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独立行政法人国立青少年教育振興機構 令和２年度業務実績評価結果等の反映状況について 
 令和４年３月末日版 

評価項目 評価における主な評価・意見等 左の評価・意見等を踏まえた反映状況 

Ⅰ 国民に対して

提供するサービス

その他の業務の質

の向上に関する目

標を達成するため

にとるべき措置 

１．自立する青少年の育成の推進 

（令和２年度・第３期実績評価 課題、改善事項） 

〇 今後一層、体験活動を推進するため、事業実施による成果を社会に広く伝えるた

めの方策を講じるとともに、体験活動の普及・啓発に際してアウトカムの把握や情

報発信に取り組んでいただきたい。 

 

 

（令和２年度・第３期実績評価 その他改善事項） 

〇 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に取り組まれてい

るが、さらに普及させるためには、公立施設や他の施設のモデル的取組も併せて紹

介するなど、汎用性の高い取組となるよう検討していただきたい。  

 

 

〇 総合的・継続的取組と新たな取組がバランスよく工夫・改善されている。一方、

複数年度に渡るコロナ禍において、青少年の体験活動の自粛は、公私立の青少年教

育施設も含め今後も影響を与えることが予想されるため、機構は歴史と実績を持つ

ナショナルセンターとして、青少年の体験活動促進のため重点的な取組を進めてい

ただきたい。出前事業や学校等の集団宿泊受入れ、家族対象事業、課題を抱える青

少年の支援等は特に重要である。  

 

 

 

〇 コロナ禍における安全安心な事業運営として、参加者 2,000人規模の行動履歴を

管理した事業は、体験活動の機会創出のために重要な取組である。こうした感染防

止対策についても、文字で伝えるだけでなく、動画で示すことにより説得力が増す

ものと考える。 

 

 

 

 

より一層体験活動を推進するため、関係団体との連携を強化すると

ともに、事業実施による成果を広く社会に伝えるため、事業内容や参

加者からの声、事業の満足度等のアンケート調査を行い、報告書やホ

ームページへの掲載を行うこととする。 

 

 

更なる普及を図るため「教育テーマ」毎に施設が集まり、他施設で

の事業内容や成果などを共有し事業改善のための取組を行うこととす

る。 

 

 

コロナ禍においても体験活動促進のため、近隣の幼稚園・保育園・

小学校などを対象に、職員が出向き体験活動の提供を行ったり、家族

対象の事業については 1部屋に 1家族を配置したりするなど、工夫を

こらしながら実施している。また、学校等の集団受入や課題を抱える

青少年の支援等については、学校や関係団体の要望を聞き、柔軟に対

応しながら受け入れたり、状況に応じてオンライン開催に切り替え実

施したりしている。 

 

 

YouTubeを用いて感染症対策についての説明を動画で行う等、参加

者が安心して利用できるように取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

２．青少年教育指導者等の養成及び資質の向上 

（令和２年度・第３期実績評価 課題、改善事項） 

〇 引き続き、養成した指導者等が地域や現場でどのような活動を行っているか把握

するとともに、地域や現場のニーズを踏まえて必要に応じて事業内容の見直し・改

善を図ることにより、指導者等のさらなる資質向上につなげていただきたい。  

 

 

 

 

 

指導者養成事業は事後アンケート及び追跡調査を行い、事業の見直し・

改善を図り更なる向上に繋げていく。 

 

 

 



 

2/6 

（令和２年度・第３期実績評価 その他改善事項） 

〇 絵本専門士の育成等の指導者養成事業について、指導者等を養成した先の展望を

見据えて事業内容の改善等を図っていただきたい。  

 

 

〇 官民共同で創設した自然体験活動指導者養成事業や需要の高い絵本専門士の養

成、各施設の横断的なボランティアキャンプ等、効果的な事業が実施されている。

教科等と関連付けた体験活動プログラムの開発や感染症に対応するガイドラインの

充実等、活動のための環境整備を図り、教員や青少年指導者の実践の場をさらに充

実させる取組を期待したい。  

 

 

