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１－１　事業の位置づけ
（１）文部科学省スポーツ・青少年局青少年課「青少年の自立支援事業」として実施

①委託事業の趣旨
　青少年が自立した人間として成長することを支援するために，地域における経験豊富な人
材や施設の協力を得て，社会体験や宿泊を伴った共同生活を通じた体験活動等の機会を提供
するモデルプログラムを開発することにより，青少年の主体性・社会性をはぐくむ体験活動
を推進する。

②委託事業の内容
　「子どもの主体性をはぐくむ体験活動」
　子どもたちに主体性や健やかな人間関係，問題解決力などをはぐくむ自然体験や生活体験
等の体験活動の機会を提供する。

「青少年の自立支援事業委託要綱」より　

（２）青少年の自立支援事業「子どもの主体性をはぐくむ体験活動」の要件
①　事業の実施　子どもたちが主体的に考え，子ども同士で協力しながら解決策を見出す過程
　　　　　　　　を重視した体験活動の実施。
②　活 動 内 容　子どもの主体性や問題解決能力等をはぐくむため，１週間の活動プログラム
　　　　　　　　を子どもたち自ら計画・実施する体験活動を，地域の特色等を活かしながら
　　　　　　　　創意工夫して実施すること。

「青少年の自立支援事業委託要綱」より　

１－２　ポテンシャル分析
（１）「徳地アドベンチャー教育プログラム」による豊富な教育実践を有する

　山口徳地では，「徳地アドベンチャー教育プログラム」（以下，ＴＡＰという。）による指導
を進めている。研修支援事業では，指導系の職員が利用団体を直接指導しており（指導者は，
学びを支援・促進するという意味から「ファシリテーター」と呼ばれている。），企画事業では，
ＴＡＰでプログラムをデザインするとともに，指導もしている。
　ＴＡＰは本事業の企画・運営に有効なプログラムである。ＴＡＰとは，グループワークにより，
協調性や信頼感，肯定的な自己概念を高める体験学習プログラムである。ファシリテーターと
呼ばれる指導者が，緊張感を緩和するゲーム（アイスブレイク）やグループで課題を解決する
ゲーム（イニシアチブ），信頼感をはぐくむゲーム等をグループの状態に応じて実施する。イ
ニシアチブでは，「目標設定→体験→振り返り→次の活動」というサイクルを繰り返す。つまり，
課題に対する目標を設定し，目標を達成するための方策を考え実施（体験）する。体験後は，「振
り返り」といい，目標が達成できたか・できなかったか，その理由・要因は何か，そして，次
の活動に活かすことは何かをグループで話し合う。この過程は，本事業の「子どもたちが主体
的に考え，子ども同士で協力しながら解決策を見出す過程を重視した体験活動の実施」に合致
している。

（２）長期自然体験活動事業の企画・運営ノウハウを有する
　山口徳地では，長期自然体験活動事業を長年にわたり企画・運営してきたノウハウを有して
いる。ことに，平成16年度からは，これまでの「移動型キャンプ」から，自然の家を拠点に近

１．プログラムデザイン
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隣への小旅行を組み合わせた「ベース型キャンプ」に移行するとともに，ＴＡＰでプログラム
をデザインし，活動内容や指導方法にもＴＡＰを全面的に取り入れた。
　また，これまでのキャンプは夏季休業中に１回だったが，平成16年度からは，秋にフォロー
アップキャンプとして１泊２日のキャンプを実施，この中で，グループで活動を選択・決定す
る選択プログラムを取り入れた。

（３）調査研究の実績が充分ではない
　本事業の目標は，モデルプログラムの開発である。そのためには，調査研究的な側面が求め
られる。つまり，仮説として立案したプログラムを実施し，その成果を客観的な方法で測定・
分析し，仮説の妥当性を検証することである。山口徳地には，この「客観的な方法による検証」
を実施した経験が充分ではない。また，モデルプログラムの概念が明確になっているとはいえ
ず，モデルプログラムとして，何を提示すればよいのかが不確定な状態である。

