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Ⅰ　青少年教育施設職員研究に求められて

いるもの

2006（平成18）年７月に公表された平成

17年度文部科学省社会教育調査（指定統計第

83号，以下「社会教育調査」）中間報告によ

ると，2005（平成17）年10月１日現在，「青

少年のために団体宿泊訓練又は各種の研修を

行い，あわせてその施設を青少年の利用に供

する目的で，地方公共団体が設置した社会教

育施設」である「青少年教育施設」（少年自

然の家・青年の家（宿泊型・非宿泊型）・児

童文化センター・その他）は計1320施設あり，

その職員（専任・兼任・非常勤）数は計8251

人である。施設間の相違を考慮せずに単純に

計算（施設数合計÷職員数合計）すると，１

施設当たりの職員数は6.25人となる。

また，社会教育調査において「青少年教育

施設調査」が実施されたのは昭和43年度調査

からであるが，以降，平成17年度調査までの
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各調査における施設数・職員数（前回調査比

での増加数・増加率）及びそれらから計算し

た１施設当たりの職員数は表１の通りであ

る。これによると，職員数は一貫して増加傾

向を示していること，また，１施設当たりの

職員数もおおむね増加傾向を示していること

が推測される。

ここで１施設当たりの職員数及びその変化

に注目すると，その人数が施設の活動・運営

のために適切であるのかどうかという問題が

当然ながら浮かび上がってくる。また，その

問題には「青少年教育施設」という一括りで

検討されるべき側面もないわけではないが，

基本的には施設を取り巻く環境及びその差異

を考慮に入れて検討されなければならないで

あろう。

しかし，さらに考慮に入れられなければな

らないことは，施設の活動・運営は指導系職

員及びその他の職員（事務職員・技術職員・

労務職員等）（1）を含めた「施設職員」のみに

よって担われているのではなく，また担われ

るべきではないということである。それは，

大別すると，①施設の外にも施設の活動・運

営に関わりを持つようなスタッフが存在して

いるということ，②施設の中に施設職員以外

のスタッフが存在しているということ，の２

点として理解することができる。それらのス

タッフに注目して施設職員との関係を検討す

ることが，施設職員をめぐる問題の根本的な

解決のためには不可欠である。

施設職員に焦点を絞った従来の調査研究

は，施設職員の職務及び専門性（資質・能力）

として求められているものを検討する傾向が

強かったといえる（2）。そのような研究が果た

してきた役割は小さくはない。しかし，その

研究の前提として，施設の活動・運営を担う

のは施設職員のみであるとは言わないまでに

しても，施設職員がいわば絶対的な存在とし

て位置付けられてきたことは指摘できる。そ

のような前提を改めて問い直すような視点が

求められているのである。

Ⅱ　施設職員と社会教育主事との関係

１　社会教育主事に注目することの意義

施設の外において施設の活動・運営に関わ

りを持つスタッフとしては，その関わりの度

合いに応じて実に様々な存在を想定すること

ができる。施設のハード面・ソフト面のそれ

ぞれに関わりを持つ専門職の存在は容易に想

定できるであろうが，非専門職であっても恒

常的・継続的ではないにせよそれぞれを取り

巻く環境に応じて多かれ少なかれ関わりを持

表１　社会教育調査における青少年教育施設数・職員数等
（昭和43年度以降の『社会教育調査報告書』をもとに執筆者が作成）

施設数
昭和43年度 591 2287 （ －／ －） 3.87

46 593 2748 （ 461／20.15％） 4.63
50 601 3229 （ 481／17.50％） 5.37
53 696 3765 （ 536／16.60％） 5.41
56 940 5513 （1748／46.43％） 5.86
59 1031 6017 （ 504／ 9.14％） 5.84
62 1053 6141 （ 124／ 2.06％） 5.83

平成２年度 1154 6716 （ 575／ 9.36％） 5.82
5 1225 7382 （ 666／ 9.92％） 6.03
8 1319 7979 （ 597／ 8.09％） 6.05
11 1263 8018 （ 39／ 0.49％） 6.35
14 1305 8118 （ 100／ 1.25％） 6.22
17 1320 8251 （ 133／ 1.64％） 6.25

職員数（前回調査比増加数／増加率） １施設当たりの職員数
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っているという状況も無視できない。それら