受講生が認定後に「絵本専門士」として、積極的に活動に取り組んでも

らうため、講座中に先輩絵本専門士との連携や仲間との共有が図れるよう

改善を図っている。 

 

自然体験活動指導者と絵本専門士が同じフィールドで協力して、親子に

絵本の世界を体験する事業を実施した。今後も活動のための環境整備を図

りながら指導者に実践の場を提供できるよう取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

３．青少年、青少年教育指導者等を対象とする研修に対する支援 

（令和２年度・第３期実績評価 課題、改善事項） 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響によって青少年の体験活動の機会の減少や格差

が課題となっていることを踏まえ、体験活動の重要性及び青少年教育施設における

集団宿泊体験等の有用性はもとより、機構で実施している感染症対策について社会

に広くアピールし、安全・安心な施設の利用促進を図っていただきたい。  

 

 

〇 従来の利用者層はもとより、体験活動の機会が少ない層への体験活動の導入方策

を検討し、体験活動の裾野を拡げるための実効性のある取組を行っていただきた

い。 

 

（令和２年度・第３期実績評価 その他改善事項） 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響により施設利用ができなかった団体への対応と

して、青少年の体験活動の機会損失によるマイナス影響を補完する取組等、子供た

ちの欠損体験を増やさないよう、ポストコロナを見据えた取組を進めていただきた

い。今後、これまで機構が体験活動を推進する取組を行ってきた成果が問われる時

であり、国立青少年教育施設の役割を踏まえ、選ばれる組織、施設として、積極的

かつ柔軟に受入れることができる体制を構築していただきたい。  

 

 

〇 機構施設利用で、どの程度新型コロナウイルス感染症の感染があったのか、数値

と状況の分析を行い、団体への安心感を与える情報発信を検討していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設においては YouTubeを用いて感染症対策についての説明を動画

で行う等、参加者が安心して利用できるように取り組んでいる。ま

た、機構で実施している感染症対策について事例集にまとめ、広く発

信する予定である。 

 

 

体験活動の裾野を拡げるため、SNSにて情報発信を開始した。 

 

 

 

 

地域の実情を踏まえた体験活動事業や教育事業等の成果を活動プロ

グラムへ反映するように取り組んでいる。その際、「社会に開かれた

教育課程」の実現に向けた学校教育との連携強化、「主体的・対話的

で深い学び」の視点からプログラム開発及び改善、ねらいに合った指

導方法を見直すなど改善を図っている。また、各施設で提供している

活動プログラムのねらいや対象など分かりやすく説明している資料を

検索しやすくする取組を図っている。 

 

施設においては YouTubeを用いて感染症対策についての説明を動画

で行う等、参加者が安心して利用できるように取り組んでいる。ま

た、機構で実施している感染症対策について事例集にまとめ、広く発

信する予定である。 
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 ４．青少年教育に関する関係機関・団体等との連携促進 

（令和２年度・第３期実績評価 課題、改善事項） 

〇 関係機関・団体との連携をさらに促進・強化することにより、青少年教育のナシ

ョナルセンターとして求められるニーズを把握するとともに、新たな業種との連携

等、さらなる活性化を期待する。  

 

 

 

 

 

 

 

〇 公立の青少年教育施設等との連携をさらに深化させるため、機構が実施した調査

研究による成果やモデル事業・プログラムを全国の公立施設等で活用されるよう働

きかけを強化させるとともに、その活用事例の収集等、客観的な効果の把握に取り

組んでいただきたい。 

 

 

「春のキッズフェスタ」や「秋のキッズフェスタ」の実施に当たっ

ては、企業や青少年教育団体等新たな機関・団体等（小田急電鉄株式

会社、コールマンジャパン株式会社 等）と相互のニーズや課題等を

共有する事で連携の促進並びに事業や取組の活性化を図っている。 

また、「全国青少年相談研究集会」の実施に当たっては、関係省庁

や有識者に対してヒアリングを行い、青少年問題の喫緊の課題の中で

も、重要度が高く早期に対応が求められる内容を取り扱うこととして

おり、令和３年度は研究講義として児童虐待、SNS問題、発達障害、

子供の貧困、及び性被害をテーマに提供するなど事業内容の改善を図

った。 

 

