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はじめに 

 
 

 このたび国立青少年教育振興機構では、国立青少年交流の家、同自然の家に

おいて利用者に関わって発生した事故の中から４０件を選択し、「事故事例集」

を編さんしました。 
 平成１８年度から２１年度の４年間に、事故に伴って本機構が加入する保険

会社が見舞金や賠償金を支払った事故は７４６件です。施設においては、様々

な事故が発生していますが、本事例集で取り上げたのは、主に施設設備の不備

に起因するものや指導職員の不注意等に起因するもので、施設管理者が、利用

者の安全を確保する上で参考となると思われる事故事例です。 
 平成１９年の学校教育法の一部改正では、前年に改正された教育基本法を受

けて、新たに社会的活動の促進とともに、「学校内外における自然体験活動を促

進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこ

と」（第２１条二）と規定されるなど、義務教育に対して子どもたちの自然体験

の促進を求めています。 
また、先に本機構が発表した「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」

の結果を見るまでもなく、子どもたちの体験活動とその人間形成の間には、極

めて密接な関係があります。しかしながら、同時に発表した「青少年の体験活

動等と自立に関する実態調査」の結果では、自然体験をしたことがある小中学

生は、１０年前に比べて減少傾向にあるという実態が明らかになっています。 
 そのような状況のもと、青少年教育施設には、子どもたちの自然体験等の体

験活動を、意図的・計画的に実施するため、安全に配慮したプログラムの企画

や安全確保に留意し、多くの子どもたちに体験活動の機会を提供することが求

められています。 
子どもたちの自然体験活動を進める上で、人為的な事故の防止に努力するこ

とは、施設管理者に課せられた義務です。 
 本事例集が、青少年教育施設の管理運営に携わる方々や子どもたちの引率指

導に当たられる方々の参考となり、体験活動の推進に寄与されれば幸いです。 
 
 
  
 
                独立行政法人国立青少年教育振興機構 
                  理事長  田 中  壮 一 郎    
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                  （研修支援事業・宿泊室・就寝中） 

 

 

（１）就寝中にダニに刺された 
 

 

１．事故の概要 

  平成１８年７月１３日、中学校の生徒（４０８名）が宿泊していたところ

１３歳男子生徒２名が宿泊室で就寝中に顔、首、両腕、両足などを無数のダ

ニに刺された。２人とも発疹、痒み、腫れがあり、抗ヒスタミン軟膏を塗り

様子を見たが、症状が収まらず２人とも、帰宅後に病院で治療を受けた。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、宿泊室の毛布にダニが発生していたことによる。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  この事故を踏まえ、施設では毛布を殺菌消毒した。また、消毒のみならず、

職員全員が宿泊室の衛生管理に気を配ることとし、押入れの中の清掃と換気

を継続して行うようにした。 

  さらに、梅雨時期に宿泊室全室のダニ処理を実施し、夏季には職員全員で

寝具の天日干しを行うこととした。 

 

 

４．所見 

ダニは、高温多湿を好み、夏場がダニの繁殖シーズンとなる。ダニの繁殖

に適した条件は、温度が２５～３０℃、湿度が６０～８５％程度である。ダ

ニは、温度が５０℃以上の状態が２０分位続くと死に、温度が６０％以下に

なると動きが鈍くなるといわれている。ダニは、いたるところにいるが、特

に温度と湿度の高い夏場の押入れなどは要注意である。 

また、ダニは、就寝直後に毛布の中から出てくるわけではなく、しばらく

たってから出てきて人を刺す。施設は利用者が清潔な寝具で安心して眠れる

ように常に心を配る必要がある。 
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（研修支援事業・屋内通路・夕食中） 

 

 

（２）ガラス戸に気づかず衝突した 

 
 

１．事故の概要 

  平成１９年８月２１日午後６時頃、スポーツ団体の子どもたち（３６名）

が夕食を摂っている時に、１１歳男子児童が宿泊棟に忘れ物をしたことに気

づき、急いで取りに戻った。その際に途中にあるガラス戸が閉まっているこ

とに気づかず衝突した。ガラスが割れ、右肘を切り病院に搬送して治療を受

けた。診断は右肘の切傷であった。 

 

 

２．事故の原因 

この事故は、児童が忘れ物を取りに行くために、あわてて宿泊棟に戻る途中

に、閉まっているガラス戸に気づかなかったことが原因である。 

 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  この事故の後、ガラス扉が見えにくくはないのか、特に夕方や夜間はガラ

ス扉があることがわからないのではないかと検証した。その結果、透明のガ

ラスだけでは、扉の存在がわからないことがあるので、ガラスに掲示物や模

様を張って視認性を高めるよう改善をした。 

 

 

４．所見 

今回の事故では、この男子児童が忘れ物をしたことに気づき、あわてて宿

泊棟に取りに戻ったということで発生した。 

透明なガラス扉や窓ガラスなどには、シールを貼るといったような対策が

求められる。大事に至らずとも、以前にガラス戸にぶつかったりした者がい

なかったかなど、施設設備には子どもの視線を意識した管理が大切である。 

また、ガラス扉の件に限らず、施設内での生活についてあわてずに行動す

ることの指導が必要である。 
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（研修支援事業・宿泊室・就寝中） 

 

 

（３）寝ぼけて２段ベッドから落下した 

 
 

１．事故の概要 

  平成１９年９月９日午前３時１５分頃、スポーツ団体（５８名）の１０歳

男子児童が、就寝中に寝ぼけて２段ベッドから落下し、後頭部を打撲した。

事故後、朝まで頭部を冷やし、翌朝病院で受診したところ脳震盪、後頭部と

頸の打撲、内耳震盪との診断であった。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、就寝中の子どもが寝ぼけて足を踏み外したことである。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

小学生が就寝中に２段ベッドから落下するという事故は少なくない。施設

においては、事前打ち合わせなどの際に、２段ベッドについて説明し落下す

る可能性がある子どもについては、下段を割り振るように勧めるようにした。 

また、引率者には、必要な場合には夜中の見回りも行うようにと助言する

ことにした。 

 

 

４．所見 

２段ベッドからの転落事故は多々発生している。施設によっては、転落の

衝撃を和らげるために、床にクッション材を用いるようにしているところも

あるが、多大な経費が発生することから簡単にできることでもない。初めて

２段ベッドを使用する子どもには、宿泊室での生活のルールを考えさせると

ともに、指導者には、事前指導で注意を喚起する必要がある。 

特に、この事故では、後頭部を打撲し、事故後に２回にわたって嘔吐して

いるとのことから、直ちに病院での診察を受けるべきであったろう。頭部に

関わる怪我では、一刻を争うこともある。また、夜間緊急の時に、誰にどの

ように連絡をすればよいか、事前に確認しておくことが大切である。 

       

 

 

 - 3 -



（研修支援事業・トイレ・就寝中） 

 

 

（４）トイレの扉の不備で足を裂傷した 

 
 

１．事故の概要 

  平成２０年５月２５日午前６時頃、高等学校の１７歳女子生徒が、個室ト

イレを使用するため入ったところ、トイレの扉の内側に装着しているステン

レス枠が浮き上がっていたために、そこに足を引っ掛けて左足首を６針縫合

するという裂傷を負った。 

 