様々なスタッフと施設職員との関係は，単純

に図式化できるものではないであろう。

そのようなスタッフの中で，施設職員との

関係について注目がなされ，またその実態が

一定程度把握されてきたものとして，学校教

員と社会教育主事の２者が挙げられる。「指

導系職員は，学校の教員や社会教育主事，あ

るいは青少年指導の経歴を持つ者から採用さ

れる事例が殆どである」（3）という指摘に象徴

されるように，両者は指導系職員の主要な経

歴として理解され，注目されてきた。また，

逆に，指導系職員が学校教員あるいは社会教

育主事の経歴としても理解されてきたという

ことも指摘できる（4）。

しかし，学校教員や社会教育主事などの経

歴と指導系職員の専門性（資質・能力）との

関連については焦点を絞った検討が十分にな

されてきたわけではない。あるいは，実際に

学校教員あるいは社会教育主事の経歴を有し

ていなくてもそれらの資格を有している指導

系職員が存在するが，資格の所持と指導系職

員の専門性（資質・能力）との関連について

も注目はなされるが検討には至らなかったと

いえる。

もちろん，指導系職員が特に学校教員や社

会教育主事と連携して施設の活動・運営を進

めるという場面は少なくはなく，このような

場面が施設の外にも施設の活動・運営に関わ

りを持つようなスタッフの存在としてもっと

も想定し易いものであろう。しかし，そのよ

うな場面への注目・検討と平行して，指導系

職員がそれらの職業の経歴あるいは資格を有

しているという事実への注目・検討も求めら

れるのである。

また，ここまで学校教員と社会教育主事の

２者を取り上げてきたが，従来の研究におい

てより注目がなされず検討が不足しているの

は，指導系職員と社会教育主事との関係につ

いてであると思われる。指導系職員と学校教

員との関係についての検討が，学校教育と社

会教育との差異並びに接点を見出すための検

討であるとするならば，指導系職員と社会教

育主事との関係についての検討は，社会教育

施設としての青少年教育施設並びに社会教育

（専門）職員としての指導系職員のあり方の

検討であるといえる。この２つの検討が共に

深められていくことが望ましいことは言うま

でもない。

なお，この章においては，取り上げる従来

の調査研究に一連の丸囲みの番号を付け，同

じ調査研究を繰り返し取り上げる場合にはそ

の番号を用いて表記する。

２　社会教育主事という経歴への注目

ここで用いている「社会教育主事という経

歴」という表現は２つの意味を含んでいる。

１つは，指導系職員として任用される以前に

社会教育主事として任用（発令）されていた

という経験を指す。もう１つは，社会教育主

事として任用（発令）されたが，その実際の

勤務先が社会教育法第９条の２第１項でいう

ところの「教育委員会の事務局」ではなく青

少年教育施設である，つまり，指導系職員の

職名が「社会教育主事」であるということを

指している。まずは，この両者を区別して検

討することが必要であろう。

まず，前者について，このことを明確に調

査している，あるいはこのことに明確に言及

している従来の調査研究は数少ない。例えば，

①1983（昭和58）年に実施された「国立青少

年教育施設における専門職員の専門性に関す

る調査」（5）においては，1983（昭和58）年３

月１日現在で国立青少年教育施設（全20施設）

に勤務する計97名の「専門職員」のうち，過

去に「社会教育主事」という職名で発令・任

用されていた経験を持つ者が計９名（派遣社

会教育主事を含む）判明している。

また，②1997（平成９）年から1998（平

成10）年にかけて実施された「青少年教育施
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設指導系職員の専門性の構造に関する探索的