１－３　マーケティング分析
　長期自然体験活動事業に対するニーズを推測する指標として２つ考えられる。１つは山口徳
地の同事業への応募状況，２つは，他機関・施設が実施する同様な事業への応募状況である。
　山口徳地の長期自然体験活動事業への応募状況は，表2-1のとおりである。毎年，定員を若
干上回る程度であり，中学生の参加が多いとはいえない。
　しかしながら，山口徳地が設置されてい
る山口県では，山口県教育委員会が主催す
る「心の冒険・サマースクール」（小学５・
６年生と中学生を対象にした２事業）が長
年にわたり実施されており，大きな成果を
あげているという。この事業への応募は定
員を大きく上回っている。
　このことから，山口徳地の事業への応募は多くないが，長期自然体験活動事業へのニーズは
充分にあると推測できる。

１－４　プログラムの仮説
　これまで実施されてきた主体性はぐくむことを目的にした体験活動事業では，キャンプの初
期の段階から子どもたちがプログラムを考えるなどの，主体的な活動を促す場面を設定してい
ることが見受けられる。しかしながら，キャンプで初めて出会う子どもたちにとって，人間関
係ができていない状態での「話し合い」（自分の思いや考えを伝えること）は精神的な負担が
大きく，十分な活動ができないのではないかと考える。そこで，本事業では次の仮説に基づい
てプログラムを企画する。

（１）「主体性」は，グループ活動のなかで発揮されてこそ意味がある
　自明のことであるかもしれないが，主体性を発揮するとは，「自分がやりたいときにやりた
いことをやる」こととは違う。グループが共有する課題や目標を達成するために，グループメ
ンバーと協力して活動する中で発揮されてこそ意味がある。

（２）活動をともにするグループに対して「安心感」が生まれたときに，「主体性」が発揮される
　グループ活動で，自分の意見を表明するには勇気がいる。なぜなら，間違えることや反論さ

Ｈ15年度 Ｈ16年度 Ｈ17年度
小学生 41 41 32
中学生 3 8 6
合計 44 49 38

表2-1　山口徳地・長期自然体験活動事業応募状況
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れることへの恐怖があるからである。この恐怖を取り除かなければ，主体性が発揮されること
はない。そのためには，自分自身がその恐怖を乗り越える強さを持つこと，あるいは，グルー
プにメンバーを受け入れる状態をつくることである。グループが間違いや反対意見を攻撃しな
い・させない規範を持つことが必要である。

（３）「主体性」を発揮するために，「生活の仕方」や「話し合いの仕方」など，基本的な事項を習
　　得していることが必要である

　自ら進んで行動するためには，意欲とともに，そうした言動をとることが可能になる能力，
つまり，知識や技術が必要である。話し合うためには，話し合いのルールや方法を知っている
ことであり，野外炊飯を主体的に行うためには，野外炊飯の方法を知っていることである。キ
ャンプの初期の段階で，これらを習得させることが必要である。

（４）「主体性」は，グループに課す負荷を，段階を経て高くすることで確かなものとなる
　グループには成長段階がある。初期段階は，「ノーミング」と言われ，グループが結成され
て間もない段階である。混乱や問題が少ないが，信頼感や親密度も薄い。互いの様子を観察し
ている時期でもある。次の段階を，「ストーミング」と呼ぶ。生活や活動が進む中で，問題が
発生したり，互いのエゴが出てきたりする時期である。これを乗り越えるとグループとして力
を発揮する「パフォーミング」となる。
　指導者には，グループの成長段階を見極め，成長段階に応じた課題を与えることが求められ
る。つまり，子どもたちが努力すれば達成可能な課題を設定することである。ＴＡＰではこれ
を「チャレンジゾーン」の課題と呼ぶ。達成することが成功体験になり，自信を持つような課
題である。反対に，課題の難易度が低ければ，達成しても成長は低いし（「コンフォートゾーン」

（安心ゾーン）と言う。），難易度が高すぎると失敗や挫折を招きやすく，かえってマイナス効
果となる（「デンジャラスゾーン」（危険ゾーン）と言う。）。

（５）事業効果を高めるために通年型事業とし，「キャンプ」と「キャンプ」の間に事後指導を実
　　施する

　学校生活は「日常」であるのに対し，キャンプは「非日常」である。いわば，（1）ハレとケ
の関係にあたる。非日常で得るインパクトは大きい。この非日常を契機に，日常が変わってい
くことを期待するのが青少年教育施設で実施する教育キャンプの目的と言えよう。
　しかしながら，非日常での体験は日常という現実の前で萎んでしまう。そこで，日常のフォ
ローを目的に年複数回キャンプを行う。また，キャンプ後，電話や手紙で子どもたちとつなが
りを持つ。それは，事後指導であると同時に，事前指導でもある。