機構で実施した事業の活用を図るため、公立施設職員等が参加して

いる全国青少年教育施設所長会議・施設研究集会や各地域ブロックで

開催されている施設協議会等にて活用されるよう取組事例などの報告

を行っている。 

 

 ５．青少年教育に関する調査研究 

（令和２年度・第３期実績評価 課題、改善事項） 

〇 引き続き、現代の青少年を取り巻く課題や国の施策との接続等を踏まえ、今後の

青少年教育の振興に資する調査研究を実施していただきたい。  

 

〇 調査研究による成果やデータを普及することによって得られるアウトカムの把握

について、取組を強化していただきたい。  

 

 

〇 令和元年度に作成した「発達段階に応じた望ましい体験の在り方に関する調査研

究～『体験カリキュラム』の構築に向けて～（中間まとめ）」では、体験活動を通

じて育成したい資質・能力や、それらの成長を支える体験といった体験カリキュラ

ムの枠組みが取りまとめられた。今後の体験カリキュラムの在り方や方向性につい

て、体験カリキュラムに関する調査研究会において検討の上、第４期中期目標期間

における普及・活用方策について発展的な取組を行っていただきたい。 

 

（令和２年度・第３期実績評価 その他改善事項） 

〇 国立青少年教育施設における小・中学校の集団宿泊的行事に関する調査におい

て、行事を実施する上での不安や課題等、明らかになった結果を、機構各施設が行

っている安全管理対策も含め、利用者回復に向けた広報活動に活用されたい。ま

た、これら時宜に即した調査と継続的・間断的に実施してきた基本的調査を結び付

け、結果を分かりやすく国民に問題提起していくことにより、機構の施設利用者増

につなげていただきたい。  

 

 

コロナウイルスの流行を受け、日米中韓の高校生を対象に、「コロ

ナ禍」を経験した高校生の生活と意識に関する調査を実施した。 

 

アウトカムの把握について、調査研究成果が青少年の体験活動の現

場にどのような影響を与えているか等、長期的な視点での検討を進め

ている。 

 

「発達段階に応じた望ましい体験の在り方に関する調査研究」の普

及啓発に向け、リーフレットの増刷や、子どもゆめ基金説明会や全国

青少年相談研究集会等において発表を行った。 

 

 

 

 

 

調査から得られた知見を、企画課が作成している「国立青少年教育

施設における感染防止対策事例集」及びパンフレットの中で取り上

げ、利用者回復に向けた広報活動に活用している。 
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〇 子供の感受性の差を踏まえた自然体験活動の効果に関する調査研究等、機構の調

査研究における大学等との連携を明示するとともに、大学等が研究成果をアピール

する支援を行うことで、これまで以上に機構の調査研究が社会に影響を及ぼすこと

につながることが考えられるため、調査研究結果の普及方策として検討していただ

きたい。  

 

〇 調査研究結果の成果普及によって得られるアウトカムの把握について、例えば、

青少年をはじめとする人たちの行動変容を促すことを目指すなど検討していただき

たい。 

 

 

 

令和３年度は、大学教員等の外部有識者を招き、オンライン形式で

プレスリリースを行いYouTube上で配信するなど、外部の視点を踏ま

えた新たな取組を実施した。 

また、大学等の他機関と連携している調査研究については、普及方

策を検討している。 

 

アウトカムの把握について、調査研究成果が青少年の体験活動の現

場にどのような影響を与えているか等、長期的な視点での検討を進め

ている。 

 

 

 ６．青少年教育団体が行う活動に対する助成 

（令和２年度・第３期実績評価 課題、改善事項） 

〇 新規団体への広報や新型コロナウイルス感染症の影響により応募が減少した県へ

のアプローチなど、引き続き、多様な広報手段により、応募件数の拡大及び参加者

の増加に取り組んでいただきたい。 

 

 

 

 

 

 

