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平成25（2013）年度において、当機構が実施した環境に関する教育事業における活動内容を

中心に編集し、当機構の２８国立青少年教育施設の特色ある活動を紹介しました。 

また、地球温暖化防止の為の温室効果ガス排出量の削減に向けた国民運動である「チャレン

ジ２５」に関する取り組みも紹介しました。 

この報告書により、当機構が実施している自然体験活動を通じた環境に関する取り組み内容を知

っていただくとともに、当機構の教育事業にも参加していただきたいと思います。 

なお、本報告書は、環境配慮促進法に準拠し、また環境報告書ガイドラインを参考にして作成

しました。 

報告対象組織 

独立行政法人 国立青少年教育振興機構 

報告対象範囲 

本部・全 28国立青少年教育施設 

国立オリンピック記念青少年総合センター 

国立大雪青少年交流の家 

国立岩手山青少年交流の家 

国立磐梯青少年交流の家 

国立赤城青少年交流の家 

国立能登青少年交流の家 

国立乗鞍青少年交流の家 

国立中央青少年交流の家 

国立淡路青少年交流の家 

国立三瓶青少年交流の家 

国立江田島青少年交流の家 

国立大洲青少年交流の家 

国立阿蘇青少年交流の家 

国立沖縄青少年交流の家 

国立日高青少年自然の家 

国立花山青少年自然の家 

国立那須甲子青少年自然の家 

国立信州高遠青少年自然の家 

国立妙高青少年自然の家 

国立立山青少年自然の家 

国立若狭湾青少年自然の家 

国立曽爾青少年自然の家 

国立吉備青少年自然の家 

国立山口徳地青少年自然の家 

国立室戸青少年自然の家 

国立夜須高原青少年自然の家 

国立諫早青少年自然の家 

国立大隅青少年自然の家 

報告対象期間 

平成 25年 4月 1日～平成26年 3月 31日 

発行年月日 

平成 26年 9月 30日 

編集方針
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1 トップコ ットメント 

２

平成 17 年に施行された環境 促進法では、事 者の環境 への を目的

として、 年環境報 を 成し、公表することが定め れております。本報 はこ

れに き、 青少年教育 機構の平成 25 年度（2013 年度）における環境

の取組をご報 する のです。

青少年教育 機構は、 が の青少年教育の シ ルセン ーとして、青

少年に する体験活動の機会の提供や教育 導者の 成等を行い、 って が の

青少年教育の 及び青少年の 育成を ることを たる目的としております。

に２ の宿泊 型教育施設を有し、集団宿泊による共 生活体験や周 の か

な自然を活用した自然体験活動など、 様な機会を提供し、青少年の な 体や

感 かな 、そして、生 に出会う にチャレンジする意 と 力の育成に努め

ています。 

平成 25（2013）年度における環境 の取組については、引き続き各教育施設に

おいて、 様な自然体験活動を じ青少年の環境マイン の 成を る環境教育事

活動を実施した か、「チャレンジ 25」の活動や設備・備品の整備 実など省エネ

ルギー、温室 ガス排出量削減のための取組を じ、施設運 における環境負荷

の 減に努めてまいりました。

“Sustainability（ 続 ） という が 本 会に され め、10 年 どが

しました。 達には 温暖化 策など環境 を中 とした を入口とし

つつ、 の 続 な につながる取組が め れています。 

機構では 、環境教育活動および環境負荷の 減という二つの プ ーチを

じ 続 な 会の構築に し、 く 会に公表してまいりますので、 機

構における取組に しまして、ご意見等をいた けれ いです。 

平成 26 年 9  

青少年教育 機構 

理事     中    



２．１ 目的 

「独立行政法人国立青少年教育振興機構」は、平成 18 年 4 月に「独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター」、

「独立行政法人国立青年の家」、「独立行政法人国立少年自然の家」が統合され発足しました。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へ対応するため、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を提供するとともに、研修支援、青少年教育に関する調査研究、青少年団体・施設等の連絡・協力、

青少年団体への助成を行い、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。 

２．２ 機構組織 

※平成 26 年 4 月現在 

２．３ 年間総利用者数 

○平成２５年度の年間総利用者数    5,167,997 人 

区 分 
青少年利用 一般利用 合  計 教育事業 

(人) 

総合計 

(人) 団体数 利用者数（人） 団体数 利用者数(人) 団体数 利用者数(人) 