（６）「徳地アドベンチャー教育プログラム」でプログラムをデザインし指導する
　ＴＡＰを用いる理由は，前述 1-2（1）の通りである。

注（1）
ハレとは，折り目・節目を指す言葉であるが民俗学や文化人類学においてハレとケという
場合，ハレ（晴れ）は儀礼や祭などの「非日常」，ケは普段の生活である「日常」を表し
ている。
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１－６　評価方法
　事業の評価は，次に示す３つの方法で事業効果を測定・分析した上で，結果を統合的に判断
する。

（１）「ＩＫＲ（生きる力）評定用紙」（簡易版）による評価
　主体性の伸長をより客観的な方法で測定するために，信頼性の高い既存の調査票を用いるこ
ととする。
　そこで，国立オリンピック記念青少年総合センター（以下，「オリンピックセンター」という。）
が実施する「事業プログラムの効果測定方法の開発研究」で作成された「ＩＫＲ（生きる力）
評定用紙」（簡易版）（以下，「ＩＫＲ評定用紙」（簡易版）という。）で，事業前と事業後の子
どもの変容を測定・比較することとする。
　ＩＫＲ 評定用紙（簡易版）は，筑波大学の橘直隆教授らが中心となって作成した「ＩＫＲ（生
きる力）評定用紙」（14下位指標×５項目＝70項目）の質問項目を減らしたものである（14下
位指標×２項目＝28項目）。各項目においては，「とてもよくあてはまる」と「まったくあては
まならない」を両端とし，６段階（１～６点）の間隔尺度となっている。構成は，表2-2のと
おりである。

（２）アンケート調査
　ＩＫＲ 評定用紙（簡易版）では測定できない事項の測定，また，ＩＫＲ 評定用紙（簡易版）
による測定結果の因果関係の補説資料を得るために，山口徳地が作成したアンケートを事業
後に実施する。ＩＫＲ 評定用紙（簡易版）同様，各項目，「とてもよくあてはまる」と「まっ
たくあてはまならない」を両端とし，６段階（１～６点）の間隔尺度としている。構成は，表

2-3のとおりである。

（３）スタッフによる観察結果
　事業効果を測定する上でＩＫＲ 評定用紙（簡易版）のように定量的な評価が重要であると
同様に，定性的ではあるが，スタッフによる観察もまた重要な効果測定の方法である。子ども
たちと共に生活するキャンプカウンセラーは子どもの変化を感じとることができる立場にい
る。このキャンプカウンセラーに加え，山口徳地の職員の観察結果を評価に用いる。
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表2-2　ＩＫＲ評定用紙（簡易版）構成表

上位指標 下位指標 № 質問項目

心 理 的
社 会 的
能  力

非依存
1 いやなことは，いやとはっきり言える

15 小さな失敗をおそれない

積極性
11 自分からすすんで何でもやる
25 前向きに，物事を考えられる

明朗性
5 だれにでも話しかけることができる

19 失敗しても，立ち直るのが早い

交友・協調
7 多くの人に好かれている

21 だれとでも仲よくできる

現実肯定
9 自分のことが大好きである

23 だれにでも，あいさつができる

視野・判断
3 先を見通して，自分で計画が立てられる

17 自分で問題点や課題を見つけることができる

徳 育 的
能  力

適応行動
8 人の話しをきちんと聞くことができる

22 その場にふさわしい行動ができる

自己規制
14 自分勝手な，わがままを言わない
28 お金やモノのむだ使いをしない

自然への関心
6 花や風景などの美しいものに，感動できる

20 季節の変化を感じることができる

まじめ勤勉
12 いやがらずに，よく働く
26 自分に割り当てられて仕事は，しっかりとやる

思いやり
2 人のために何かしてあげることが好きだ

16 人の心の痛みがわかる

身 体 的
能  力

日常的行動力
13 早寝早起きである
27 からだを動かしても，疲れにくい

身体的耐性
4 暑さや寒さにまけない

18 とても痛いケガをしてもがまんできる

野外技能・生活
10 ナイフ・包丁などの刃物を，上手に使える
24 洗濯機がなくても，手で洗濯できる

＊№は，質問票での番号　
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表2-3　アンケート調査構成表

