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青少年機構について

求める人物像
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　国立青少年教育振興機構は、我が国の青少年教育のナショナルセンターとして、青少年を巡る様々な
課題に対応するため、青少年に対し教育的な観点から、より総合的・体系的な一貫性のある体験活動等
の機会や場を提供するとともに、青少年教育指導者の養成及び資質向上、青少年教育に関する調査及び
研究、関係機関・団体等との連携促進、青少年教育団体が行う活動に対する助成を行い、もって我が国
の青少年教育の振興及び青少年の健全育成を図ることを目指しています。

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立オリンピック
記念青少年総合センター

都市型の青少年教育施設
として、青少年及び青少
年教育指導者等の研修及
び体験の場と機会を提供

しています。
（全国1か所）

国立青少年
交流の家

ボランティア活動や就労
体験といった交流体験を
中心とした教育プログラ
ムの企画・実施を行って

います。
（全国13か所）

国立青少年
自然の家

野外活動や環境学習と
いった自然体験を中心と
した教育プログラムの
企画・実施を
行っています。
（全国14か所）

○　我が国の青少年教育をリードする気概をもち、常に向上心とチャレンジ精神をもって何事にも取り組める人
○　時代の変化を敏感にとらえ、多様な視点で柔軟に物事を考えることができる人
○　機構職員としての専門性を高めるとともに、自身の将来についてのビジョンを描くことができる人
○　課題意識をもって主体的に行動し業務を遂行できる人
○　笑顔で挨拶、そして思いやりの心をもって積極的にコミュニケーションを図り、信頼関係を築くことができる人

（写真：国立那須甲子青少年自然の家）
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                         　　 独立行政法人国立青少年教育振興機構　　理事長　古川　和

当機構は「体験活動を通した青少年の自立」を目指して、国立オリンピック記念青少年総合センター、国立青年の家、
国立少年自然の家の 3 法人が統合され、平成 18 年 4 月に発足しました。全国 28 の教育施設を設置し、それぞれの立
地条件を活かした特色のある活動を展開し、青少年の健康な身体、感性豊かな心、様々な課題にチャレンジする意欲
と能力など、社会を生き抜く力の育成に必要な、多様な体験活動の機会の提供に努めています。
　また、当機構では、令和 3 年 4 月から第 4 期中期目標の期間がスタートし、子供たちの発達段階に合わせた質の高
い体験活動を提供するとともに、環境教育や防災教育等施設の豊かな自然環境を活かした教育の機会の充実を目指し
ています。第3期のミッションである「早寝早起き朝ごはん」国民運動や「体験の風をおこそう」運動の遂行とともに、「子
供の貧困」対策等の社会問題にも、引き続きしっかりと取り組んでおります。
　このように、青少年教育のナショナルセンターとして我が国の青少年教育をリードする当機構の職員には、今日の
青少年の課題を的確に把握し、解決に向け積極的に取り組む力が求められます。その力は、機構職員としての専門性
に加え、課題意識に基づく向上心とチャレンジ精神が基盤となります。
　次世代のリーダーとなる皆さんも、我が国の将来を描く仕事に、私たちと共に取り組んでいきましょう。



　当機構では、子供たちの健やかな成長
にとって体験がいかに重要であるかを広
く家庭や社会に伝え、社会全体で体験活
動を推進する機運を高める「体験の風を
おこそう」運動を青少年団体と連携して
進めています。

　子供たちの健やかな成長には、「早寝早起
き」をすることや「朝ごはん」を食べること
などの基本的な生活習慣を身に付けることが
重要です。当機構では、「早寝早起き朝ごはん」
全国協議会の事務局を運営し、この国民運動
を積極的に推進しています。

「体験の風をおこそう」運動 「早寝早起き朝ごはん」国民運動 はやおきくん はやねちゃん

よふかしおに あさごはんまん

ⓒやなせたかし／やなせスタジオ

1. 教育事業
　青少年の課題や国の政策課題に対応しつつ、立地条件及び地域の
特性やニーズに対応した、青少年の体験活動事業や青少年教育指導
者等の養成研修事業を実施しています。