宿泊 19,005 2,572,983 2,165 168,546 21,170 2,741,529 107,716 2,849,245 

日帰り 34,190 1,361,912 14,248 571,576 48,438 1,933,488 385,264 2,318,752 

合計 53,195 3,934,895 16,413 740,122 69,608 4,675,017 492,980 5,167,997 

2 機構の概要 

3 



国立青少年教育振興機構は、あらゆる生命体にとってかけがえのな

い地球環境を未来に引き継ぐため、青少年の環境マインド醸成に努め

ます。 

国立青少年教育振興機構は環境理念に基づき以下の活動方針を推進します。 

(1) 環境関連法規制の遵守 

・関連法規制遵守状況の定期的把握 

(2) 持続的環境活動の推進 

・全役職員による組織的、継続的活動の展開 

・環境報告書による環境活動の情報開示の推進（１回/年） 

(3) 環境教育の充実・向上（本来業務の質的向上） 

・環境プログラムの開発及び環境教育指導者の養成と青少年を対象とした

体験活動事業の実施 

(4) エネルギー消費削減、廃棄物の削減など環境効率の向上 

・日常の環境保全活動の展開、環境保全のための新技術の導入 

(5) 外部とのコミュニケーションの活性化による地域共生、環境ノウハウの提供 

・地産地消による地域産業の活性化と環境保全の推進 

・当機構に関連する外部機関、組織の環境保全向上の関係の強化 

環境理念 

活動方針 

3 環境理念と活動方針 
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環境 促進法 （環境報 の公表等）に 応するため、平成19年1 15 に「 行 法人 青少

年教育 機構環境 員会 」を 定し、環境 員会を設 しました。環境 員会は、環境 への方 や

環境目標・計画を策定し、さま まな環境活動の実施状況を するなど、 28施設を取りまとめなが 環境に

した事 活動を推進しています。 

機構の環境 体  

理事 の

務の環境管理

環境報 の 査

環境報 とりまとめ事務

環境 員会の 務

組 体の環境

環境 の方 等に する事項

環境 の計画に する事項

環境 の取り組み体 等に する事項

環境 の取り組みの状況に する事項

環境報 に る 年度の見 しと公表に する事項

施設 の環境目標、計画の策定・実施

コンプ イ ンス管理

環境 ー の計 ・ 集

環境施設の運転管理

との 、 会 活動

  事 

理  事 

管理 務 施設管理室 

青
少
年

の

（
13
施
設

青
少
年
自
然
の

（
14
施
設

ン

ッ

記

青
少
年

合

ン

環境 員会 
（理事、 、施設 表者） 

理事  

4 環境 への体  
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環境影響 
項目 

平成25年度 
目標 

平成25年度 
計画 

平成25年度
実績 

自己 
評価 

平成26年度
目標 

平成26年度 
計画 

イ  
  

ン   
 

プ  
  

ッ  
  

ト 

電   力 

各使用量を 

平成24年度 

より増加さ

せないよう

にする 

・職員の巡回による、不要電灯の消

灯や人感センサーによる消灯 

・クールビズ、ウォームビズの実施 

・電灯スイッチ周辺に節電シールを貼

り、意識を高める 

・休み時間中の事務所照明の点灯や

ＯＡ機器などの待機電力カット 

・適正照明の間引き（事務管理スペー

スなど） 

・空調機の間欠運転 

・節電行動計画の策定 

 

 

 

24,008千kWh

平成24年度

比1%増 

 

未達成

各使用量を

平成25年度

より増加さ

せないよう

にする 

・各施設の使用量の定期的な公表

（見える化） 

・職員の巡回による、不要電灯の消

灯や人感センサーによる消灯 

・クールビズ、ウォームビズの実施 

・電灯スイッチ周辺に節電シールを

貼り、意識を高める 

・休み時間中の事務所照明の点灯

やＯＡ機器などの待機電力カット 

・適正照明の間引き（事務管理スペ

ースなど） 

・空調機の間欠運転 

・節電行動計画の策定 

重   油 

・利用者が少ない場合の入浴時間の

調整、短縮 

・クールビズ、ウォームビズの実施 

2,259㎘ 

平成24年度

比1%増 

・職員の巡回による、不要暖房の停

止や温度調整、蒸気量の調整等 

・利用者が少ない場合の入浴時間

の調整、短縮 

・設備機器周辺に省エネシールを貼

り、意識を高める 

・クールビズ、ウォームビズの実施 

・暖房機のこまめなON/OFF 

・空調機の間欠運転 

灯   油 

・利用者が少ない場合の入浴時間の

調整、短縮 

・クールビズ、ウォームビズの実施 

423㎘ 

平成24年度

比2％増 

都市ガス 
・クールビズ、ウォームビズの実施 

・空調機の間欠運転 

1,891千m3 

平成24年度

比1％増 

水   道 

・節水コマの使用や自動水栓の導入

・節水型トイレの導入 

・漏洩などの不要水の削減 

・水道蛇口周辺に節水シールを貼り、

意識を高める 

・利用者が少ない場合の入浴時間の

調整、短縮 

 

 