指標 № 質問項目
キャンプ満足 1 キャンプは楽しかった

信頼感
2 スタッフは信頼できた
3 グループの仲間は信頼できた
4 仲間を励ますことができるようになった

ルール 5 集団で生活するためのルールが守れるようになった

話し合い

6 話し合いの仕方が身についた
7 話し合いでは自分の意見が言えるようになった
8 話し合いでは人の意見を聞くことができるようになった
9 話し合いでは人の意見を聞いて自分の意見を直せるようになった

10 グループで意見を出し合って結論が出せるようになった
11 グループに起こった問題を見過ごさずに解決するようになった

自主性
12 グループの目標を意識した活動ができるようになった
13 活動開始の時刻を意識するようになった
14 スタッフから指示される前に行動ができるようになった

事後指導 15

キャンプ後にスタッフから電話をもらった時の気持ち
（1）うれしかった
（2）キャンプを思い出した
（3）次のキャンプのやる気が出た

２－１　プログラム企画・評価協力者会議
　プログラム企画への助言と事業の評価を行うことを目的に，「プログラム企画・評価協力者
会議」を設置した。

・野外教育学識経験者　　信州大学教育学部教授　　平野　吉直氏
・野外教育実践者　　　　山口県キャンプ協会理事　高田　和宜氏
・ボランティアスタッフ　山口大学学生　　　　　　横山　　彩氏

２－２　キャンプ実行組織
（１）キャンププロデューサー

　キャンプ全体のプログラムを企画し，総括を担う。山口徳地の事業推進課長をこれに充て
る。

（２）プログラムディレクター
　プロデューサーの下で，プログラムの立案及び調整を行う。子どもたちの現状に応じて，プ
ログラムを修正する権限を持つ現場の責任者。山口徳地の主担当職員をこれに充てる。

（３）テクニカルディレクター
　キャンプカウンセラー（以下，「カウンセラー」という。）及び子どもたちに野外活動スキル
指導や安全指導を行う。外部の講師をこれに充てる。

２．運営体制
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（４）カウンセリングディレクター
　カウンセラーに子どもとの接し方や振り返りの方法，観察のポイントなどを指導するととも
に，カウンセラーの相談に乗る。山口徳地の担当職員をこれに充てる。

（５）マネジメントディレクター
　物品や食品の調達，食事の準備，予算管理などを行う。山口徳地の担当職員をこれに充てる。

（６）キャンプカウンセラー
　グループにつき，生活指導や活動支援，振り返りの進行を行う。ボランティアスタッフをこ
れに充てる。

２－３　グループ編成
　本キャンプは，グループワークを基盤に話し合い活動を重視することから，リピーター（山
口徳地が主催する長期キャンプへの参加経験がある者）を１グループにすることにした。なぜ
なら，グループ間の人数に偏りが生じるというリスクもあるが，リピーターの子どもたちはＴ
ＡＰの経験及び選択プログラムの検討・実施の経験があることから，彼らと初めて参加する子
どもが同じグループになった場合，初めて参加する子どもが彼らを頼ってしまい，主体性の発
揮が疎外されることが予想されるからである。
　また，グループメンバーが共に生活・活動する時間を増やすために，男女別編成とした。

図2-2　事業の運営体制
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３－１　危険因子と対処法
　本事業の活動場所は，所内（野外活動とテント泊）と所外である。所外の活動は，メインキ
ャンプ中に全グループが２回（マウンテンバイクロングツーリングと沢登り，２泊３日の小旅
行），フォローアップキャンプ中に３グループ（野外炊飯の買い出し：２グループ，登山：１
グループ）が実施した。
　参加者が，危険に対する心構えを持ち，基本的な対処法を理解するために，活動内容や活動
環境に応じて予測される危険を参加者に伝えたり，考えさせたりする場面を設定した。事業実
施時に予測された危険とその対処法は次のとおりである。