 

２．事故の原因 

本件では、女子トイレ個室扉のステンレスを装着するビスがゆるんでいてス

テンレス枠が浮き上がっていたために生じた事故である。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  施設内の設備や物品に故障や破損があってはならない。この事故を踏まえ

施設内の安全点検をより注意深く行うこととし、ビス１本、ねじ１本、釘１ 

本のゆるみも見逃さないように全職員の意識を高めるようにした。 

 

 

４．所見 

  トイレは、目立たないが使用頻度の高い場所である。特に女子トイレは、

扉の開閉もかなりの回数になる。何度も開閉する間にビスがゆるんできたも

のと考えられる。 

工作物は経年とともに劣化や故障が生じてくる。施設を管理する上で、設

備や物品が常に正常に機能するように保持することは施設の義務である。ト

イレに限らず、宿泊室のカーテンが外れていたり、階段の一部が剥落してい

たり、側溝のカバーが外れて（外されて）いたりすることはあり得ることで

ある。休館日等における定期的な点検修理とともに、マニュアル等を活用し

た日常的な点検が大切である。 
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                  （研修支援事業・宿泊室・自由時間） 

 

 

（５）同室の生徒の悪ふざけで怪我をした 

 
 

１．事故の概要 

  平成２０年５月２５日、１３歳の中学校生徒が、夕食後に宿泊室において、

同室生徒による悪ふざけで布団を被せられ、鼻血を出していると教員からの

通報を受け、すぐに救急車両で病院に搬送した。診察の結果、骨には異常が

ないものの経過観察が必要と診断された。 

 

 

２．事故の原因 

この事故は、宿泊室内での発生した生徒同士の悪ふざけである。事故の原

因は、この部屋の６人生徒の人間関係であるが、利用団体を引率する教員に

よる生活指導の不足があげられる。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

この事故を踏まえ、施設では、発生した事故を事例として引用し、引率者

に対して事前打ち合わせなどの機会において、日頃の学校での生活やクラス

等でのいじめや、仲間はずれなどについて注意を払い、部屋割りを決定する

際に考慮するように求めることとした。 

   

  

４．所見 

  学校の集団宿泊活動のねらいは、児童生徒の望ましい人間関係を築く態度

の形成や、教員と生徒の信頼関係の醸成などにある。 

施設の対応としては、利用相談時において、利用の目的に応じた活動の選

択などとともに、必要に応じて教員も生徒と同室で宿泊するよう助言するな

ど生活指導の機会にすることも必要である。 
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（企画事業・体育館・クラフト） 

 

 

（６）エコ石鹸作りで目に薬品が入った 

 
 

１．事故の概要 

  平成２０年１２月２０日午後頃、企画事業（施設開放事業）に参加してい

た８歳の女子児童がペットボトルを使ったエコ石鹸作りの活動をしていた。

水酸化ナトリウムと材料をペットボトルに入れて攪拌していた際に、攪拌の

ため手で振っていたペットボトルの蓋が外れて中の薬品が右目にかかり、病

院で右目薬物性角膜炎と診断され治療した。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、エコ石鹸作りのため、薬品を入れたペットボトルを振っ

ている時に蓋が外れたことにある。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  この事故を踏まえ、攪拌に際し蓋が完全に閉まっているかどうかを指導者

が確認するようにした。 

 

 

４．所見 

今回の事故では、ペットボトル本体と蓋が合っているものをしっかり選ん

で使用し、蓋はしっかり閉めることの指導と点検が不十分だったことが原因

である。 

危険な薬品を扱っている活動では、指導者は、安全面のことを十分に考慮

し、子供の年齢等実態に合わせた指導をするとともに、その作業の様子をき

ちんと見守ることが必要である。特に小さい子どもには、自分でやらせてよ

いことと、必ず指導者が丁寧に確認することを決めておくことが求められる。 
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（研修支援事業・研修室・室内活動） 

 

 

（７）壁に出ていた釘で怪我をした 

 
 

１．事故の概要 

  平成２２年５月１３日、中学校の生徒（１１８名）が、研修室及びホール

に分かれて室内活動をしていた。ホールにおいて活動していた１４歳女子生

徒が、学級スタンツの練習を終えてステージから降りる際に、壁に出ていた

釘の頭に、右手を引っ掛けて手の親指に切傷を負った。 

 

 

２．事故の原因 

この事故では、ホールの壁に出ていた釘が原因となる。この釘が出ていた

場所は、ステージから階段で降りてくる動線上の壁であった。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

この事故の教訓として、施設内のすべての壁に釘などが出ていないか点検

を行い、金槌で打ち込んだ。特に手の触れる可能性のある場所は、目で見た

だけでは見落とすこともあるので、実際に手でゆっくりと壁に触れて凹凸を

確認した。 

また、釘だけでなく画鋲の場合は、頭がとれて針のみ残っている場合もあ

るので、ペンチ等で引き抜いた。 

    

 

４．所見 

施設内において、人が触れる可能性のある場所には、危険物となるものが

ないように、常に気を配る必要がある。特に人の出入りのある場所や、行き

来の多い動線上は入念な点検をする必要がある。 

今回は、釘の頭が出ていたのを見落としていたが、釘は打ち込んであって

も、壁の材質が薄いと、周りが押された反動で釘の頭が浮いてくることもあ

るので、定期的に安全点検を行う必要がある。また、掲示物が画鋲等で留め

られている場合は、周りに画鋲が折れ落ちていないか、古いものは錆付いて

いないか、などにも気を配る必要がある。 
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（研修支援事業・体育館・レクリエーション）  

 

 

（８）雑巾掛けリレーでたすきを踏み転倒した 

 
 

１．事故の概要 

  平成１９年５月２０日午後７時３０分頃、中学校の生徒（１年生１５１人）

が、プレイホールで雑巾掛けリレーを行っていた。そのリレー中に男子生徒

が、自分の首にかけていたたすきの端を踏んで顔面から転倒し歯を折った。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、雑巾掛けリレーにたすきを用いたことであろう。首か

らかけていたのでは、たすきの端を踏むことは容易にあり得ることである。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

この事故を教訓として、雑巾掛けリレーなどでは、たすきでリレーするこ

とのないようにこの怪我の事例を挙げて、説明するようにした。 

    

 

４．所見 

リレーなどでは夢中になり、転倒や衝突などが起こり得る。室内ゲームを

企画する際には、参加者の属性に配慮し、種目の選択や場所の安全確保に注

意を払うことが必要である。 

また、雑巾掛けリレーでは、勢いがつきすぎて止まれずに、壁や待機者に

激突をすることもあるので、コースの設定や待っている隊形にも気を配る必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 8 -



（研修支援事業・野外通路・ナイトハイク） 

 

 

(９)暗闇探検中に階段の踏み板が折れて落下した 

 
 

１．事故の概要 

  平成１９年７月２９日午後８時４０分頃、学習塾（３３名）が暗闇探検活

動を行った。施設敷地内の星を見る丘にある展望台に登ろうとした際に、展

望台の階段の板が折れて１４歳男子生徒２名が落下し、両者とも左足を打撲

した。 

 

