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平成18年4月、全国に28の青少年教育施設を有する

「独立行政法人国立青少年教育振興機構」が設立されました。

機構は青少年教育の振興及び青少年の健全育成を目的に

「体験活動を通した青少年の自立」をテーマとした教育事業を展開しています。

また、深刻化している地球温暖化などの環境問題の解決を目指し、自然体験活

動を通じて、青少年の「環境意識の高揚」に常に取り組んでいます。

全国で
約482万人の

施設利用者

体験活動から地球環境の尊さを学ぶ

地球温暖化などの
環境問題解決に貢献

豊かな自然環境を育む
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編 集 方 針

機構が設立されて間もないことから、本報告書では環境配慮の取り組

みを掲載するとともに、機構の教育事業の紹介に重点を置きました。

また、全国各地にある教育施設やその教育活動をより多くの青少年や

一般の方に知っていただきたく、巻末に各教育施設の案内や活動風景の

写真を盛り込みました。なお、本報告書は環境配慮促進法及び環境報告

書ガイドライン2003に準拠して作成しました。

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

2006年4月～2007年3月

報告対象範囲

独立行政法人国立青少年教育振興機構本部

全28教育施設
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トップコミットメント

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「独立行政法人国立青少年教育振興機構」（以下、「機構」という）がスタートし

ました。当機構は幼少期から青年期までの各年齢期に必要とされる体験活動の

機会を青少年に提供して、健康な身体、感性豊かな心、生涯に出会う課題に

チャレンジする意欲と能力を獲得することを支援するため、我が国の青少年教

育のナショナルセンターとして特徴ある活動を展開しています。当機構は全国28

の教育施設をもち、山、海の国立、国定公園など自然環境に恵まれた立地条件

を活かし青少年が自然の優しさ、時には荒々しさを体験し自然との共生の大切

さを肌で感じる場、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。

平成18年度からは平成17年4月に施行された環境配慮促進法の特定事業者となり同法に基づき環境報告書を発行す

ることになりました。このため、新しくスタートした当機構の環境対応事業ばかりでなく、教育事業の目的、取り組み、活

動内容を国民の皆様にお伝えすることを目的として本報告書を作成しました。

さて、最近、私たちがあまり体験したことがない局地的な大雨、大型台風、異常高温などいわゆる異常気象（30年に1

度発生するといわれている）が世界中で頻発し、尊い人命を奪い、甚大な被害による経済的損失が発生しています。こ

のような異常気象は化石燃料の使用による地球上の二酸化炭素（CO２
）の急上昇により、地表の熱が地球外部の宇宙

空間に放出されにくくなり、地球の循環機能の限界を超えたために起こった地球温暖化によるものではないかといわれ

ています。森林は光合成により大気中からCO
２
を吸収し同時に酸素を放出する循環システム機能をもっています。当機

構では全国に約435万㎡の森林を有しています。これらの森林は大気中のCO
２
を1年間で約2,800t吸収しています。また、

海は大気中のCO
２
を吸収しCO

２
の増加をおさえています。

急速な地球温暖化は人間の生命・生存の危惧のみならず地球上の生命体の減少にも影響を与えているといわれてい

ます。私たち人類は未来の地球、生物のためにその英知により地球を護らなければなりません。

人間は倫理観をもつ生物として他の生命体とは異なる特長をもっています。今、私たちは経済的価値観からではなく人

間の倫理観に基づく地球保全に邁進しなければならないと思います。また、地球環境問題は様々な原因、要因が複雑、

連鎖的に関連し合っています。これを科学的に解明するには多くの時間を要しますが、私たちはこれを待つまでもなく身

近にできるところから実行することが環境改善に向けての取り組みの第一歩と考えます。

一方、平成15年7月に持続可能な開発のための教育に関する「環境保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に

関する法律」が制定されました。当機構はこの面においても青少年に環境の重要性を認識させ、環境マインドを醸成す

る組織としての役割の重要性を認識しております。

当機構は宿泊滞在型体験研修という事業内容から必然的に電力、重油などのエネルギーの消費、水の使用及び食堂

からの廃棄物の発生など、環境上の課題をもっています。今後は、この環境報告書の作成、環境情報の開示を契機とし

て全組織をあげて環境負荷の低減、環境効率の向上を推進してまいります。今後とも皆様のご支援と忌憚のないご意

見を賜りますようお願い申し上げます。

平成19年9月

理事長 松下 倶子

理事長 松下 倶子
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独立行政法人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。

環 境 理 念

独立行政法人国立青少年教育振興機構は当機構の環境理念に基づ

き以下の活動方針を推進します。

(1)環境関連法規制の順守

・ 環境パフォーマンスの監視計測と関連法規制順守状況の

定期的把握

(2)持続的環境活動の推進

・ 環境マネジメントシステムによる最高経営層を含む全職員

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）

・ 環境教育プログラムの開発及び環境教育指導者の要請と

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

活 動 方 針
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環境配慮促進法第九条（環境報告書の公表等）に対応するため、平成 19 年 1 月 15 日に「独立行政法人国立青少年教育振興

機構環境委員会規程」を制定し、環境委員会を設置しました。環境委員会は環境配慮への方針や環境目標・計画を策定し、様々

な環境活動の実施状況を把握するなど、全 28 教育施設を取りまとめながら環境に配慮した事業活動を推進していきます。 

 

 平成 19 年 1 月機構本部・教育施設の代表者からなる環境委員会を設置し、機構全体の環境に係る施策の企画立案等に積極

的に対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  機構の環境配慮体制 

 

 

環境配慮への体制 

「独立行政法人国立青少年教育振興機構の達成すべき業務運営に関する計画（中期計画）」と環境への取組み 

平成 18 年 4 月に策定された「独立行政法人国立青少年教育振興機構の達成すべき業務運営に関する計画（中期計画）」（概要は 6 ページ

参照）では業務の効率化によって光熱水料を含む一般管理費を平成 23 年 3 月までに、旧青少年教育 3 法人の平成 17 年度予算の合計額に

比べて 15％以上の縮減を図ることを定めています。 

平成 18 年度の光熱水量については、平成 17 年度に比べて、電気、水道、ガス、重油、灯油の使用量はすべて減少しましたが、支払額とし

ては原油価格の高騰の要因もあって 1.86％（16 百万円相当）増加しました。平成 19 年度においては、平成 18 年度と同等の光熱水量削減へ

の取り組みを継続し、削減量を現状維持していけるように努めます。 

光熱水量の縮減以外に「情報化の推進」によるペーパーレス化や環境物品の調達が年度計画に盛り込まれています。 

理事理事長

理事

理事

理事

監　事

①環境報告書の審査

環境委員会（本部・教育施設代表）
(委員長：財務・基金担当理事)

①環境委員会の庶務
②組織全体の環境統括

財務部経理課施設・資産管理室 ①環境配慮の方針等に関する事項
②環境配慮の計画に関する事項
③環境配慮の取り組み体制等に関する事項
④環境配慮の取り組みの状況に関する事項
⑤環境報告書に係る毎年度の見直しと公表に
　 関する事項

国
立
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
記
念

青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー

国
立
青
少
年
自
然
の
家

（
　
　
施
設

）

国
立
青
少
年
交
流
の
家

（
　
　
施
設

）

①国立オリンピック記念青少年総
　合センター及び教育施設毎の環
　境目標、計画の策定・実施
②コンプライアンス管理
③環境データの計測・収集
④環境施設の運転管理
⑤コミュニケーションの活性による
　地域共生

①理事長の補佐
②担当業務の環境管理・監督

13 14
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機構では、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的とし、企画事業・研修支援事業等で様々な事業やプロ

グラムを展開しています。青少年が、緑豊かな自然に恵まれた全国の教育施設で行われる体験活動を通じて、地球環境の尊さ

を学ぶことが「環境意識の高揚」につながると考えています。 

中期計画では毎年度 350 万人程度の青少年及び青少年教育指導者等の研修利用者を確保することを目標に掲げていますが、

平成 18 年度の全国教育施設の総利用者数は約 482 万人（企画事業参加者を除く）でした。今後も、全国の教育施設を利用する

青少年の｢環境意識の高揚」に貢献できるような教育事業に積極的に取り組んでいきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各教育施設で実施した環境配慮活動・環境体験活動等の風景は、Ｐ.11、Ｐ.15、Ｐ.16、Ｐ19 をご覧ください。 

 

平成 18 年度より各教育施設の環境負荷や環境活動に関する環境影響調査を実施し、機構全体として評価を行った結果、以

下の「インプット」と「アウトプット」を重要な環境影響項目として特定し、平成 19 年度の目標を設定しました。機構としてさらなる環

境保全活動を定着化させるため、「チーム・マイナス 6％への参加」や「環境意識の高揚」「環境マネジメントシステムの充実」に関

する目標を設定しました。  

 