（令和２年度・第３期実績評価 その他改善事項） 

〇 助成金の応募団体を増やすため、体験活動を提供する団体向けに、機構における

調査研究結果やモデル事業、子どもゆめ基金の活動事例を紹介するイベントを開催

してはどうか。イベントでは、助成活動自体の質を高める観点から、活動実施を考

えている団体に対する助言の機会とするなど、一層の青少年教育の振興に資する取

組を実施していただきたい。 

 

 

 

令和４年度の募集に当たっては、地方教育施設と連携し、全国各地

での募集説明会を45回計画し、このうち12回が新型コロナウイルス感

染症拡大の影響により中止となったことから、33回実施した。新型コ

ロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、オンライン形式での募集説

明会を希望のあった７会場で開催した。 

また、新たに一般財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会及び社会福

祉法人全国社会福祉協議会児童福祉部を訪問し、傘下の組織等への広

報の協力を依頼した。ただし、申請件数は減少している。 

 

 

令和３年度に開催した、東京、大阪、三重会場での令和４年度助成

金募集説明会において、青少年教育研究センターと連携し、調査研究

結果を踏まえた体験活動の重要性について周知するなど、応募団体増

へ繋がるよう取り組んだ。 

また、助成活動の好事例をホームページにおいて提供するととも

に、子どもゆめ基金ガイド内において各助成活動分野の事例を紹介

し、募集説明会や全採択団体等へ引き続き配布し周知するなどに取り

組んだ。 

 

  

７．共通的事項 

（令和２年度・第３期実績評価 課題、改善事項） 

〇 組織内での意識と広報スキルを高めるための広報研修の実施等により、機構の役

割や存在意義についての情報発信力をさらに強化していただきたい。 

 

 

 

 

 

令和３年度も、職員を対象に広報研修を実施し、広報スキルの向上

に努めた。 
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（令和２年度・第３期実績評価 その他改善事項） 

〇 機構ホームページのアクセス数増の成果が窺えるが、今後、ターゲットごとにア

クセス分析を行い、それぞれに必要な情報を掲載できるようになると良い。特に、

寄附や連携に関わるページについて、企業向けにどのような連携ができるのかな

ど、ページの充実を図られたい。 

 

〇 SNSや YouTubeを活用した広報活動等が以前に比べて充実しているが、まだオーソ

ドックスな取組であるため、例えば、各施設の個性的な職員が施設紹介を行い、話

題となることで、自然と当該施設の PRになるような形など、工夫のある広報に取り

組んでいただきたい。  

 

 

課題の改善を図りながら、より良い広報を実施していく。なお、寄

附及び連携に関する紹介ページの新設を検討した。 

 

 

 

家庭で取り組める体験活動を動画で紹介する YouTubeチャンネル

「体験ちゃん」の開設や、機構における各種事業等を紹介した

Facebookページを開設した。今後はこれらの内容の充実に努めた

い。 

 

Ⅱ 業務運営の効

率化に関する目標

を達成するために

とるべき措置 

 

 

２．効果的・効率的な組織の運営 

（令和２年度・第３期実績評価 その他改善事項） 

〇 宿泊室稼働率が前中期目標期間から減少傾向にあるが、若年層を中心とする人口

減少率をカバーする経営努力が国民目線からは求められるため、施設別・月別等の

比較分析と具体的・抜本的な改善策に取り組んでいただきたい。  

 

 

〇 コロナ禍によって、社会は閉塞感が蔓延する中で、SDGｓや環境に対する取組が後

退することも危惧されるため、機構各施設の運営や主催事業等においてもモデル的

な取組を行い、国民に訴えることが必要である。この分野での提言や教育、指導者

養成は今後も重要であり、機構がモデルとなることを期待する。  

 

〇 「新しい公共」型の運営協議会について、ポストコロナにおける青少年の体験活

動の機会創出を踏まえ、地域のリソースを最大限活用するために連携を強化し、施

設利用の促進を図っていただきたい。 

 

 

 

施設別・月別等の比較分析のほかに、主な利用団体種別での分析を

行った。その結果を踏まえ、利用団体種別の季節毎の利用特性を踏ま

えた広報を検討する。 

 