 

２．事故の原因 

この事故は、展望台に上るための階段板の腐食を見逃していたところに原因

がある。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

この事故を教訓として、施設では、施設設備の安全点検については、目視

だけではなく、実際に触れたり、ハンマーで叩いたりして強度を確認するこ

ととし、一層入念に施設設備を点検することにした。 

 

 

４．所見 

施設設備の不備を放置していた施設の責任は大きい。屋内もさることなが

ら、特に屋外にある設備等は風雨等により劣化が早いので、入念に調べてお

くことが必要である。点検する人によって違いが生じないように、あらかじ

め「点検表」などを作成し、具体的な点検項目や点検方法を示しておくこと

が必要である。 

また、ナイトハイクなどの夜間のプログラムは、日中の活動と比べると明

かりが少なく危険度が増す。特に、夜間プログラムで使用するフィールド等

の安全には気を配りたいものである。 
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（研修支援事業・体育館・クライミング） 

 

 

(10)ハーネス（安全ベルト）の装着ミスで転落した 

 
 

１．事故の概要 

  平成１９年９月２５日、中学校の生徒（１年生２９名）が、体育館側壁に

設置されている８ｍのクライミングウオールでスポーツクライミングを行っ

ていた。１３歳の男子生徒がハーネスをつけたままマットに落下し、第１、

２腰椎圧迫骨折及び頚椎捻挫の重症を負った。 

 

 

２．事故の原因 

この事故は、ハーネスの装着ミス及び確認不足により、ハーネスがロープか

ら外れたために、活動中の男子生徒がクライミングウオールから落下し、怪我

をしたものである。 

 

   

３．事故を教訓とした改善 

  この事故を踏まえ、ハーネスなど命に関わる大切な装備については、装備

の点検に一層万全を期するとともに、活動では施設の職員が必ず装着や脱着

を指導・確認するようにした。 

 

 

４．所見 

  スポーツクライミングは、両手、両足を使って壁をよじ登っていく活動で

ある。８ｍの高さといえば家の２階の屋根ほどもある。命綱があるからこそ、

このような高さにチャレンジすることができる。 

また、下でロープを持つ確保者がいるからこそ安全に登ることもできるし、

自分の力に合った高さでやめて、降りることもできる。そこには信頼関係が

育まれる。ハーネスを確実に装着するというのは、その基本中の基本であり、

一切の妥協は許されない。 
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 （研修支援事業・野外広場・草スキー「そり」） 

 

 

（11）草スキー場の「そり」で転倒した 

 
１．事故の概要 

  平成１９年１０月２日午前１１時２５分頃、小学校の児童（５年生１０６

名）が、施設内に設置されている草スキー場でそり遊びをしていた。１１歳

女子児童が、バランスを崩して転倒した。その結果、右鎖骨骨折、左腓骨骨

端線損傷の怪我を負った。 

 

 

２．事故の原因 

プラスチックの網マットが敷いてある草スキー場は、降雨の後などで網マ

ットに水滴が付着している状態と、乾燥している状態ではそりの滑るスピー

ドに大きな違いがある。当該草スキー場については、その一部の芝が薄く途

中硬い凹凸の地面が剥き出しであり、必ずしも十分に整備された状態ではな

かったようである。以上のことから、事故は、操縦技術の未熟、指導者の不

十分な指導・監督、草スキー場の整備の不足が招いた複合的な原因による事

故といえるのではなかろうか。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

事故の発生を踏まえ、施設では、この草スキー場の根本的改善が必要であ

るとの判断から、草スキー場を一時使用停止し、改めて整備工事を行った。

現在は天然コースと人工コースに分け、人工コースは上から下まですべてプ

ラスチックの網マットを敷き詰めた。また、草そり活動を行うに当たって、

①草そりの説明、②引率者に気をつけてもらいたいこと、③滑るときの注意

事項を具体的に、滑る時に最初は中腹より滑り、段階的にスピードに慣れて

いくよう説明し、利用時の注意喚起を現地で行っている。 

    

 

４．所見 

当該施設においては、草そり活動はスピード感や爽快感などから子どもの

人気の高いプログラムである。しかし、スピードと安全とは両立しないこと

が多い。それだけにそりの点検や草スキー場の適切な整備及び利用者への指

導を徹底することは大切である。 
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（研修支援事業・野外広場・フィールドアスレチック） 

 

 

(12)アスレチックの保護ネットから転落した 

 
 

１．事故の概要 

  平成２０年１０月３０日午前１０時４０分頃、小学校の児童（１５０名）

がフィールドアスレチックの活動中に、１１歳の男子児童がアスレチックの

下に張ってある保護ネットに乗っていた。そこにもう一人の児童が飛び降り、

その反動で先にネットに乗っていた児童が地面に落下し、左肩から腕、頭を

強打したため救急車で病院に搬送した。診断の結果、頭部打撲、左上腕骨頚

部骨端線離開とのことであった。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、アスレチック本来の活動から逸脱し、男子児童が防護ネ

ット上で遊んでいたことと、結果を考えず後から飛び降りてきた児童の行為に

ある。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

この事故を踏まえ施設では、フィールドアスレチックに補助ネットがある

からといってもその使い方を誤れば転落し、けがをする可能性があるという

ことを事前にしっかり指導することにした。また、すべてのアスレチック種

目で補助ネット等に落ちてから安全に下まで降りる方法を再確認した。 

さらに、特に危険な場所には指導者を必ず配置するよう事前指導を徹底す

ることとした。 

 

 

４．所見 

アスレチックの種類によっては、それが高い位置にあり、落下防止、安全

確保のための補助ネットが設置されている。しかし、間違った使い方をすれ

ば、常に危険のあることをこの事例は示している。 

事前の子どもたちへの安全指導だけではなく、高い場所に設置されている

アスレチックや危険が伴うと思われるところには、指導者を配置するといっ

た指導を徹底する必要がある。 
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（研修支援事業・野外広場・スノーラフティング） 

 

（13）スノーラフティング中に横転した 

 
１．事故の概要 

平成２１年２月１日午前１０時４０分頃、広場においてスポーツ団体（子

ども１９名、大人１３名）が、職員が運転するスノーモービルで、専用のゴ

ムボートを引っ張って雪上を滑走する『スノーラフティング』を行っていた。

子どもたちの活動が終わった後に保護者がスノーラフティングを体験してい

る時、カーブでボートが横転し、乗っていた保護者の女性２人が振り落とさ

れ、１人は前歯が一本欠け、もう１人は、顎関節骨折及び口腔内裂傷を負っ

た。 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、スリル感を優先したため、スノーモービルの運転を行っ

ていた職員が、スピードを出しすぎていたためである。 

また、雪面状況の確認を十分行っていなかった事もあげられる。スノーラフ

ティングの滑走場所は、季節はずれの降雨後に急激に冷え込み、凍り付いた雪

面に新雪が２０ｃｍほど積もり、さらにその表面が軽く凍結した複雑な雪面状

態であった。 

 