環境目標・計画 

  

＜環境への取組みの一例  ～国立赤城青少年交流の家～＞
国立赤城青少年交流の家は、平成 16 年 9 月に国立の青少年教育施設として初めて環境に関する国際規格である ISO14001 を

認証取得しました。省資源、省エネルギー、リサイクル、廃棄物削減、及びグリーン購入の促進等の環境活動に加え、環境意識を高

めるための企画事業や研修支援事業に取組み、環境に配慮した新しいライフスタイルを提案しています。 

平成 18 年度には動物の生態観察を目的とした環境学習プログラム「むささび見隊（みたい）！」を開発するとともに、利用団体に

ごみ分別に関するアンケートを実施して、国立赤城青少年交流の家での環境への取組みの改善を利用者にご理解いただけるよう

取り組みました。今後は国立赤城青少年交流の家での環境への取組みを他の教育施設に広め、機構全体の環境活動を推進して

いきます。 

 

 

 

環境教育をテーマにした企画事業 「むささび見隊！」の様子  職員に対する ISO 研修 

図  機構の環境目標と計画

平成18年度目標 平成18年度計画 達成状況 平成19年度目標 平成19年度計画

電　　力

・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）

達成

・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）

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

達成

・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

都市ガス ・クールビズ、ウォームビズの実施 達成 ・クールビズ、ウォームビズの実施

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

達成
・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

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

達成
・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

グリーン購入
グリーン購入

100％
・グリーン購入の徹底 達成

グリーン購入
100％

・グリーン購入の徹底

リサイクル物
資源リサイクル

の推進
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
廃棄物排出量

の削減
達成

廃棄物排出量
の削減

・ 生ごみ処理機の導入

チーム・マイナス
6％への参加

・各教育施設にチームマイナス6％の自主的登録を呼びかける 達成
チーム・マイナス

6％
全教育施設の登録

・各教育施設にチームマイナス6％の自主的登録を呼びかける

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

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・研究等の推進
・「環境意識の高揚」に対する目標値設定の検討

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
・体制の整備

達成
環境マネジメント
システムの充実

・職員への環境教育の充実
・エネルギーや水、廃棄物などの目標値（原単位など）設定の検討
・各教育施設との環境情報の共有方法の検討

そ
の
他

各使用量を
平成17年度比で

0.5％削減

左項を実施

左項を実施

左項を実施

イ
ン
プ

ッ
ト

プ

ッ
ト

ア
ウ
ト

環境影響項目 平成18年度実績

・ リサイクル物および廃棄物の実態調査の実施
・ 生ごみ処理機の導入
・ 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

購入実績100％

461,687ℓ
平成17年度比
7.68 ％削減

3教育施設で実施

各使用量を
平成17年度比で

0.5％削減

(平成18年度と
同等の取り組みで

現状維持）

24,420,870 kWh
平成17年度比
0.88 ％削減

479,317 ㎥
平成17年度比
10.15 ％削減

1,628,321㎥
平成17年度比
2.57 ％削減
3,253,899ℓ

平成１７年度比
5.11 ％削減
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設立の目的 

「独立行政法人国立青少年教育振興機構」（以下、「機構」という）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」が発展的に統合され発足しま

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、指導者研修など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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期計画 

機構の設立と同時に平成 18 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日（5 年間）までの中期計画を策定し事業活動を実施して

います。 

 

 

 

 

 

 

特集１ 機構の紹介 

ホームページに詳細掲載 

http://www.niye.go.jp/outline/dokuritsu/pdf/Tyukikeikaku.pdf 

　　　　　　　　　　　　　　　表　中期計画の概要

１．青少年をめぐる諸課題への総合的・効率的な対応

２．企画立案機能の強化

３．業務の効率化

４．施設の効率的な利用の促進

１．青少年教育指導者その他の青少年教育関係者及び青少年を対象とする企画事業

    に関する事項

２．青少年教育指導者その他の青少年教育関係者及び青少年を対象とする研修支援

    事業等に関する事項

３．青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進に関する事項

４．青少年教育に関する調査及び研究に関する事項

５．青少年教育に関する団体に対して、当該団体が行う活動に対して行う助成金の

    交付に関する事項

６．附帯する業務に関する事項

１．自己収入の確保

２．固定経費の削減

１．長期的視野に立った施設・設備の整備・管理の実施

２．人事に関する計画

業務運営の
効率化

に関する事項

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

関する事項

財務内容の改善

に関する事項

その他業務運営

に関する重要事項

国立オリンピック記念
青少年総合センター

青少年教育関係者などに

対する研修

（昭和40年設立）

国立青少年交流の家

交流体験を中心とした

教育事業の企画・実施

旧： 国立青年の家

（全国に13施設）

国立青少年自然の家

自然体験を中心とした

教育事業の企画・実施

旧： 国立少年自然の家

（全国に14施設）

機 構 本 部

機構全体の企画・立案業務、企画事業、調査研究事業、連絡協力の促進事業、民間団体への助成事業
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独立行政法人国立青少年教育振興機構法 

機構は「独立行政法人国立青少年教育振興機構法（平成 11 年法律第 167 号、以下「機構法」という。）に基づいて設置された

機関です。設置目的は「青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修、青少年の団体宿泊訓練その他の青少年

に対する研修、青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進、青少年教育に関する団体に対する助成金の

交付等を行うことにより、青少年教育の振興及び健全な青少年の育成を図ること（機構法第 3 条）」であり、以下、この目的を達成

するために機構が行うべき業務が機構法第 11 条に規定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構設立記念イベント 

新機構が設立・発足したことを記念し、機構をより多くの方に知ってもらうために平成 18 年

10 月 21 日に「機構設立記念イベント（～つながりのうたをうたおう～）」を開催しました。 

各教育施設の特色のある体験活動を紹介した「体験活動ナビ」、各教育施設の自然・体験・

交流をテーマにした「写真展」、日本の自然や日本人の心の美しさを世界に伝えているスーザ

ン･オズボーンさんをゲストに迎えた「参加型ライブ＆トーク」などを行いました。407名が参加し、

文部科学省編集の雑誌「マナビィ」にも紹介され、機構が全国に 28 の教育施設を持ち、青少

年の健全育成や青少年教育の振興に資する事業を展開していることを周知しました。 

 

 

第11条 機構は、第 3 条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

一 青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修(以下この項において｢青少年教育指導者等研修｣と

いう。)及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修(以下この項において｢青少年研修｣という。)のた

めの施設を設置すること。 

二 前号の施設において青少年教育指導者等研修及び青少年研修を行うこと。 

三 第一号の施設を青少年教育指導者等研修及び青少年研修のための利用に供すること。 

四 青少年教育指導者等研修及び青少年研修に関し、指導及び助言を行うこと。 

五 青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力を促進すること。 

六 青少年教育に関する専門的な調査及び研究を行うこと。 

七 青少年教育に関する団体に対して当該団体が行う次に掲げる活動に必要な資金に充てるための助成金を交付す

ること。 

イ 青少年のうちおおむね十八歳以下の者(以下この号において｢子ども｣という。)の自然体験活動、社会奉仕体

験活動その他の体験活動の振興を図る活動 

ロ 子供を対象とする読書会の開催その他の子どもの読書活動の振興を図る活動 

ハ インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供することができる子ども向けの教材の開発 

八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

２ 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第一号に規定する施設を一般の利用

に供することができる。 

（独立行政法人国立青少年教育振興機構法より抜粋）
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機構の沿革 

機構は平成 13 年 4 月に独立行政法人化された「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」及び「国立少

年自然の家」が統合発足しましたが、それぞれの設立背景を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者の状況 

平成 18 年度の総利用者数は約 482 万人（企画事業参加数を除

く）、青少年の利用は約 392 万人で、全体の 81.4％を占め、その他

一般利用は約 89 万人でした。

機構の概要 

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 

昭和 39 年開催の第 18 回オリンピック競技大会東京大会の選手村の施設の一部を、健全な青少年の育成に寄与す

る宿泊研修施設として利用するため、昭和 40 年 4 月に文部省所管の「特殊法人オリンピック記念青少年総合センター」

が設立された。 

その後特殊法人の整理合理化が閣議了解され、昭和 55 年 5 月に「特殊法人オリンピック記念青少年総合センター」

が解散、文部省所管の施設等機関として「国立オリンピック記念青少年総合センター」となった。それまでは青少年の宿

泊研修施設であったが、これに加え全国の青少年教育施設や関係団体との連絡・協力及び青少年教育に関する専門

的な調査研究の機能を持つ機関となった。 

平成 13 年 4 月に施設等機関から独立行政法人に移行され、文部科学省所管の「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」（特定独立行政法人）となり、国立の機関としての従来の目的や機能は基本的に変えることな

