，社会生活を営む上での

基本的なルールの重要性を分かってくれてい

る。そしてゴミ処理を始めとしたルールを学

ぶ場としての役割を青年の家に求めている。

このような利用者の期待に応え，自由と規律

のある研修生活空間を保障していくことに，

青年の家の一つの使命がある。

今後も利用者の賛意を得て取り組みを継続

するために，職員として最低でも次の二つを

心掛けねばなるまい。

まず「自己の資質向上」である。環境問題

をはじめとする青年教育関連の諸問題へ広く

関心を持ち，アンテナを拡げる必要がある。

独善に陥ることなく時代が必要とするテーマ

に取り組めば，利用者はついてきてくれる。

そして，よいと思うことは職員自らが進んで

行うことである。ゴミの持ち帰りと分別，そ

して生ゴミ処理等を自ら行おう。利用者はそ

れを見ている。

次に「利用者の立場に立った発想」である。

利用者や周囲の声に耳を傾けつつ，サービス

向上と施設の改善とに努めねばならない。協

力をお願いするのなら，協力しやすいように

環境を整えることが必要になるからである。

より利用しやすい研修生活空間を構築してい

くのは職員の務めである。

Ⅳ　今後の課題

「マイナスの環境側面」については，削減

目標がどんどん小さくなり最後に０になると

この状態を放置して分別だけを進めていくのは，環境教育を標榜する教育施設として責

任を十分に果たしているとは言えません。国立青年の家の使命として「先進性」も期待さ

れているのです。
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いうわけにはいかない。電力にしてもＡ重油

にしても必要な量は使わねばならないのだか

ら，適正な使用量というものがある。その使

用量を適正な目標値として設定し直すのだ。

今後はその適正な目標値をどう設定し，維持

管理していくかが課題になる。

「プラスの環境側面」については，増えれ

ば増えるほど好ましい環境影響を与えること

になる。主催事業では，参加者の環境意識を

向上させるため，より意義深い事業をどう創

り出すかが課題である。受入れ事業では，よ

り多くの人に利用してもらい，環境に優しい

生活様式を拡げていくことが目標を達成する

ことにつながる。具体的な課題としては，

・広報活動をどう進め，受入れ体制をどう改

善していくか。

・受入れ団体の研修支援と，ＩＳＯの取り組

みへの協力をどのように両立させていく

か。

・利用者の環境意識の向上をより適切な方法

で評価するためには，どうすればよいか。

等が挙げられる。

Ⅴ　資料

「独立行政法人国立青年の家国立赤城青年の

家・利用団体代表者アンケート」

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :
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