（１）青少年教育に関する地域力向上等のためのモデル的事業の開発
①豊かな人間性を育む長期体験活動事業

令和元年度事例 　MYOKOチャレンジ2019
●施設名：国立妙高青少年自然の家　
●参加者：小学校5年生̃中学校3年生 17名
　本事業は、子供たちが13日間という長期間をかけ、信越トレイル(全長
80km)と火打山・妙高山 の縦走を含む合計100kmの踏破を目指す統合型
長期移動チャレンジキャンプです。小学5年生か ら中学3年生を対象として
おり、中にはいじめ・不登校・発達障害・ネット依存など、今日的課題を 抱え
た子供も参加しています。性別や障害の有無等に関係なく、自然への挑戦や
他者との協働を通 して、成長し合うことを目指し、2015年度から本事業を
開始しました。事業5年目となる2019年度 は17名が参加し、仲間と助け
合ったり、自分の力でやり抜いたりして、ゴールを目指しました。

②課題を抱える青少年を支援する体験活動事業 

令和元年度事例 　セルフディスカバリーキャンプ (文部科学省委託事業 )
●施設名：国立赤城青少年交流の家　
●参加者：ネット依存傾向の青少年
　国立病院機構久里浜医療センターと連携し、教育的観点から実施する
自然体験や集団宿泊活動に加え、久里浜医療センターが企 画したプログ
ラムも取り入れたキャンプを平成26年度より実施しています。令和元年
度は、8月に「メインキャンプ」(8泊9日)を、 11月に「フォローアップ
キャンプ」(2泊3日)を実施しました。
　キャンプの集団生活を通して、「早起きができるようになった。」「ゲー
ム以外の楽しみが増えた (外に出るようになった)。」等の感想が聞かれま
した。
　さらに、過年度事業参加者を対象に9月に「セカンドフォローアップ
キャンプ」(2泊3日)を実施 しました。参加者同士が前回のキャンプの思
い出やインターネット・電子ゲームとの向き合い方につ いて語り合うことで、同じ境遇の仲間で励まし合いながら自
身の現状を乗り越えるきっかけとなる よう継続的な支援を行っています。
　また、令和元年度は企画・立案を中心とした実施運営マニュアルを作成し、全国へ発信することで、ネット依存対策
キャンプの普 及に取り組んでいます。

③全国高校生体験活動顕彰制度「地球探究プログラム」 

（２）グローバル人材の育成を見据えた国際交流の推進
　国内外の関係機関・団体等と連携して、青少年や青少年教育指
導者等の相互交流を行う事業、青少年の異文化理解を促進する体
験型の交流事業を実施しています。

（３）青少年教育指導者等の養成及び資質の向上
①青少年教育指導者等の研修事業
②地域や学校における青少年教育指導者等の養成事業
③ボランティアの養成事業

（４）青少年の体験活動等の重要性に係る普及・啓発
　青少年の体験活動や読書活動、基本的な生活習慣等の重要性に
ついて普及・啓発を行う事業を実施しています。

（５）子供の貧困対策
近年、「子供の貧困対策に関する大綱」や「すべての子どもの安心

と希望の実現プロジェクト」が策定され、子供の貧困に対する取組
が政府全体で進められています。
　当機構においては、子供たちの生活習慣の確立や体験活動の充
実のための事業を行っています。
①生活・自立支援キャンプ
②子どもゆめ基金による支援
③学生サポーター制度



2. 研修支援
　学校や青少年団体、青少年教育関係者等が、学習の目的に応じた主体的で効果的な活動を行うことができるよう、全国 28 か
所にある教育施設において広く学習の場や機会を提供し、研修目的達成に向けた、より効果的なプログラムの提案や教育的指導・
助言等を行っています。また、社会性や規則正しい生活習慣を身につけることができるよう、共同での宿泊や朝夕のつどいの場や、
標準生活時間を設けています。

研修目的の達成に向けた教育指導・助言
　初めて研修を行う団体、これまで以上に研修効果を深めたい団体等、利用団体のニーズに合わせた効果的な研修を実施するた
めの教育的な指導・助言を行っています。

　①効果的な研修計画策定のための支援
　②指導者等の指導力向上のための支援

3. 調査研究

4. 子どもゆめ基金事業
　未来を担う夢を持った子供の健全育成を推進するため、民間団体が実施する自然の中でのキャンプや科学実験教室等の体験活動、
絵本の読み聞かせ会等の読書活動、子ども向け教材を開発・普及する活動への支援を行っています。