く、新たに「子どもゆめ基金」が創設され、子どもの体験活動等を行う民間団体の活動に対する助成金交付の業務が追

加された。 

独立行政法人国立青年の家 

交流体験活動を基本とする団体宿泊訓練を通じた健全な青年の育成を図る機関として、皇太子殿下（今上天皇）の

御成婚を記念し、昭和 34 年に国立中央青年の家（静岡県御殿場市）が創設され、その後、阿蘇、磐梯、大雪、江田島、

淡路、赤城、能登、岩手山、沖縄、大洲、乗鞍、三瓶と昭和 51 年までに全国 13 ヶ所に順次整備された。 

平成 13 年 4 月、中央省庁等改革の一環により、これらの 13 の施設が「独立行政法人国立青年の家」（非特定独立

行政法人）として 1 法人に統合され、本部が静岡県御殿場市の国立中央青年の家内に置かれた。 

独立行政法人国立少年自然の家 

自然体験活動を基本とする団体宿泊訓練を通じた健全な少年の育成を図る機関として、学制百年記念事業の一環

として、昭和 50 年に国立室戸少年自然の家（高知県室戸市）が創設され、その後、那須甲子、諫早、花山、曽爾、日

高、吉備、立山、若狭湾、大隅、夜須高原、山口徳地、信州高遠、妙高と平成 3 年までに全国 14 ヶ所に順次整備され

た。 

平成 13 年 4 月、中央省庁等改革の一環により、これらの 14 の施設が「独立行政法人国立少年自然の家」（非特定

独立行政法人）として 1 つに統合され、本部が福島県西郷村の国立那須甲子少年自然の家内に置かれた。 

団体種別の利用者数の割合

23.8%
（1,148,264人）
その他の団体等

36.6%
（1,767,097人）

学校

26.7%
（1,287,965人）
青少年団体 2.4%

（115,061人）
青少年教育施設

2.5%
（118,773人）

官公庁

8.0%
（384,607人）

企業

計

4,821,767
（人）
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機構組織 

平成 18 年 4 月現在の機構の組織図は右記の通りです。 

機構本部及び地方教育施設は業務運営を効率よく実施するため

さまざまな委員会を設置しています。 

機構本部における各種委員会 

（１）運営諮問委員会 

業務運営に関する重要事項について外部有識者の意見

を聞く。 

（２）評価委員会 

機構の業務の実績を評価するため評価委員会を設置し、

内部評価結果に基づき専門的な見地から検証を行う。 

（３）安全衛生委員会 

機構の安全衛生管理活動の円滑推進を図る。 

（４）資金管理委員会 

機構の資金などの運用･管理に関して検討を行う。 

（５）環境委員会（平成 18 年 1 月発足） 

機構の事業活動に係る環境配慮の方針などに関する事

項の審議および連絡調整を行う。 

（６）子どもゆめ基金審査委員会 

子どもゆめ基金助成金の助成審査に係る方針および基

準に関する事項を調査審議する。 

地方教育施設における各種委員会 

（１）施設業務運営委員会 

地方教育施設の業務運営に関する重要事項について外

部有識者の意見を聞く。 

 

 

 

 

 

収入及び支出 

平成 18 年度の収入実績について、事業収入等が予算額に対して 41 百万円の増収となりましたが、これはセンターにおける

利用者数の増加（前年度比 12.5 万人増）に伴う施設使用料の増加によるものです。支出実績については年度計画に基づく事

業の実施のため、機構が行うべき業務に必要な経費を把握するとともに、業務の効率化にも留意しつつ計画的な執行に努め

た結果です。 

 

収入

81.2%
運営費交付金

8.9%
施設整備補助金

7.4%
事業収入

0.9%
基金運用益

0.9%
その他収入

0.6%
臨時受取保険金

計

14,184,410
（千円）

支出

89.9%
業務経費

9.1%
施設整備費

0.7%
受託業務費

0.4%
災害復旧費

計

14,015,355
（千円）

理事長
監　事

理　事

役　員

監査役 監査室

総務企画部 総務企画課

人事課

財務部 財務課

施設管理室

経理課

子どもゆめ基金部 普及推進課

助成課

機構本部

国立オリンピック記念青少年総合センター

所長 事業課

研修支援課

次長

調査研究課

国際課

管理課

所長 事業推進課

事業支援課

地方教育施設

国立青少年交流の家（13施設）
国立青少年自然の家（14施設）

※平成19年度、機構本部に教育事業部が新たに設置された。

平成18年4月現在
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環境負荷図 

以下は平成 18 年度の機構における主な環境負荷項目の状況です。今後、調理によるエネルギーの使用量や廃油や残飯

の排出量も重要な環境負荷項目と認識し、削減に取組む方針です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構と環境との関わり 

国立青少年教育振興機構 （全 28 教育施設） 

図 機構全体の環境負荷図 

*1 水道以外に地下水も使用しています。 *2 二酸化炭素の換算係数は東京都環境局の地球温暖化対策計画書
制度を参考。 *3 排水量＝水道使用量。 

電 力 24,420,870

水 道*1 479,317

都市ガス 1,628,321

重 油 3,253,899

灯 油 461,687

プロパンガス 

軽 油 

ガソリン 

グリーン購入率 100

117,773

120,637

211,388

kWh 

㎥ 

㎥ 

ℓ 

ℓ 

％ 

ℓ 

ℓ 

㎥ 

二酸化炭素*2 

排 水（下水道）*3 

残 飯 （リサイクル） 

廃 油 

23,565

廃 油 （リサイクル） 

479,317

176

20,488

10,159

ｔ 

㎥ 

ｔ 

ℓ 

ℓ 
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ここでは、機構における環境配慮の活動についてご紹介します。 

教育施設共通の取組み 

各教育施設では共通の取組みとして、エネルギー及び水の使用量の削減・施設利用

者にはごみの持ち帰りをお願いしています。主な削減活動として、職員の施設内巡回に

よる不要な箇所の消灯、トイレや廊下・階段等の人感センサーによる点灯、業務で使用

するコピー用紙の両面使用、節水コマ及び自動水栓の導入、クールビズ・ウォームビズ

の実施、利用者が少ない場合の入浴時間の調整・短縮、電灯スイッチ･水道蛇口付近に

節電･節水シールを貼る等して、節約の意識を高める工夫を行っています。 

また、使用状況をグラフ化して職員会議等で周知したり、事前打ち合わせやオリエンテ

ーション等を通じて利用者に節約を呼びかけています。 

 

各教育施設での取組み 

国立オリンピック記念青少年総合センターでは、宿泊棟ソーラーパネルを使って太陽

光発電（右写真）を導入し、また、照明を間引き（右写真）し、エネルギーの使用量の削減

に取組んでいます。水の使用量の削減については、トイレの水に中水利用した雑排水を

活用し、センター棟の食堂では廃棄物の排出量を削減するため、生ごみ処理機を活用し

ています。 

国立大雪青少年交流の家は温泉があるので、温泉熱を暖房に有効活用して、エネル

ギーの使用量の削減に取組んでいます。 

国立妙高青少年自然の家は、廃棄物の排出量を少なくするため、ごみの分別（もえる

ごみ、もえないごみ、ペットボトル、カン、ビン）を徹底（右写真）し、ペットボトル、カン、ビン

は自動販売機管理会社が回収・リサイクルしています。 

また、定期的にボイラーを清掃・点検することで効率よくエネルギーを活用できるよう管

理しています。 

国立信州高遠青少年自然の家は、秋口から 11 月や春先にかけて太陽熱を有効活用

してお湯を沸かし、暖房として利用してエネルギーの使用量の削減に取組んでいます。 

国立室戸青少年自然の家は、風が多く吹く土地特性を利用して、現在風力発電機の

導入を検討しています。 

 

 

 

 
 
 
 

環境配慮活動 

チーム・マイナス 6％に取組んでいます 

深刻な問題となっている地球温暖化に対して、京都議定書が平成 17 年 2 月 16 日に発効し、日

本においては温室効果ガス排出量を 2008 年から 2012 年の間に 1990 年比で 6％削減を目標に

国民的プロジェクト「チーム・マイナス 6％」が立ち上がりました。機構本部では平成 18 年度から各

教育施設それぞれに取り組むよう呼びかけています。 

平成 18 年度は 3 教育施設、平成 19 年 8 月末現在では 23 教育施設が「チーム・マイナス 6％」

に参加しています。 「チーム・マイナス 6％」ホームページ： http://www.team-6.jp/ 参加教育施設の掲示板 

宿泊棟の太陽光パネル

照明の間引き

ごみの分別活動

節水活動

省エネポスター
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全国各地の豊かな自然のなかに教育施設があることから、各教育施設から排出される水系排出物や大気系排出物など

の管理徹底を重要視しています。また、施設利用者への安全・安心を図るためにも、社会問題となったアスベスト問題や建

物の耐震改修などに取組みました。 

 