研究」。（6）においては，「全国青年の家協議会」

あるいは「全国少年自然の家連絡協議会」に

加盟している青少年教育施設（全427施設）

の中で回答のあった322施設に勤務する指導

系職員で性別が判明している1178名のうち，

「青少年教育施設以外の社会教育主事」が

「最も主要な経歴」である者が９名，「次に主

要な経歴」である者が63名という結果が示さ

れている。なお，①及び②のいずれにおいて

も，それらの実態と指導系職員の専門性（の

形成）との関連に焦点を絞った検討がなされ

ているわけではない。

他方，後者については，②の調査において，

1178名中346名が「社会教育主事」という職

名であり，特に都道府県立施設の職員につい

ては，計652名中286名，全体の約43.9％の職

員が「社会教育主事」という職名で勤務して

いるという結果が示されている（なお，もち

ろん，国立施設の職員については０名であ

る）。また，「データーは示さないが，都道府

県立職員では，教員の次に主要な経歴として，

青少年教育施設以外の社会教育主事を挙げて

いる場合が多い」（7）という記述も見られる。

また，社会教育主事に関する実態調査にお

いても，後者についての調査結果が示されて

いる。例えば，③2001（平成13）年に実施さ

れた「社会教育主事の教育的実践に関する調

査」（8）においては，2001年10月１日現在で社

会教育法第９条の２に基づいて置かれている

社会教育主事の中で回答のあった計3908名の

社会教育主事のうち，都道府県教育委員会に

所属している者（計900名）では約21.4％

（計193名），市区町村教育委員会に所属して

いる者及び派遣社会教育主事（計3008名）で

は約1.2％（計37名）がそれぞれ都道府県

立・市区町村立青少年教育施設に勤務してい

るという結果が示されている。

ここで注目すべき点は，都道府県社会教育

主事の場合と市区町村社会教育主事の場合と

の数値（人数）の差異であろう。都道府県社

会教育主事の場合は，勤務先が「教育事務所」

の者が約38.2％（計344名），また「教育委員

会事務局」の者が約24.3％（計219名）で勤

務先が「青少年教育施設」である者の数値を

上回っているが，「青少年教育施設」以外の

生涯学習・社会教育施設（この調査において

具体的に示されているのは，「生涯学習・社

会教育等センター」「社会体育施設」「女性教

育施設」）に勤務している者の合計（110名，

約12.4％）を上回る数値となっている。

また，上記の傾向は，③の調査の継続調査

としての意味合いの強い，④2005（平成17）

年に実施された「社会教育主事の職務等に関

する実態調査」（9）においてもある程度見られ

るものである。2005年11月１日現在で社会教

育法第９条の２に基づいて置かれている社会

教育主事の中で回答のあった計3797名の社会

教育主事のうち，都道府県教育委員会に所属

している者（計916名）では約19.2％（計176

名），また市区町村教育委員会に所属してい

る者及び派遣社会教育主事（計2881名）では

約1.7％（計50名）がそれぞれ都道府県立・

市区町村立青少年教育施設に勤務していると

いう結果が示されている。

②から④までの調査の結果をもとにするな

らば，ここで検討すべき対象として浮かび上

がってくる点は，特に都道府県レベルにおい

て指導系職員が社会教育法に基づいて置かれ

ている社会教育主事である場合とそうではな

い場合との，実際の職務内容及び専門性（で

あるとみなされているもの）の習得度等の相

違であり，またそのような相違の原因となる

ものであろう。しかし，②から④までの調査

に関しては，そのような検討に結び付くよう

な方向性を持った分析は行われていない。

また，上記の検討すべき対象と関連するも

のとして，例えば，社会教育主事の勤務先別

での実際の職務あるいは重要だと思われる職

務（必要だと思われる専門性・能力・資質）
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についての分析等も求められるであろう。こ