595千m3 

平成24年度

比3％増 

・職員の巡回による、不要水の削減

・利用者が少ない場合の入浴時間

の調整、短縮 

・水道蛇口周辺に節水シールを貼

り、意識を高める 

・節水コマの使用や自動水栓の導入

・節水型トイレの導入 

・漏洩などの不要水の削減 

グリーン 

購入 

グリーン購入

100％ 
・グリーン購入の徹底 

購入実績

100％ 

16分野

品目で

達成 

グリーン購入

100％ 
・グリーン購入の徹底 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

リサイクル

物 

資源リサイ

クルの推進 

・リサイクル物および廃棄物の実態調

査の実施 

・廃棄物の分別の徹底やコピーの裏

紙利用、ペーパーレス化の促進 

 

左項を実施

達成 
資源リサイ

クルの推進

・リサイクル物および廃棄物の実態

調査の実施 

・廃棄物の分別の徹底やコピーの裏

紙利用、ペーパーレス化の促進 

 
廃棄物 

廃棄物排出

量の削減 
達成 

廃棄物排出

量の削減

（
そ  

 

の  
 

他 

チャレンジ

25への参加 
・各施設における継続推進 28施設参加 達成 

チャレンジ

25への参加
・各教育施設における継続推進 

環境意識の

高揚 

・青少年教育における環境をテーマに

した企画や調査・研究などの推進 

・「早寝早起き朝ごはん」でエコ生

活！キャンペーンの推進 

左項を実施 達成 
環境意識の

高揚 

・青少年教育における環境をテーマ

にした企画や調査・研究などの推

進 

・「早寝早起き朝ごはん」でエコ生

活！キャンペーンの推進 

環境マネジメ

ントシステム

の構築 

・職員への環境教育の実施 

・エネルギーや水、廃棄物などの目標

値の共有方法の検討 

・各施設との環境情報の共有方法の

検討 

左項を実施 達成 

環境マネジメ

ントシステム

の構築 

・職員への環境教育の実施 

・エネルギーや水などの目標値共有

方法の検討 

・各教育施設との環境情報の共有方

法の検討 

 

 

 

5 環境目標・実績

光熱水使用量を平成25年度（2013年度）と比較した状況については、次のとおりとなりました。 

電力及び重油使用量は、職員の巡回による不要電灯の消灯をはじめとした様々な取組を実施しましたが、冷暖房の利用増

加に伴いそれぞれ１％増となりました。 

水道使用量は、利用者への呼びかけや節水型トイレの導入など節水に努めましたが、プールや浴場の利用増加に伴い３％

増加しました。 

ガス使用量は、老朽化した給湯室の電化等を実施しましたが、冷暖房の利用増加に伴い１％増加しました。 

その他の項目についてはグリーン購入の徹底等によりそれぞれの項目を達成しましたが、二酸化炭素排出量は２．１％増

の２２，０３４ｔとなりました。 

 

本機構は、自然体験、集団宿泊活動の機会や場の提供を行っており、利用者数の増減に応じて光熱水使用量に大きく影響

しますが、引き続き上記計画の取組を徹底して、環境負荷の低減に努めてまいります。 



 

 

 

６．１ 環境教育事業活動 
 

当機構では、全国の施設で環境をテーマにした青少年の体験活動事業や指導者研修など、様々な取組を進めています。本

項では、その中から主な取組を紹介します。 

※本項において取り上げる「環境教育」については、「人類が子々孫々まで生存し続けることができるようにするための教育。環境や自然について知識を学ぶだけ

ではなく、自然体験や環境保全活動に参加するなど、持続可能なライフサイクルを目指す人材を育成すること。」と規定しております。 

〈青少年を対象とした事業〉 

錦江湾（ワン）ダフル探検隊 

～錦江湾のなぞに迫るおおすみくん家探検隊～（大隅） 

【趣旨】 

世界でも珍しい特徴を多く持つ錦江湾（鹿児島湾）、その

自然に息づく生き物たちを知ることにより、豊かな自然を

実感する体験活動を行う。また、活動をとおして環境問題

に関心を高め、自然を大切にしていこうとする心情や態度

を培う。 

【主な内容】 

「錦江湾の魚たち」という講義では、様々な映像資料や実

物の資料を使って、錦江湾に生息する生きものについて、

「ウミガメの生態」という講義では、浜田・高須海岸に上陸

し、産卵するアカウミガメの生態について、実例を示しながら具体的に学習した。 

また、体験活動として、養殖カンパチの餌が保管してある大型冷凍倉庫の見学、カンパチへのエサやり、カンパチの捌き方、

鹿屋港の岸壁で小アジ釣りを体験した。 

【まとめ】 

鹿児島に住む子どもたちにとって、錦江湾はいつも見慣れている海であるが、興味深く、不思議な謎がたくさんあることを理

解させることができた。 

また、専門家の先生の講義や垂水漁港での漁業体験などを通じて、環境問題への関心を高めたり、自然を大切にしていこう

とする心情や態度を育てたりすることができた。 

 

 