排水水質の超過について 

国立妙高青少年自然の家において、平成 18 年 6 月に自主点検で浄化槽の水質検査を行ったところ、大腸菌群数が基準

値の 3,000 個/㎝ 3 に対して 3,200 個/㎝ 3 検出されたため、速やかに消毒剤を補充し対応しました。その後の測定では、大

腸菌群数の超過は見られませんでした。 

国立山口徳地青少年自然の家では、平成 18 年 11 月、山口環境保健所の立入検査で浄化槽の水質検査が行われ、水

素イオン濃度が 4.0pH を測定し、基準値 5.8～8.6pH に達していない旨、検査結果報告がありました。そこで、自治体や浄化

槽の管理委託業者などに対応方法について相談し、平成 18 年 12 月から平成 19 年 1 月にかけて浄化槽の運転時間（バッ

キ時間）の調整で pH の調整をしました。しかし、その後も改善されなかったため、平成 19 年 3 月に調整装置を設置し、pH

値を基準値としました。 

 

グリーン購入法への対応 

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に取組むため、機構本部より各教育施設に

特定調達物品を 100％グリーン購入するよう周知・徹底しています。取組みの結果、平成 18 年度は全特定調達物品に対

して目標を達成しました。今後ともグリーン購入の徹底に取組んでいきます。 

 

アスベスト対策への対応 

平成 18 年度に乗鞍、中央、三瓶、江田島、沖縄の 5 国立青少年交流の家の建

物内のアスベスト処理を行い、「石綿を 1％超えて含有するもの」に対する全 28 教

育施設のアスベスト対策は完了しました。しかしながら、石綿障害予防規則の改正

により、平成 18 年 9 月 1 日から規制対象が「石綿を 0.1％超えて含有するもの」に

拡大されたことから、1 教育施設のアスベスト処理が必要となりました。この教育施

設を調査した結果、現状においては飛散の恐れはありませんが、今後対応するこ

とを検討しています。 

 

施設の耐震改修への対応 

平成 11 年度から平成 17 年度にかけて、耐震性能が不足していると思われる全

ての建物に対して耐震診断調査を行いました。その結果、耐震改修が必要な建物

の数は 52 棟（国立青少年交流の家 47 棟、国立青少年自然の家 5 棟）となりました。

この結果にもとづき、平成 14 年度より順次耐震改修を開始し、平成 17 年度までに

20 棟（国立青年交流の家 16 棟、国立青少年自然の家 4 棟）、平成 18 年度には 4

棟（国立青少年交流の家 3 棟、国立青少年自然の家 1 棟）の耐震改修を完了しま

した。今度とも計画的に残り 28 棟の耐震改修工事を実施していきます。 

 

環境関連法規制への対応 

車庫内天井吹付けアスベストの除去工事

（国立三瓶青少年交流の家） 

管理研修棟の耐震ブレース 
（国立江田島青少年交流の家） 
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環境配慮促進法第４条では「事業者は、その事業活動に関し、環境情報の提供を行う

ように努めるとともに、他の事業者に対し、投資その他の行為をするに当たっては、当該

他の事業者の環境情報を勘案してこれを行うように努めるものとする」とあります。 

これを受けて機構では、「サプライチェーンマネジメントのグリーン化」を推進していきま

す。具体的には、外部企業等に対して事業活動における環境配慮活動に関する機構の

掲げる環境理念・活動方針への理解・協力を求めた上で、契約する外部企業等と連携を

とって環境配慮活動を推進していきます。 

これまで各教育施設で必要に応じて委託業者と契約を行ってきましたが、平成 18 年 4 月の機構発足により、順次機構本

部で取りまとめを行う体制としています。教育施設では主に食堂運営や、ボイラーや浄化槽などの運転・管理業務等を行う

業者と契約を交わし、環境に配慮した調達を積極的に行うよう協力を要請していきます。 

委託業務のなかで特に環境負荷が大きいと考えられるのは食堂運営です。1 日に最大 300～3,000 人の利用者の「食」

をまかなうためにたくさんの食材や水、またエネルギーを消費します。機構内の食堂 30 店中 21 店は ISO14001（環境マネ

ジメントシステムの認証）を取得するなど、積極的に環境活動に取り組んでいます。また、多くの青少年が利用するため、

食事の栄養面や献立を工夫するとともに、「食育」について学べる場としても位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプライチェーンマネジメント 

図 食堂における ISO14001 取得状況

施設整備中・長期計画の策定 

平成 18 年度において、中期目標、中期計画及び平成 18 年度計画に基づき、各教育施設

の現状について分析・検討し、以下の統一的・共通的基準をもとに施設整備中・長期計画を

策定しました。 

① 利用者の安全を確保できること 

② 身体障害者等に配慮したものであること 

③ 長期的視野に立ち保守・管理がしやすいこと 

④ 快適な食・住環境を確保できること 

⑤ 環境（省エネ等）に配慮したものであること 
宿泊棟内の身体障害者対応浴室 

（国立大隅青少年自然の家） 

森永フードサービス（株）磐梯店での環境への取組み 
国立磐梯青少年交流の家の食堂は森永フードサービス㈱磐梯店が運営していま

す。2003 年 3 月に森永フードサービス（株）は環境マネジメントシステム（ISO14001）の

認証を取得し、磐梯店では本社の環境方針に従い､また国立磐梯青少年交流の家と

協力して社員全員が環境活動に取り組んでいます｡ 

磐梯店では 1 年間に約 58,000 食の給食を行っていますが、地元で栽培された野菜、

卵などを調達するように｢地産地消｣を心がけています。残飯類は分別及びコンポスト

化し、地元の農家に肥料として提供を進めながら磐梯店と農家との循環型システムの

実現に取り組んでいます。 

法令順守に関連する食堂排水についても、グリストラップを定期的に清掃及び点検

を行い、水質の保全を図っています。 

磐梯店店長と ISO14001 関連文書 

食堂内のグリストラップ 

図　循環型システム

地元の野菜や卵など

農    家
残飯類からの肥料

磐　梯　店
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環境教育推進法 

平成 15 年 10 月 1 日「環境保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律（平成 15 年法律第 130 号）」（以

下、「環境教育推進法」という）が一部施行され、翌平成 16 年 10 月から完全施行されました。 

この法律は平成 14 年 8 月に国連ヨハネスブルグ・サミットで当時の小泉総理が、教育のための人づくり及びパートナーシッ

プを提唱し、国連総会で採択され、平成 17 年から始まる 10 年を｢国連持続可能なための教育の 10 年｣の宣言に基づき制定

されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この法律は今私達の最大の関心事となっている地球環境問題に私達一人一人がどのように取り組むべきかを「人」を中心

にこの美しい地球環境を未来に残すため、持続可能な社会をつくるための教育・活動.・制度の基本を定めたものです。 

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

験活動や指導者研修など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、

青少年教育の振興及び青少年の健全育成を図ること

を目指して活動していますが、機構の事業は環境教育

推進法と整合することから、同法の円滑な推進と地球

環境保全に貢献していると言えます。 

この法律に定められた事項を進めるため、政府は基

本方針を定めました。基本方針は、持続可能な社会の

構築のため、環境保全活動及び環境教育の実施に当

たり重視すべき基本的な考え方や学校・地域・職場等

の様々な場における環境教育の推進方策や人材育成、

施設整備のための施策等について定めています。 

特集２ 教育事業と環境 

関連ホームページ 

環境省HP： http://www.env.go.jp/policy/suishin_ho/index.html 

文部科学省ＨＰ ： http://www.mext.go.jp/                     

図 環境教育推進法の背景 

持続可能な社会

環境保全活動

理解の深まり・意欲の高まり

・職場での環境保全に関する知識、技能の
　向上
・人材認定等事業の登録
・人材認定等のための情報提供、マニュア
　ル等の質の向上
・環境保全の意欲を高めるための拠点機能
　の整備
・民間による自然体験等のための土地、建
　物の提供
・パートナーシップの在り方の周知

・学校教育、社会教育に
  おける環境教育の支援
・職場での環境教育

環境保全の意欲の増進

・財政上、税制上の措置等

・情報の積極的公表等

・民間の自立性への配慮等

環 境 教 育

図 環境教育推進法の概要 

国民、NPO、事業者等による

環境保全への理解と取組の意欲を高めるため、

環境教育の振興や体験機会、情報の提供が必要

各界各層の自発的な
環境保全活動が必要

　 ・地球温暖化の防止

 　・自然環境の保全、再生

 　・循環型社会の形成　etc.