（１）川・海での活動

３．安全管理と指導

活動名 実施時期 危険因子 対処法

沢登り

【山口市

鳴滝・自

然の家よ

り33km】

【メインキャンプ】

8月

・気象条件

　（台風や大雨による

　　増水，落雷等）

・前日の夜，現地にテクニカルディレクタ

　ー（講師）とマネジメントディレクター

　（職員）がテント泊し，早朝に現場を確

　認

・前日までと当日の気象情報の確認

・増水等による沢登り

　ルートの喪失

・男性スタッフを中心にロープを張りルー

　トを確保

・実施時は，安全スキルを持った職員およ

　び講師（キャンププロデューサー，プロ

　グラムディレクター，テクニカルディレ

　クター，カウンセリングディレクター）

　が各班に同行し安全を確保

・濡れた岩で滑る

・転倒によるケガ

・岩による足のケガ

・危険箇所にロープを張る

・ヘルメットの着用

・服装は長袖，長ズボン，靴下，靴（サン

　ダル不可），軍手を着用

・溺れる ・ライフジャケットを着用

・他者引き上げ時の突

　き指

・手の組み方を指導

・熱中症 ・中間点で岸からペットボトルを降ろし，

　水分補給

・マウンテンバイク移動後の十分な休息

・睡眠時間を確保し，体調管理に留意

・緊急事態の発生 ・看護師（講師）とカウンセラーの２名が

　沢沿いの道路に待機

・救急バック，無線，携帯電話を携行

・緊急車両１台を配置

ヨット 【メインキャンプ】 ・気象条件

（強風・高波・落雷等）

・前日までと当日朝の気象情報の確認
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8月・小旅行

〔瀬戸内海コース〕

・ヨット操縦に伴う危

　険

・ヨットの指導をヨットクラブの方６名に

　依頼

・溺れる ・ライフジャケットを着用

・砂浜（海底）での足

　のケガ

・靴を着用

・熱中症 ・適時，水分補給を実施

・帽子を着用

・睡眠時間を確保し，体調管理に留意

・緊急事態の発生 ・看護師（職員）が活動に同行

・マネジメントディレクター，マネジメン

　トスタッフの２名は砂浜に残り安全確認

・救急バック，無線・携帯電話を携行

・緊急車両１台を配置

カヌー 【メインキャンプ】

8月・小旅行

〔日本海コース〕

・気象条件

（強風，高波，落雷等）

・前日までと当日の気象情報の確認

・カヌー操縦に伴う危

　険（漂流，転覆，パ

　ドル操作等）

・前日までと当日の気象情報の確認

・指導スキルを持った職員のパドル操作指

　導

・職員を海上配置

・カヌーの転覆

・離岸流による漂流

・溺れる

・ライフジャケットを着用

・活動中の安全確認

・職員を海上配置

・砂浜（海底）での足

　のケガ

・靴を着用

・熱中症 ・適時，水分補給を実施

・帽子を着用

・睡眠時間を確保し，体調管理に留意

・緊急事態の発生 ・看護師（講師）が活動に同行し，砂浜に

　残り安全確認

・救急バック，無線・携帯電話を携行

・緊急車両１台を配置

活動名 実施時期 危険因子 対処法

白石山

登山

【フォローアップ

キャンプ】

10月・D班

・ルート障害

　（大雨，落雷）

・当日，同行職員が事前下見を実施

・前日までと当日朝の気象情報の確認

・転倒によるケガ等 ・服装は長袖，長ズボン，軍手を着用

・緊急事態の発生 ・安全スキルを持った職員（マネジメント

　ディレクター）と班担当のマネジメント

　スタッフも活動に同行

・救急バック，無線・携帯電話を携行

・緊急車両１台を配置

（２）山での活動
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日暮ヶ岳

登山

【フォローアップ

　キャンプ】

10月・C班

・ルート障害

（台風後の倒木）

・気象条件

（大雨，落雷）

・職員が事前下見，登山道の整備（草刈り）

を実施

・前日までと当日朝の気象情報の確認

・転倒によるケガ等 ・服装は長袖，長ズボン，軍手を着用

・緊急事態の発生 ・テクニカルディレクター（講師）と班担

　当のマネジメントスタッフも活動に同行

・救急バック，無線を携行

日暮ヶ岳

早朝登山

【アドバンスド

　キャンプ】

　12月