れは，直接的には社会教育主事をめぐる問題

についての分析であるが，青少年教育施設の

活動・運営に関わりを持つスタッフについて

総合的に検討していく上では不可欠な分析で

もあると考えられる。

３　社会教育主事資格の内実への注目

社会教育主事という経歴と共に指導系職員

と社会教育主事との関係について重要な側面

は，指導系職員の（社会教育法第９条の４に

基づく）社会教育主事資格の有無である。

例えば，⑤1973年（昭和48）年に実施された

「指導系職員の職務分担等の調査」（10）による

と，1973（昭和48）年に開催された国立中央

青年の家主催｢青年の家職員長期研修」に参

加した全23施設の指導系職員計106名のうち，

約33.96％（計36名）が「社会教育主事」の

資格を，また，約12.26％（計13名）が「社

会教育主事補」の資格を取得していた。また，

①の調査においては，1983（昭和58）年３月

１日現在で国立青少年教育施設（全20施設）

に勤務する計97名の「専門職員」のうち，61

名が社会教育主事の資格を持っていたという

結果が示されている。過去に「社会教育主事」

という職名で発令・任用されていた経験を持

つ者が計９名であったので，前者が全体の約

62.9％，後者が全体の約9.3％と両者の数値が

大きく離れていることになる。

近年の調査としては，⑥2004（平成16）年

に実施された「青少年教育施設指導系職員に

関する調査」（11）において，「国立オリンピッ

ク記念青少年総合センター」の「青少年教育

施設データベース」をもとにして抽出・確認

された回答可能施設（全592施設）の指導系

職員（主催事業，受入事業に指導的に携わる

常勤職員全員，週４日以上勤務する非常勤・

嘱託職員）であり，回答があった476施設に

勤務する計1483名のうち，約34.6％（計513

名）が社会教育主事の資格を取得していると

いう結果が示されている。また，この調査に

よると，「前に勤務先機関」（１つ前の勤務先

機関に限らない）が「青少年教育施設」であ

った者（計105名）のうち，約48.6％（計51

名）が社会教育主事の資格を取得しているこ

とも分かる。

なお，前節において取り上げた，指導系職

員として任用される以前に社会教育主事とし

て任用（発令）されていた者，及び指導系職

員の職名が「社会教育主事」である者は社会

教育法第９条の４に基づき社会教育主事の資

格を有していることになる。それぞれの調査

の対象の差異を考慮に入れても，「社会教育

主事の経歴を有している者」の人数（調査対

象全員に占める割合）と「社会教育主事の資

格を有している者」との人数との間には，大

きな開きがあると理解してよいであろう。も

っとも，このことは，指導系職員の前歴に限

らず，社会教育主事としての発令・任用と社

会教育主事資格の保有との関係一般に対して

指摘されてきたことである。

ここで検討すべき対象として浮かび上がっ

てくるものは，社会教育主事資格の有無によ

る実際の職務内容及び専門性（であるとみな

されているもの）の習得度等の相違であり，

またそのような相違の原因となるものであっ

て，社会教育主事としての発令・任用の有無

の場合と同様である。ただし，指導系職員の

社会教育主事資格の有無の問題に対しては，

これまでにもいくつかの言及が見られる。

1971（昭和46）年の社会教育審議会答申

「急激な社会構造の変化に対処する社会教育

のあり方について」の中では，「社会教育行

政の当面の重点」のうちの「社会教育主事の

重要性とその整備充実」のための施策の１つ

として「公民館，青年の家等に社会教育主事

有資格者を配置すること」が挙げられている。

そこでは，「青年の家に置かれる指導職員の

専門性も必ずしもはっきりして」いないが，

今後「社会教育主事に要請される専門性が同
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様に必要とされると考えられる」ので「青年

の家指導者に社会教育主事の資格を有する者

をもって充てることとする必要がある」こと

が指摘されている。

また，この指摘を受けた議論と推測できる

ものであるが，前出の⑤の調査の分析・考察

として，「指導系職員の養成の現状と今後の

方向」の問題が取り上げられている。（12）そ

の議論においては，「指導者の資質を引きあ

げ，かつその層を厚く」するために，社会教

育主事としての資格取得及び勤務の実態に注

目がなされている。そして，「青年の家の指

導系職員（ほとんどの職員が社会教育有資格

者）は施設の性格から，対象が主として青少

年に限定されること，集団宿泊研修の指導助

言者であることが基本になっているので，一

般にいう社会教育主事の専門性に加えて，特

に青少年教育に関する造詣の深さ，さらに生

活指導理論を熟知している資質を備えてい

る」と結論付けられている。

この他，指導系職員の問題として捉えられ

る社会教育主事の資格の問題とも関連してい

ると考えられる事項として，前出の③の調査

においては，回答のあった社会教育主事計

3908名のうち，「担当する主な分野」として

「青少年教育・健全育成」を選んだ（複数回

答）者は約57.2％（計2235名）であり，選択

肢の中では最も数値が高い。また，同様に④

の調査においても，回答のあった社会教育主

事計3797名のうち，「担当する主な分野」と

して｢青少年教育・健全育成」を選んだ（複

数回答）者は約56.4％（計2141名）であり，

やはり選択肢の中では最も数値が高くなって

いる。もちろん，青少年教育施設（指導系職

員）の職務全てが，ここでいう「青少年教

育・健全育成」に該当するとは考え難いが，

実態としては注目すべきものであろう。

社会教育主事の職務及び専門性（資質・能

力）の問題も，また，指導系職員の職務及び

専門性（資質・能力）の問題も，それぞれ個

別には頻繁に検討がなされてきたことは事実

である。しかし，それぞれの立場から他方の

問題への注目がなされることはほとんど無か

ったといえる。そのことは，両者ともにその

勤務期間の短さ（データは省略するが，３年

以内が多数を占める）が問題とされつつも，

結果としてこちらの事実が考慮されない，い

わば職場の異動が基本的には全く起こらな

い，あるいは起こったとしても（比較的）長

期間の勤務を経験した後のことであるという

前提に立った検討になってしまっていたこと

を否定できないものとなっている。特に指導

系職員に対しては，改めて，そのような前提

を問い直した上で，その職務及び専門性につ

いての検討が進められなければならない。

Ⅲ　施設職員と施設ボランティアとの関係

１　施設ボランティアへの視点

社会教育（行政）の領域におけるボランテ

ィアへの注目は，1970年代前半にはある程度

の高まりとなって現れてきたといえる。この

ことを明確な形で示すことは困難であるが，

1971（昭和46）年の社会教育審議会答申「急

激な社会構造の変化に対処する社会教育のあ

り方について」の中では，「婦人」の社会教

育（婦人教育）の課題の１つとして，家庭婦

人に関して，「地域における連帯意識の形成

のため，ボランティア活動の展開が期待され，

その拠点として施設の設置，整備が望まれる」

と述べられている。

また，この答申の直後の各都道府県教育委

員会教育長あて社会教育局長通知「社会教育

審議会答申『急激な社会構造の変化に対処す

る社会教育のあり方について』の写しの送付

について」の中では，社会教育行政が「成人

期の社会教育」の目的を達成するために，

「学校を成人一般にも開放するとともに，成

人の集団活動やボランティア活動の促進，ま

た，成人が利用する社会教育施設の整備充実

に努める必要がある」ことが指摘されている。
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その後，1980年代半ばの４次にわたる臨時教

