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第４章 調査結果のまとめ 
 
１．国立青少年教育施設に勤務したことの意義 

青少年機構に派遣された教員等の多くは，高い期待を抱いて国立施設に勤務し，業務そのも
のや業務に関連する事項１）を通して，教員に求められる資質能力を習得・向上させ，高い満足
を得て学校等に戻り，国立施設に勤務して得たことを発揮している。 

 
（１）国立施設に勤務することへの高い期待感 
 国立施設に勤務した教員等の９割弱が，国立施設に勤務することに期待（とても期待した＋
どちらかというと期待したと回答した割合。以下，「期待感」という。）を抱いている（本件の
調査結果は 48 ページに掲載されている。以下，「p.48」とする。）。 

また，国立施設での勤務に期待する内容は，自然体験活動を指導することや（教育）事業を
企画・運営すること，勤務していた学校種以外の児童生徒や学生に接すること，色々な学校の
児童生徒に接することといった青少年教育施設特有でかつ児童生徒に関わる業務に高い（期待）
傾向がみられる（p.7）。 
 
（２）国立施設に勤務することにより習得・向上した資質能力 

国立施設に勤務した教員等は，教員に求められる資質能力（以下，「資質能力」という。）を
新たに習得したり，更に向上させたりしたと認識している（p.54）。 

なお，資質能力には，知識・技能や運営力・指導力といったスキルに関する側面と教育観や
指導観，児童生徒観といった見方・考え方に関する側面がある。また，47 項目の資質能力は 15
項目の中グループ（以下，「中項目」という。）に，15 項目の中グループは５項目の大グループ
（以下，「大項目」という。）に分類することができる（p.37）。 
 
（３）国立施設での勤務における高い満足度 

国立施設に勤務した教員等の国立施設での勤務における満足度（満足＋どちらかというと満
足と回答した割合。以下，「満足度」という。）は高い傾向がみられ，（12 項目の中の）「全体の
満足度」は９割であった（p.63）。 

全体の満足度の他にも，研修支援における活動プログラムの指導，教育事業の参加者への指
導，教育事業の企画・運営の満足度は９割強であった。これらの業務は，国立施設での勤務に
期待する内容と一致している。なお，上司（所長や次長）や同僚職員との関係といった職場環
境についても満足度は高い傾向がみられる。一方，勤務形態（勤務時間や休日，宿直等）や給
料といった勤務条件についての満足度は低い傾向がみられる。 
 
（４）国立施設に勤務して得たことの高い発揮度 

国立施設に勤務した教員等の９割弱が，国立施設に勤務して得たことを，国立施設の後に勤
務した職場でも発揮（発揮できた＋どちらかというと発揮できたと回答した割合。以下，「発揮
度」という。）できたとしている（p.64）。 
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また，発揮度は，国立施設勤務後に，学校以外の教育機関での勤務経験がある場合及び管理
職や指導的な立場の職に就いた経験がある場合に高い傾向がみられる（p.132， p.133）。 
 
２．国立青少年教育施設に派遣する教員等の決定について 

「期待感」，「資質能力」，「満足度」，「発揮度」に関連する事項を分析したところ，①国立施
設への派遣を希望している，②社会教育主事任用資格を取得している，③国立施設に派遣され
ても生活環境が大きく変わらない場合に，期待感等は高い傾向がみられる（以下，「期待感」，
「資質能力」，「満足度」，「発揮度」を総称する場合は「成果」という。）。これらの事項は，県
等教育委員会が国立施設に派遣する教員等を選び決定する際の視点になるといえよう。 

 
（１）国立施設への派遣希望との関係 

国立施設への派遣希望がある場合に，期待感（p.71），資質能力（p.77，p.85，p.92，p.100，
p.107），満足度（p.115）はいずれも高い傾向がみられる。 

また，国立施設への派遣を希望した割合は３割強で，希望していないまたは考えたことがな
い割合は６割弱であった。なお，国立施設への派遣を希望した教員等の多くは２），派遣希望を
所属長または教育委員会に伝えている（p.43）。 

 
（２）社会教育主事任用資格の取得との関係 

社会教育主事任用資格を国立施設に派遣される前に取得している場合に，期待感（p.70），資
質能力（p.82，p.89，p.97，p.104，p.111），満足度（p.122），発揮度（p.129）はいずれも高い
傾向がみられる。 

また，国立施設に派遣される前または国立施設に勤務している時に社会教育主事任用資格を
取得した教員等の割合は８割弱であった（p.52）。なお，国立施設に派遣される前に社会教育主
事任用資格を取得した教員等の割合は６割強で，大学または大学院で取得した割合は１割にも
満たない。国立施設に派遣される前に社会教育主事任用資格を取得した教員等の多くは，教員
になってから，社会教育主事講習実施機関が（多くは）夏季休業中に実施する講習を受講した
と考えられる。（本調査では，社会教育主事講習を受講した教員等の動機や経緯を調査していな
いが）これらの教員等は社会教育への興味・関心や社会教育分野での勤務意欲が高いと考えら
れる３）。 

