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Ⅰ　はじめに

　「青少年教育施設」という用語は，社会教
育の分野ではしばしば聞かれる一般的な用語
であると言ってよいだろう。「青少年教育施
設」を対象とした調査なども数多く行われて
おり，関連する研究や文献も少なくない。
　しかし一方で，「青少年教育施設」という
用語は，具体的にどのような施設を意味する
のかが不明確な用語でもある。「青年の家」
や「少年自然の家」といった施設種別ごとに
定義的な説明がなされる時もあるが，それら
の定義も統一されたものではなく，また首長
部局の所管施設や民間の施設，青少年を主た

る対象としない施設などに関して，どのよう
な施設が「青少年教育施設」に含まれるのか
についての基準があるわけでもない。こうし
た状況は，青少年教育施設の制度的な脆弱さ
に由来する部分が大きいが，実際の施設のあ
り方が分類・整理の困難なほどに多様化して
いることが，事態をいっそう複雑にしている。
　こうした状況に対し，「青少年教育施設」
に類似した用語が使われることも少なくな
い。例えば，「青少年施設」「青少年関係施設」
「青少年教育関係施設」「青少年健全育成施設」
といった用語は，以上のような問題を意識し，
より実用的なカテゴリーを作成しようとした
り，厳密な定義・分類を回避しようとした結
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果であると言えるだろう。しかし，各カテゴ
リー間の関連等について，厳密な検討がなさ
れているわけではなく，かえって「青少年教
育施設」の総合的な把握を困難にしている部
分があることも否定できない。
　そもそも，「青少年」「青少年教育」「施設」
といった概念すら明確に定義するのが困難な
のであるから，このような状況はとりたてて
指摘するほどの問題ではないと考えることも
できる。あるいは，このような概念の曖昧さ
は，社会教育の分野では他の多くの概念・用
語と共通の，関係者にとってはありふれた問
題と言えるかもしれない。しかし，このよう
な状況がもたらす問題点として，以下の２点
を挙げることができる。
　第１に，いわゆる「青少年教育施設」の実
態を総合的に把握できないことである。様々
な調査の結果も，それぞれ想定している母集
団が明確でなく，それがどのような施設につ
いての調査結果であるかを正確には把握でき
ない場合が多い。また，調査ごとに母集団が
異なるため，いくつかの調査結果を比較する
ことも困難である。このことは，施設に関す
る調査を実施する側においては，調査対象の
設定・抽出が常に課題となることを意味して
いる。
　第２に，施設に関する制度を検討する基盤
がないことである。近年では，青少年教育施
設をめぐって様々な制度的変化が生じている
が，施設の設置状況がいわば「右肩上がり」
に拡大していた時代とは異なり，今後は施設
の縮小が前提とされ，それぞれの施設がその
存在意義から見直しを迫られる時代となるこ
とが予想される。そうした状況において，そ
もそも「青少年教育施設」とは何であるのか，
またその実態がどのようになっているのかの
把握ができないことは，政策を評価し，施設の
存在意義を示し，新たな制度を設計していく
ための基盤自体が脆弱であることを意味する。
　以上のような状況を鑑みるとき，様々な場

面で「青少年教育施設（及び類似した用語）」
がどのように捉えられているのかを検討し，
それらの異同について明らかにしておくこと
が有意義であると考えられる。もちろん概念
を統合したり，改めて定義し直すことも重要
ではあるが，概念自体の検討がこれまでほと
んど行われてこなかった現状においては，ま
ずは「青少年教育施設」の既存の捉えられ方
自体を把握する方が有効であろう。そこで本
論文では，「青少年教育施設」に関する各種
の調査や統計資料の分析を行い，①「青少年
教育施設」がどのように捉えられているのか，
②実際にどのような施設が含まれているのか
（いないのか），③相互にどのような共通点お
よび相違点が存在するのか，等についての検
討を行う。検討を通じて「青少年教育施設」
を捉える上での論点の整理と課題の明確化を
行うことが本論文の目的である。本論文で行
うのは，いわば「青少年教育施設」の「捉え
にくさ」自体を捉えることであり，「青少年
教育施設」をどのように捉える（べき）かを
考察するための前提的な作業として位置づく
ものであると考えている。
　分析対象としては，①文部科学省の「社会
教育調査」，②内閣府の発行している『青少
年白書』，③独立行政法人国立青少年教育振
興機構の提供している「青少年活動場所ガイ
ド」，④社団法人全国青少年教育施設協議会
の加盟施設を取り上げる。これらは，統一さ
れたリストのない中で，「青少年教育施設」
の捉えられ方を示す代表的なデータと言える
ものであり，本論文ではアクセスのしやすさ
等も考慮し，分析するデータはこれら４点に
限定する。また，③と④では，リスト内の全
施設名が一般に公開されており，本論文では
このことを利用し，施設名称に関する分析も
合わせて行うこととする。
　なお，本論文では，関連する用語による混
乱を避けるために，これ以降，「青少年教育
施設」及び関連用語で表記される青少年に関
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する施設全般を〈青少年教育施設〉と表記す
る。こうした表記を用いることが，新たな混
乱を招く危険性もあるが，ここでは複数の用
語が混在したままの議論を避けることを優先
したい。