育審議会答申，さらには1992（平成４）年の

生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対

応した生涯学習の振興方策について」等にお

いて，（生涯学習・）社会教育の領域におけ

るボランティアに対する包括的かつ個別的な

見解が提示されてきたと理解できる。

そのような動向の中で，社会教育施設にお

けるボランティア活動についてのまとまった

見解が示されたものは，1986（昭和61）年の

社会教育審議会社会教育施設分科会報告「社

会教育施設におけるボランティア活動の促進

について」においてであると考えられる。こ

の報告においては「ボランティア活動を通し

て自己の成長を図るという考え方が目立つよ

うになっている。いわゆる生涯学習活動の１

つとしてボランティア活動をとらえ，これを

促進しようとする傾向が強くなってきてい

る」という理解に立ち，「社会教育施設がボ

ランティアの志を生かしていくことの意義は

大きい。社会教育施設はもともと地域の人々

の生涯学習活動の拠点である。ボランティア

活動は社会教育施設と地域の人々の結び付き

を一層強めることになろう。それがまた，施

設の活性化を促すと考えられる」という。

より具体的には，ボランティア活動に参加

する人々が「施設職員とは異なる視点から新

しい学習の課題を見つけたり，それへの対応

の方向を提案するなど社会教育施設に新たな

発展をもたらす独創的な力を発揮することが

期待される」とされ，具体的な活動の場面と

して，「青少年教育施設」については，「利用

グループに対する野外活動・自然観察等の指

導・援助，青少年団体・グループ活動に対す

る援助，主催事業等に対する協力活動，自然

保護活動，自然環境調査，教材や教具の作

成・提供など」が例示されている。また，

「施設の人的，物的体制の不備を補完する役

割をボランティアに期待してはならない」こ

と，また，「ボランティア活動そのものが１

つの重要な学習活動であることを考えれば，

その受け入れは施設職員として当然の職務」

であることも合わせて指摘されている。

社会教育調査において，社会教育施設にお

けるボランティアの活動状況に関する調査が

実施されたのは昭和62年度調査からである

が，以降，平成17年度調査までの各調査にお

ける青少年教育施設におけるボランティアの

活動状況は表２の通りである。全施設数に占

める「実施施設数」の割合は１割から２割程

度ではあるが，団体及び個人での登録人数，

あるいは活動延べ人数は施設職員数と比較し

表２　社会教育調査における青少年教育施設におけるボランティアの活動状況
（昭和62年度以降の『社会教育調査報告書』をもとに執筆者が作成）

実施施設数
団体

登録団体数 登録者数 活動延べ人数 登録者数 活動延べ人数
個人

昭和62年度 161 534 31126 157885 1874 54978
平成２年度 186 588 62312 266758 2733 20680

5 190 539 27806 196719 2321 17654
8 243 548 36676 126043 2959 14703
11 301 ― ― （※1）68444 ― （※2）16577
14 253 458 11420 ― 4503 ―
17 262 461 12123 ― 4806 ―

（平成11年度の調査に関して，表中の※１は団体・個人の区別無く登録制度の有る全施設における活動延べ人数の
合計値を，また，※２は団体・個人の区別無く登録制度の無い全施設における延べ活動人数の合計値を示している。
また，平成11年度の調査を除き，各年度の調査における「実施施設数」は，団体・個人いずれかの登録制度の有る
施設数を示している）
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てはるかに多く，施設の活動・運営における