 
（３）国立施設に派遣された時の引っ越しの状況との関係 

国立施設に派遣された時に引っ越しをしなかった場合や家族または独身で引っ越した場合と
いった生活環境が大きく変わらなかった場合に，期待感（p.74）と満足度（p.119）はいずれも
高い傾向がみられる。 

また，国立施設に派遣された時に（生活環境が大きく変わらない）引っ越しをしなかった場
合の割合は５割弱，家族または独身で引っ越した場合の割合は２割弱であり，（生活環境が大き
く変わることになる）引っ越して単身赴任となった場合の割合は３割強であった（p.48）。 
 国立施設に派遣されることで生じる生活環境の変化については，「国立施設に勤務が決まっ
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たときの期待と不安」で「これまでとは異なった環境で生活すること」を尋ねており，期待（期
待した＋やや期待した）と回答した割合は８割強（p.7），不安（不安だった＋やや不安だった）
と回答した割合は４割弱（p.10）で，期待の方が不安よりも高い傾向を示している。しかしな
がら，不安の「その他」の回答に「単身赴任になり家族と離れて生活すること」や「単身赴任
であること」（p.12）とあり，引っ越して単身赴任になった教員等は，不安傾向にあることがう
かがえる。 
 
３．国立青少年教育施設への派遣が決まった教員等への対応について 

「期待感」及び「満足度」に関連する事項を分析したところ，①国立施設に派遣する人事制
度上の位置づけを伝えられた，②国立施設での職務内容と勤務条件の説明に満足した場合に，
期待感等は高い傾向がみられる。これらの事項は，県等教育委員会及び国立施設が，国立施設
への派遣が決まった教員等に対して行うべきことの視点になるといえよう。 
 
（１）国立施設に派遣される際に伝えられた人事制度上の位置づけとの関係 
 国立施設に派遣される際に人事制度上の位置づけを伝えられた場合に，期待感は高い傾向が
みられる（p.71）。一方，満足度は，人事制度上の位置づけを伝えられた場合と特に言われてい
ない場合でいずれも高く目立った関連はみられない（p.116）。なお，回答件数が少ないものの
派遣研修と伝えられた場合に，期待感と満足度はいずれも高い傾向がみられる。 

また，国立施設に派遣される際に人事制度上の位置づけを伝えられた場合の割合は８割で，
特に言われていない場合の割合は２割弱であった（p.43）。なお，国立施設に派遣される際に伝
えられた人事制度上の位置づけは，人事交流や人事異動，出向，派遣研修と一様ではなく，人
事交流と人事異動というように複数伝えられた場合もみられる。 
 
（２）国立施設に派遣される際の「職務内容」に関する説明との関係 

国立施設に派遣される際に受けた「職務内容」に関する説明に満足している場合に，期待感
（p.71）と満足度（p.116）はいずれも高い傾向がみられる。 

また，国立施設に派遣される際に受けた「職務内容」に関する説明に満足（満足＋どちらか
というと満足）と回答した割合は，①着任した際，国立施設の所長・次長・専門職等から受け
た説明の場合が８割強で最も高く，次いで②着任前，同じ県等教育委員会から派遣された専門
職等との引継ぎの場合が７割強，③着任前，国立施設の所長・次長・専門職等から受けた説明
の場合が７割弱，④着任前，教育委員会または所属長から受けた説明の場合が５割強であった
（p.44）。 
 国立施設が行った説明等の場合（①②③のケース）の満足の割合はいずれのケースも高い傾
向を示しているといえよう。しかし，いずれのケースも不満（不満＋どちらかというと不満）
及び説明等はなかったと回答した場合の割合が，僅かではあるがみられる。また，県等教育委
員会または所属長が行った説明の場合の満足の割合は低い傾向を示しているといえよう。しか
も，説明等はなかったと回答した場合の割合は３割強になる。その理由として，県等教育委員
会や教員等の所属長が，国立施設での職務内容を十分に把握していないことが考えられよう。 
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（３）国立施設に派遣される際の「勤務条件」に関する説明との関係 
国立施設に派遣される際に受けた「勤務条件」に関する説明に満足している場合に，期待感

（p.73）と満足度（p.117）はいずれも高い傾向がみられる。 
また，国立施設に派遣される際に受けた「勤務条件」に関する説明に満足（満足＋どちらか

というと満足）と回答した割合は，①着任した際，国立施設の所長・次長・専門職等から受け
た説明の場合が７割弱で最も高く，次いで②着任前，同じ県等教育委員会から派遣された専門
職等との引継ぎの場合が６割，③着任前，国立施設の所長・次長・専門職等から受けた説明の
場合が６割弱，④着任前，教育委員会または所属長から受けた説明の場合が４割弱であった
（p.45）。また，いずれのケースも不満（不満＋どちらかというと不満）及び説明等はなかった
と回答した割合が，僅かではあるがみられる。 

勤務条件の説明と職務内容の説明の満足の割合を比較すると，割合の高い順は同じだが，割
合（値自体）はいずれのケースも勤務条件の方が低い。 
 
４．国立青少年教育施設に派遣された教員等への対応について 

「資質能力」，「満足度」，「発揮度」に関連する事項を分析したところ，①宿泊を伴う教育事
業を１年間に４事業以上担当している，②仕事を進める上で協議を多く行っている，③教職員
支援機構が実施する研修を受講している場合に，資質能力等は高い傾向がみられる。これらの
事項は，国立施設が派遣された教員等に対して，「成果」を高めるために行うべきことの視点に
なるといえよう。 