地方教育施設の主な設備
宿泊施設／研修・会議室／野外活動施設／キャンプ場・野外炊事場 他
※施設により多少異なります。（写真：地方施設の設備一例）

　青少年教育に関する基礎的・専門的な調査研究を行い、
その成果を広く提供・活用することにより青少年教育の
振興を図っています。

〈主な調査結果〉
○自然体験が豊富な子供ほど、「今の自分が好きだ」「体力には
自信がある」といった自己肯定感が高くなる傾向にある。

絵本の読み聞かせ会等の読書活動、子ども向け教材を開発 普及す

活動分野 申請件数 採択件数 採択率 交付決定額 ( 千円 )
子どもの体験活動 5,042 3,957 78.5% 1,429,406
子どもの読書活動 671 524 78.1% 178,194
教材開発 ･普及活動 31 10 32.3% 52,426

合計 5,744 4,491 78.2% 1,660,026

令和元年度　申請・採択状況  （一次募集・二次募集）

アドベンチャーキャンプ in あさぎり 第3回あきる野サマーチャレンジ

活動プログラム例活動プ グラム例
①登山･
　ハイキング

②自然を楽しむ

③カッター

④沢登り･
　沢遊び

⑤文化･芸術･
スポーツ体験

自分の能力を最大限に発揮することで達成感を味
わうことができます｡また､自然を意識しながら森を
散策することで豊かな感性を育てることもできます。

　創造性やコミュニケーション能力､課題解決能力
を高めることをねらいとしたプログラムとして森や
林の中で自然を利用して楽しみながらできるゲーム
があります。

カッターとは､10～ 20 名ほどでオール（櫂）を
漕いで進む艇のことで､仲間と助け合うことで協調
性を育んだり､全力を出し切ることで大きな達成感
を得ることができます。主にクラスの人間関係作り
や新入生オリエンテーションに利用されています。

　源流を探検したり､水辺の生き物観察などを通し
て自然の大切さや環境を考えることができます｡小
学校低学年から体験できるプログラムもあり､生活
科や総合的な学習の時間､その他環境学習にも利用
されています。

貝殻の写真たて作り、陶芸､和紙工芸､科学おもちゃ
作り等のクラフト活動は創造性を豊かにし､感性や
表現力を養うことができます。

　演劇や音楽活動､各種のスポーツ活動やレクリ
エーション活動は学校のクラブやサークル､青少年
団体のグループに多く利用されています。

▶

▶

▶

▶

▶

「青少年の体験活動等に関する実態調査（平成26年度調査）」［結果の概要］より
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ある１日の仕事のスケジュール

ある1日のスケジュール

小山　由紀穗
教育事業部企画課

略　歴◎どのような仕事をしていますか？
　各施設が安全安心な教育環境の中で多くの子
供達へ体験活動が提供できるよう、各施設の利
用状況の分析や、利用アンケートの集計・分析
を行うほか、子供の貧困対策事業や全国のボラ
ンティアを集めた研修の企画やとりまとめ等を
行っています。 

◎機構職員としてのやりがいは何ですか？
　今の仕事は、国の施策や答申を基に、国が目
指していることを施設で実現できるよう企画し
たり、施設が実施したことを国の機関に報告し
たりする架け橋を担っています。施設で子供達
に直接体験を届けていた経験が、「何のために」
しているのかを深く知ることができるのは、と
てもやりがいがあります。

◎機構職員を志望した動機を教えてください
　学生時代に参加したボランティア活動で、子

供達が自然の中での遊びを通して、挑戦したり
友達を作ったりしており、体験が子供の成長に
つながることを初めて知ったことをきっかけ
に、私も体験活動を通した子供の成長に携わる
仕事をしたいと思いました。

始業・朝礼

9：00
施設からの問い
合わせ内容を
確認し、回答

9：30

会議資料作成

11：00

理事長レク

13：00

事業の打合せ

14：30

施設から提出
された資料の確認

16：00

終業

17：45

施設が実施した子供
の貧困対策事業の報
告書を確認し、書面
から読み取れない部
分は施設と連絡を取
りながらとりまとめ
をします。

施設職員と連携して事業
を実施するために打合せ
をします。
「何のためにするのか」等
方向性を伝えたうえで、現
場の様子を知っている施
設職員と連携することで、
質の高い事業を作ること
ができます。