イチ・ニ・サンゴ大作戦～私たちが育む命～（沖縄） 

【趣旨】 

 サンゴをとおして多様な生物のつながりや地球規模の環境課題について知

ることにより、身近な環境問題について関心を高め、地域の一員として積極的

に環境保全活動に取り組もうとする意欲を高める。 

【主な内容】 

集団宿泊、体験活動（スノーケリング、サンゴ植え付け、サンゴの学習）、交流

オリエンテーション 

【まとめ】 

 とかしく湾の豊かな海洋環境の観察、サンゴ礁の生態系について学ぶ機会と

なり、その環境を育む海そのものについて関心を高めさせることができた。 

 

6 環境配慮活動 

サンゴの植え付け体験 

養殖カンパチへの餌やり 
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青少年を対象とした環境教育事業の例 

施設名 事業名 事業の概要 期間 対象 

江田島 

われら瀬戸内探

偵団～瀬戸内海

の環境を守ろう～ 

【目的】 

近隣の瀬戸内海岸での生物観察・調査からスタートし、瀬戸内

海域へフィールドを広げ、環境問題について考えていく体験的・

問題解決的な学習を実施する。これらを通して、いま自分達に何

ができるかを考え、環境保全・保護に配慮した積極的な行動がと

れる意欲・態度を養う。 

【内容】 

海辺の生き物観察、船での海洋観測、海辺の活動 

7.22～7.24 

（2泊3日） 

小学校 

4・5・6年生 

沖縄 

イチ・ニ・サンゴ

大作戦～私たち

が育む命～ 

【目的】 

サンゴをとおして多様な生物のつながりや地球規模の環境課題

について知ることにより、身近な環境問題について関心を高め、

地域の一員として積極的に環境保全活動に取り組む意欲を高め

る。 

【内容】 

スノーケリング、サンゴ植え付け、サンゴの学習、交流オリエンテ

ーション 

10.12～10.14 

（2泊3日） 

小学校 

5・6年生 

妙高 

大地の秘密探検

隊～ヒスイ！化

石！大断層！～ 

【目的】 

地域の財産である日本初世界ジオパーク認定の「糸魚川ジオパ

ーク」を巡り、ヒスイ峡探検や化石探しを通して、大地の成り立ち

について学ぶ。 

【内容】 

糸魚川世界ジオパークの露頭観察、化石・岩石採集 

岩石標本づくり、焼山モデルづくり、新聞づくり 

8.24～8.26 

（2泊3日） 

小学5年生～

中学生 

大隅 

南九州自然探検

隊～桜島の再発

見をしよう～ 

【目的】 

南九州の特色ある自然を探索するとともに、地球環境について

の意識を高める。 

【内容】 

火山に関する学習、海岸での温泉堀 

5.11～5.12 

（1泊2日） 

小学4年生～

高校生 

大隅 

錦江湾（ワン）ダ

フル探検隊 

～錦江湾のなぞに

迫るおおすみくん

家探検隊～ 

【目的】 

錦江湾の生物や資源、環境、漁業の様子などについて、見学や

体験活動等をとおして、地域の自然や産業の素晴らしさや郷土

の良さを知る機会とする。 

【内容】 

カンパチ養殖餌やり体験、魚釣り体験、錦江湾の自然や資源に

関する学習 

6.22～6.23 

（1泊2日） 

小学5年生～

中学生 

 

環境教育に関する指導者研修事業の例 

施設名 事業名 事業の概要 期間 対象 

妙高 

妙高ネイチャープ

ログラム指導者

養成研修 

～伝えたい！ 

自然のすばらしさ～ 

【目的】 

①  教育の講義・演習や自然環境を活用した妙高ネイチャープ

ログラムの体験をとおして体験の指導者として必要な資質や

指導力の習得を目指す。併せて妙高ネイチャープログラムを

指導できる研修指導員の養成を目的とする。 

② 自然体験活動を取り入れた授業や特別活動等を効果的に

行えるよう情報提供を行う。 

【内容】 

環境教育の実際、妙高ネイチャープログラムの実習、プログラ

ムの企画立案 

第１回 

6.28～6.30 

（2 泊 3 日） 

第２回 

1.19 

（日帰り） 

環境教育の指

導者を目指す

方、妙高ネイ

チャープログ

ラムの研修指

導員を目指す

方、教職員、

社会教育関係

者一般、学生 
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６．２ 「チャレンジ２５」の活動 

 

当機構は、「チャレンジ２５」に登録しCO2削減に取組みました。 

職員をはじめ機構内で活動をしている外部の事業者も含めて組織を挙げて環境活動を推進しています。 

（「チャレンジ２５」とは）これまでの地球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス６％」から、よりCO2削減に向けた運動へと生まれ

変わる趣旨で、政府により展開されていた国民的運動です。その内容としては、Challenge1～6までの６種類のチャレンジが示されました。 

 

【事例紹介】 

Challenge1.「エコな生活スタイルを選択しよう」 

Coolbiz&Warmbizの実践（各施設） 

夏28度、冬19度を設定温度とし、夏場の軽装の励行、暖房時

の戸締り励行、スタッフジャンパーの支給等を行っています。 

 