 
（１）主担当となった宿泊を伴う教育事業の数との関係 

主担当となった宿泊を伴う教育事業の数（在職２年目の一年間を想定）が多い場合に，資質
能力（p.80，p.87，p.95，p.102，p.109）と発揮度（p.127）はいずれも高い傾向がみられ，満
足度はやや高い傾向がみられる（p.120）。 

また，主担当となった宿泊を伴う教育事業の数は４事業以上が７割強，３事業以下が３割弱
であった（p.50）。 
 資質能力の向上につながる業務として，多くの教員等が教育事業の企画や運営をあげている
（p.25）。企画や運営の内容には，「テーマを設定し活動内容を決める」，「各機関や講師との連
絡・調整」，「地域の団体との連携・協力」，「安全管理・危機管理」，「参加者への指導」があが
っている。宿泊を伴う教育事業を数多く担当することは，こうした機会を繰り返し体験するこ
とになる。 

国立施設での勤務における教育事業に関する満足度は，教育事業における参加者への指導の
場合が 10 割弱，教育事業の企画・運営の場合が９割強であった（p.63）。 
 
（２）仕事を進める上での協議の実施状況との関係 
 仕事を進める上での協議を多く行った場合に，資質能力（p.81，p.88，p.96，p.103，p.110），
満足度（p.121），発揮度（p.128）はいずれも高い傾向がみられる。 

また，仕事を進める上での協議を行った（行った＋どちらかと行った）と回答した各対象の
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割合は，①他の専門職等との協議の場合が 10 割で最も高く，次いで②関係機関または地域の
団体等との協議の場合が 10 割弱，③次長との協議の場合が 10 割弱，④専門職等以外の職員と
の協議の場合が 10 割弱，⑤所長との協議の場合が９割強，⑥法人ボランティアとの協議の場
合が９割であった（p.51） 

一方，国立施設に勤務する不安の軽減や期待の高まりに影響を与える事項に，職員との関係
に関する事項がある。当該事項について影響があった（影響があった＋やや影響があった）と
回答した割合は，先輩職員からの指導の場合が９割強，同僚との仕事を通じた交流の場合が９
割強，所長や次長からの指導の場合が 8 割強であった（p.17）。仕事を進める上での協議を通じ
ての職員間の交流，先輩職員からの指導等を通しての関りなど，職員間の交流・関わりは資質
能力の習得・向上につながるとともに，国立施設での勤務に対する期待感の高まりや不安感の
軽減に影響を及ぼす重要な事項であるといえよう。 

国立施設での勤務における職員との関係に関する満足度は，同僚との関係（所長・次長を除
く職員）の場合が９割強，所長との関係と次長との関係の場合が８割強であった（p.63）。所長
との関係に対する満足度は同僚との関係と比べると低いが，国立施設に勤務する不安の軽減や
期待の高まりに影響を与えた事項の「その他」の回答に「所長の方針による今後の施設のあり
方に共感し，職務に対するモチベーションが高まっている」とあるように，所長との協議は頻
度ばかりでなく，内容がより重要であると考えられよう。 
 
（３）独立行政法人教職員支援機構が主催する研修の受講との関係 

国立施設に勤務している間に独立行政法人教職員支援機構（以下，「教職員支援機構」という。）
が主催する研修を受講した場合に，資質能力（p.82，p.89，p.97，p.104，p.112），満足度（p.123），
発揮度（p.130）はいずれも高い傾向がみられる。 

また，国立施設に勤務している間に教職員支援機構が主催する研修を受講した割合は８割強
であった（p.53）。「教職員等中央研修」４）を受講した回答者が「県教育委員会から同研修に参
加させる人数には限りがあるので，参加することが難しい状況にあり，機構に出向していたか
らこそ参加できたと思う」と回答しているように，教職員支援機構が主催する研修を受講する
ことは，青少年機構に派遣されたことで得られる機会（優位事項）ともいえよう。 

「研修」についてみると，国立施設に勤務している間に受けた各研修の割合は，安全管理・
危機管理に関する研修と救命救急の技能の研修の場合が 10 割で最も高く，野外炊事の指導の
場合が 10 割弱，オリエンテーリングの指導の場合が９割弱，教育事業の企画の立て方の場合
が９割強，プログラム相談の仕方の場合が９割強で，業務に直接的に関係する知識・技能の研
修が実施されている割合が高いといえよう（p.20）。研修は国立施設に勤務する不安の軽減や期
待の高まりにも影響を与えており，影響があった（影響があった＋やや影響があった）と回答
した各研修の割合は，「所が実施した研修」と「機構本部が実施した『新任事業系職員研修』」
の場合が９割弱，「機構以外の機関が実施した研修」と「他の国立施設が実施した研修」の場合
が７割弱であった（p.17）。なお，国立施設での勤務における研修に関する満足度は，在職中に
受講した研修（所内外）の場合が９割強であった（p.63）。 
 インタビュー調査で，資質能力の習得・向上に，特に効果があった研修として次の研修があ
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げられている。 
〇青少年機構本部が基礎的な知識・技能の習得を目的に実施した研修・・新任事業系職員研修
（p.31，p.35）5），安全研修（p.32）6），自然体験活動指導者研修（NEAL 研修）（p.32） 
〇青少年機構本部が，特定の知識・技能の習得を目的に実施した研修・・教科等に位置付けた
プログラム開発研修 7），南山大学と機構との連携プロジェクト・教え学び支え合う教育現場間
の連携づくり－ラボラトリー方式の体験学習を核とした２つの連携プロジェクト（p.36） 
〇青少年機構以外の機関等が実施した研修・・社会教育主事講習（p.32，p.36），教職員等中央
研修（p.32，p.36），野外教育企画担当者セミナー（p.36） 
 