３．事故を教訓とした改善 

事故後直ちに指導マニュアルを見直し、当該活動中の最高速度の明記、さ

らに、事前点検の項目に「担当職員が雪面の状況を確認すること」と「職員

が実際にボートに乗り、安定性などをチェックする」を追加した。 

これらの見直しと同時に職員を対象とするスノーラフティングの安全運転

研修を再度実施した。 

さらに、事故発生時まで使用していた頭部のみが保護されるヘルメットか

ら、顎と顔面も保護できるチンガード付のフルフェイスヘルメットに変更し

た。 

 

４．所見 

スノーモービルのスピード、その時のカーブの半径、雪面状況により、ボ

ートに乗っている人の重量のバランスが崩れた時に事故が起こる。 

スノーラフティングの魅力は、雪の上を滑走する爽快感やカーブを曲がる

時のスリル感であるので、運転する者は、乗っている人のリクエストに応え

ようと、ついスピードを上げてしまう気持ちになるが、事故を教訓にその気

持ちを自制し、安全運転を心がけることが必要である。 
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 （研修支援事業・野外通路・肝試し） 

 

 

(14)肝試し中に側溝に足をとられて転倒した 

 
 

１．事故の概要 

  平成２1年５月１３日、中学校の生徒（２年生１５５名）が、学級レクの活

動として夜間肝試しを行った。午後８時３０分頃１３歳の男子生徒が施設に

通じる構内道路わき（テニスコート付近）の繁みから道路へ出ようとしたと

ころで道の側溝に足をとられて転倒し、顔面を打つとともに、右腕を切った。

生徒に記憶があいまいな面が見られたことから病院にてレントゲンとＣＴで

検査したが特に異常は見られなかった。 

 

 

２．事故の原因 

この事故は、夜間活動中における事故者の不注意と、肝試しコースの設定

が不適切であったことに原因があると思われる。 

  

 

３．事故を教訓とした改善 

この事故の教訓は、夜間は、視界が効かないこともあり、思わぬ危険が潜

んでいるということである。施設では夜間の安全性も考慮して肝試しのコー

スを変更した。 

 

 

４．所見 

  今日の子どもたちの多くは暗闇を体験したことがない。肝試しは、子ども

たちを暗闇に誘う活動として興味深い。子どもたちは、自然の中で何が出て

くるかとびくびくしながら歩くことになる。しかし、このような楽しい体験

も安全が確保されてこそである。 

蓋のない側溝以外にも、施設の内外には、大人は大丈夫でも子どもにとっ

ては、危険な所が数多くあると思われるので子どもの視点に立って点検して

みることが必要であろう。 
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 （研修支援事業・野外広場・スポーツ） 

 

  

(15)グランドゴルフでクラブが顔面を直撃した 

 
 

１．事故の概要 

平成２１年５月２８日、中学校の生徒（２２５人）が、広場でグランドゴ

ルフをしていた。女子生徒が振り上げたグラウンドゴルフのクラブが、１２

歳女子生徒の顔面に当たり、鼻骨を骨折した。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、生徒が周りの人に注意を払わずにグランドゴルフのク

ラブを振り上げたことである。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  この事故を踏まえ、施設では参加者一人一人が、クラブを振る時には、周

りに人がいないことを十分に確認してプレーすることを徹底させるようにし

た。また、同時にプレーに入る者は、大きな声で「打ちます」と声をかける

よう指導することにした。 

    

 

４．所見 

グランドゴルフなどでクラブが顔面や体を直撃する事例はいくつか見られ

る。グラウンドゴルフ場の広さにもよるが、施設では比較的多くの人たちで

プレーする機会が多いと思われるので、お互いに声をかけ合って、今、誰が

打つ順番であるのかを全員が確認しながらプレーすることが大切である。同

時にプレーを待っているものが勝手にクラブを振り回したりしないように注

意することも大切である。 

クラブのヘッドは、スピードによってかなりの遠心力が加わるので、もし

人に当たればその打撃の被害は大きい。 
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（研修支援事業・野外広場・キャンプファイヤー） 

 

  

(16)キャンプファイヤーのトーチで火傷をした 

 
 

１．事故の概要 

  平成２１年６月７日、中学校の生徒（２年生２２０名）が、キャンプ場で

キャンプファイヤーを行っていた。突然、風向きが変わり、トーチを持って

いた手元の方に火が回り、女子生徒２名が手に火傷を負った。 

 

 

２．事故の原因 

事故は、トーチ棒そのものの長さとトーチを持つ手の位置に問題があった。

また、風が吹いた時にトーチの向きをどうしたらよいかを指導していなかっ

たことが原因と考えられる。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

事前に、トーチ棒の長さ、トーチを持つ手の位置について注意を喚起する

ようにした。また、突風や風向きの変更など急な天候の変化の時に被害の回

避ができるように具体的に指導するようにした。 

 

 

４．所見 

キャンプファイヤーは、トーチで点火するときに最高の盛り上がりを見せ

る。夜空に赤々と燃えるキャンプファイヤーを夢見てトーチを持つ子どもは

点火する。 

しかし、これまでもトーチを持つ子どもに対する指導はあまり行われてい

ないようにも思える。トーチ棒の長さは最低でも１メートルは必要であろう。

また同時にキャンプファイヤーの実施に際し、事前にトーチの安全な取り扱

い方を指導し、火傷等のないキャンプファイヤーを行ってほしい。 
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（研修支援事業・野外通路・マウンテンバイク）  

 

 

（17）マウンテンバイクで転倒した 

 
 

１．事故の概要 

  平成２１年８月７日、科学クラブ（２５名）で施設内の広場においてマウ

ンテンバイクに乗っていた。１０歳男子児童が下り坂で後輪のブレーキをか

けたが効きが悪かったことから、前輪ブレーキを作動させたところ、前輪の

ブレーキがロックされた状態になった。自転車は前のめりに 1回転して乗車

していた男子児童が地面に投げ出され、顔面に切傷を負った。 

 

 

２．事故の原因 

今回の事故は、後輪ブレーキの点検整備不足及び事前のブレーキチェック

をしなかったことが事故の原因と思われる。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

事故を踏まえ、施設では、自転車の定期点検・整備を手順どおりに正確に

行うことを職員全員で改めて確認した。さらに、ブレーキの効き具合を必ず

乗車時及び下り坂の最初に確認するようにチェックシートの改善を行った。 

    

 

４．所見 

マウンテンバイクは、特性上一般の自転車よりも重心が高く、足が届きに

くい。また、タイヤが太く通常走行時はスピードを感じないが下り坂では思

いのほかスピードが出ていることがある。前輪に限らず後輪でも急にブレー

キをかければ、車輪がロックされバランスを崩しやすい。自転車に限らず施

設が貸与する物品は、事前に決めた手順に従って確認整備することが必要で

ある。また、同時に走行中のブレーキ操作を指導することが必要である。 
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（研修支援事業・体育館・クライミング） 

 

  

（18）クライミング中に落下した 

 
 

１．事故の概要 

  平成２１年８月１５日、スポーツ団体（４０名）が、プレイホールの壁に

設置してある高さ７メートル程のクライミングウォールを使って、スポーツ

クライミングを行っていた。６２歳の男性が、声掛けなしに突然降りてきた

ため、ロープ保持者がこれを支えきれず、降りてきた男性が床マットの上に

落下し、病院で腰椎圧迫骨折と診断された。 

 