空調の計画的運転制限（各施設） 

空調機のデマンド機能等により無駄な運転を控えています。 

 

利用者・出入業者への呼びかけ（大雪） 

電気使用量の前年度比の数値を毎月掲示し、「見える化」を

図ることで、利用者に省エネへの理解を深めています。 

職員・委託業者へ省エネ標語を公募し、優秀作品を選定、館

内に掲示等を行い、省エネ推進について周知しています。 

 

室外機の効率運転（江田島） 

講堂食堂棟３階屋上にある室外機（食堂冷房用）を葦で日差

しよけを設置し冷却効率を上げました。 

 

Challenge2.「省エネ製品を選択しよう」 

LED化（各施設） 

所内の電球、蛍光灯、誘導灯などを順次LEDへ置換えを進

めています。 

グリーン購入法適合品の調達（各施設） 

グリーン購入法に適合した物品を調達することはもちろんの

こと、立山では、シャンプーなど消耗品は詰替用の購入を積極

的に行い、環境に配慮した調達をしています。 

 

 

Challenge3.「自然を利用したエネルギーを選択しよう」 

太陽光発電システムの利用（オリセン・沖縄） 

太陽光発電システムを利用し、電力の節約を実施するととも

に、発電量「見える化」を図ることで、利用者に省エネへの理

解を深めています。 

 

太陽光発電パネル 

省エネ標語発表（大雪） 

室外機の効率運転（江田島） 

ＬＥＤ化（各施設） 

 9 



Challenge4.「ビル・住宅のエコ化を選択しよう」 

建具の改修（阿蘇、立山） 

宿泊室の外部サッシを複層ガラスに交換したり樹脂サッシに

よる二重窓に改修することにより、断熱性能が向上し、冷暖房

設備の負荷を低減することができました。 

 

 

 

 

 

Challenge5.「CO2削減につながる取組を応援しよう」 

地産地消の商品選択（各施設） 

各施設の食堂では、地元の食材を積極的に採用することで食材

の運搬に伴う自動車からの二酸化炭素の排出量の抑制を行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

Challenge6.「地域で取り組む温暖化防止活動に参加しよう」 

エコキャップ運動への参加（各施設） 

ペットボトルのリサイクルによるCO2削減の為には、キャッ

プやラベルの分別が欠かせません。ペットボトルのキャップを

集め、世界の子ども達にワクチンを提供する「エコキャップ運

動」という活動に参加しています。 

 

 

 

ガ ス 

キャップ回 中 

育の は を提供（ ） 
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．３ 環境 のための設備、備品等の整備・ 実 

 

機構では、環境負荷を大 に 減することができる取り組みとして、省エネルギーが見 める設備、備品等の導入を

的に行うと共に、 設設備が な を できるよう整備することで、温室 ガス等の排出の削減へ しています。 

 

【事例紹介】 

（「5 環境目標・実績」）で示した環境影響項目に沿って掲載） 

電力使用量削減 

節電省エネエアコンへの更新（諫早） 

老朽化したエアコンは、新製品に対し大きな電力を消費するだけでなく、故障

頻度上昇や、能力低下を招きます。計画的な機器の更新をすることで、利用者

の満足度向上と省エネを両立しました。 

 

 

 

 

 

燃料使用量削減 

貫流ボイラー主蒸気独立配管取付（岩手山） 

 建物設備は竣工時の状態がベストであるとは限りません。当初と負荷や運

用方法が変われば、改修でより効率の良い状態を目指すことができます。 

 ２基の貫流ボイラーとヘッダー間の主蒸気配管を分離し、一方への逆流を

抑制することで熱量ロスを低減、燃焼効率向上を図りました。 

 

浴室機械室熱交換器コイル更新（岩手山） 

熱交換器内のコイル更新をすることで浴槽のお湯の熱交換の際のロスを削

減することにより、重油使用量を削減しました。 

 

 

低燃費車への更新（乗鞍、信州高遠） 

 普通自動車とバスを、より低燃費かつ低 

公害の車種に更新しました。 

 

 

 

熱 器 のコイルを  

した 用 （ ）と ス（ 高 ） 

の 型空調
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給湯室のオール電化（諫早） 

CO2削減、省エネ、安全対策として、ガスレンジ及びガス給湯を廃止し、Ｉ

Ｈクッキングヒーター、電気給湯器を導入しました。 

 

 

 

 

 

 

 

グリーン購入 

物品の調達、施設整備（各施設） 

コピー紙やトイレットペーパーのような紙類から、文具類、清掃、道路

の下の再生骨材まで、幅広くグリーン購入法適合品の調達に努めました。 

 

リサイクル促進 

リサイクル使用の封筒（磐梯） 

定形外封筒について一度使用したあとも定型封筒として再利用できるよ

うに様式を変更しました。 

角２号の定形外封筒に切り込み線に沿って切ると長３号の封筒として再

利用できます。 

 