５．まとめ 

 
（１）国立青少年教育振興機構に教員等を派遣する意義 

本調査で示された，県等教育委員会から青少年機構に派遣され国立施設に勤務した教員等が，
国立施設での勤務に満足していることや教員に求められる資質能力を習得・向上したと認識し
ていること，そして，国立施設に勤務して得たことを国立施設に勤務した後の勤務場所でも発
揮していることは，県等教育委員会が青少年機構に教員等を派遣する意義といえよう。 

１）習得・向上した資質能力の意味と習得・向上に関連する事項 
 47 の資質能力のなかの「コスト意識を持つという仕事観」，「行政的な文書を作成する力」８），
「体験活動に関する知識」，「自然体験活動の指導力」，「ファシリテーションに関する知識・技
能」９）は，川上・中島 10）が人事派遣・交流施策で期待される成果としてあげている「派遣先で
の業務経験を通じて派遣元の職場では得られない知見を得ること」に該当するであろう。また，
文部科学省 11）が長期社会体験研修の成果としてあげている「視野の拡大」には，「広い視野で
考える力」，「学校の教育活動等を俯瞰的な視点でみる力」，「国の教育政策を理解するという考
え」12）が，同じく成果としてあげている「対人関係能力の向上」には，「児童・生徒以外の多様
な者と関係を築く力」，「相手の意思・感情を共感的に受け容れる力」13），「相手が理解できるよ
うに自分の意思を伝える力」が該当するであろう。これまで研究や施策であげられていた学校
以外の機関等に教員を派遣することの成果が，本調査で実証的な結果として示されたといえよ
う。 

今，学校には（平成 27 年中央教育審議会が答申した）「チームとしての学校」や（平成 29 年
告示の学習指導要領が示す）「社会に開かれた教育課程」を実現するために，家庭のみならず地
域の関係者や団体等，また，専門的な知識・技能を有する関係者や関係機関等と連携・協働す
る体制の構築と運営が求められており，校長をはじめとした教職員には，このための資質能力
が必要とされているといえよう。 

（47 の資質能力のなかの）「児童・生徒に関わる者が連携・協力しながら物事を進めるとい
う考え」，「学校の一員として自分の役割を果たすという考え」，「物事を進めるために，他の教
職員に働きかけ巻き込む力」は「チームとしての学校」に，「学校の教育活動に，地域の人材や
自然といった教育資源を活かすという考え」，「地域づくりに学校が貢献するという考え」14），
「地域の関係者・団体等との交渉力や調整力といった連携するための力」は「社会に開かれた
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教育課程」の具現化に資する資質能力といえよう。こうした資質能力は，学校教職員だけでは
なく，他県等の教員・他の校種の教員，大学との人事交流職員，青少年機構採用職員と多様な
職員構成の職場に勤務することにより，多様な価値観や組織文化（仕事の仕方等）に触れ，他
の職員と折り合いをつけながら仕事を進めるという業務体験を通して習得・向上したと考えら
れる。また，本調査の協力者（調査対象者）が国立施設に勤務していたころは，青少年機構の
「半国立，半地域立施設」の方針の下，国立施設が設置されている地域の実情に即した連携・
協働を一層強化・深化させることに取り組んでいたことも，習得・向上につながったと考えら
れる。 
 児童・生徒の教育活動に直接的に関係する資質能力（大項目の「基礎的・汎用的な資質能力」，
「体験活動・カリキュラム・マネジメントの知識・技能」，「児童・生徒に対する理解力と指導
力」が該当するであろう）だけでなく，全ての児童・生徒の学びを確実なものにするための体
制構築・運営に関するマネジメント的な資質能力（大項目の「チーム学校の推進力」，「地域連
携・協働の推進力」）を習得・向上したことの意義は大きいといえよう。 