Ⅱ　「社会教育調査」における〈青少年教
育施設〉

　1955（昭和30）年に始まった文部省（当時）
の「社会教育調査」の内容に，「青少年教育
施設調査」が加えられるのは，４回目の調査
となる1968（昭和43）年度調査からである。

その後，2005（平成17）年度調査まで，連続
して13回の「青少年教育施設調査」が行われ
ている。1981（昭和56）年度調査までは届出
調査であり，「社会教育調査付帯調査」とい
う位置づけであったが，1984（昭和59）年度
調査からは指定統計となった。調査対象施設
数は，［表１］のようになっており，2005年
度調査における施設数は合計1320施設となっ
ている。設置主体別にみると，都道府県立
196施設（14.8%），市（区）立881施設（66.7%），
町立214施設（16.2%），村立22施設（1.7%），
組合立７施設（0.5%）となっている。

表１　社会教育調査における〈青少年教育施設〉の推移

少年自然
の家

青年の家
(宿泊型)

青年の家
(非宿泊型)

児童文化
センター

その他 計

1 1968(昭和43)年 602 　　　

2 1971(昭和46)年 11 (1.9) 189(31.9) 76(12.8) 32(5.4) 285(48.0) 593(100.0)

3 1975(昭和50)年 75(12.5) 205(34.0) 110(18.3) 40(6.7) 171(28.5) 601(100.0)

4 1978(昭和53)年 103(14.8) 221(31.8) 109(15.7) 39(5.6) 224(32.2) 696(100.0)

5 1981(昭和56)年 171(18.2) 253(26.9) 177(18.8) 56(6.0) 283(30.1) 940(100.0)

6 1984(昭和59)年 206(20.0) 255(24.7) 169(16.4) 72(7.0) 329(31.9) 1,031(100.0)

7 1987(昭和62)年 246(23.4) 267(25.4) 160(15.2) 45(4.3) 335(31.8) 1,053(100.0)

8 1990(平成２)年 278(24.1) 254(22.0) 168(14.6) 61(5.3) 393(34.1) 1,154(100.0)

9 1993(平成５)年 294(24.0) 249(20.3) 162(13.2) 71(5.8) 449(36.7) 1,225(100.0)

10 1996(平成８)年 304(23.0) 248(18.8) 161(12.2) 99(7.5) 507(38.4) 1,319(100.0)

11 1999(平成11)年 311(24.6) 229(18.1) 176(13.9) 75(5.9) 472(37.4) 1,263(100.0)

12 2002(平成14)年 325(24.9) 221(16.9) 172(13.2) 105(8.0) 482(36.9) 1,305(100.0)

13 2005(平成17)年 311(23.6) 209(15.8) 171(13.0) 128(9.7) 501(38.0) 1,320(100.0)
※各年の『社会教育調査報告書』より作成。(　)内の数字はパーセント。

　「社会教育調査」における〈青少年教育施設〉
を考えるとき，最も重要であるのは，この調
査が指定統計であり，回収率100%の悉皆調
査であることである。したがってここで示さ
れる〈青少年教育施設〉は，各自治体が所定
の基準を満たすと解釈した施設の全数である
と考えられる。ただし，〈青少年教育施設〉の制
度的な脆弱さを考えれば，ある施設が基準を

満たすものであるかの判断が，回答者の解釈
に依存する部分があることも推測される。

１．調査の範囲

　「社会教育調査」における「青少年教育施
設調査」の調査の範囲は，調査ごとに文言が
変化している部分もあるが，指定統計となっ
た1984（昭和59）年度調査以降は，ほとんど
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変化は見られない。2005（平成17）年度調査
の「青少年教育施設調査表及び記入事項等の
説明」によれば，調査の範囲は以下のように
なっている(1)。

　 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（少年自然の家，青年の家，
児童文化センター等）を対象とします。た
だし，条例で設置し，教育委員会が所管（教
育委員会から青少年教育に関する事務の委
任を受けている知事部局，市町村長部局が
所管する場合を含む。）するものに限りま
す。