 

廃棄物減量 

生ゴミ処理機（立山） 

食堂からでる残飯を生ゴミ処理機により減量化を図っています。また、

堆肥として活用してもらうことにより無農薬野菜の生産に貢献しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

間伐材の再利用（阿蘇） 

 キャンプ場で伐採された間伐材をキャンプファイヤー用の薪とし

て再利用しました。 

 

 

 

 

 

 

導入した クッキング ー ー 

利用時の の入った  

を け 動する生 理機 

間 の  
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６．４ 外部委託業者との連携による環境配慮促進活動 
 

６．４．１ 地産地消活動 

当機構は宿泊滞在型教育機関として毎年多くの青少年などが利用することが大きな特徴です。毎日の研修生活において安

全、安心は欠かせない管理の一つです。また、毎日の食事においては、お米、野菜、肉、魚など多種多量の食材が利用されて

いますが、これらの食材の調達にあたっては、「地産地消」に心がけ食材の運搬に伴う自動車からの二酸化炭素の排出量の

抑制を行っています。 

機構全体の地産地消の食材例 

米  大根  果物（柑橘類・みかん他） 

タマネギ  白菜  パン（製造） 

小ネギ  ユウガオ  魚類 

なす  水菜  豚肉 

キュウリ  椎茸  馬肉 

キャベツ  練り製品（蒲鉾・竹輪他）  鶏肉 

レタス  麺類（そば・うどん他）  鶏卵 

トマト  豆腐・こんにゃく  

人参  牛乳  

ほうれん草  味噌・醤油  

 
【事例紹介】 
地産地消：大雪、岩手山、磐梯、赤城、能登、乗鞍、中央、淡路、三瓶、江田島、大洲、阿蘇、沖縄、日高、花山、那須甲子、妙

高、立山、若狭湾、信州高遠、曽爾、吉備、山口徳地、室戸、夜須高原、諫早、大隅  

 西洋フード・コンパスグループ(株)、ユーレストジャパン(株)、エムエフエス㈱、(株)ニッコクトラスト東日本、㈱雪印パーラー、㈱

沖縄ダイクンは、食材の調達にあたり「地産地消」の取り組みを推進しています。（H19年より継続実施） 
 
大隅における実施例 

（エムエフエス(株)） 

 主食の米以外の野菜、魚等についても、鹿児島県産

のものを使用した郷土料理を提供するなど、「地産・地

消」を基準とした献立に努めています。 

 

 

 

妙高における実施例 

(株)ニッコクトラスト東日本 

お米は地元農場より１００％地元米（コシヒカ

リ・華麗舞）を仕入れ、野菜等は地元市場より県内

産の野菜・肉を優先的に仕入れ提供しています。７

月以降に収穫される夏野菜については、地域畑で採

れたものを使用しています。 

 
大隅における実施例 
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．４．２ サプ イチ ーンマネジメント*のグリーン化 

環境 促進法 ４ では「事 者は、その事 活動に し、環境情報の提供を行うように努めるとと に、他の事 者に

し、 資その他の行 をするに たっては、 他の事 者の環境情報を してこれを行うように努める のとする」と

ります。これを けて機構では「サプ イチ ーンマネジメントのグリーン化（供給 管理における環境適合）」を推進しました。 

 

サプ イチ ーンマネジメント（Supply Chain Management）とは 

数の企 間で 合された物 システムを構築し、 の を高めるためのマネジメントのことです。 

各 者は、 の供給者（ ）か 要者（廃棄物 理 者）までの 々の 務（ 入れ、運 、調理、廃

棄）プ セスを つのビジネスプ セスと え し、企 の を えてそれを 適化し続けています。 の大 化や共

、 要な 量の共有による生 量の調整や の などがこれに たるでし う。 

、これ は 品・サービスの 加価値を高め高 を上 るための 法ですが、これを環境負荷の低減に 適用するこ

とで、 数の企 間を する環境 活動が になります。 

【事例紹介】 

 ー ・コンパスグループ( )、 ーレストジャパン( )、エムエ エス( )、 イ ンは、環境マネジメントシステム 

Ｏ14001を取 し、 環境の ・ 上のために環境 に した取り組みを行っています。（H19年より継続実施） 

 

エコリサイクル：妙高他の事例 

（ 高） 

 ( ） ッコクト ストでは、ごみの分別回 に努め、廃油については

ISO取 者によるBDF（ イ ）へのエコリサイクルを行っていま

す。 

（ ） 

油については、油 を でとって 利用するなど 期に たって使

用するようにし、 の 度を減 すなどして廃油量の削減に努めて

います。廃油は 理 者に引き し、プ スチックなど他の用 にリ

サイクルしています。 

 

 

 

 