○環境保全上の課題が山積

環境保全を担う人づくりを
進める気運の高まり

○ヨハネスブルクサミットでの小泉
総理（当時）の｢人づくり｣の提案
○国連｢持続可能な教育の10年｣
                             　　　etc.
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環境教育推進法は「地域における環境教育の推進」の中で、青少年教育施設や自然体験活動施設等の有効活用が重要で

あるとしています。また、同法では地方自治体や地域の環境活動団体との連携が重要であることもうたわれています。 

機構は全国に 28 の教育施設をもち、それらの教育施設は森林、田園、公園、河川、湖沼、海岸、海洋などの自然豊かな地域

に立地し、地域とのパートナーシップの下、多種多様な自然体験の場を提供しています。 

●機構における事業活動風景 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回全国青年 
“ＮＯ！ゴミ” プロジェクト 

（国立中央青少年交流の家） 

 

 

 

 

 

「環境の日」からはじめよう 

（国立赤城青少年交流の家） 

 

 

 

 

 

肱川でエコロジーサイエンス 

（国立大洲青少年交流の家） 

 

 

 

 

 

徳地エコレンジャー（環境学習） 

（国立山口徳地青少年自然の家） 
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当機構は、企画事業、研修支援事業、連絡及び協力の促進、調査研究事業、助成事業の5つの事業を展開しています。旧

青少年教育 3 法人統合のメリットを生かし、それぞれの特色を生かすことで総合的な事業展開と効果的なプログラム開発を行

っています。 

 

 

 

 

 

 

事業の一部を紹介します。 

●各年齢期を通じた総合的な事業展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実践的・効果的な教育プログラムの開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

●各事業の有機的な連携 

総合的な事業展開と 
効果的なプログラム開発 

子どもミニエコキャンプ村～異世代交流キャンプ～ （国立中央青少年交流の家） 

2006 年 8 月に実施した企画事業の富士山国際エコキャンプ村に参加した青年た

ちが、ワークキャンプで学んだ成果を小学生に伝えることを目的に「子どもミニエ

コキャンプ」を実施しました。キャンプでは 20 名の青年が 70 名の小学生に対して

環境の大切さを伝えるために炭焼きなどの体験活動を行いました。この結果、青

年は指導を通して企画力やコミュニケーション力などを向上させることができ、ま

た小学生は環境の大切さや人間関係について学ぶことができました。 

阿蘇の水を探る （国立阿蘇青少年交流の家） 

少年を対象に、阿蘇に源を発し熊本県内を横断し、有明海に注ぐ一級河川「白

川」の各種調査によって、水環境に対する興味･関心と水を大切に守っていこうと

する意欲を高めることを目的にしたプログラムです。プログラム内容は、上･中･下

流におけるパックテストや水生生物の観察による水質調査、水源となっている湧

水や涵養域である草原の観察、水の汚れの現状の把握と原因の考察、循環の仕

組みの解説等であり、体験的に学ぶプログラムとなっています。 

企画事業・研修支援事業・調査研究事業の連携 （国立花山青少年自然の家） 

環境に配慮した沢活動プログラムを開発する調査研究事業の成果を、企画事

業の長期自然体験活動事業等で活用しました。また、研修支援事業では沢活動

プログラムを実施した利用団体の協力を得て、満足度や内容等を問うアンケート

を行い、プログラムの改訂を図りました。 

 

青少年の先導的モデル的

な体験活動を実施し、その

成果を効率施設等へ普及

するとともに、指導者研修

事業を行う

企画事業 研修支援事業

青少年教育関係者等が教

育施設を利用して行う学習

活動を支援するために、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・

助言等を行う。

連絡協力促進事業

青少年をめぐる諸課題へ

の円滑な対応が可能とな

るよう、青少年教育に関す

る 施 設 及 び団 体間 の連

絡・協力を促進。

調査研究事業

青少年の体験活動の実態

や青少年教育施設等の事

業などに関する基礎的な

調査や、青少年に対する

事業プログラムの教育的

効果や青少年教育施設等

の在り方等についての専門

的な調査研究を実施。

助成事業

21世紀を担う子どもたちの

健全育成を図るため、青少

年教育に関する民間団体

が実施する子どもの体験

活 動 や 読 書活 動へ の支

援。
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ここでは 5 つの事業の１つである「企画事業」をご紹介します。 

 

企画事業の趣旨 

企画事業は、各教育施設の特色や立地条件を生かし、青少年の健全育成を図るため、国の政策課題や喫緊の青少年教育の

課題を踏まえ、我が国の青少年教育のナショナルセンターとして、企画・実施し、その成果を広く普及させ、青少年教育を推進す

るものである。 

 

平成 18 年度企画事業の概要 

機構の統一テーマである「体験活動を通した青少年の自立」を達成するために機構が自ら企画立案し、実施するものです。機

構では、企画事業の重点化･戦略化を図り、①先導的･モデル的な体験活動事業、②青少年教育指導者等の研修事業、③国際

交流･異文化理解事業、④広範な規模で展開する教育事業、⑤新たに発生した国の政策課題に対応する事業に区分すると共に、

先導的･モデル的な体験活動事業においては、喫緊･重要な課題として、①勤労観･職業観の育成、②次代を担うリーダーの育成、

③特定の状況にある青少年の支援を重要テーマとして設定し、全教育施設がいずれかを必ず実施することとしました。（図、参

照） 

 

 

 

企画事業の概要 

図 企画事業の概要 

統一テーマ「体験活動を通した青少年の自立」

重点テーマ事業

統一テーマ「体験活動を通した青少年の自立」に係る課題の中で特に喫緊･重要な課題とし

て以下の３つのテーマを設定し、全ての教育施設で必ず1つのテーマにおいて事業展開を

図る。

勤労観・職業観
の育成

小･中学生対象

勤労観・職業観

育成事業

高校生対象

勤労観・職業観

育成事業

青年対象

勤労観・職業観

育成事業

青少年が就業し、親の保

護から離れ、公共へ参画

し、社会の一員として自

立した生活を送ることが

できるよう青少年の勤労

観・職業観を育成する。

キャリア教育等を通して
働くことの意義を理解し、
社会人･職業人として自
立していく意識を高める。

次代を担う
リーダーの育成

未来への夢や目標を抱

き、創造的で活力に満ち

た豊かな国と社会を作る

営みや地球規模の課題

に積極果敢に取り組み、

世界の中で信頼されるよ

うな次代を担うリーダーを

育成する。

中・高生対象

リーダー

育成事業

青年対象

リーダー

育成事業

学校や社会の中で先頭
に立って活動するために
必要な能力の育成を図
る。

不登校やひきこもり、非行な

ど社会的不適応の状態にあ

る青少年や障害のある青少

年など様々な事情で特別な

支援を必要としたり、不利な

立場に置かれている青少年

の支援を行う。

特定の状況にある
青少年の支援

非行防止等

を目的とした

事業
ADHD、LD、

AS児童生徒等

対象事業

不登校等

引きこもり対象

事業

ノーマライゼー

ションを目的

とした事業

虐待やネグレクト

対応を目的

とした事業

特定の状況にある青少
年が、自然体験活動や
交流体験等を通して、自
立できる基礎を養う。

さまざまな地域の青少年教育の課題やニーズ
に対応する。

施設企画事業

各施設が位置する地域の課題やニーズ、立地

条件等の特性など教育施設が持つ教育資源を

活用した事業を実施する。

指導者の

研修事業

先進的・モデル的

な体験活動

新たな国の

政策課題に

対応した事業

国際交流

異文化理解事業

本部企画事業

国の政策課題や喫緊の青少年教育の課題に機動的

かつ迅速に対応するため、先行的･思考的に実施す

る事業を実施する

発信・普及のためのシンポジウム

青少年教育指導者「基本研修」「専門研修」

新たな国の政策課題や喫緊の青少年課題へ

の対応

国の政策課題や喫緊の青少年教育の課題に機動
的かつ迅速的に対応する

我が国の青少年教育のナショナルセンターとして、青少年をめぐる諸課題に対して、先導的･モデル的な体験活動プログラムの開発や調査研究、青少年教育指導者

の研修を通して公立青少年教育施設等へ普及することや関係機関の連絡・協力体制の構築を通して、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。

先進的・モデル的な体験活動プログラムの開発や
調査研究、関係機関の連絡・協力体制の構築を通
して、喫緊の青少年教育の課題に対応する。

各教育施設の教育機能の充実･強化を図るため、各施

設が持つ立地条件等の特性を活かしつつ、青少年を取

り巻く課題等について、特に力を入れて独自性を打ち出

す事業を実施する。

体験活動を通した

学習意欲向上

事業

脳科学の

アプローチによる

調査研究事業

障害者との

共生社会の実現

を目的とした事業

ニート対応

事業

学校との

密接な連携

による事業

（連絡協力

促進事業）

ADHD、LD等

の教育支援の

在り方の

発信･普及事業

小学校低学年

対象事業

環境教育の推進と

ネットワーク構築を

目的とした事業
（連絡協力

促進事業）

中高生による

まちづくり

参画事業

青年の社会

参画を推進

する事業

（連絡協力

促進事業）

特 別 事 業
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平成 18 年度体験型環境学習事業一覧 

企画事業の「先導的・モデル的な体験活動事業」における「環境」に関係した事業は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育