　ここでの〈青少年教育施設〉の範囲につい
ては，以下のような特徴をみることができる。
　第１に，地方公共団体が設置した公立施設
に範囲が限定されていることである。すなわ
ち，国立の施設と民間団体によって設置され
た施設は，「社会教育調査」における〈青少
年教育施設〉に含まれていない(2)。このこと
は，「社会教育調査」が各自治体における社
会教育行政の実態把握を目的とした調査であ
ることによるものであると考えられる。

　第２に，教育委員会の所管する施設に限定
されていることである。この条件は，これま
での13回の調査全てで共通したものとなって
いるが，1981（昭和56）年度調査から，事務
の委任に関する文言が追加された。したがっ
て，教育委員会の所管する施設以外にも青少
年を主たる対象とする公立施設は数多く存在
するが，教育委員会から事務の委任があった
施設以外は，ここでの〈青少年教育施設〉に
は含まれないことになる(3)。
　また，勤労青少年ホームや児童館などで，
首長部局によって設置された後，教育委員会
の所管に変わったケースが存在するが，こう
した例も定義上はここでの〈青少年教育施設〉
に含まれることになると考えられ，ここにも
整理・分類の難しさを見ることができる。

２．施設の種別

　「社会教育調査」における〈青少年教育施設〉
の施設種別は，1971（昭和46）年調査で初め
て用いられたが，〈青少年教育施設〉を分類
する際の代表的なカテゴリーであると言え
る。各種別の定義は1975（昭和50）年以降ほ
とんど変化していないが，1981（昭和46）年
度調査から「「少年自然の家」「青年の家」以
外の名称を用いているものを含む」という文

表２　「社会教育調査」における〈青少年教育施設〉の種別

１少年自然の家 ： 少年を自然に親しませ，団体宿泊訓練を行い，野外活動，自然探求等を
通じてその情操や社会性を豊かにし，心身ともに健全な少年の育成を図
るための施設をいう。（「少年自然の家」以外の名称を用いているものを
含む。）

２青年の家（宿泊型） ： 団体宿泊訓練を通じて，規律・協同・友愛・奉仕等の精神をかん養し，
心身ともに健全な青年の育成を図るための施設（宿泊型）をいう。（「青
年の家」以外の名称を用いているものを含む。）

３青年の家（非宿泊型） ： 青年の日常生活に即した交友と研さんの場を提供し，青年の研修，団体
活動の助長を図るための施設（非宿泊型）をいう。（「青年の家」以外の
名称を用いているものを含む。）

４児童文化センター ： 少年に対し科学知識の普及，実験実習の場の提供，情操のかん養，生活
指導等を行い，健全な自発的活動の促進を図るための施設をいう。

５その他 ：上記のいずれにも該当しない施設。
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言が追加された。2005（平成17）年度調査にお
ける施設区分は［表２］のようになっている(4)。
　ここでは，主に利用対象者と機能の２点に
よって分類がなされていると言えるが，ここ
での区分の特徴としては，以下の２点をあげ
ることができる。
　第１に，施設の種別の区分が，補助金をベー
スにした区分であることである。すなわち，
ここでの「少年自然の家」「青年の家」「児童
文化センター」という区分は，それぞれ文部
省（当時）が建設の際に国庫補助を与えた際の
名称に基づくものである(5)。「社会教育調査」
に上記の５つの区分が導入された1971（昭和
46）年はこれらの補助金の交付がさかんだっ
た時期であり，補助金に基づく施設種別が用
いられたのは自然なことであったと考えられ
る。
　第２に，「その他」の占める割合が最も大
きいことである。これまでも「その他」が占
める割合は大きかったが，2005（平成17）年
度調査においては全体の38％を占めており，
近年ではその割合が増加傾向にある［表１］。
こうした背景には，区分のベースとなってい
た補助金の交付が廃止され，施設形態の多様
化が進んでいる状況があると考えられる。特
に，ここでは「少年」「青年」「児童」のよう
に，想定する利用者の明確な区分が前提にさ
れているが，近年では「青少年」全体を対象
とした施設や青少年だけに利用者を限定しな
い施設が増えていることとも関係があろう。
いずれにせよ，〈青少年教育施設〉の全体像
を捉えるためには，約４割を占める「その他」
にどのような施設が含まれているのかが問題
となる。具体的な内容の把握は困難な状況で
あるが，試みに2005（平成17）年度調査での
「その他」の施設に関するデータを見ると，
①都道府県立では「その他」の割合が14.3％
と低いのに対し，町立・村立ではいずれも半
数を超えている（それぞれ59.8％，63.6％），
②1970年代から1980年代に設置された施設が

半数を占める（1971-1980年が29.3％，1981- 
1990年が25.7％），③宿泊機能があるのは全
体の29.3％（501施設中147施設）である，な
どのことがわかる(6)。