フードマイレージ：山口徳地の事例 

 ーレストジャパン( )では、 消の促進は「生 か ま

での が短い方が に伴う環境への負荷が少ない」という ー マ

イレージの 点か 環境への が期待でき、 的に取り組んで

いいます。 の短縮を目的として グループの 供給 とし

て セン ーを設 しています。 

 

 

 

 口の （ ） 

理 者の引取りを待つ廃油 

 

 14 



 

６．５ 環境関連法規制への対応 
 

当機構は全国に28の国立青少年教育施設を運営しており、殆どの施設が、海、山、湖など自然に恵まれた地域にあります。 

機構の活動に当たっては常に遵法に心がけ関係組織と連携の下に適正な活動をしております。当機構に適用される主な環

境関連法律等は次のとおりですが、平成25（2013）年度は各施設において指導、勧告、命令などの法規制違反はありませんで

した。 

 

 

１） 当機構が関連する主な環境関連法規制 

 

◆環境基本法 

◆循環型社会形成推進基本法 

◆水質汚濁防止法 

◆大気汚染防止法 

◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

◆湖沼法 

◆浄化槽法 

 ◆公衆浴場法 

◆水道法 

◆建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

（ビル管理法） 

◆消防法 

◆エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法） 

◆労働安全衛生法 

 

２） 環境測定の例 （平成25年度測定） 

※関係測定結果の一例を下記のとおり示した。 

 

◆信州高遠青少年自然の家の環境測定結果 

 単位 基準値 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 

大気汚染防止法：ばいじん濃度 g/m3 0.05 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 

大気汚染防止法：硫黄酸化物濃度 m3/h 0.253* 0.079 0.060 0.095 0.081 

大気汚染防止法：窒素酸化物濃度 ppm 180 98 97 120 110 

浄化槽法：pH pH 5.8-8.6 6.94 6.81 

浄化槽法：透視度 Cm 20以上 28 27 

浄化槽法：残留塩素 mg/L 検出されること 0.4 

浄化槽法：DO mg/L 1.0以上 4.4 6.2 3.1 6.7 

浄化槽法：BOD mg/L 2.0以下 3.5 

*煙道の高さを3.8ｍ、K値17.5 として計算 

 

◆大洲青少年交流の家の環境測定結果 

 単位 基準値 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 

水質汚濁防止法：ＣＯＤ mg/L 160 3.6 2.6 3.8 2.8 

水質汚濁防止法：全窒素 mg/L 120 4.5 5.3 11 0.9 

水質汚濁防止法：全リン mg/L 16 0.3 1 0.94 0.63 

大気汚染防止法：ばいじん濃度 g/m3 0.3 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 

大気汚染防止法：硫黄酸化物濃度 m3/h 0.53 0.01未満 0.04 0.03 0.01 

大気汚染防止法：窒素酸化物濃度  ppm 180 110 60 75 61 
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６．６ 社会貢献活動 
 

事業者が事業活動における環境配慮の取組を行うと同時に、他のさまざまなセクターと協働し、パートナーシップを築きなが

ら、持続可能な循環型社会の構築に取り組んでいくことが望まれます。その具体的な活動の一つとして、職員や利用者等が自

ら行う環境社会貢献活動を積極的、自主的に行っていくことが重要です。 

【事例紹介】 

 

柴垣海岸環境保全活動への参加（能登） 

能登青少年交流の家では、羽咋市市民憲章実践活動「なぎさクリーン

運動」に13名、石川県の海岸愛護運動｢クリーン・ビーチいしかわ｣に14名

の当施設職員が参加し、積極的に海岸環境保全活動を実践しました。ま

た、渚に漂着物が多い時には当施設職員によるクリーン活動を行いました。 

 

 

 

 

姫逃池（ひめのがいけ）草刈隊への参加（三瓶） 

三瓶青少年交流の家では、毎年姫逃池の除草作業に参加しています。 

姫逃池は、渇水やススキなどの繁茂のため、消滅の危機に瀕したこと

がありました。カキツバタの数も減ってしまいましたが、その後の自然再生

事業により再び水面を取り戻し、現在は、関係者とボランティアが年に一

度集まって除草作業を行い、カキツバタの株も順調に増加しています。 

 

 

 

教育事業「働く若者のボランティアキャンプ」の実施（中央） 

中央青少年交流の家では、勤労青年が共同生活を送りながら地

域に出向いて奉仕活動や自然体験活動を行う事業を企画し、その一

コマとして南三陸町の水田の復元等のボランティア活動を行いました。 

 

 

 

「水辺の楽校」のきらきら広場クリーン作戦への参加（立山） 

立山青少年自然の家では、本宮砂防えん提の「水辺の楽校」で清掃活

動に参加しました。国交省立山砂防事務所と地元小学校の児童、町内会、

立山砂防事務所工事安全対策協議会の会員ら90人が施設内のゴミ拾い

や除草を行い、植生に影響が出ないように遊歩道に生えた雑草だけを取

り除くように心がけて行いました。子どもたちは、きれいになった「水辺の

楽校」で学習することを楽しみにしていました。 

打ち上げられたゴミを集める職員 

除草作業中 

津波に呑まれた水田から瓦礫を取り除くボランティア 

姫逃池除草作業 
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．１ マテリ ル ンス（インプット/ ウトプット） 