２）学校以外の教育機関に派遣されたことで期待される飛躍的な成長 
 （経営学の研究者）金井壽宏は，人の成長は漫然と漸進的にずっとゆっくりと進むのではな
く，ここぞというときに大きなジャンプがあるとし，そうした節目となる経験を「一皮むけた
経験」としている。また，企業の経営幹部へのインタビュー調査の結果から「一皮むけた経験」
になる機会として，入社初期の配属，初めての管理職，プロジェクトチームへの参画，ライン
からスタッフ部門・業務への配属等とともに異動・配属をあげている 15）。 
 教員にあてはめれば，日々の教育活動を計画・実施する上で必要となる知識・技能を研修や
自己学習により習得することや，実践での成果と課題を省察しこれまでに蓄積してきた経験知
に加えるといった日常的な取り組みが漸進的な成長につながるといえよう。一方，日常的な取
り組みのレベルでは解決することが困難な課題に直面したときに，課題解決に必要な知識・技
能を習得するためにより一層自己学習に励んだり，（これまでの）見方・考え方を変えたりする
ことが飛躍的な成長につながるのであろう。こうした課題に直面する機会の一つが，職場（環
境）が変わる異動である。 

社会教育・青少年教育分野である青少年機構への派遣（国立施設での勤務）は，勤務する学
校が変わる異動や，教育委員会や教育センターの学校教育・義務教育の関係部署への異動と比
べ，職場環境等が大きく異なり，加えて，業務内容も大きく変わる。とはいえ，国立施設での
業務内容は，学校の集団宿泊的行事での利用に際し計画立案への助言や体験活動プログラムの
指導を行うことや，児童・生徒にあたる青少年を対象にした教育事業を企画・運営することな
ど，学校教育との関連は深い。学校とは異なる職場環境で，学校教育と関連が深い業務を経験
することは，飛躍的な成長をとげる「一皮むけた経験」になる機会といえよう。 

 
このように，国立施設に教員等を派遣する意義は大きい。県等教育委員会には人事構成・配

置上の問題等はあろうが，「教員育成」の中・長期的な視点から青少年機構（国立施設）に教員
等を派遣する人事制度の実施・充実が望まれる。 
 また，教員の資質能力の向上については，養成・採用・研修を一体と捉えた教育施策が進め
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られているが，本調査で，（長期派遣による）社会教育・青少年教育分野での勤務経験により教
員に求められる資質能力が習得・向上したことが示されたことから，教員の資質能力の向上施
策に「異動」を積極的に位置付けるとともに，「社会教育分野への派遣」を推進することも有用
と考える。 
 
（２）国立青少年教育施設に教員等を派遣する人事制度の充実について 
 １）国立青少年教育施設に派遣する教員等を決定する際の視点から 

国立施設への派遣希望がある教員等の場合に「成果」が高い傾向がみられたことから，県等
教育委員会には，国立施設への派遣を希望している教員等の中から（派遣する教員等を）選ぶ
ことが考えられる。とはいえ，国立施設への派遣を希望している教員等の割合は３割弱で高い
とはいえない。「本県には希望の有無を確認する制度がない」という人事制度に関わる事項を指
摘する回答もみられた。また，こうした人事制度自体を知らない教員等が多いことも考えられ
る。国立施設への派遣のみならず他校への異動を含め人事制度は県等教育委員会によって異な
るであろうが，国立施設への派遣という特殊性を考慮し，国立施設への派遣を希望する教員等
を広く募る制度を採り入れることも考えられよう。 

また，社会教育主事任用資格を取得している場合に「成果」が高い傾向がみられたことから，
既に社会教育主事任用資格を取得している教員等から選ぶことや，これから社会教育主事講習
を受講する教員等に国立施設への派遣制度を周知することが考えられる。あるいは，国立施設
への派遣を前提とした（教員等の）社会教育主事講習の受講体制を採ることも考えられよう。 

そして，（派遣された教員等の）生活環境が大きく変わらない場合に「成果」が高い傾向がみ
られたことから，他の道県に設置されている国立施設に教員等を派遣する場合は，単身赴任に
ならないよう独身の教員等から選ぶことや家族構成への配慮が必要であろう（例えば，家族で
引っ越しが可能な家族構成）。 
 
 ２）国立施設への派遣が決まった教員等への対応の視点から 

国立施設に派遣される際に人事制度上の位置づけを伝えられた場合に「成果」が高い傾向が
みられたことから，県等教育委員会には，派遣が決まった段階はもちろん打診の時点でも，人
事制度上の位置づけを教員等に伝えることが必要であろう。その際，派遣，交流，出向という
人事制度は教員にとって馴染みが薄いであろうから丁寧な説明が求められよう。また，回答数
は少ないものの派遣研修と言われた場合に「成果」が高い傾向がみられたことから，国立施設
への派遣を（文部科学省の）「長期社会体験研修」に位置づけることや，国立施設への派遣に研
修の意味を持たせ，（国立施設に派遣される教員等に）研修の目的や意義を伝えることも有効と
考えられよう。 