現在進めている
企画について、
現状報告と今後
の相談を行い、
方向性を確認し
ます。

相手に伝えたい
ことをわかりや
すく伝えること
ができるよう、
会議用資料の作
成を行います。

施設からの問い
合わせ内容を確
認し、根拠を基
にわかりやすく
伝えることがで
きるよう心掛け
て回答します。

メールや当日の
業務を確認しま
す。

翌日やることを
まとめ、デスク
周りを片付けて
帰宅します。

大学卒業後、平成２８年に採用。国立山口徳
地青少年自然の家を経て、平成３１年４月よ
り現職。

桑代　康平
監査室
監査係

（H23 年採用）

国の施設で青少年に関する様々な取組を行っており、子供の成長や教育に興味がある方や青少年教育行政に興味がある方がたくさん働いている職場です。全国の仲間と一緒に、子供たちの未来を応援しましょう！

全

◎現在どのような仕事をしていますか？
　当所を利用される方々の活動を支える事務手続
き等を行っています。電話・窓口・メールなどで、
利用者の方との最初の接点となることが多いで
す。また、活動プログラムの指導や担当教育事業
の企画運営等で、利用者の皆さんと直接関わるこ
ともあります。 

◎仕事上で印象に残っているエピソードを教えて
　ください 
　令和２年度は新型コロナウイルス感染症に対応
した利用者支援に尽力しました。体験活動の火を
絶やさぬために、一人でも多くの青少年が安心し
て施設を利用できるよう、職員全員で知恵を出し
合い、「ササビーチャンネル（You Tube）」を開
設し SNS の活用を強化するなどに取り組みまし
た。

ある1日の仕事のスケジュール

◎機構職員としてのやりがいは何ですか？
　「体験活動を通した青少年の自立」を目指し、
地域に根ざし青少年教育施設のナショナルセン
ターとして、青少年一人一人に寄り添い、支援
する仕事です。鉄道会社との連携事業、幼児の
プログラム開発、SDGs の達成・ESD の推進
に関する取組など、多彩な業務内容にも大きな
やりがいを感じています。

◎どのような仕事をしていますか？
　電話対応や受付業務、活動プログラムの相談等
を通じて、当所を利用される方々の研修支援を
行っています。その他にも、事業の企画立案・運営
や、施設整備など、多岐にわたる業務を担っていま
す。    

◎休日はどのように過ごしていますか？ 
　江田島は瀬戸内海に囲まれた島なので、休日は
海沿いをドライブしたり、島内の観光地を巡って
います。利用団体との会話のきっかけづくりや、時
には教育事業のヒントを見つけることもあり、地
域の魅力発見に繋がっています。

◎機構職員を目指す方へのメッセージ 
　私たちの仕事は、自然の中で子供たちに関わる
だけでなく、事務仕事に携わることも多々ありま
す。どんな仕事であれ自らの糧とし、共に青少年教
育のナショナルセンター職員として輝く仲間をお
待ちしています！