Ⅲ　『青少年白書』における〈青少年教育
施設〉

１．「青少年健全育成施設」という概念

　1956（昭和31）年から発行されている『青
少年白書』は，現在は内閣府が関係省庁の協
力を受けながら編集しているものであり，毎
年，各省庁の管轄する青少年に関する施策が
まとめられている。『青少年白書』における〈青
少年教育施設〉は，「青少年健全育成施設」
としてまとめられているが，この「青少年健
全育成施設」は，後に見るように〈青少年教
育施設〉をかなり広く捉えていることに特徴
がある。
　平成19年版の『青少年白書』には，参考資
料として「青少年健全育成施設の設置状況」
がまとめられているが，そこでは「主要施設」
として以下の施設が挙げられている(7)。

　 国立青少年交流の家，公立青年の家，国立
青少年自然の家，公立少年自然の家，児童
文化センター，公民館，図書館，博物館（相
当施設を含む），プール，体育館，陸上競
技場，野球場・ソフトボール場，運動広場，
柔剣道場（柔道場・剣道場を含む），公立
学校プール，公立高等学校武道場，勤労青
少年ホーム，児童館，児童遊園，街区公園，
近隣公園，運動公園，契約ユースホステル，
公営ユースホステル，観光レクリエーショ
ン地区，青少年旅行村，公営国民宿舎，国
民休暇村，国立公園，国定公園，都道府県
立自然公園

　ここでは教育行政以外が管轄する施設も数
多く挙げられており，一般行政も含めたいわ
ゆる「社会教育関連施設」全般が「青少年健
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全育成施設」と捉えられていることが分かる。
　さらに，「都道府県別設置施設数」の項目
では，より詳細に72種別の構成要素が列挙さ
れており，どのような施設が「青少年健全育
成施設」として捉えられているかを見ること
ができる。ここでは，全体が９つのカテゴリー
に分類されており，各カテゴリーの内訳は「青
少年教育関係施設」22,164施設，「公立学校
体育施設」38,161施設，「公共スポーツ施設」
38,935施設，「農山漁村青少年教育施設」199
施設，「児童福祉施設」32,712施設，「都市公園」
91,491施設，「勤労青少年福祉施設」479施設，
「レクリエーション施設」729施設，「その他
の青少年関係事務所等」3,197施設となって
いる。全ての施設数の合計は約23万施設であ
り，「社会教育調査」の対象の20倍近い数字
となっている。また，ここでの「青少年教育
関係施設」の構成要素として，国立青少年交
流の家，公立青年の家，国立青少年自然の家，
公立少年自然の家，児童文化センター，公民
館，図書館，博物館（相当施設を含む）が挙
げられており，国立施設以外は「社会教育調
査」の結果に基づいて施設数が掲載されてい
る。『青少年白書』においては，文部科学省
が管轄する国公立の社会教育施設全般が「青
少年教育関係施設」として捉えられているこ
とが分かる(8)。

２．『青少年白書』における〈青少年教育施設〉

の特徴

　『青少年白書』における〈青少年教育施設〉
については，以下の３点を指摘できる。
　第１に，すでに見たように，「青少年健全
育成施設」には，教育行政以外の様々な行政
分野の管轄する施設が含まれていることであ
る。「社会教育調査」と異なり，省庁としては，
厚生労働省，国土交通省，環境省，林野庁など
が管轄する施設も含まれていることが分かる。
　第２に，青少年を直接の対象とはしない施
設や，狭義の教育を目的としない施設が含ま

れていることである。角替弘志は，『青少年
白書』における「青少年健全育成施設」につ
いて，「大部分が，広い意味では教育的意味
を有していても，狭義の教育のためのもので
はないし，また，専ら青少年のために設けら
れたものでもない」として，「日常の生活の
中で，幼児・壮年・老人を含め，あわせて青
少年も活用する施設である」としている(9)。
すでにみたように，「青少年教育関係施設」に
限定しても，いわゆる社会教育施設全般が含
まれており，同様の傾向をみることができる。
　しかし，ここで問題となるのは，そもそも
青少年を直接の対象とする施設であるかどう
かを明確に区別できないことである。この点
については角替も，「社会教育調査」の対象
のような〈青少年教育施設〉について，「機
能的にみるなら，それを青少年育成のための
（社会教育施設以外の）施設と明確に区分す
ることは必ずしも容易ではなく，実際にこれ
らの施設は相互に深い関連をもって運営され
ている場合が多い」と述べている(10)。特に
利用対象者については，実際に多くの〈青少
年教育施設〉が青少年以外にも利用されてお
り，施設運営の評価等で施設の利用者数が重
視されるようになった近年の状況を踏まえる
と，この傾向は今後も拡大するものと予想さ
れる。一方，特定の利用者が前提とされてい
ない施設においても，事業レベルでは青少年
を対象とした事業は行われており，利用対象
者によって施設を区分することの困難さを確
認することができる。
　第３に，行政の『白書』であれば当然とも
言えるが，公益法人等が設置する民間の施設
が含まれないことである。ただし，ユースホ
ステルについては民間の施設も掲載されてい
るが，民間施設の中でなぜユースホステルだ
けが掲載されているのかは明らかではない。
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表３　「青少年活動場所ガイド」等における施設数の推移