施設名
事業名 事業のねらい 対象

参加

人数

大雪 ゆーすぴあエコセミナー
実践的な体験活動や話し合いを通して、自然環境に対する理解を深め、環境保全･保護に関

する活動意欲を高める。

高校生、大学

生、勤労青年
38

トレック2038岩手山

～豊かな自然から学ぶ～
岩手山登山を通して、自然環境の現状について学び、地球環境を保全する意義を育む 高校生以上 27

環境教育セミナー～ブナの森

和賀山塊を訪ねて～
自然体験を通して、環境問題や環境保全について考える機会を提供する。

青年（高校生

以上）
12

赤城 「環境の日」から始めよう
環境や自然の仕組みが楽しみながら分かるプログラム体験や「地球に優しい」暮らし方を知

ることを通して、漠然とした認識が日常生活や活動現場での実践につながるよう支援する。

社会人、学

生、高校生
31

能登
未知の海中世界！

スキューバダイビング

海洋型施設としてマリンスポーツの普及･振興を図ると共に、マリンスポーツを通して、自然体

験活動の充実と海の環境保全への態度を養う。

大学生、社会

人
19

能登

乗鞍

環境プログラム開発事業

能登を学ぶ環境プログラム

環境と共生のできる自然体験活動の企画・実践を通して、地域の環境を考え、環境問題の解

決に向けて実践できる青年の育成を図る。
大学生以上 21

第2回全国青年

"NO！ごみ”プロジェクト

よリアクティブな青年の参画カを生かし、地域の違いを越えて全国の青年が「環境」をテーマ

に、活動することを通じて、相互に学び合い、共同するなかで相互成長をはかる。さらに、地域

の問題を全国発信し、青年同士が連携することで環境問題解決のための社会へ能動的に行

動参加し、社会を変えていくことのできる自信をつけることで、地域社会への参画力を高め、地

域での活動の活性化を図る。

青年ボラン

ティア
210

留学生国際

富士登山アピールプロジェクト

環境問題解決のために国内外の青年が共同し行動することを通じて、青年の社会への参画

力を高め、地球規模の課題を見据え、地域で活動できる次代を担う青年リーダーの育成を行

う。

青年ボラン

ティア、留学

生、外国人ボ

ランティア

35

富士山国際エコキャンプ村

国際ワークキャンプ

青少年の能動的な社会的な自立を促進するために、環境をテーマに国際ワークキャンプを青

年の参画力を基本に行う。共同生活を行いながら、環境に貢献する地域でのボランティア活

動を行う。このことを通じて、コミュニティ形成力、参画力を育み、環境問題意識の向上を図

る。

青年（高校生

以上）
59

江田島 海洋環境セミナー
海が好きな青少年が、広島大学生物生産学部練習船を使用し、科学的な調査体験を通して、

瀬戸内海の環境を学び、海を大切にしようとする意識を高める。

外国人ボラン

ティア、青年

ボランティア

13

大洲 肱川でエコロジーサイエンス
高校生以上の青年を対象に、肱川水系の自然環境を体験・学習できる活動をとおして、環境

保全に向かう心構えや態度を育成する。

外国人ボラン

ティア、青年

ボランティア

18

エコラボレーションツアー阿蘇･

沖縄～「千年の草原」と「サンゴ

礁の海」に学ぶ～

九州・沖縄エリア内にある国立青少年交流の家2施設が連携し、各施設の特色や地理的条件

を生かした体験型の環境学習を実施することにより、今後の日本における地域の環境づくり

や環境保全に寄与できる人材の育成を図る。

外国人ボラン

ティア、青年

ボランティア

10

阿蘇の草原物語

～環境ボランティアのすゝめ～

①秋編　　②春編

阿蘇の草原を維持するための取組みに関わるボランティア活動を体験することを通して、地

域の環境保全に資する人材の育成を図る。

外国人ボラン

ティア、青年

ボランティア

①35

②45

鯨海峡セカンドスクール

地域の中学校の生徒。職員が一堂に会し、自主・自立・友情・信頼等の態度を養うことをねら

いに教育活動を展開する。地域の教育環境から大集団の教育環境を体験することにより自

立を促す。

外国人ボラン

ティア、青年

ボランティア

89

サンゴ礁ウォッチング
渡嘉敷島海域におけるスノーケリングによるサンゴ礁群の観察を通して、人間と環境の関わ

りや共存のあり方等について認識を深めることを目的としている。
高校生以上 28

シーカヤックツーリング

inとかしき

シーカヤックを使って渡嘉敷島周辺をツーリングすることにより、渡嘉敷島の自然環境の状態

を知り環境保全への意識を高める
高校生以上 22

美ら島クリーン活動

～ごみ問題の解決に向けて～

（美ら島クリーン活動）

人間と環境との関わりを考え、環境保全意識の向上を図る 高校生以上 44

花山

他省庁、施設との

環境教育連携事業

「水辺探検隊」

子どもたちが水辺で互いに交流する活動を通して、自然への感謝と環境を守る豊かな心を育

む。

小学３年生～

６年生
92

曽爾 曽爾レンジャークラブ

①環境をテーマにしたプログラムを通して、自然環境への興味関心・知識を深め、自然や生

命を大切にする心を養う。

②曽爾周辺での自然体験活動を提供し、自然の素晴らしさや神秘さに触れる中で、現在の社

会情勢からくる子どもの教育課題に迫る。

③ 「総合的な学習の時間」に提供できるようなプログラムを開発し、研修支援事業にフィード

バックする。

④子ども、保護者等へのアンケートにより、豊かな自然体験活動を早期から取り組む意義を

検証する。

小学生 93

山口

徳地

徳地エコレンジャー

（環境学習）

環境に関する調査や製作体験などを通して、環境問題やその原因、環境保全と自然の役割

など、環境について正しく理解し、環境に配慮した責任ある行動をとる力を育てる。また、調査

研究で開発したプログラムを試行し、結果をフィードバックする。

小学４年生～

６年生
69

夜須

高原

環境学習事業

「夜須高原キッズレンジャー～

君の力が自然を守る～」

「Think globally Act locally」の理念に基づき、夜須高原の森の回復を教材に取り上げながら、

地球規模の環境問題について学習させ、あわせて自然とのふれあいを通じて子どもたちの感

性を磨く。

小学１年生～

３年生

保護者

162

沖縄

岩手山

中央

阿蘇
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機構では、これまで培ってきた青少年教育に関する実績やノウハウ、自然環境豊かな教育施設を有効に活用し、省庁や地域

の学校等と連携する事業を進めています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

外部との環境に関するコミュニケーション 

少年環境調査隊 （国立日高青少年自然の家）  

身近な環境に対する関心と理解を深め、自らの生活と

環境を関連付けて考える態度や能力を身につけること

を目的に実施しました。対象は地域の小学 4～6 年生

で、72 名が参加しました。 

 