略　歴

ある１日の仕事のスケジュール

略　歴

桑山　宗大
国立中央青少年交流の家　次長

漆畑　あすみ
国立江田島青少年交流の家　
事業推進専門職

福岡　公平
国立赤城青少年交流の家　主幹

略　歴

始業・朝礼

8：30

退所点検

8：45 10：30

利用分析

13：00

入所手続き

15：30

到着した利用団
体が入所する際
の利用手続きや
施設利用につい
て の オ リ エ ン
テーションを行
います。

利用者確保に向け
て、利用者数の増減
動 向 を 分 析、You 
Tube や Facebook
といった SNS を活
用した広報戦略を検
討、実行します。

担当している教
育事業の内容や、
進めている業務
の方向性につい
て、所長・次長に
説明します。

当日退所する団
体の宿泊室の点
検を行います。新
型コロナウイル
ス感染症対策と
して、共有物等の
消毒も行います。

当日の利用状況
や全体で共有す
べき情報を確認
します。

宿泊団体の夜の
活動や翌朝の動
きを確認し、机上
を整理して退勤
します。

所長・次長レク

8：30

始業

朝のミーティン
グを通して当日
の利用状況や研
修支援の確認を
行います

9：30

施設整備

夏の草刈りを始
め、屋内外問わず
様々な整備を行
います

事務業務

11：00

総務・管理や事
業等の書類決裁
や必要に応じて
確認・修正の指
示を出し運営の
方向性を確認し
ます

教育事業の講師

13：00

教育事業で講師
（フ ァ シ リ テ ー
ター）として参加
者と一緒に学びの
場を作ります

17：15

終業

宿泊団体の夜の
活動や翌朝の動
きを確認し、机上
を整理して退勤
します。

終業

17：15

（令和 3年 3月現在）

◎現在どのような仕事をしていますか？
　体験活動を通した青少年の自立に向け、富士山
周辺の自然を活用した研修支援プログラムを展開
し、利用する方々が研修目的を達成できるよう支
援しています。また、安心・安全に活動ができるよ
う施設・設備の維持管理や点検整備も行っていま
す。その他、次代を担う人材を育むためイングリッ
シュキャンプや地域探究プログラムなど年間で
20ほどの教育事業を行っています。

◎機構職員として働く魅力を教えてください
　大自然の中の非日常空間で、人が成長する場面
に立ち会えることに尽きます。これは長期キャン
プに参加した青少年である場合もあるし、職員や
ボランティアが成長する場合もあります。また青
少年教育施設のナショナルセンターとしてダイナ
ミックな仕事が出来ることも大きな魅力です。

◎機構職員を目指す方へのメッセージ
社会の変化が激しく答えのない時代に主体的

に生きて行く力を身につけるのは、体験を積み重
ねその学びを次に繋げていくことです。我が機構
は幼児期から大人まで全年齢期において自然体
験や社会体験など「体験活動の場」を創出してい
ます。一緒に体験活動の場を作りましょう !

始業

8：30

退所手続き

9：00

所内会議

9：30

入所手続き

11：00

ミーティング

14：00

施設整備

15：00

終業

17：15

研修室や宿泊
室の点検を行
い、不備がな
いか確認しま
す。

係内で各自の
業務の進捗や
課題を確認
し、情報共有
を行います。

到着した利用
団体に対し、
入所に必要な
受付業務を行
います。

所長、次長、各係
長と所の運営に
係る事項につい
て協議・情報共
有を行います。

退所団体の宿
泊室点検や、
請求書の発行
等を行いま
す。

朝礼の進行を行
うとともに、当
日の利用状況等
全職員で情報共
有を行います。

宿泊団体や翌
日 の ス ケ
ジュール確認
後、退勤しま
す。

平成１６年に国立少年自然の家本部に採
用。当機構発足後は、国立那須甲子青少年自
然の家、本部財務部、本部教育事業部、国立
能登青少年交流の家を経て、平成３１年４
月より現職。

平成１１年に東北大学に採用後、平成１３
年より国立花山自然の家、国立オリンピッ
ク記念青少年総合センターに勤務。当機構
発足後は、国立淡路青少年交流の家、国立那
須甲子青少年自然の家、国立妙高青少年自
然の家を経て、平成３１年４月より現職。

大学卒業後、民間企業の財務担当、社団法人
の企画運営担当を経て、平成２４年に採用。
本部管理部財務課を経て、令和２年２月よ
り現職。
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業務内容
　本部や施設における様々な仕事を通して、青少年教育の振興及び青少年の健全な育成を図るための活動、そして
それらを支える組織運営を行います。多様な業務があり、大きくは次のように分けられます。
　■ 教育事業業務
　　 教育事業（企画事業・研修支援・連絡協力促進事業・調査研究・国際交流事業等）の企画・実施及び連絡調整等
　■ 助成事業業務
　　 本部の助成業務に係る企画・立案・管理及び調査、助成金の交付に関する業務および助成事業の審査等
　■ 管理業務
　　 総務・人事・予算・経理・施設管理および連絡調整等

勤務条件・福利厚生
　■ 給　与
　　・初任給　月給182,200円（大学卒）
　　　  経歴等によって決定されます。また、勤務場所によって、
           これに地域手当が加算されます。