設置主体
計

（別掲）
関係施設一覧年 国 都道府県 政令市 市（区） 町村組合 公益法人

1982 （設置主体別の集計はされていない。） 771 ○

1988 26 253 99 436 209 × 1,023 ×

1989 31 318 40 397 215 94 1,095 ○

1991 29 334 51 433 239 101 1,187 ○

1993 29 343 61 448 251 104 1,236 ○

1996 29 356 67 493 282 99 1,326 ○

1999 29 339 69 506 268 93 1,304 ○

2007 （インターネットによる提供。設置主体別の集計はされていない。） 1,149 ×

Ⅳ　「青少年活動場所ガイド」・「全国青少
年教育施設協議会」における〈青少年教
育施設〉

１．「青少年活動場所ガイド」における〈青

少年教育施設〉の特徴

　「青少年活動場所ガイド」（以下，「ガイド」）
は，独立行政法人国立青少年教育振興機構（以
下「機構」）のWEBページで提供されている
〈青少年教育施設〉に関するデータベースで
ある。こうした情報提供は，独立行政法人化
以前の国立オリンピック記念青少年総合セン
ター（以下「オリセン」）の時代に始められ
たもので，名称等は異なるものの1982年から
1999年までは数年ごとに施設のリストが計7
冊発行され，現在ではインターネットのみで
の提供となっている(11)。
　ここで提供されているリストは，「社会教
育調査」のように特定の条件のもとに悉皆で
調査した結果ではなく，オリセンおよび機構
が青少年指導者等への情報提供を目的に，独
自に情報収集を行ってきたものである。その
ため，施設の明確な選定条件を持たないとい
う弱点はあるが，利用者向けに発信された情
報である分，制度的な側面よりもデータとし
ての有用性が重視されている印象を受ける。

2007年10月現在，1,149施設が公開されてい
る。
　「ガイド」に掲載されている〈青少年教育
施設〉の捉えられ方の原型は，情報提供の始
まった1982年の『子供と若者の広場－全国青
少年施設案内－』（以下『広場』）に見ること
ができ，基本的に現在のデータベースでも踏
襲されていると考えられる。
　『広場』では，「この「案内」は，全国の青
年の家，少年自然の家，児童文化センター，
こどもの国，その他の施設など，国公立をは
じめ青少年団体などの設置する私立の約770
施設を都道府県別に紹介」するとし，冒頭の
「青少年施設とは」という節では，「青年の家」
「少年自然の家」「児童文化センター」「こど
もの国」「勤労青少年ホーム」「勤労フレンド
シップセンター」「ユースホステル」「青少年
旅行村」の８種類の施設が挙げられてい
る(12)。しかし，全体の構成は「青少年施設」
と「青少年関係施設」に分かれており，「青
少年施設」に含まれているのは，「青年の家」
「少年自然の家」「児童文化センター」「こど
もの国」の４種類のみである。これら４種類
の施設が一括して都道府県ごとに掲載され，
残りの施設は「青少年関係施設一覧」として，
巻末に種別ごとにリストが掲載されている。
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冊子に示されている合計施設数が前者の４種
類の合計となっていることからも，補助金に
基づく３種類に「こどもの国」を加えた先の
４種類が中心的な「青少年施設」とされてい
ると考えられる。（全国の「こどもの国」は一般
に児童福祉法に基づく児童福祉施設である）
　次の冊子からは「青少年施設」と「青少年
関係施設」という名称は使われなくなり，前
者が「青少年教育関係施設」，後者は特に名
称はないが「別掲」として巻末につけられる
というスタイルが1999年まで継続する（1988
年の冊子のみ「青少年教育施設」の名称が使
われ，異なった条件で一覧が作成されたと考
えられる）。なお，1999年の「別掲」には，「ユー
スホステル」「勤労青少年ホーム」「家族旅行
村・青少年旅行村」「大規模観光レクリエー
ション地区」が掲載され，それぞれの施設数
は，338，575，126，２となっている(13)。イ
ンターネットでの提供となってからは，「青
少年活動場所ガイド」という名称となり，後
に［表４］で見るように，基本的に「別掲」
の施設は掲載されなくなったと考えられる。
　ここに見られる〈青少年教育施設〉の特徴
としては，以下の４点を指摘できる。
　第１に，国公立の施設だけでなく，民間の
施設が含まれていることである。1999年の時
点で約７％が公益法人立の施設となってい
る。「社会教育調査」と『青少年白書』には
民間施設が含まれていないため，ここで民間
施設が含まれることは大きな特徴と言える。
　第２に，教育委員会所管の施設だけでなく，
首長部局所管の施設も含まれていることであ
る。例えば，1988年の冊子には所管別の施設
数が掲載されているが，ここでは1,020施設
中90施設（8.8％）が首長部局の所管となっ
ているし，平成18年に行われた調査（回収率
59.4％）によれば，14.2％の施設が首長部局
所管となっている(14)。
　第３に，収集された情報が定期的に集計さ
れて調査報告書として発行されていることで