あわじサイエンスチャレンジ 2006 学校と社会をつなぐ体験型科学教育フォーラム （国立淡路青少年自然の家） 

高校生・教員を対象とし、専門家の指導のもとグルー

プごとに探求テーマに沿った活動とまとめを行い、

日々の活動成果を発表するとともに、指導者相互の

情報交流会を行いました。研究者や普及担当者、高

校教員など、科学教育を取り巻く関係者が一堂に会

し、社会教育施設と学校教育の連携について考える

場となりました。 

●地域の学校との連携による事業 

子どもたちが学んだことを商店街の「エコ・フェスタ」でアウトプットする体験型環境学習 （国立諫早青少年自然の家） 

文部科学省と連携し、子どもたちの豊かな人間性を育む

ため、地域の身近な環境をテーマに子どもたち自らが企

画した体験学習を行うことを目的とし、地元の商店街を舞

台にした体験型環境学習プログラムを開発・実施しまし

た。 

●文部科学省 「省庁連携子ども体験型環境学習推進事業」 

中国四国ブロック企画調整業務  （国立室戸青少年自然の家） 

環境省と連携し、環境教育・環境学習を推進する人材とし

て重要な役割が期待される教員及び地域の活動実践リ

ーダー等を対象に、基礎的知識の習得と体験学習を重視

した研修を行い、指導者としての力量を高めました。 

●環境省 「環境教育リーダー研修基礎講座」 

機構では基礎的な調査や専門的な調査研究の成果を「電子図書館」や「青少年教育関係資

料」、「イベントガイド及び学習プログラム事例」、「青少年教育関係施設及び青少年教育団体

(リンク集)」としてインターネットを通じて提供しています。また、青少年教育に関する文献や行

政資料を所蔵した青少年教育情報センターを運営しており、平成18年度の入館者数は28,311

人でした。 

機構ホームページ

●情報提供 
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環境報告書の自己評価

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2007」の評
価を行いました。

環境配慮促進法との対照表

17-18企画事業の概要

16
総合的な事業展開と効果
的なプログラム開発○六 製品等に係る環境配慮の情報

12環境関連法規制への対応○七 その他

11環境配慮活動

8-9機構の概要

6-7特集１ 機構の紹介

第九条（環境報告書の公表等）

第四条（事業者の責務）

環境配慮促進法

五 事業活動に係る環境配慮の取組の状況等

四 事業活動に係る環境配慮の取組の体制等

三 事業活動に係る環境配慮の計画

二 主要な事業内容、対象とする事業年度等

一 事業活動に係る環境配慮の方針等

環境報告書の記載事項等

記 載 要 求 事 項

○

○

○

○

○

○

○

記載
状況

13サプライチェーンマネジメント

20環境報告書の自己評価

10機構と環境との関わり

4環境配慮への体制

5環境目標・計画

１編集方針

3環境理念と活動方針

該当

ぺージ
該 当 項 目

国立青少年教育振興機構

環境報告書2007

環境報告書評価結果報告書

（１）実施日 平成19年9月7日

（２）実施者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 監事 九重 達夫

（３）評価基準等

環境報告書の評価は以下を基準に実施しました。

（イ）環境配慮促進法

（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

（ハ）環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き（試行版）

（４）評価の結果

「環境報告書2007」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。
なお、今後の環境配慮活動を推進するにあたっては、体制の充実及び各教育施設間の環境情

報やノウハウの共有化による効果的な改善・向上活動を期待します。

平成19年9月7日

監事
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編 集 後 記

機構においては今回が初めての環境報告書ですが、報告書作成の過

程において機構内の各教育施設における環境管理、活動の実状の全

貌を俯瞰できたことは今後の環境保全活動を展開、推進するにあたって

有意義であったと思います。

特に、機構は平成18年4月に新たな全国の28の教育施設が1つに組

織化されましたが、「環境」という共通テーマの下に職員一同が活動でき

る仕組みの基礎ができたことは、今後の様々な機構の事業活動にもプ

ラスになるものと思います。

また、機構の果たすべき「使命」と「環境」の関わりをあらためて見直す

機会を得たことも大きな成果でありました。

今後は本報告書を機構の事業活動・環境保全活動を開示し、国民の

皆様にご理解をいただくためのコミュニケーションツールとして活用して

いきたいと思います。機構の環境保全活動の一層の向上のため皆様の

忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げます。

平成19年9月

独立行政法人国立青少年教育振興機構

環境委員会

「環境報告書2007」に関するご意見・ご感想をお待ちしております。今後の環境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 財務部経理課施設・資産管理室

電話番号： 03－6407－7675、7676 E-mail： kankyo@niye.go.jp

〒151－0052 東京都渋谷区代々木神園町3－1 

表紙の写真について

「環境をまもる“笑顔”育てます」

国立オリンピック記念青少年総合センター宿泊Ｂ棟屋上に設置

された太陽電池パネル、その背後には都会のなかにある明治

神宮の森、そしてさらには新宿～代々木の高層ビル街が広

がっています。

都会の中の豊かな自然に囲まれた国立オリンピック記念青少

年総合センターにある【独立行政法人国立青少年教育振興機

構】では、たくさんの青少年の笑顔が見られる事業活動や環境

教育活動の普及に努めています。

第１回環境委員会開催風景
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教育施設のご紹介 体験活動ができる教育施設が全国各地に28ヶ所。

各施設の情報をご紹介します。

＝国立オリンピック記念青少年総合センター

＝国立青少年交流の家

＝国立青少年自然の家

国立オリンピック記念青少年総合センター

都心にありながら代々木公園に隣

接した緑豊かな環境にある国立オ

リンピック記念青少年総合センター

では、都市型施設としてのモデル

事業づくりや機構本部と連携し、全

国規模の連絡協力推進事業、国際

交流事業や指導者養成事業を推

進しています。 Tel: 03-3467-7201 

国立大雪青少年交流の家

大雪山国立公園内に位置し、周囲

を原生林と高山植物に囲まれた大

雪青少年交流の家は、職業体験と

ホームスティを組み合わせて青年

の勤労観と人生観を育む事業や、

登山・スノーシュートレッキングと

いった研修支援プログラムを実施

しています。 Tel: 0166-94-3121

国立岩手山青少年交流の家

十和田八幡平国立公園に位置す

る国立岩手山青少年交流の家で

は、引きこもりがちな青年が心身共

に健康な生活ができるようなきっか

けをつかむ場を提供する事業や登

山・スキーといった研修支援プログ

ラムの提供を行っています。
Tel: 019-688-4221

国立磐梯青少年交流の家

磐梯山の麓に位置し、眼下に猪苗

代湖を一望できる国立磐梯青少年

交流の家は、特定の状況にある青

少年支援対応事業や青少年交流

および青年リーダー養成事業、登

山やスノーシューといった研修支

援プログラムの提供を行っていま

す。 Tel: 0242-62-2530

国立日高青少年自然の家

雄大な日高山脈や沙流川の清流

に抱かれた大自然の中にある国立

日高青少年自然の家は，マウンテ

ンバイクによる長期移動型体験学

習事業や、登山、ハイキング、川遊

び、スキーなどの活動プログラムを

提供しています。
Tel: 01457-6-2311 

国立花山青少年自然の家

栗駒山の西麓に位置し、砥沢や花

山湖等豊かな自然環境を周囲に

持つ国立花山青少年自然の家で

は、幼児・低学年児童キャンプや

水辺探検隊といった事業や沢活

動・アドベンチャー教育などのプロ

グラムを提供しています。
Tel: 0228-56-2311  

国立那須甲子青少年自然の家

阿武隈川の源流、那須甲子連山の

中腹に位置する国立那須甲子青

少年自然の家では、スノーマライ

ゼーションや少年リーダー養成研

修といった事業や登山・ハイキング、

雪中活動などの研修支援プログラ

ムを行っています。
Tel: 0248-36-2331

国立信州高遠青少年自然の家

南アルプスと中央アルプスを望む

高原に位置する国立信州高遠青

少年自然の家は、小学校の学級・

単位で学習や体験活動を行う事業

や障害のある子どものための自然

体験活動プログラムの開発、冬の

自然体験活動や自然学習プログラ

ムの提供などを行っています。 Tel: 0265-96-2525
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国立中央青少年交流の家

日本最高峰の富士山麓に位置す

る国立中央青少年交流の家は、環

境問題をテーマにした企画事業や、

訪問形式のプログラムデザインを

はじめとした研修支援事業等を

行っています。

国立曽爾青少年自然の家

独特の火山地形を有する曽爾高原

に位置する国立曽爾青少年自然

の家は、ススキ草原、柱状節理、

ホタルの飛び交う清流等の恵まれ

た環境の中でのハイキングや自然

観察、ススキや竹などの自然の素

材を使ったクラフト、野外炊飯や天

体観測といった研修支援プログラ

ムなどを提供しています。

国立淡路青少年交流の家

目の前に鳴門海峡が広がる淡路

島の最南端に位置する国立淡路

青少年交流の家は、青少年及び青

少年教育関係者の受入れ、教育的

支援を行うとともに、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。

国立吉備青少年自然の家

岡山県のほぼ中央，里山的自然環

境豊かな吉備高原に位置する国立

吉備青少年自然の家は，小学校低

学年から高学年へと各年齢層を系

統だてた事業や児童福祉施設の

青少年への支援事業、湖でのカッ

ター活動・天体観察といった研修支

援プログラムの提供を行っていま

す。

国立能登青少年交流の家

能登半島の入口にあたる羽咋市の、

日本海を間近に臨み豊かな自然

環境を持つ眉丈台地に位置する国

立能登青少年交流の家は、青年の

ステップアップ支援事業や海型施

設としてのいかだ渡海や砂像造り

など多彩な体験活動プログラムを

提供しています。

国立乗鞍青少年交流の家

乗鞍岳（3,026ｍ）の中腹、白樺林

に囲まれた広大な飛騨乗鞍高原に

位置する国立乗鞍青少年交流の

家は、登山やスキー等、標高1,510

ｍを舞台とした自然体験活動や、

青少年の社会性・コミュニケーショ

ン能力を育むプログラムの提供を

行っています。

国立若狭湾青少年自然の家

若狭湾国定公園の中央にある黒

崎半島の一画に位置する若狭湾

青少年自然の家は、リアス式海岸

特有の美しさが目の前に広がる専

用ビーチがあり、海辺での長期宿

泊体験活動や、カッター活動・シー

カヤック活動といった研修支援プロ

グラムの提供などを行っています。

国立赤城青少年交流の家

赤城山麓に位置する国立赤城青

少年交流の家では、プロジェクトア

ドベンチャーを利用した人間関係

づくりや首都圏に近い地理的条件

を生かしたさまざまな体験活動プロ

グラムの提供を行っています。

国立立山青少年自然の家

立山連峰のふもと、不動平の丘陵

地に位置する立山青少年自然の

家は、より低年齢からの自然体験

をモットーに、少年リーダー育成事

業や小学校低学年・幼児を対象と

したキャンプ事業、登山・星座学習

といった研修支援プログラムの提

供などを行っています。

Tel: 0550-89-2020 Tel: 0745-96-2121 

Tel: 0577-31-1011 Tel: 0770-54-3100 

Tel: 0767-22-3121

Tel: 027-289-7207 

Tel: 076-481-1321

Tel: 0799-55-2693 Tel: 0866-56-7231

国立妙高青少年自然の家

上信越高原国立公園内の妙高山

の山麓に位置する国立妙高青少

年自然の家は、勤労観・職業観の

育成をねらった「キャンプとお手伝

いの旅」事業、脳機能テストによる

自然体験活動等の有効性につい

ての調査研究などを行っています。

Tel: 0255-82-4321
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国立阿蘇青少年交流の家