　　・諸手当　扶養手当、住居手当、通勤手当他
　　・昇　給　年１回
　　・賞　与　年２回（６月と１２月）

　■ 勤務地
　機構本部（東京都渋谷区）又は全国２８か所の青少年
教育施設となります。その後の人事異動についても、原
則として地域ブロック内での異動となりますが、勤務地
の希望やキャリアアップのため、地域ブロック外への異
動もあります。

　■ 勤務時間
　　 9：00～17：45（実働7時間45分） 
   　 ※職種や勤務場所によってはこれと異なる場合があります。

　■ 休日休暇等
　　・完全週休２日、祝日、年末年始
　　・年次有給休暇、産前産後休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇、
　　　ボランティア休暇、子の看護休暇、結婚休暇等
　　・介護休業、育児休業

　■ 各種保険
　　・健康保険・年金（文部科学省共済組合）
　　・雇用保険
　　・労災保険

　■ 共済事業
　　・給付（出産等）、積立貯金、貸付等各種の福祉事業
　　・国家公務員共済組合連合会の直営病院、宿泊施設等

　■ 仕事と育児等の両立支援
　　　

国立青少年教育振興機構職員採用試験
【概要】
　機構の業務に従事する職員を採用するための機構独自の試験
【受験資格】
年齢が概ね30歳までの者
（青少年教育施設、団体等教育機関における職務経験を有す
る者はこれによらない）

【選考プロセス】（予定）
　・受付　（令和３年４月下旬～６月上旬）
　・第一次試験　適性検査・書類選考（６月中旬～下旬）
　・第二次試験　面接選考等（７月中旬）
　・最終選考（８月中旬）、合格（８月下旬）
【試験情報】
　最新情報は、機構採用情報ホームページをご覧ください。
https://www.niye.go.jp/about/announcement/recruit2/

国立大学法人等職員採用試験
【概要】
国立大学法人及び独立行政法人等が合同で実施する試験で、
北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、
九州の7つの地区で実施

【受験資格】
　平成３年（1991年）４月２日以降に生まれた者
【選考プロセス】
　・受付　（令和３年５月12日10時～５月26日17時）
　・第一次試験　全試験区分共通の教養試験（７月４日）
　　※二次試験以降は一次試験合格者を対象に各法人が実施
　・第二次試験　面接選考等（９月上旬）
　・最終選考（９月中旬）、合格（９月下旬）　 
【試験情報】
最新情報は、国立大学法人等職員採用試験ホームページをご
覧ください。https://www.janu.jp/univ/employment/

業務内容
本部や施設に

採用情報

　機構で働く職員の多くは、採用前に機構をはじめとする青少年施設等でボランティアなどの活動経験を有してい
ます。
　機構で働きたい方はもちろん、「子供の体験活動をサポートしてみたい」「青少年機構に興味がある」・・という方は、
その気持ちを行動に移してみませんか。
　機構では、青少年の体験活動を支援するボランティアを募集しています。機構のボランティア養成事業に参加し、
登録すると「法人ボランティア」として全国の青少年教育施設でボランティア活動をすることができます。
　このほか、ボランティアに興味のある方であればどなたでも参加できる事業がありますので、下記のボランティ
ア募集及び各施設のホームページをご覧のうえ、各担当までお問い合わせください。

〇 ボランティア募集　　　　　　　　　　　　　 　〇 施設案内
 https://www.niye.go.jp/services/
    plan/bora/  

機構で働く職員の多くは 採用前に

ボランティア活動のご案内

国立青少年教育振興機構職員の採用は、当機構職員採用試験及び国立大学法人等職員採用試験から行います。
国立大学法人等職員採用試験の各地区における採用予定人数は、各地区採用試験事務室ホームページをご確認ください。
国立青少年教育振興
国立大学法人等職員

選考案内等

　　 　

問い合わせ先

　職員の仕事と育児、介護の両立を支援するための勤務時間、
休暇制度の整備のほか、仕事と育児の両立に関する相談窓口や
相談員を配置するなど、男女問わず仕事と育児等の両立を支援
するための取り組みを行っています。

https://www.niye.go.jp/facilities/facilities.html