ある(15)。ここでは，「社会教育調査」と異なり，
施設の様々な項目についての施設の分布状況
が分かるため，リストに含まれる施設の実態
の把握に役立つものが多い。しかし，抽出や
回収率の問題などで，リスト内の全施設につ
いての情報ではないことに加え，回収した全
施設について集計している場合（平成17年度）
と「少年自然の家」と「青年の家」について
のみ集計している場合（平成９年度，平成12
年度）があるなど，集計する対象の施設が一
定でないため，データの比較がしにくいとい
う面もある。

２．「全国青少年教育施設協議会」の加盟施

設における〈青少年教育施設〉

　社団法人全国青少年教育施設協議会（以下，
青少協）は，1960年に結成された社団法人全
国青年の家協議会と，1971年に結成された全
国少年自然の家連絡協議会が合併し，2007年
１月に発足した〈青少年教育施設〉の協議会で
ある。2007年４月現在の加盟施設数は275施
設であり，本論文で取り上げた他のデータの施
設数と比べるとかなり少なくなっている(16)。
　青少協の加盟施設については，何をもって
〈青少年教育施設〉と捉えるかが明示的に示
されているわけではない。のちに見るように
民間施設も含まれており，また首長部局所管
の施設も加盟しているが，加盟施設のほとん
どが，旧全国青年の家協議会と旧全国少年自
然の家連絡協議会の加盟施設であり，制度や
機能の面では，「社会教育調査」で定義され
る「青年の家」「少年自然の家」に近い施設
が中心であると考えられる。
　設置主体別にみると，国立28施設（10.2%），
道府県立148施設（53.8%），政令市立27施設
（9.8%），市立66施設（24.0%），町・村・組
合立４施設（1.5施設），公益法人立２施設
（0.7%）となっており，「社会教育調査」や「ガ
イド」と比較すると，都道府県立の施設が占
める割合が大きい。任意加盟の協議会である
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表４　「青少年活動場所ガイド」・「全国青少年教育施設協議会」における施設名称の分布

カテゴリー 「活動場所ガイド」 「施設協議会」
利用対象 名　　称 施設数 施設数

「少年」を含む

「少年自然の家」 166 14.4％ 109 39.6％
「少年の家」 4 0.3％ 0 0.0％
その他 4 0.3％ 1 0.4％

計 174 15.1％ 110 40.0％

「青年」を含む

「青年の家」 102＊ 8.9％ 49 17.8％
「青年会館」 17 1.5％ 0 0.0％
「青年センター」 13 1.1％ 0 0.0％
「青年館」 8 0.7％ 0 0.0％
「勤労青年会館」 1 0.1％ 0 0.0％
その他 13＊ 1.1％ 0 0.0％

計 154 13.4％ 49 17.8％

「青少年」を含む

「青少年○○センター」 89＊・＊＊ 7.7％ 11 4.0％
「青少年会館」 73 6.4％ 1 0.4％
「青少年センター」 61 5.3％ 9 3.3％
「青少年の家」 40 3.5％ 17 6.2％
「青少年○○の家」 27 2.3％ 9 3.3％
「青少年キャンプ場」 7 0.6％ 0 0.0％
「勤労青少年○○」 4 0.3％ 0 0.0％
「青少年科学館」 3 0.3％ 0 0.0％
その他 37＊ 3.2％ 5 1.8％

計 341 29.7％ 52 18.9％

「児童」を含む

「児童文化センター」 15 1.3％ 0 0.0％
「児童センター」 5＊ 0.4％ 0 0.0％
「児童会館」 2 0.2％ 0 0.0％
「児童科学館」 2 0.2％ 0 0.0％
「児童館」 1 0.1％ 0 0.0％
その他 2 0.2％ 0 0.0％