・気象条件

（天候の急変，積雪，

　低温，大雨，落雷

　等）

・職員が事前下見，登山道の整備（草り）

　を実施

・前日までと当日朝の気象情報の確認

・防寒着の準備を参加者へ事前連絡

・マネジメントスタッフが本隊よりも先に

　出発し，頂上でタープテントの設営及び

　温かい飲み物を準備

・転倒によるケガ等 ・服装は長袖，長ズボン，軍手を着用

・緊急事態の発生 ・救急バック，無線を携行

活動名 実施時期 危険因子 対処法

ＭＴＢツ

ーリング

【メインキャンプ】

8月

2日目

沢登りポイントまで

33km

小旅行

〔瀬戸内海コース〕

2日間で58km

〔日本海コース〕

2日間で48km

・地理的条件

（安全な移動ルート，

　道幅，歩道の有無，

　距離，高低差，所要

　時間，休憩場所等）

・職員による事前踏査（プログラム決定の

　ための事前調査）を実施

・当日，担当班の選択コースに分かれて，

　スタッフ（参加可能な者・各班１人は必

　ず）が車で事前踏査（移動ルート確認）

　を実施

・ＭＴＢの運転に伴う

　危険

・メインキャンプ前に自転車業者に点検を

　依頼し全てのＭＴＢを点検・修理

〔点検項目〕ブレーキ，タイヤの空気圧，

チェーン，ハンドルのねじれ，変速機等

・前日に個人に合ったＭＴＢを選び，期間

　中は続けて使用

・事業期間中を見通したＭＴＢの指導

　（乗り方・安全指導・服装指導等）

・ヘルメット，肘あて，裾留めを着用

・スタート前にブレーキの効きとタイヤの

　空気圧を点検

・故障時対応のため，トラックに予備自転

　車とパンク修理道具を準備

・熱中症 ・移動状況に合わせ，休憩・水分補給がで

　きるよう事前下見，車両の配置，補給ポ

　イントの確認を実施

・睡眠時間を確保し，体調管理に留意

（２）マテンバイク（ＭＴＢ）の活動
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・緊急事態の発生 ・看護師（講師）を緊急車両に配置

・小旅行時は，看護師を各コース（講師，

　職員の２名）に配置

・救急バック，無線・携帯電話を携行

・緊急車両１台を配置

・小旅行時は，緊急車両を各コース（計２

　台）配置

活動名 実施時期 危険因子 対処法

テント泊 【メインキャンプ】

8月

・気象条件

（天候の急変，強風，

　大雨，落雷等）

・前日までと実施期間中の気象情報の確認

・周辺環境（道路・車の騒音，光）に考慮

　し，平坦な設営場所を設定

・ハチ等の危険な動植

　物

・周辺の建物（トイレ・水道）の点検

・ハチに刺された場合の対応にリムーバー

　を準備

・テント設営時の危険

　（ポールの接触等）

・事業期間中を見通したテント設営の指導

　（設営・撤収・管理の仕方等）

（４）テント泊の活動

活動名 実施時期 危険因子 対処法

野外炊飯 【全４回】

7,8,10,12月

3回目は，A,B,E班が

実施

・気象条件

（天候の急変，強風，

　大雨，落雷等）

・前日までと実施期間中の気象情報の確認

・天候に応じて活動場所の変更

野外炊飯

（薪，ガ

スコンロ

使用）

【プレキャンプ】

7月

【メインキャンプ】

8月

【フォローアップ

　キャンプ】

10月・A,E班

【アドバンスド

　キャンプ】

12月

・気象条件

（天候の急変，強風，

　大雨，湿気等）

・前日までと実施期間中，気象情報の確認

・天候に応じて活動場所の変更

・ナタ使用時のケガ ・プレキャンプ時の事業期間中を見通した

　野外炊飯の指導

・危険予知を意識するための事前指導

　（安全トレーニングシートを使用）

・軍手のつけ方，ナタの使い方の徹底

・動線を考慮し，作業場所の配置

・火傷 ・プレキャンプ時の事業期間中を見通した

　野外炊飯の指導

・危険予知を意識するための事前指導

　（安全トレーニングシートを使用）

・安全な服装についての指導

・軍手の着用の徹底

・ガスバーナーの使い方について指導

・動線を考慮し，作業場所の配置

（５）野外炊飯の活動
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・燃えやすいものを火に近づけないなど道