国立施設に派遣された教員等の９割弱が国立施設に勤務することに期待感を抱いているが，
見方を変えれば１割強の教員等が期待感を抱いていないことになる。国立施設には，教員等の
期待感を下げない取り組みや（特に期待感の低い教員等の）不安を軽減し期待感を高める取り
組みが求められる 16）。勤務内容については，（国立施設に派遣された教員等は）学校に勤務し
ていた時に集団宿泊的行事の主担当になった経験がある割合が８割強と高いことから，集団宿
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泊的行事に関連する業務は想像できよう。しかしながら，実際の業務は，教員の時には経験し
なかったと考えられる利用者や関係者への電話対応，学校や教育委員会等への広報活動など多
岐にわたる。国立施設には，業務の内容と頻度，業務の進め方等の具体的な情報の提供が求め
られる 17）。一方，勤務条件は学校と大きく異なる。学校にはない宿直業務の内容や頻度，土日
祝日の出勤の頻度や出勤者の決め方，給与を含めた待遇等の正確な情報の提供が求められる 18）。 
 国立施設には，業務内容や勤務条件を記した資料を作成し 19），派遣が決まった教員等に提供
するだけではなく，県等教育委員会や派遣される教員が勤務する学校等の設置者，所属長に提
供し，関係機関等と情報を共有することも必要であろう 20）。 
 
 ３）国立施設に派遣された教員等への対応の視点から 

国立施設には，派遣された教員等の資質能力の習得・向上につながる業務の提供，職場環境
の整備，支援体制の充実が求められる。 

業務の量については，本調査結果で示されたように，教育事業においては宿泊を伴う事業を
数多く担当した場合に，また，研修支援では各種業務を多く（１週間（５日間を想定）のうち
ほぼ毎日）実施した場合に「成果」が高い傾向がみられたことを踏まえれば，より多くの（業
務の）機会を提供することといえよう。 

業務の内容については，本調査で示されたように，困難を抱える青少年を対象にした教育事
業と指導者を対象とした教育事業を担当した場合に「成果」が高い傾向がみられたことを踏ま
えれば，特色あるテーマの教育事業を担当する機会を提供することが求められるといえよう。
例えば，「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説編」に示されている「現代的な諸課題に
関する教科等横断的な教育内容」で取り上げている「環境」や「心身の健康の保持増進」，「防
災を含めた安全」等をテーマにした教育事業を担当することで，47 の資質能力の中の「体験活
動を取り入れた教育課程を編成する」や「現代的な課題をテーマに，教科等横断的な視点で教
育課程を編成する」といった，国立施設での業務経験を学校の授業に結びつける資質能力の習
得・向上が期待される。 

職場環境の整備については，仕事を進める上での協議を，所長，次長，他の専門職等，専門
職以外の職員等と多く行った場合に「成果」が高い傾向がみられたことから，自由闊達に協議
ができる組織風土を醸成することが求められるといえよう。あるいは，仕事を進める過程に関
係者間で協議を行うことを組み込んだ仕組みをつくることなどが方策として考えられる。また，
国立施設に勤務して間もない期間は，（国立施設に派遣された教員等に対して）精神面への特段
の配慮が必要といえよう。文部科学省が設置した教職員のメンタルヘルス対策検討会議は「教
職員のメンタルヘルス対策について（最終まとめ）」の中で，教職員のメンタルヘルス不調の要
因の一つに「人事異動による心理的な負荷」をあげている 21）。国立施設に派遣されることは，
通常（学校間）の異動よりも心理的な負荷が大きいことは容易に想像できる 22）。 

支援体制については，研修の重要性をあげることができる。本調査では，国立施設に勤務す
る不安の軽減や期待の高まりに影響を与えた事項に，勤務している国立施設が実施した研修や
機構（本部）が実施した「新任事業系職員研修」があがっている。また，教職員支援機構が実
施する研修や社会教育主事講習を受講した場合に「成果」が高い傾向がみられた。（教員等が勤
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務する）国立施設には研修の確実な実施と内容の充実，青少年機構（本部）には「新任事業系
職員研修」の他に，専門的な知識・技能の習得を目的とした研修機会の提供が求められる。ま
た，他の国立施設や関係機関，とりわけ教職員支援機構の研修や社会教育主事講習の受講機会
の積極的な提供が必要と考える 23）。 

そして，国立施設に勤務している現在の不安で「教科等の授業をしなくなること」について，
不安（不安である＋やや不安である）と回答した割合は５割強になり，「その他」の回答に「学
校へ戻って勤務するに当たって，以前のように授業や学校現場の変化等に自分が順応していけ
るか不安である」とあった。また，インタビューで「学校に戻ると，新学習指導要領が全面実
施の年度となるので，不安に思うことがある」といった回答があった。県等教育委員会には，
国立施設に派遣した教員等が学校や学校教育とのつながりが途切れないような取り組みが求め
られるといえよう。例えば，（年に１回以上）県等教育委員会の人事担当者（あるいは指導的な
立場の者）との面談の機会を設定することや，県や市町村教育委員会が教員を対象に実施する
研修に参加させることなどが考えられる。 
 青少年機構・国立施設には，県等教育委員会が，教員等を派遣する人事制度を維持するため
に，また，派遣された教員等の資質・能力を高めるための取り組みが，これまで以上に，求め
られるといえよう。 
 