 

２．事故の原因 

スポーツクライミングで降りるときには、ロープ保持者に合図をして、返

事を受けてから降りることになっていたが、事故に遭った男性がこの約束を

守らずに突然降りたため、ロープ保持者が支えきれず落下させてしまった。

事前の約束事が守られなかったために発生した事故である。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

この事例を教訓として、事前の約束事の確認だけではなく、指導中の意図

的な言葉掛けが効果的であるので、「降りたくなったら声を掛けて下さいね。」

「これから降ります。」など、登る者とロープ保持者の間に適切なコミュニ

ケーションを図ることを指導・助言するよう指導マニュアルを改善した。 

    

 

４．所見 

スポーツクライミングは、登る方ばかりに注目がいくがロープ保持者の助

けなしには安全を守れない。保持者は、常に登る人から目を離してはいけな

い。両者の間に意思の疎通があれば、上り下りはスムーズであろう。 

そのために必要な言葉掛けを事前指導や指導中に忘れることなく実践して

行くことが安全を守る第一歩である。また、今回の場合は用具に原因はなか

ったが、ロープは命綱であるので点検を怠らないことも大切である。 
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（研修支援事業・山・ウオークラリー） 

 

 

(19)ウオークラリー中に行方不明になった 

 
 

１．事故の概要 

  平成２２年６月、小学校の児童（５年生児童１０８名、引率教員８名）が、

グループに分かれてウオークラリー活動中に、男子児童１名が行方不明とな

った。保護者及び学校の要請により、施設、警察、消防、役場等による捜索

を行った結果、早朝に男子児童を発見して無事に保護した。 

 

２．事故の原因 

事故の原因は、行方不明となった男子児童が、ウオークラリー中に同じ班

の仲間と意見が対立したため、仲間の制止を振り切って自らの意思で班を離

脱したために発生したものである。 

 

３．事故を教訓とした改善 

この事故を踏まえて、施設では以下の点について改善・強化を図った。 

① 事前の打合せ及び下見等の機会に、引率責任者に対してウオークラリーの

意義、目的の理解と自然の中で行う活動で、常に危険が伴うことなど、安

全管理の徹底を図る。 

② コース上に配置する指導者数の適正な配置を求め、通過人員の確認など、

その役割を確実に説明し、綿密なプログラム指導を行うこととした。 

③ ウオークラリー開始前に、コース上に配置する指導者数とその役割分担及

び児童生徒の健康状況等を再度確認するとともに、定時連絡の徹底と特定

の配慮が必要な児童・生徒には必ず指導者が同行することとした。気象情

報等必要な情報は定時連絡時ではなく随時提供することにした。 

 

４．所見 

ウオークラリーの目的は、机上で学んだ地図の見方を体験的により深く理

解させるだけでなく、地図上のポイントを探すという共通の目的のためにグ

ループの構成員がみんなで話し合い、決定し、一緒に行動して目標を達成す

るという過程を通じて、協調性を育み、伸長させようとするところにある。 

したがって、本件のように、グループの構成員が分散して行動するといっ

たようなことを避けることが活動の前提であり、このことを指導者が十分理

解し、児童・生徒を指導することが大切である。また、特定の配慮が必要な

児童・生徒には、必ず指導者が同行することの徹底を図ることが重要である。 
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（研修支援事業・野外炊事場・野外炊事） 

 

 

（20）野外炊事中に遊んでいて怪我をした 

 
 

１．事故の概要 

  平成１９年６月５日午後５時３０分頃、中学校の生徒（２００名）が野外

炊事を行った。１２歳男子生徒が薪割りをしていて、誤って左手を切って病

院で４針縫合した。また、別の男子生徒が後片付け中に、友人とふざけてい

て転倒して右肘関節を切り、病院で右肘を５針縫合した。 

  

 

２．事故の原因 

この事例は、野外炊事中に同じ学校で２件の事故が発生した事例である。事

故の直接の原因は、前者が「なた」の使い方を誤ったこと。後者の事故が、友

だちとふざけていたことが原因であるが、同じ活動中に２件の事故が発生した

ことは指導のあり方に問題があるのではないかと考えざるを得ない。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  この事故を踏まえ、施設においては、プログラム相談や事前打ち合わせの

際に、引率者に対して野外炊事を実施する目的を確認し、生徒に対して野外

炊事の際の基本的な心構えと態度を指導することを職員で再確認した。 

 

 

４．所見 

野外炊事では、なたや包丁を使ったり、火を扱ったりするので、ふざけて

作業を行えば、時に大怪我になる。 

自分の分担が早く終わって時間をもてあまして遊んでしまったりすること

があるので、みんなで協力して行う目標を立てさせるなど、計画を立てる段

階から、安全のためには何が大切なのかを考えさせ、指導していくことが必

要である。 
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 （研修支援事業・野外炊事場・野外炊事） 

 

 

（21）友だちに押されて転倒した 

 
 

１．事故の概要 

  平成１９年８月２日午後３時３０分頃、ＮＰＯ団体の子どもたち（７６名）

が、野外炊事場付近に走って集合したところ、８歳の男子児童が友だちに押

されて後ろ向きに転倒し、排水溝のコンクリート部分で後頭部を打ち、病院

で後頭部を４針縫合した。 

 

 

２．事故の原因 

この事例は、必ずしも広いとはいえない野外炊事場で子どもたちを走って集

合させ、密集させたところに原因がある。野外炊事場は、なたや包丁などの刃

物があったり、かまどで火をおこしたりする場所であるので、そもそもその付

近で走ることは危険である。 

  

 

３．事故を教訓とした改善 

  指導者は、集合する場所に応じて集まり方を指示しなければならない。プ

ログラムが過密になりすぎると、次の活動のために子どもたちを急がせるこ

とになる。野外炊事場に限らず、施設の内外では走らせないように事前指導

において付け加え指導するようにした。 

 

 

４．所見 

今回の事故の対象者は８歳という少学校低学年の子どもである。友だちが

走って集まり出すと、我も我もと殺到する年齢である。指導者は、ただ「集

まれ」というだけでなく、どこに、どのように集まればいいのかを明確に指

示するべきであろう。この場合「集合します。歩いて、先生の前に班ごとに

集まりましょう。」などと具体的に指示をすることは、発達段階に対応した

指示であるし、安全にも配慮した言葉かけである。集まった後にどのような

隊形になっていればよいのかも指示すれば行動の目安になる。できるだけ早

く集合するというのは、そのようなことができてからの課題であろう。 
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（研修支援事業・野外炊事場・薪割り）  

 

 

（22）薪を足で踏んで折ろうとして転倒した 

 
 

１．事故の概要 

  平成１９年９月２０日午後３時３０分頃、中学校の生徒（１年生１４１名）

が野外炊事をしていた。１２歳男子生徒が節のある薪を折ろうとしたが折れ

ないので、薪をベンチに乗せて薪の片端を足で押さえ、もう片方の足で踏ん

で折ろうとしたが、薪は折れずに本人が転倒し、手をついた時に左前腕骨骨

折の怪我を負った。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、薪が折れなかったからといって、薪をベンチに乗せて