　具の整理を指導

・食中毒 ・消毒液を用いた，手洗いの徹底

・食器の熱湯消毒を毎回実施

・小旅行時，買い出し後の野外炊飯（フォ

　ローアップ）は，保冷剤等を用い食品を

　管理

３－２　事前踏査
　スタッフが活動場所や移動ルート及び危険箇所や危険行動を確認・把握するために，事前踏
査を実施した。

（１） 実施期日
第１回　平成18年８月15日（火）８：00～17：00〔瀬戸内海コース〕※該当コーススタッフ参加
第２回　平成18年８月16日（水）８：00～17：00〔日本海コース〕 ※同上
第３回　平成18年８月19日（土）８：00～18：00〔鳴滝・沢登り〕 ※全スタッフ参加

（２） 確認事項
①瀬戸内海コース

・ＭＴＢ移動ルート確認
・山口県立聾学校現地確認（小旅行１日目テント泊場所）
・陶ヶ岳登山実地踏査（小旅行２日目活動）
・ロッククライミングチャレンジ活動体験，安全確認（小旅行２日目活動）
・美濃ヶ浜現地確認（小旅行２日目テント泊場所）

②日本海コース
・ＭＴＢ移動ルート確認
・船方農場現地確認（小旅行１日目テント泊場所）
・エコロジーキャンプ場現地確認（小旅行２日目テント泊場所）

③鳴滝・沢登り
・ＭＴＢ移動ルート確認
・鳴滝現地確認（ＭＴＢゴール地点）
・沢登り実地踏査（本キャンプ２日目活動）
　　※台風後の増水のため，岸からのルート確認のみ
・最終打合せ，準備物確認

３－３　参加者の健康管理
（１） 健康調査票による事前把握

　参加者の健康状態を把握するために「健康調査票」を参加決定通知と併せて送付し，事前に
提出を求めた。個人情報になるので，取り扱いに充分留意する。
　職員のみならず，講師，ボランティアスタッフ等全員が，参加者の健康状態や食物アレルギ
ー，特に，常用薬の有無等を確認した。
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表2-4　健康個人調査票

（２）事業期間中の健康管理
　事業期間中は，朝と晩にカウンセラーによる健康確認を行った。また，看護師を常駐させ，
健康観察の結果の把握と，看護師自らによる健康観察で子どもの状態の把握に努めた。

３－４　「危機」を意識するための事前指導例（野外炊飯時）
　７月に実施したプレキャンプの野外炊飯では，道具の使い方等を指導する前に，山口徳地が
作成した「安全トレーニングシート」を用いた安全指導を行った。これは，参加者自身が考え，
危険を発見することで，安全への意識を深めることをねらったものである。
　実際に野外炊事での事故が無かったことやスタッフからの注意が減少したといったことか
ら，指導の成果が伺える。
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（１）指導の手順
①各グループに「安全トレーニングシート」を配布し，危険なことを見つける。
②見つけたことを各グループでまとめる。
③グループで見つけたことを発表する。
④答えを確認する。

図2-3　安全トレーニングシート
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【安全トレーニングシート・答えと解説】

①ナタを持つ手に軍手をして，まき割りをするとすべって危険です。

②火の周りで遊んでいると，やけどや事故の危険があります。

③使っていない包丁がそのまま放置されていて，危険です。使用しないときは，正しく所定の

　場所に片づけましょう。

④まきを運んでいる手に軍手をしていません。スイバリが刺さったり，ムカデ等にかまれたり

　危険です。必ず軍手をしましょう。

⑤まきをくくっていた輪（ひもや針金）が放置されています。ひっかかったり，すべったりと

　危険です。正しく片づけましょう。

⑥燃やせるごみと燃やせないごみがまざっています。正しく分別しましょう。また，ゴミはゴ

　ミ袋へ捨てましょう。

⑦火バサミを持つ手に軍手をしていません。火の粉が飛び散ると，やけどの危険があります。

　必ず軍手をしましょう。また，長袖のチャックが開いているようです。火につきやすいので

　閉じておきましょう。

⑧軍手をしているからといって，直接火にかかった鍋等をさわると，やけどをする危険があり

　ます。少し冷ましてから持つようにしましょう。

⑨火が燃え移る危険があります。マッチや点火用の紙類は，元の場所に片付けるなど，火の周

　りの整理整頓に心がけましょう。

⑩なたを棚木の上に正しく置きましょう。はみ出しているとケガの可能性があります。

⑪水を出し放しせず，むだ遣いをなくしましょう。