 

大学の研究者や関係機関等と連携し、実践研究事業を実施すること

で、モデルとなるような事業を開発していきたい。 

 

 

 

各施設において、運営協議会委員と連携し、施設利用の促進につい

て検討している。 

 

Ⅲ 予算（人件費の

見 積 も り を 含

む。）、収支計画及

び資金計画 

 

 

１．予算（人件費の見積もりを含む。）収支計画及び資金計画） 

（令和２年度・第３期実績評価 課題、改善事項） 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者数が減少したことに伴い、収入

が大幅に減少していることから、戦略的に利用者獲得や多様な財源確保の方策につ

いて検討し、理事長のリーダーシップの下、速やかに実行していただきたい。 

 

 

 

（令和２年度・第３期実績評価 その他改善事項） 

〇 寄附金等の受領や運用について、その仕組みと実態が外部からは判り難いため、

HPや広報資料等で積極的にアピールし、さらなる拡大に向けて取り組んでいただき

たい。 

 

 

 

SNSを用いた広報や様々な企業・団体との連携事業などを行い、研

修支援プラットフォームを活用して、施設間での好事例の共有を図る

などして、利用者獲得に取り組んでいる。 

また、施設の機能向上の改修等に係る経費については、本中期目標

期間において、新たに収入を確保する仕組みの構築に向けた検討を進

めている。 

 

寄附金の振込方法、寄附金の種類、寄附者の照会、寄附金の活用事

例等寄附をしようとする者が関心を持てるようなHPの専用ページやチ

ラシについて検討した。 
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Ⅷ その他主務省

令で定める業務運

営に関する事項 

１．施設・設備に関する事項 

（令和２年度・第３期実績評価 その他改善事項） 

〇 施設・設備に関して、施設整備５ヶ年計画が策定されているが、インフラ長寿命

化計画の観点からも、施設の維持・保全に留まらず、将来的には老朽化施設の更新

投資の判断が求められる。施設の維持・管理については組織運営の根幹であるた

め、施設別行政コスト、利用状況を加味した利用者一人当たり行政コスト等の算出

と活用等も踏まえ、長期的なグランドデザインを策定していただきたい。  

 

 

〇 国土強靭化対策の観点から、災害時における避難施設としての機能充実のため、

通信に関するインフラ整備についても検討していただきたい。 

 

 

 

 

インフラ長寿命化計画(令和3年3月25日策定)を踏まえた施設整備5

ヶ年計画に基づき、施設の老朽化解消のために、施設運営の行政コス

トの視点にも配慮しつつ、各教育施設の施設・設備整備を進める。 

 また、将来構想を踏まえて、長期的なグランドデザインを策定して

いきたい。 

 

 

一般利用者や災害時における避難者が、安心・安全に利用可能な施

設として、ライフライン(給排水、電源、熱源・空調、情報・通信設

備等)の機能強化を図る。 

 

 

 

２．人事に関する計画 

（令和２年度・第３期実績評価 その他改善事項） 

〇 職員研修をさらに充実させることにより、新たな事業実施が可能となるよう人財

育成に取り組み、広報や業務改善に資する ICTの推進や女性管理職の登用、若い職

員への権限移譲等を進め、他法人との連携による相乗効果も考慮の上、組織変革に

つなげていただきたい。  

 

 

〇 人事に関する計画について、組織内で役員・幹部職員となったプロパー職員数を

集計するなど、青少年教育を振興する組織として、働く職員が意欲的かつ主体的に

成長しようとする働きかけができると良い。 

 

 

 

階層別研修においてグループウェアやオンライン会議サービスの利

用等ICTの利活用のプログラムを実施した。また、広報スキルの向上

を目的として広報研修を実施するなど人財育成に取り組んだ。 

また、四法人の研修の共同実施についてはオンライン形式で実施

し、グループワーク等で意見交換を実施した。 

 

プロパー職員が意欲的かつ主体的に成長していけるようプロパー職

員のキャリアパス及び研修体系の検討を行った。 

 

 

 