 

は平成25年度（2013年度）の機構における環境負荷項目の状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT
電  力 24,008
 

千kWh 

水  道 595 

 

千m3

都市ガス 1,863 千m3 

重  油 2,259 ㎘ 

灯  油 423 ㎘ 

グリーン購入（達成 ） 100 ％ 

  油 97 ㎘

ガ リン 103 ㎘ 

プ パンガス 29 千m3 

青少年教育 機構 （ 28施設・本 ）

7 環境負荷の状況 

OUTPUT
二酸化炭素 22,034 t

 排  水 668 千m3

廃  油 3
 

㎘ 

 （リサイクル） 55 t 

廃油 （リサイクル） 14
 

㎘ 

資源物 （リサイクル） 72 t 
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．２ 別環境負荷の状況 
 

<INPUT>
１．電力の使用量                                 ２．水の使用量 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*1 水道 に 水 使用しています。 

 

３． 用ガスの使用量                            ４． 油の使用量 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

<OUTPUT> 
 １．二酸化炭素の排出量 2                    ２．排水の量 3 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

*2 二酸化炭素の 数は 温暖化 策の推進に する        *3 排水量には温 水が まれるため のINPUTとは しません。 

法 施行 を参 。 

 

 ３．廃油 分量                           ４．廃油リサイクル量 
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環境配慮促進法第９条により、下記の通り「独立行政法人国立青少年教育振興機構 環境報告書2014」の評価を行い

ました。 

 

（１） 実  施  日    平成26年9月22日 

（２） 実  施  者    独立行政法人国立青少年教育振興機構  監事  鷲山 恭彦 

（３） 評価基準等 

環境報告書の評価は以下を基本に実施しました。 

（イ） 環境配慮促進法及び環境報告書ガイドライン（環境省 2012年度版）への適合 

（ロ） 環境配慮促進法第４条に基づく環境報告書の記載事項等の網羅 

（４） 評価の結果 

「環境報告書2014」が上記の評価基準等に基づき作成されたものであり、網羅性、信憑性、妥当性について評価を行っ

た結果、適正であることを確認しました。 

今回の報告書は、全国28施設の状況を環境影響調査票により統一的に調査・整理して環境に関する各種の情報や環

境配慮活動状況の共有化が図られております。環境目標・実績において未達成の項目がありますが、電力・重油・ガスは

冷暖房の利用増加、水道はプールや浴場の利用増加によるものです。機構は自然体験・集団宿泊活動の機会や場の提

供を行う都合上、利用者数の増減が光熱水使用量に大きく影響することから、引き続き節減の取組に努めると共に、今後

の環境目標の設定について検討がなされることが望まれます。 

また、各施設における「チャレンジ２５」活動の結果、環境パフォーマンスが引き続き全体的に向上したことを評価します。 

今後も継続して環境配慮活動を推進することを期待します。 

 

平成26年9月22日 

監    事 鷲山 恭彦 

 

8 環境報告書に対する所見 
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◆環境配慮促進法との対照表

記 載 要 求 事 項 
記載 

状況 

国立青少年教育振興機構 

環境報告書2014 

該 当 項 目 
該当 

ページ 

環境報告書の記載事項等 

一  事業活動に係る環境配慮の方針等 ○ 環境理念と活動方針  4 

二  主要な事業内容、対象とする事業年度等 ○ 機構の概要  3 

三  事業活動に係る環境配慮の計画 ○ 環境目標・実績  6 

四  事業活動に係る環境配慮の取組の体制等 ○ 環境配慮への体制  5 

五  事業活動に係る環境配慮の取組の状況等 ○ 
環境配慮活動  7 

環境負荷の状況 17 

六  その他 ○ 環境関連法規制への対応 15 

環境配慮促進法 

第４条（事業者の責務） ○ 外部委託業者との連携による環境配慮促進活動 13 

第９条（環境報告書の公表等） ○ 環境報告書に関する所見 19 

｢環境報告書2014」に関するご意見・ご感想、お待ちしております。今後の環境保全への取組み等の参考にさせて頂きます。 

独立行政法人国立青少年教育振興機構  管理部財務課施設管理室 

電話番号：03-6407-7673 ･7676     E-mail： kankyo@niye.go.jp 

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3－1 





独立行政法人国立青少年教育振興機構 

シンボルマーク 

大自然（緑）の中で、情熱的（赤）で躍動する力と 

自立心と協調性（青）を持ちあわせる青少年を 

Ｙｏｕｔｈ（青少年）のＹと重ね合わせて表現しています。 