計 27 2.3％ 0 0.0％

「こども」「子ども」を含む

「こどもの国」 11 1.0％ 0 0.0％
「こども科学館」 6 0.5％ 0 0.0％
「こどもの城」 2 0.2％ 0 0.0％
「こども博物館」 1 0.1％ 0 0.0％
その他 13 1.1％ 0 0.0％

計 33 2.9％ 0 0.0％

その他

「野外○○センター」 53 4.6％ 4 1.5％
「キャンプ場」 45 3.9％ 0 0.0％
「自然の家」 21 1.8％ 13 4.7％
「自然学校」 1 0.1％ 1 0.4％
「勤労者○○センター」 4 0.3％ 0 0.0％
「科学館」 3 0.3％ 0 0.0％
その他 264 23.0％ 18 6.5％

計 391 34.0％ 36 13.1％

国立青少年教育振興機構

「青少年交流の家」 13 1.1％ 13 4.7％
「青少年自然の家」 14 1.2％ 14 5.1％
「野営場」 1 0.1％ 0 0.0％
「青少年総合センター」 1 0.1％ 1 0.4％

計 29 2.5％ 28 10.2％
総　　　　　計 1,149 100.0％ 275 100.0％

＊　　名称に「女性」・「婦人」が含まれる施設を含む
＊＊　名称に「児童」・「こども」が含まれる施設を含む
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という性格等もあり，財政的・人的規模が比
較的大きい施設が中心になっていると考えら
れる。

３．施設名称による実態把握の試み

　「ガイド」と青少協の加盟施設は，情報提
供用のリストとして，リストに含まれる施設
が一般に公開されている。そのため，社会教
育調査や『青少年白書』と異なり，どのよう
な施設が含まれているかを具体的に知ること
ができる点に特徴がある。ここでは，この特
徴を利用し，「青少年活動場所ガイド」と青
少協を構成する施設を把握するための試みと
して，施設名称の分布について検討する。
　［表４］は，2007年10月１日時点で検索し
た「ガイド」に掲載されている全施設(1,149
施設)と，2007年４月１日現在の青少協の加
盟施設（275施設）について，施設の名称を
分類した結果である。
　具体的な作業は，以下の手順で行った。ま
ず，独立行政法人国立青少年教育振興機構に
よって設置された施設は，設置主体が確実に
特定でき，他の施設とは性格の異なる施設で
あるため，それ以外の施設とは別に集計した
（旧国立南蔵王青少年野営場は，現在制度上
は機構の１拠点ではないが，「青少年活動場
ガイド」では１つの施設として扱われてい
る）。次に，残りの施設を，名称に「少年」「青
年」「青少年」「子ども（こども）」「児童」と
いった利用対象者を想起させる単語が含まれ
ているか（いないか）で分類をした（複数の
カテゴリーを含む施設数については注を参照
のこと）。さらに，カテゴリーごとに，代表
的な施設の名称および制度的な裏付けのある
名称を選び，それぞれの施設数をカウントし
た。必要に応じて関連の見られる名称を統合
し，「青少年○○センター」のような項目を
作成した。
　［表４］から指摘できることとして，以下
の４点を挙げることができる。

　第１に，２つのリストに含まれる〈青少年
教育施設〉の実態が大きく異なることである。
「青少年活動場所ガイド」の施設は，青少協
と比べると名称が多様であり，項目ごとの分
布状況も異なっている。利用対象者のカテゴ
リー別でみると，「青少年活動場所ガイド」
では「その他」，「青少年」を含む施設が多い
のに対し，青少協では「少年」を含む施設が
最も多くなっている。また，「ガイド」が多
様な施設を含む実用的なリストであること
や，青少協の加盟施設ではいわゆる「少年自
然の家」「青年の家」の割合が大きいことなど，
それぞれの施設についてこれまで指摘してき
た点を改めて確認することもできる。
　第２に，特に「ガイド」で顕著に見られる
ことであるが，施設の名称が多岐にわたるこ
とである。これは，公民館や図書館などの根
拠法をもつ社会教育施設と比較しても，際
立っていると考えられ，〈青少年教育施設〉
の捉えにくさの原因の１つとなっていると思
われる。「社会教育調査」で用いられている「少
年自然の家」「青年の家」「児童文化センター」
について，そのままの名称を用いている施設
は「ガイド」では，それぞれ14.4%，8.9%，1.3%
しかなく，青少協の加盟施設においても
39.6%，17.8%，0.0%となっている。
　第３に，「少年」「青年」といった従来の施
設が採用してきた利用対象者の区分を採用し
ていない施設が多いことである。「ガイド」
では「少年」「青年」を含む施設は３割にも
満たず，青少協の加盟施設でも６割を割って
いる。「青年の家」や「少年自然の家」が多
く設置された1970年代には，1971（昭和46）
年の社会教育審議会答申などに代表的に見ら
れるように，発達課題論を前提に「少年」へ
の教育施策と「青年」への教育施策が区別さ
れ，そうした区別が当時の施設の機能や名称
にも反映されていたと考えられる。「ガイド」
の施設を対象としたオリセンの調査報告書に
よれば，８割以上の施設で「成人」「高齢者」
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が利用対象者となっている(17)。ここでも現
在の〈青少年教育施設〉が利用対象者の区別
を前提としなくなっている状況を改めて確認
することができよう。
　第４に，施設名称による実態把握の妥当性
についてである。本節では，「青少年活動場
所ガイド」および青少協を構成する施設を具
体的に把握するための試みとして，実験的に
施設名称に基づく分類を試みた。この作業に
よって明らかにしうることは必ずしも多いわ
けではないし，この作業には〈青少年教育施
設〉のイメージが掴めること以上の意義はな
いとも言える。しかし〈青少年教育施設〉に
とっては，こうしたイメージを掴むこと自体
が困難であることも事実であるし，分類の結
果として，２つのリスト内の施設名称の分布
に大きな差異があることも明らかとなった。
制度的な基盤が弱く，施設の機能や利用対象
者による整理が困難な〈青少年教育施設〉の現
状を踏まえれば，実態把握のための１つの指
標としては，名称による分類の意義も少なか
らず存在すると言えるのではないだろうか。