国立阿蘇青少年交流の家は、阿蘇

くじゅう国立公園、そして世界最大

級のカルデラに抱かれた大自然の

中にあり、野外活動や集団宿泊生

活などの体験活動をとおして、心

豊かなたくましい青少年の育成を

図ることを目的とする教育施設で

す。

国立諫早青少年自然の家

長崎、佐賀両県境の多良山系・五

家原岳中腹に位置し，針葉樹林に

囲まれた国立諫早青少年自然の

家は，参加者が日常に帰ってから

の変容が期待できるセミナー事業

や、沢歩き、イニシアティブゲーム

といった研修支援プログラムを提

供しています。

国立沖縄青少年交流の家

沖縄県那覇市の西方海上32Km余

に位置する渡嘉敷島にある国立沖

縄青少年交流の家は、島での体験

活動を通して学び合いを深め豊か

な感性を養い望ましい社会人を育

成することを目的として、美しいサ

ンゴ礁を堪能できる海洋研修を中

心とした企画事業や研修支援事業

を提供・指導しています。

国立大隅青少年自然の家

鹿児島県東部の大隅半島の中央部、

眼下に錦江湾・桜島・開聞岳を望む

高隈山系の山裾に位置する国立大

隅青少年自然の家は、錦江湾をゴム

ボートで一周するアドベンチャー事業

やバリヤフリーロッジを利用した事業、

どんぐりを利用したクラフトやシーカ

ヤック体験といった研修支援プログ

ラムを提供しています。

国立江田島青少年交流の家

国立江田島青少年交流の家は，広

島湾に浮かぶ江田島に位置し、瀬戸

内海の温暖な気候と豊かな自然に

めぐまれ、海洋型施設の特色を生か

したカッターやカヌーなどのプログラ

ムを通して青少年の「規律」「自律」

「協力」を育む研修支援を行うと共に、

「体験航海セミナー」などの充実した

企画事業を展開しています。

国立室戸青少年自然の家

黒潮流れる室戸半島に位置する国

立室戸青少年自然の家では、坂本

竜馬脱藩の道を徒歩踏破する事業

や異なる地域の子どもたちによる

相互交流事業、シュノーケリングや

オーシャンカヤックといった研修支

援プログラムを実施しています。

国立大洲青少年交流の家

南予の母なる川「肱川」を中心とし

た水郷「大洲」が一望できる高台に

ある国立大洲青少年交流の家は、

「出会い・挑戦・感動」を提供する事

業展開をモットーに、フォーラム事

業やカヌー体験・ウォークラリーと

いったプログラムの提供を行って

います。

国立夜須高原青少年自然の家

都市に近い夜須高原に位置する国

立夜須高原青少年自然の家は、森

の活動等を通して物事に取り組む

おもしろさや分かる・できる喜びを

味わわせる事業やコミュニケーショ

ン育成の事業、天体観察やフィー

ルドビンゴといった研修支援プログ

ラムを実施しています。

国立三瓶青少年交流の家

大山隠岐国立公園内にある国立三

瓶青少年交流の家では、「三瓶環境

宣言」を提唱し、環境に配慮した生活

やプログラムが実施できるよう支援し

ています。また、体験学習法を軸とし

た手法を積極的に取り入れた企画事

業や、研修目的に応じた教育効果が

得られるプログラムを提供しています。

国立山口徳地青少年自然の家
山口県のほぼ中央に位置する県立長

門峡自然公園内にあり、「森林セラピー

基地」の認定を受けた大原湖・長者ヶ原

に位置する国立山口徳地青少年自然

の家では、「協調性」をはぐくむ「徳地ア

ドベンチャー教育プログラム」による指

導を研修支援の中心にするとともに、

「心の教育」「環境」「ボランティア」の

テーマの下、体系的な指導者研修や少

年の体験活動事業を実施しています。

Tel: 0967-22-0811 Tel: 0957-25-9111

Tel: 0893-24-5175 Tel: 0946-42-5811

Tel: 0823-42-0660 Tel: 0887-23-2311 

Tel: 08548-6-0311 Tel: 0835-56-0111 

Tel: 098-987-2306 Tel: 0994-46-2222
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＝ 教育施設のご利用の案内 ＝

＜利用対象者＞

具体的な利用目的（研修目的）を持った青少年教育団体・学校・サークル（2名以上）

※社員研修・家族・友人グループでも利用可

＜施設利用までの流れ＞

①電話・インターネットで「仮申込」を行って下さい。

（概ね利用日の約６ヶ月前から約２～３週間前まで。）

②受付手続き完了後「利用申込書」等の書類を送付します。

③「利用申込書」を記入し返送して下さい。

（郵送またはＦＡＸで利用日の概ね約３週間前までにご提出ください。）

④プログラム調整した後、確定内容を送付します。

（電話でプログラム内容を確認しながら調整します。）

※仮申込の受付期間・利用申込書の提出期限は、各教育施設により異なります。

＜活動プログラム＞

・ 「利用申込書」には、研修の目的にあわせてご希望の活動をご記入ください。

・ 外での活動を希望の場合は、荒天時の希望もご記入ください。

・ 全ての団体の「利用申込書」が出揃った段階（概ね３週間前）で活動場所の調整をいたします。団体の人数や活動目的に
あわせて調整しますが、ご希望通りにならない場合がありますのでご了承ください。

・ 特にプールの利用は３週間前までにお知らせください。直前のお申込みには応じられない場合があります。

・ 活動プログラムについては企画指導専門職がご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。

＜必要な経費＞

・施設利用料（※平成19年10月1日より、一般団体利用者にのみ該当）

・シーツ・枕カバー洗濯代

・食事代（朝食、昼食、夕食別など）

・クラフト、キャンドルサービス、ファイヤーストーム等ご利用の際は別途料金がかかります。

＜宿泊室について＞

部屋の割当は人数等により教育施設で調整します。特に配慮が必要な団体はご相談下さい

＜持ち物＞

・ 上靴・・・スリッパなどは貸し出しておりません。必ずご持参ください。

・ 洗面（入浴）用具・・・石鹸、シャンプー、タオル、うがい用のコップなどを備え付けておりません。（一部教育施設を除く）

・ 常備薬・・・施設からは医薬品を提供できません。

＜清掃＞

・ 次に使う人が気持ちよく使えるように、活動した場所の清掃をお願いします。

・ 出発日の朝、宿泊室の入念な清掃をお願いします。

＜シーツ・枕カバー＞

・ 一人あたりシーツ2 枚、枕カバー1 枚です。

・ リネン室から団体ごとに、数を確認してからお持ちください。

・ 枚数の過不足や、汚れてしまった場合は事務室にご連絡ください。

・ 出発日の朝、軽くたたんでリネン室のランドリーボックスに返却してください。

＜売店＞

お土産、日用品、お菓子、飲み物などを購入することができます。

22:00 22:30

起
　
　
床

就
　
　
寝

6:30 13:30 17:00 17:20 19:007:15 7:30 9:00 12:00

さ
わ
や
か
タ
イ
ム

朝
　
　
食

活
　
　
動

昼
　
　
食

活
　
　
動

ゆ
ー

す
ぴ
あ
タ
イ
ム

夕
　
　
食

活
　
　
動

就
寝
準
備

清
　
　
掃

教育施設における生活時間（例）

※国立大雪青少年交流の家での生

活時間の一例です。

※「さわやかタイム」「ゆーすぴあタイ

ム」は利用者全員参加の活動です。

交歓・交流をメインとした「つどい」

で、国旗・所旗の掲揚・降納、朝は

ラジオ体操も行います。
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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ました。

独立行政法人国立青少年教育振興機構

作成担当部署： 財務部経理課施設・資産管理室

〒151-0052東京都渋谷区代々木神園町3－1

TEL： 03-3467-7021（代表）

http://www.niye.go.jp/
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