施設ボランティアの存在が大きいことは推測

できる（ただし，用語の定義の曖昧さや質問

項目がたびたび変更されていることもあり，

経年的な変化も含めた厳密な実態把握は困難

である）。

施設ボランティアを施設の中における施設

職員以外のスタッフとして理解して，施設職

員と施設ボランティアとの関係を検討する場

合には，どちらがどのような役割を担うべき

なのか（あるいは担うことができる・できな

いのか）という問題が中心的な検討対象とな

るであろう。もちろん，それは様々な領域を

総合しての「ボランティア」理解の問い直し

の作業とも無関係ではないが，施設ボランテ

ィアの受け入れが現実として施設職員にどの

ような影響を与え，今後与え得るのか，また，

現実的に施設職員にどのような変化をもたら

し，今後もたらし得るのか，という問題の検

討が施設職員研究の中心的な課題として浮か

び上がってくるであろう。

２　施設ボランティアの受け入れの施設職員

にとっての意味

上述した問題の検討を進めるに当たって，

従来の調査研究において，施設ボランティア

の受け入れ状況についての大規模な調査がい

くつか実施されており，その中には，施設ボ

ランティアの受け入れの職員にとっての意味

に関連する調査結果も含まれている。

1997年に実施された青少年教育施設ボラン

ティア研究会「ボランティア養成・受け入れ

についての調査」（13）は，国公私立「青年の

家」「少年自然の家」その他専任職員５名以

上の青少年教育施設計668施設を対象として，

325施設から有効回答を得ている。この調査

も，ボランティアの養成事業及びそれとボラ

ンティアの受け入れとの関連に主眼が置かれ

ているが，施設職員による施設ボランティア

理解の内実に関する設問もいくつか存在して

いる。

この調査によると，有効回答のあった全施

設中約59.1％（計192施設）がボランティア

を「受け入れている」が，その理由は「養成

事業参加者に活動場所の提供」（約47.4％，

計91施設），「生涯学習の拠点として」（約

57.8％，計111施設），「施設の運営補助」（約

46.9％，計90施設），「その他」（約14.1％，

計27施設）である（２つ回答）。また，受け

入れている施設が「ボランティアに対して期

待すること」は，「施設の指導体制や環境整

備に役立つ人材」（約9.9％，計19施設），「利

用者に喜ばれる非常勤指導者や活動補助者」

（約30.2％，計58施設），「ボランティアの知

識・技術を発揮する」（約29.2％，計56施設），

｢ボランティアの自己学習」（約30.7％，計59

施設）という回答結果が示されている。

また，有効回答のあった全施設を対象とし

た「ボランティアを受け入れることの意義」

を尋ねる設問への回答（複数回答）は，「ボ

ランティア意識の向上（生涯学習・地域づく

り含む）」（約34.2％，計111施設），「施設運

営の補助」（約20.9％，計68施設）の両者が

全施設の１割を超える回答数を得ている。さ

らには，「今後のボランティアの受け入れの

考え」を尋ねる設問への回答は，「将来的に

受け入れる又は人数の拡大」（約15.4％，計

50施設），「活動計画の拡大・人材発掘」（約

12.6％，計41施設）の両者が全施設の１割を

超える回答数を得ており，これに「主催・受

入れ事業の充実」（約9.2％，計30施設），「受

け入れない」（約8.6％，計28施設）が続いて

いる。

この調査においては，調査結果の提示の際

に，設置主体別・施設の職員数別・受け入れ

別等での回答の整理（再集計）がなされてい

る設問が少ないが，全体的な傾向として，施

設職員が施設ボランティアに対して，（生涯

学習）ボランティアとしての活動の意義を尊

重しつつ，職員とは異なる役割も想定しなが
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ら，施設の活動・運営への直接的な関与を期