踏んで折ろうとし、本人がバランスを崩して転倒したことが原因である。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

野外炊事の実施に際し、本事故事例を説明し、節のあるような薪を安易に

足で折ることのないように付け加えて指導することとした。 

   

 

４．所見 

  体験があれば薪の質や太さを見て、自分の足で踏んで折れるかどうか判断

できるが、体験の乏しい今日の子どもたちは、大人が思いもつかない方法で

折ろうとする。 

野外炊事では、包丁、なた、などの刃物に加え、火や熱湯などを扱うので

周辺には危険が潜んでいる。用具などの保管や衛生管理とともに、子どもた

ちの指導に当たっては十分な気配りが必要である。 
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（研修支援事業・野外炊事場・薪割り） 

 

  

（23）薪割り中になたで手を切った 

 
 

１．事故の概要 

  平成２０年６月２０日、専門学校生（２１２人）が、野外炊事をしていた。

２０歳男性がなたで薪割りをしていたが、薪が斜めに裂けて薪を支えていた

左手人差し指を切り、病院で６針縫合した。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、この男性が、なたを使った薪割りの経験がないために、

節などがある薪を力を入れて割ろうとしたためであろう。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  事故を教訓として、同所では野外炊事の開始に際して、より具体的に、よ

り丁寧に、実技を交えて説明することにした。 

薪になたを少し食い込ませ、トントンと徐々に撃ちつけるごとに、薪はな

たの重さで自然に割れていくので、基本的には、薪を左手で触らないように

するのが一番安全である。そして一気に割るのではなく、徐々に力を入れて

割っていくように指導することを徹底した。 

また､平成２１年度に薪割り安全用具「ナタデアン」を開発し、活用してい

る。 

    

 

４．所見 

薪割り中になたで怪我をする事例は少なくない。施設では、野外炊事に当

たり対象者が、なたを使うことなどが初めてであることを前提として実技を

交えて指導しなければならない。野外炊事では、食器や食材の管理などとと

もに十分注意することである。 

また、なたに限らず包丁などの刃物は、切れ味が悪いと事故の原因になる

ので、時々研ぐようにしなければならない。 
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（研修支援事業・野外炊事場・野外炊事） 

 

  

(24)薪をバット代わりにして打った石で負傷した 

 
 

１．事故の概要 

  平成２１年７月３０日午後４時５０分頃、野外炊事場において小学校の児

童（１２３名）が野外炊事を行っていた。２人の児童が薪をバット代わりに

して石を打って遊んでいたところ、打った石が１０歳男子児童の額に当たり、

病院で２針縫合した。 

 

 

２．事故の原因 

今回の事故は、野外炊事時にふざけている児童がいたこと自体、大きな危

険をはらんでいる。そして、薪をバット代わりにした児童に対して指導者を

はじめ誰もやめるように注意、指導ができなかったことに原因がある。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

野外炊事は、施設で数多く行われている活動である。この事故を教訓に、

指導者に対して、子どもたちが野外炊事に参加する際の基本的な心構えや態

度について事前に十分指導するように助言するとともに、指導者は常に活動

全体を見渡し、適切な指導を心がけるようきちんと依頼することとした。ま

た、野外炊事に当たり、みんなで協力して行うための目標があるかなど、指

導のチェックポイントの改善を行った。 

 

 

４．所見 

子どもたちに対しては、道具の使い方を実際に示して指導することに加え、

ふざけて作業を行うと事故につながるという意識を持たせる必要がある。楽

しいはずの野外炊事が、怪我人続出ということのないように、計画を立てる

段階から、怪我防止のために何が大切なのか考えさせ、指導していく必要が

ある。 
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（企画事業・野外炊事場・野外炊事） 

 

 

（25）トイレでブユに刺された 

 
１．事故の概要 

  平成２1年７月２１日、企画事業（２６名参加）で、参加者が野外炊事を行

っていた。午後６時頃、この事業に参加していた１０歳の男子児童が野外炊

事の途中でトイレに行ったところ、股間をブユに刺された。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、男子児童が蚋（ブユ）の存在とその性質を知らずに刺

されてしまったことである。蚋（ブユ）は、ハエ目でハエの４分の１ほどの

大きさで、関東ではブヨ、関西ではブトとも呼ばれる。 

  

 

３．事故を教訓とした改善 

  この事故を踏まえ、施設ではオリエンテーションなどの機会に、施設及び

周辺にはブユという昆虫が生息していることを伝え、ブユに十分注意するこ

と、もし刺された場合には、掻かないで保健室に行き、傷口から毒を抜いて

ステロイド系の薬を塗ることが必要であると伝えるようにした。 

 

 

４．所見 

ブユは特に春から夏にかけて活発に活動する。ブユの幼虫は、清冽な水質

の指標昆虫となるほどで、水質汚染には弱く住宅地などではほとんど見られ

ない。成虫は、蚊やアブと同じくメスだけが吸血する。蚊と違い吸血すると

きに皮膚を噛み切り吸血するので痛みを感じる。翌日以降患部が通常の２～

３倍に激しく膨れ上がり、激しい痒みや頭痛、発熱の症状が１～２週間程続

く。 

予防に関しては、一般の虫除けスプレーではなく、ブユ専用のものを使う

ことが有効である。掻くと腫れが一向に引かなくなり、治ったあともシミと

して残るので決して傷口を触らないことである。 

  ブユに限らず、施設周辺には、危険な動植物が存在するので、例えば「し

おり」等に写真等で具体的に示して理解を深めてもらうようにすることも必

要ではなかろうか。 
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（研修支援事業・野外炊事場・野外炊事） 

 

 

（26）熱いなべのつるを持って火傷をした 

 
 

１．事故の概要 

  平成２１年７月２７日、中学校の生徒（８７名）が、野外炊事活動を行っ

ていたところ１４歳の女子生徒２名が熱い鍋のつるを持って火傷を負った。

１人の生徒は、軍手をはめている右手で鍋を持ち上げたが、熱かったことか

ら、軍手をつけていない左手で鍋のつるを持ってしまい、左手指を火傷した。

その約３０分後、もう１人の生徒は、軍手をつけて熱いなべのつるを掴み、

右手指を火傷した。 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、２名とも熱い鍋のつるを持ったために火傷をしたもの

であるが、鍋とつるの位置、それと火力との関係にもよるが、家庭のガスコ

ンロとは違い、薪で煮炊きをしていれば、鍋やつるは軍手だけでもてるよう

な熱さでないことは容易に想像できる。 

 

３．事故を教訓とした改善  

薪を使って火をおこし野外炊事を行うという活動は、おそらく子どもたち

にとっては、初めての体験であったと想像できる。指導者があらかじめ軍手

に加えタオルや雑巾を用意するとともに、熱いことを予想し、いきなり鍋や

つるを持ち上げないように伝えておくことが必要であった。また、状況によ

っては、鍋掴みを使用する方法もあった。 

施設では、事故事例を引き合いに出し、指導者に対して、高温の鍋のつる

を掴む時は、鍋掴みを使い、火傷に十分注意して持ち上げるように、また軍

手で掴む時には、熱さを確認しながら急に掴まないよう指導を改善した。 

 