 
＜補足・参考文献＞ 
１）業務に関連する事項とは，青少年機構や（勤務した）国立施設の方針，上司や同僚との関
係などの組織風土，研修体制等を指す。 
２）国立施設への派遣を希望している 52 人のうち 44 人が校長または教育委員会に派遣希望を
伝えており，割合は 84.6％になる。 
３）インタビューで「大学生の時に，県が主催した『青少年指導者洋上研修』に参加し青少年
教育に興味を抱いた。その後，教員になって県内大学で開講された『社会教育主事講習』を受
講し，青少年教育施設での勤務を希望していた」という，青少年教育事業に参加した体験を，
社会教育主事講習の受講や青少年教育分野での勤務を希望した動機としてあげている回答があ
った。 
４）「教職員等中央研修」とは，各地域で学校教育において中心的な役割を担う校長，副校長・
教頭，中堅教員及び事務職員等に対する学校経営力の育成を目的とする研修で，「校長研修」，
「副校長・教頭等研修」，「中堅教員研修」，「次世代リーダー育成研修」，「4～8 年目教員育成研
修」等がある。独立行政法人教職支援機構「研修・セミナー」https://www.nits.go.jp/training/，
2021.10.29 参照。 
５）「新任事業系職員研修」は，県等教育委員会から派遣された教員等のほぼ全員が受講する。
各国立施設では十分に伝えきれない青少年教育の歴史や意味，青少年機構の発足の経緯や使命，
組織などを内容としている。また，各国立施設に派遣された教員等間のネットワークがつくら
れることも期待される。勤務する場が，学校教育から青少年教育に変わる準備段階を終え，新
しいことに遭遇していく段階の節目となる重要な研修といえよう。 
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６）「安全研修」は，国立施設でカヌーが沖合に流された事故を契機に開始された（2009 年）。
その後，新任事業系職員研修に引き続き実施される形態が採られたことで，県等教育委員会か
ら派遣された教員等のほぼ全員が受講する体制になった。資質能力の「安全管理・危機管理が
できる」については「できるようになった」＋「どちらかというとできるようになった」と回
答した割合が 10 割弱であることが安全研修の成果を表しているといえよう。 
７）「教科等に位置付けたプログラム開発研修」は，学習指導要領改訂にともない，「育成すべ
き資質・能力の明確化」や「主体的・対話的で深い学びの視点での授業改善」を踏また，小学
校や中学校に提供する教科等に位置付けたプログラムを開発するために実施された。研修会で
は，教科調査官等による新学習指導要領の目指すことや改訂の背景に関する講義，教科ごとの
グループワーク，教科調査官や各教科等の研究者・実践者からの指導・助言があり，新学習指
導要領への理解が深まったといえよう。 
８）「コスト意識を持つという仕事観」と「行政的な文書を作成する力」については，インタビ
ューで「予算の意味が分かった。税金をどう使うかという本質的なことやコスト意識を持つこ
とが大事なこと，予算に関する手続きを含め事務的な知識も理解することができた。学校に戻
り文書管理の重要さを痛感している。こうしたことは，大学からきた職員に教えてもらうこと
が多々あった」という回答があった。行政的な組織形態・業務スタイルを採る国立施設に勤務
したことで習得・向上した資質能力といえよう。 
９）「ファシリテーションに関する知識・技能」については，インタビューで「プロジェクトア
ドベンチャーという冒険教育・体験教育の手法に出会ったことが大きかった。例えば，相手も
自分も尊重するという考えや振り返りの時に車座になることで能動的な姿勢になることが分か
り，気づきや学びを促す手法が身に付いた」という回答があった。国立施設の教育活動（利用
団体・利用者や教育事業参加者への指導。以下，教育活動の対象者を総称して「青少年」とい
う。）は，青少年に事実的な知識を教える指導よりも，青少年自身が活動を通して最適な解や納
得的な解を探求することや，気づきや感じることを促す指導が中心なことから習得・向上した
資質能力といえよう。また，回答者が言う冒険教育・体験教育の手法は，回答者が勤務した国
立施設が実践している特色あるプログラムであり，当該国立施設に勤務したことで身に付ける
ことができたといえよう。  
10）川上泰彦，中島秀明「佐賀県における教員の人事交流・研修派遣の拡充」『日本教育行政学
会創立 50 周年記念』,2016，pp.71-76。第１章の再掲。 
11）文部科学省「教員の長期社会体験研修」，https://www.mext.go.jp/，2021 年 2 月 24 日参
照。第１章の再掲。 
12）「国の教育政策を理解するという考え」については，インタビューで「学校の教育活動につ
いて，中央教育審議会答申を踏まえ学習指導要領が改訂・告示され，教育課程を編成し，授業
の計画を立てるというように体系的な考え方ができるようになった。それは，青少年機構の初
任者研修で，国の教育施策を受け，機構のミッションが策定され，各事業が企画されていくこ
とを学んだり，施設で事業を計画する際，国の教育施策との関係を意識したりしたことによる」
や「学習指導要領改訂に際し，中央教育審議会は，時代の変化を予測し，今，身に付ける資質
能力とは何かを審議していることが分かり，学習指導要領に対する見方が変わった」という回
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答があった。文部科学省の教育施策を具現化する役割を担う（文部科学省が所管する独立行政
法人の）青少年機構に派遣されたことで理解が深まった資質能力といえよう。 
13）「相手の意思・感情を共感的に受け容れる力」については，インタビューで「生徒に対して
も，同僚の教員に対しても，また，保護者に対しても『受容』的な対応ができるようになった。
それは，以前は生徒が先生の話を聞くことは当たり前と思っていたが，国立施設では対大人，
組織の中で仕事をしたので，相手が納得するように話をしなければならず，そのためには『聴
く』という姿勢が重要だと思うようになった」という回答があった。国立施設の教育活動の対
象が幅広い年齢であることや，学校とは異なる組織構成の国立施設に勤務したことで習得・向
上した資質能力といえよう。 
14）学校の教育活動に地域の人材や自然といった教育資源を活かすということは，既に多くの
学校で実践されているであろう。一方，「地域づくりに学校が貢献するという考え」は，インタ
ビューで「学校では地域の方にボランティアとしてやってもらうという意識だった。しかし，
施設と地域とは対等な関係であり，活動を一緒にすることは相手にとってもプラスになるとい
うことが分かった」や「地域の方が学校と関わることは，地域の活性化にもつながることが分
かったので，より積極的に参画できると思う。お手伝いするという意識ではなく，一緒につく
りあげていくという意識の下，（地域と）関わっていきたい」という回答があったように，地域
の課題解決・達成のために関係機関・団体・者が水平的・相互補完的・互恵的な関係で取り組
むことの必要性や学校もその一員であることを国立施設に勤務することで理解した資質・能力
といえよう。 
15）金井壽宏『仕事で「ひと皮むける」』，光文社，2002 年 pp.26-27,p.30。 
16）「国立施設に勤務が決まった時の不安」の「その他」の回答に「なぜ，自分がこのようにな
ったのか。何年で戻れるのか」という国立施設への派遣を希望していなかったことや国立施設
に勤務することへの期待感が低いことがうかがえるものがあった。県等教育委員会には「なぜ」
に応えることが求められるといえよう。国立施設への派遣を希望していなかった場合には，派
遣することになった経緯，派遣する目的，国立施設に勤務することで得られる成果などを伝え，
派遣されることに納得感を持たせることが必要であろう。 
17）国立若狭湾青少年自然の家では「企画指導専門職ハンドブック」という業務マニュアル（各
業務の目的や内容等を掲載）を作成し，引継ぎ資料としている。 
18）とりわけ，家庭生活に大きな影響を与える給料に関することは重要である。「国施設に勤務
が決まった時の不安」のなかで，給料に関する不安の割合は高い。給与体系の説明（なぜ，教
員の時と比べて下がるのか），給与の金額（教員の時と比べていくら下がるのか）など，丁寧で
具体的な説明が必要であろう。また，青少年機構には，（国立施設に派遣されても給料が下がら
ないような）給与体系を見直す検討が求められるといえよう。 