待していることが見出される。（生涯学習）

ボランティアとしての活動の意義，職員とは

異なる役割，施設の活動・運営への直接的な

支援，という３つの要素が組み合わされて，

施設職員の施設ボランティアへの期待が形成

されていると考えられる。

1998年に実施された社会教育施設ボランテ

ィア研究会「社会教育施設におけるボランテ

ィア活動の実態調査」（14）においては，「青少

年教育施設」について，1997（平成９）年10

月現在の国立オリンピック記念青少年総合セ

ンター調べの国立・都道府県立・市立施設計

306施設を対象として，235施設から回答を得

ている。この調査は，調査結果が主に国立と

都道府県立・市立の２つの設置主体別に整理

して提示されているが，設置主体を区別せず

に結果を示すと，まず，回答のあった全施設

中，ボランティアを「受け入れている」施設

は約67.7％（計159施設）である。

これらの施設について，ボランティアを受

け入れている理由の回答（複数回答）は，回

答数の多い順に「施設の人的体制の不備を補

える」（約59.7％，計95施設），「施設の活性

化につながる」「ボランティア活動を生涯学

習の場として提供する」（共に約52.8％，計

84施設）となっているが，この他の回答につ

いてもこれらと数施設程度の回答数の差のも

のが複数存在している。また，ボランティア

の活動内容の設定については，「職員が考え

ている」（約51.6％，計82施設），「職員とボ

ランティアが共同で考えている」（約39.6％，

計63施設），「ボランティアが考えている」

（約5.0％，計８施設），「その他」（約2.5％），

「無回答」（約1.3％，計２施設）という回答

が得られている。

ボランティアを受け入れている施設に対し

ては，「ボランティア活動の成果」の活用及

びボランティア活動の「施設の外への活動」

への広がりについての設問もある（いずれも

複数回答）。回答数の多い順に３つ挙げると，

前者については，「自施設の事業の講師」（約

44.7％，計71施設），「自施設のボランティア

研修の講師」（約27.7％，計44施設），「自施

設の職員（常勤・非常勤）」（約20.8％，計33

施設）であり（「無回答」が約32.7％，計52

施設），後者については，「他でボランティア

活動を行った」（約56.6％，計90施設），｢社

会教育関係団体等で活動」（約23.9％，計38

施設），「講師や事例発表者になった」（約

21.4％，計34施設）となっている（「わから

ない」「無回答」が合わせて約32.1％，計51

施設）という結果が示されている。

さらに，回答のあった全施設を対象とした

ボランティアの「メリット」及び「デメリッ

ト」について尋ねる設問への回答（いずれも

複数回答）は，前者については「業務の補完

として助かる」（約52.8％，計124施設）が最

も多く，「職員自身が刺激を受けることがで

きる」「ボランティアの学習活動の支援とい

う施設の責任を果たせる」（共に約48.9％，

計115施設）が続くが，この他の回答につい

てもこれらと数施設程度の回答数の差のもの

が複数存在している（「無回答」が約12.6％，

計20施設）。後者については，「特にデメリッ

トを感じていない」が約63.4％であり，次に

回答数の多い「施設としての責任の所在が曖

昧になったり，責任放棄になる」（約14.5％，

計23施設）の回答数を大きく引き離している

（「無回答」が約13.2％，計31施設）。

この調査においては，青少年教育施設ボラ

ンティア研究会の調査において見出されるこ

とに加えて，施設の活動・運営におけるボラ

ンティア活動の成果の活用という視点，及び

施設の活動・運営とは直接的には結び付かな

い形でのボランティア活動の成果の活用とい

う視点からの，施設ボランティアへの注目が

なされている。この両者の視点を複合して施

設ボランティアに注目することは，施設職員

と施設ボランティアとの関係を検討する上で
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不可欠なものである。