４．所見 

野外炊事での火傷は、不注意で熱湯などをかぶる場合が多い。今回のよう

に熱さ対策のため軍手をはめていて、鍋のつるを自らつかんで火傷が起こる

ということは予見できなかったのであろう。しかし、ある程度経験のある指

導者であれば、火加減と軍手の厚さを見て火傷の危険性も見当がつくであろ

う。事業実施中の安全確認を励行し、「そんな薄い軍手では無理だ。」と止

めていれば、事故を回避できた。施設としても利用の手引き等に野外炊飯に

際して火傷対策のためのタオルや雑巾の持参を記載することも必要であろう。 
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（企画事業・山・キャンプ） 

 

 

（27）笹薮でマダニに刺された 

 
１．事故の概要 

  平成１８年８月１０日午前１０時３０分頃、企画事業（参加者１７名）の

プログラムで、施設外で子どもたちが秘密基地を作る活動を行っていたとこ

ろ、９歳の男子児童が笹薮の中で首筋をマダニ（ササダニ）に刺された。後

日、マダニの頭部が、この男子の首筋に食い込んで残っているのがわかり、

病院で切開してマダニの頭部を除去し、２針縫合した。 

  

 

２．事故の原因 

この事故は、児童が草の多いところでマダニに刺される危険性を知らずに、

刺されてしまったことで起こった事故である。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  この事故の教訓としては、草の多いところで活動する時には、マダニに刺

されることもあるので、その対処法を理解させておくことの大切さを再確認

した。マダニを不用意に引っ張ってとってしまうと大変なことになる。活動

中に出会うかもしれない危険な動物の種類の中にマダニも加え、事前に指導

するように改善した。 

 

 

４．所見 

マダニは大型のダニの一種で、草の中にひそんでいて生物に飛び移り吸血す

る。吸血によってダニの体は５倍ほどに大きく膨れあがる。一度口器を差し込

んだマダニは、吸血が終わるまで１～２週間程度は体から離れない。無理にマ

ダニを引き抜こうとすると、体液の逆流を招いたり、このたびの事故のように

体内にマダニの頭部が残ってしまったりする。また、細菌感染の恐れもあるた

め、マダニに刺されたらできるだけ早く皮膚科を受診する必要がある。 

また、マダニが体から自然に離れた場合でも、マダニを捨てずに保存し、念

のためそのマダニを持参して受診すると安心である。 

マダニばかりでなくその他の危険な動植物についても、正しい対処法を指

導者や参加者に伝えておかなければならない。特に危険なものはリストアッ

プしておく必要があるだろう。 
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（研修支援事業・野外通路・ハイキング） 

 

 

（28）ハイキング中に転落し頭を石にぶつけた 

 
 

１．事故の概要 

  平成１９年６月１１日、小学校の児童（児童８８名、引率教員５名）が野

外冒険ハイキングに出かけたが、その内の数グループが道に迷って尾根道よ

りそれて沢へ迷いこんでしまった。道に迷ったことに気づいた児童数名が急

いで元の道に戻ろうと脇の急斜面を登ったところ、その中の 1人である１１

歳の男子児童が転落し、頭を石にぶつけた。救急車で病院に搬送したところ、

頭蓋骨骨折の重症を負った。 

 

 

２．事故の原因 

この事例は、２つの要因が重なって事故につながったと思われる。第１は、

ハイキングで道に迷った時にどのようにすればよいのか、児童に指導が行き届

いていなかったことである。第２は、急いでもとの道に戻ろうとして安全を考

えずに脇の急斜面を登っていったことである。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  この事故を教訓として、ハイキングルートにかかる全範囲について危険箇

所の再確認を行った。同時に、事前打ち合わせ・踏査時に、新たに危険箇所

を示したマップを作成して、説明・指導することにした。 

 

 

４．所見 

自然体験活動の実施に当たっては、施設職員の助言等を踏まえ、引率者が

事前に下見をし、踏査することが活動の安全を確保する上で不可欠である。

活動参加者の経験度や年齢にもよるが、子どもたちが迷いやすいと思われる

ような地点には、指導者を配置するような配慮が必要であろう。 

また、施設側にとって、広大な敷地の全てを管理するといったようなこと

は不可能であることから、危険箇所を記した適切な地図の提供とともに、道

の分岐点等には看板等を設置することも検討して良いのではないか。 
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（研修支援事業・川・沢登り） 

 

  

（29）沢登り活動中に滑って転倒した 

 
 

１．事故の概要 

  平成１９年９月２６日午前１１時３０分頃、小学校の児童（５年生１３３

名）が、沢登り活動で川の中を歩いていて２人の女子児童が怪我をした。１

人の児童は、滑って転倒し、前腕部を岩に強打し左橈骨遠位端骨折の怪我を

負った。もう１人の児童は岩の間に右足をはさみ、転倒し右足首を捻挫した。 

 

 

２．事故の原因 

今回の事故の原因は、児童が足元を見ずに、足を滑らしたことにあると思

うが、２人の児童が怪我をしたということは、指導者の事前の指導や注意が

不足していたことも考えられる。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

沢は大雨等によりその地形が度々変わる。施設においては、定期的に職員

が実際にコースを踏破して川底の様子を調べ、利用団体に対して詳細な情報

を提供するようにした。 

 

 

４．所見 

沢登りをする際には、川を遡っていくので足元をよく見て滑らないように

両手両足を使って注意深く登ることが必要である。 

沢登りは、非日常的な体験で、流れる水の冷たさを肌で感じることのでき

る人気のあるプログラムである。しかし、石が散在する川の中を歩く活動に

は常に危険が伴う。活動プログラムの編成に当たって事前踏査は欠かせない。

また、施設は、事故事例なども提供しつつ、指導上の留意点などについて十

分助言することが必要である。 
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（研修支援事業・山・登山） 

 

 

（30）登山中に前方不注意で滑り落ちた 

 
 

１．事故の概要 

  平成２０年５月２７日、中学校の生徒（２年生５１名）が登山を行った。

午後２時１０分頃、１３歳女子生徒が、登山道の脇の斜面に滑り落ちた。同

生徒は、急いで登山道に戻ろうと斜面を登った時にも滑って、さらに５m下に

落下して右足関節を捻挫した。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、生徒の前方不注意である。１３歳の女子生徒は、登山

中、後ろ向きで友人との話しに夢中になり、足元を見ていなかったとのこと

である。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  この事故を踏まえ、施設では活動の説明資料に、「山道ではしっかり自分

の進む方を見て歩く」という文言を書き加え、よそ見やわき見をしながら歩

くとどのような危険があるか、指導することにした。 

 

 

４．所見 

  一般的には、転倒などの事故は、登山中よりも下山中が多い。特に下り坂

で走って石などにつまづいて怪我をするケースが多い。 

しかし、この事故は、後ろにいる友だちとの話に夢中になりすぎて、道を

踏み外してしまったものであり、注意力の散漫が怪我につながった。 

集団登山では、装備などとともに、生徒の体力などを考えた歩き方や隊列、

指導者の配置、怪我人や落伍者が出た場合の措置など、綿密な登山計画を立

てることに加え、実施中は生徒の健康観察や隊列の確認など、常時安全に気

を配ることが大切である。 
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  （研修支援事業・山・トレッキング） 