Ⅴ　おわりに

　以上，〈青少年教育施設〉概念をめぐって，
４つの調査や統計資料に表れる〈青少年教育
施設〉を取り上げ，それぞれの特徴や異同に
ついて検討してきた。全体を通じて，〈青少
年教育施設〉の多様性や，捉えにくさに注目
しながら議論を進めてきたと言える。
　このような状況は，おそらく今後も継続し
ていくことになるのであろう。これだけ機能
や名称が多様化している以上，たとえ法制度
の整備が進んだとしても，事態が根本的に変
わることは考えにくいように思われる。とす
れば，〈青少年教育施設〉について議論する際，
施設の実態が多様であることを前提とし，そ
れぞれの概念が曖昧であることを自覚しなが
ら，状況に応じて〈青少年教育施設〉を捉え
返していくことが現実的なのであろう。本論

文で指摘したことは，〈青少年教育施設〉を
捉える際の基礎的データと考えられるもので
あり，こうした内容が〈青少年教育施設〉に関
する議論の前提となることが求められよう。
　最後に，本論文に関連する課題として２点
を指摘しておく。
　１点目は，近年の公共施設をめぐる状況の
変化と，〈青少年教育施設〉の多様性の関係
についてである。近年，行政改革の一環とし
て，国立施設の独立行政法人化や，公立施設
への指定管理者制度の導入など，施設運営に
関する大きな制度の変更が行われている。ま
た，施設の統廃合や閉鎖，複合化，移管，民
営化等の動きについても，今後も状況が拡大
していくことが予想される。こうした状況に
おいては，施設の物的側面・人的側面・運営
形態等のさまざまな側面で，従来の「施設」
概念の修正が迫られるであろうし，〈青少年
教育施設〉概念も今まで以上に捉えにくいも
のになると思われる。施設を対象とした量的
調査を行う際には，調査対象の選定・抽出が
これまで以上に困難になっていくと考えら
れ，調査・研究方法論の観点からも，こうし
た「施設」概念そのものの変化を踏まえた，
新たな状況における〈青少年教育施設〉概念
を検討することが必要となろう。
　２点目は，制度的な基盤の脆弱さをどのよ
うに考えるか，という問題である。冒頭でも
触れた通り，制度的な基盤の脆弱さと，それ
に伴う概念・用語の捉えにくさは，社会教育
の領域ではある程度共通のものと考えられる
し，また，制度的に固まっていないことにこ
そ，社会教育の本質として積極的に意味を見
いだそうとする議論もなされてきた。特に青
少年期の教育においては，高度に制度化され
た学校教育と，学校外における〈青少年教育
施設〉との関係をどのように考えるかが重要
になるのであり，〈青少年教育施設〉に学校
教育とは異なる意味を期待するのであれば，
制度的な基盤の脆弱さは，一方で〈青少年教
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育施設〉の存在意義とも言えるものである。
しかし同時に，本論文で検討した概念の捉え
にくさは，対社会的に存在意義をアピールす
ることが困難な状況を引き起こすというジレ
ンマを抱えている。近年のさまざまな制度的
な変化を前に，こうしたジレンマをどのよう
に考えるかが今後の課題となろう。
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