前者の視点は，ボランティアとは異なる形，

いわば職員により近い立場での施設の活動・

運営への関わりを持つという見方につながる

ものであろう。一方，後者の視点は，それと

は正反対の見方につながるものである（もっ

とも，ボランティア活動を行った施設とは別

の施設の活動・運営への関わりが生じる可能

性は少なくないが）。どちらの視点を欠いて

も，施設ボランティアを取り巻く諸要素を総

合的に把握することは困難であり，それは施

設職員と施設ボランティアとの関係理解の不

十分さにも結び付いてしまう。

また，施設ボランティアの受け入れが現実

として施設職員にどのような影響を与え，今

後与え得るのか，また，現実的に施設職員に

どのような変化をもたらし，今後もたらし得

るのか，という問題を直接的に検討し得る，

あるいはその検討の枠組みを構築するための

実態調査をどのように実施していくのかとい

う問題も無視できない。社会教育施設ボラン

ティア研究会に調査においては，「職員の役

割とボランティアの役割」を尋ねる設問も含

まれている（15）が，このことを意識レベルの

みならず実態レベルまでどのように把握する

のか，その方法論の確立が必要である。

Ⅳ　青少年教育施設職員研究の今後の課題

施設の外において施設の活動・運営に関わ

りを持つようなスタッフ，及び施設の中にお

ける施設職員以外のスタッフとの関係を検討

することが，施設職員をめぐる問題の根本的

な解決のために不可欠であると考えられる

が，施設の内外に関わらず，施設の活動・運

営に関わりを持つスタッフ（この用語がふさ

わしいいかどうかという問題もある）は多岐

にわたる。それらを総合的に見ていくならば，

そもそも施設の内外という区別自体が不要で

あり，むしろ検討の障害になり得ることも考

えられる。しかし，現時点においては，その

ような区別をもとにして，個別のスタッフと

施設職員との関係を検討する作業が求められ

るであろう。

本論において取り上げたスタッフに関して

いえば，まず，社会教育主事については，こ

の社会教育主事制度それ自体が岐路に差し掛

かっていることはすでに方々において指摘さ

れてきていることである。そのような状況に

おいて，指導系職員との関係の問題を改めて

取り上げることは，社会教育主事を取り巻く

諸状況にはそぐわないという見方もできるで

あろう。しかし，この状況は，社会教育職員

としての「総合的な」資質・能力を保証する

資格をどのように構築していくのか，あるい

は構築し得るのか，そして，そもそもそのよ

うな資格が必要なのかという問題をこれまで

以上に切迫したものとして提起していると考

えられる。そのことは，また，指導系職員に

そのような資格が必要とされるのかという問

題についても同様であることを示していると

理解することが妥当である。

施設ボランティアについては，特に1980年

代以降，政策的動向を中心とした多方面に

おいて生涯学習・社会教育の領域におけるボ

ランティアの意義・重要性が繰り返し強調さ

れる中で，青少年教育施設ボランティアにつ

いても，実践なり実態調査が積み上げられて

きたことは事実である。しかし，施設職員と

の関係について，いわば「補完」か「支援」

かという２択の問題が強調されるあまり，両

者のより流動的・柔軟な関係の構築（そのよ

うな関係は「構築」されるものではないのか

もしれないが）の視点は希薄であったように

思われる。この視点から，両者の関係を検討

していくことが更に試みられる必要がある。

最後に，本論においては，施設職員あるい

はその他のスタッフの「養成」及び「研修」

の問題については言及していないが，これら

の問題は，本論において取り上げたような問

題の検討を前提として始めて根本的な検討が
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可能になるものであろう。もちろん，実際に

は，それぞれの問題が平行して検討の対象と

ならざるを得ないが，従来の調査研究に多く

見られた，職員が担うべき職務及び専門性

（能力・資質）を見出してそのための養成・

研修の方法を検討するというような作業の手

順をも問い直し，異なるアプローチが存在す

ることの可能性を検討していくことも不可欠

である。

a ここで「その他の職員」として例示している職員の

種別は，平成17年度の社会教育調査において例示され

ているものである。また，以降の本文の記述において

「指導系職員」という言葉は青少年教育施設の指導系

職員を指している。

s このような研究の代表的なものとして，坂口順治・

宮崎俊策・国立中央青年の家事業課「青年の家指導系

職員の職務についての調査研究」『国立中央青年の家

紀要』No.10,1974年，p.9-20，国立中央青年の家編

『国立青少年教育施設における専門職員の専門性に関

する調査』1983年，国立オリンピック記念青少年総合

センター編『青少年教育施設指導系職員の専門性の構

造に関する探索的研究』1998年，国立オリンピック記

念青少年総合センター編『青少年教育施設職員の資質

向上の在り方に関する調査研究報告書』2005年，など

が挙げられる。

d 全国青年の家協議会編『青少年教育施設職員に必要

な知識・能力等と職員研修について（報告）』1998年，

p.2.

f なお，学校教員と社会教育主事との関係についても，

学校教員が社会教育主事を経験して（数年後に）再度

学校教員へと復帰する，というような人事の存在に注

目がなされることがあるが，ここでは詳細は省略す

る。

g この調査の結果及びその分析は，国立中央青年の家

編『国立青少年教育施設における専門職員の専門性に

関する調査』op.cit. にまとめられている。

h この調査の結果及びその分析は，国立オリンピック

記念青少年総合センター編『青少年教育施設指導系職

員の専門性の構造に関する探索的研究』op.cit. にまと

められている。

j Ibid.,p.6.

k この調査の結果及びその分析は，国立教育政策研究

所社会教育実践研究センター編『社会教育主事の教育

的実践力に関する調査研究』2002年，にまとめられて

いる。

l この調査の結果及びその分析は，国立教育政策研究

所社会教育実践研究センター編『社会教育主事の職務

等に関する実態調報告書』2006年，にまとめられてい

る。

¡0 この調査の結果及びその分析は，全国青年の家協議

会編『青年の家の現状と課題』第２集,1974年，p.136-

158にまとめられている。

¡1 この調査の結果及びその分析は，国立オリンピック

記念青少年総合センター編『青少年教育施設職員の資

質向上の在り方に関する調査研究報告書』op.cit. にま

とめられている。

¡2 全国青年の家協議会編『青年の家の現状と課題』第

２集，op.cit., p.155-158.

¡2 この調査の結果及びその分析は，青少年教育施設ボ

ランティア研究会編『青少年教育施設ボランティア養

成プログラム開発に関する調査研究』1998年，にまと

められている。

¡4 この調査の結果及びその分析は，社会教育施設ボラ

ンティア研究会編『社会教育施設におけるボランティ

ア活動の現状～調査報告1998～』1998年にまとめられ

ている。

¡5 この設問に対する回答は，「同じ仲間として，共同

で仕事をすべき」（約24.7％，計58施設），「職員の仕

事をボランティアが補完すべき」（約13.2％，計31施

設），「ボランティアの活動を職員が支援すべき」（約

42.6％，計100施設），「職員の仕事とボランティアの

活動とは全く別物にすべき」（約9.8％，計23施設），

「無回答」（約9.8％，計23施設）となっている。