国立施設に勤務することは，教育公務員でなくなることになる。教員の時に受けていた福利
関係の処理等の手続きに対する不安もあるが，精神的な影響も考えられる。教育公務員として
の矜持を維持できるような働きかけも必要であろう。 
19）本調査で得られた成果，ことに（習得・向上した）教員に求められる資質能力を資料とし
て提供することも有効であろう。 
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20）インタビューで「異動の内示日が国と県とでは異なるという理由で，（派遣される）国立施
設に連絡はしないように校長から指示された。しかし，他の県から派遣された企画指導専門職
は，異動が決定するまでに 3 回の面接があり，仕事の内容や勤務条件などが伝えられ，段々と
覚悟ができたと話していた」という回答があったように，県によって（国立施設に派遣する教
員等への）対応が異なっていることがうかがえる。後者の県が実施した対応が望まれる。 
21）メンタルヘルス対策検討会議「教職員のメンタルヘルス対策について（最終まとめ）」（平
成 25 年 3 月）には，「人事異動等による心理的な負荷がある場合や，職場内の対人関係の変化
等により人間関係が良好でない場合に，事務的用務の増加，保護者との関りや生徒指導等の困
難なケースにおける心理的な負荷が加わることで，メンタルヘルス不調が起こりやすくなって
いる」，「異動後，前任校と違って，自分の指導が児童生徒に適合できないような状況になると，
今までの指導方法が否定されたようになり，戸惑いや強いストレスを感じるようになってしま
うこともある」と示されている。文部科学省「メンタルヘルス対策検討会議」 
https://www.mext.go.jp/b̲menu/shingi/chousa/shotou/088/houkoku/1332639.htm， 
2021.11.1 参照。 
22）「国立施設に勤務している現在の不安」の「その他」に「これまでの学校現場とは違う機構
への仕事への知識・理解不足に対するハラスメントがあった」や「上司との関係，自分の教員
としての経歴がまったく必要とされず，若い機構採用職員と同様に扱われること」という回答
があり，メンタルヘルス対策検討会議が指摘する「今までの指導方法が否定されたようになり，
戸惑いや強いストレスを感じる」ことが生じていることがうかがえる。 
23）（国立施設に派遣された教員等が）教職員支援機構が実施する研修会や社会教育主事講習
の受講を希望した場合の可否は国立施設の所長が判断することになっている。機構本部には，
（所長が）受講を許可しなかった理由を確認することや，あるいは，特段の理由がない限り，
受講が可能となるよう規定化することも考えられよう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