 

 

（31）トレッキング中に蜂に刺された 

 
 

１．事故の概要 

  平成２１年１０月５日、中学校の生徒（１年生１８５名）が、トレッキン

グを行っていた。午前１１時頃、地中から出てきた多数の蜂（クロスズメバ

チ）に襲われ、男子生徒１３名、女子生徒４名、引率教員１名が刺されて病

院で塗り薬や注射による治療を受け、飲み薬を処方された。 

 

 

２．事故の原因 

この事故は、トレッキング中の一団がクロスズメバチの巣穴（地中に巣を

作る。）があることに気づかず、巣に近づきすぎたためにクロスズメバチの

攻撃を受けたことが原因である。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

事故の教訓を踏まえ、オリエンテーションなどにおいて、スズメバチを見

た場合には、近くに巣があることも想定されるので①大声を出したり、強い

振動を与えたりしないこと②蜂は左右の横向きや急激な動きには敏感なので、

手で払ったり服やタオルなどを振り回したりするのは危険であること③頭

（黒色）を隠し姿勢を低くしてゆっくりその場を離れることを指示している。 

 

 

４．所見 

スズメバチによる被害の大半は８月～１０月の３ヶ月間に発生する。中で

も９月が最も多いとされているので、特にこの時期には注意が必要である。

スズメバチの総攻撃までには流れがある。まず、巣の近くでは、偵察蜂が侵

入者の周囲を飛び回って警戒する。ここで大声を出したりすると、巣穴の表

面に多数の蜂が出てきて「カチカチ」という威嚇音を発する。さらに近づく

と偵察蜂が空中にフェロモンを撒き散らす。それに反応して興奮した働き蜂

が巣の中に警報フェロモンを撒くことにより、集団で侵入者を攻撃し始める。

巣のそばにいることが一番危険である。 

秋にはスズメバチに注意することが必要である。施設の点検や利用者から

の通報で巣を見つけたら直ちに撤去することが必要である。 
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 （研修支援事業・山・そり） 

 

 

（32）そりがこぶで跳ねて怪我をした 

 
 

１．事故の概要 

  平成２２年３月２６日午後４時頃、青少年団体（５６人）が、そり等の雪

遊びを行っていた。引率者の１人である５８歳の女性が、そりに乗って施設

の玄関前から駐車場に続く法面を滑走していたところ駐車場前の段差ででき

たこぶでそりが跳ねて、着地した際に腰を強打した。その結果、背骨骨折と

いう重症を負った。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の直接的な原因は、指定以外の場所で、そりを勝手に滑らせて発

生した事故である。安全意識の低さ、判断能力の欠如が原因と思われる。 

この引率者は、団体代表者から雪遊びの指定場所の説明も聞かずに勝手に

子どもたちに指示をして、そりで滑っており、施設側の指示が利用団体全員

に伝わらなかったこともその原因となっている。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

団体の落度による事故ではあるが、そり等の活動場所の再点検と安全管理

に関する事前指導の徹底を図っている。事故現場は、道路も横切っているた

め車の往来もあり、危険であるのでそり等の滑降は禁止していた。現在、玄

関前から駐車場に続く法面には、ロープを張り、そり等で滑らないようにし

ている。  

 

 

４．所見 

  団体代表者に当日の雪遊びの場所としてグランドで行うよう地図にて説明

指導中に、この引率者が勝手に玄関に置いてあるそりを出して、滑ったため

に生じた事故である。夕方に入所し、日没が迫り、活動時間が残り少ない中

での行動であったことが想像される。事前指導内容が、団体全員に行き渡る

よう団体代表者に伝えておくことも大切である。 
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  （研修支援事業・海・シーカヤック） 

 

 

（33）シーカヤックが転覆し岩場で負傷した 

 
 

１．事故の概要 

  平成１８年７月２日午後３時頃、中学校の生徒（２学年２４名）が、湾内

でシーカヤックの活動を行った。事前指導の後、練習漕艇のため全艇一斉に

海へ出た。活動を始めた頃になると波や風が強くなったため、通常の半分ほ

どの距離で引き返すように指示を出した。しかし、１艇のカヤックが岩場付

近に流され、横波を受けて転覆し乗っていた男子生徒２名の内１名が岩場で

右膝に切傷を負った。 

 

２．事故の原因 

この事例は、子どもたちがカヤックの操縦に不慣れであり、波に対しての対

応ができずにカヤックが岩場に流され転覆したこと、また適切な指導・監視体

制をとらなかったことにあると思われる。 

 

３．事故を教訓とした改善 

カヤックやカッターなど海の活動では、波や風などの状況を確認するとと

もに、天候の変化を予測した上で実施できるかどうかを判断することが最も

大切である。今回の事故を教訓とし以下の改善を行った。 

① 活動者の多くが初めてカヤックを操縦することを前提にして、波の強さ

や風向き、波高等を一層慎重に見極め実施の有無を決定すること。 

② 波や風の状況を踏まえ、出艇数や活動場所、指導・監視体制、救助体制

等を整える。 

③ 指導方法の充実を図るための職員研修を充実させる。 

 

４．所見 

波の高さがもっと高く、風がもっと強くなっていれば、転覆する艇数が増

えていたと考えられ、救助が困難となる状況になる。 

指導に際しては、海の状況（波や風）を十分に考慮し、活動者の発達段階

や活動における習熟度を踏まえた上での指導を行うこと、また指導・監視体

制をとることが重要である。そのような意味で、今後、職員が研修を重ね、

指導方法の充実を図るとともに、安全管理体制の構築が大切であろう。 
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 （研修支援事業・海・シュノーケリング）  

 

 

（34）シュノーケリングのフィンをつける際に転倒した 

 
 

１．事故の概要 

  平成１８年８月１４日、社会人と大学生のグループ（７名）がシュノーケ

リングの活動中、２３歳男性がフィンをつけようとした際に、波にあおられ

て転倒し、右腕を岩にぶつけて切り、病院で６針縫合した。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、男性がシュノーケリングに未熟であったことと、この

ような初心者を岩場に近いところで活動させていたことであろう。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  この事故を踏まえ、施設ではシュノーケリングの際のフィン装着は、安全

な砂場で行うように改善した。 

 

    

４．所見 

  海の中であろうと外であろうと、岩場で活動すれば、擦り傷や切り傷は仕

方がないであろう。しかし、可能な限り事故は少なくしたいものである。 

海の活動においては、指導者が近くに位置して、参加者のどのような小さ

な動きも見逃すことなく、危険に結びつくことはないか、常に目を配る必要

がある。 
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（研修支援事業・海・たらい舟） 

 

 

(35)たらい舟を台車で運んでいた時に怪我をした 

 
 

１．事故の概要 

  平成１９年７月２日午後４時頃、中学校の生徒（２年生約８０名）が海で

の活動を終えて、活動で使った「たらい舟」を男子生徒２人で台車に積んで

運んでいた。１人が台車の前を持ち、もう１人が後ろを持っていたが、後方

の男子が足を滑らして台車を持つ手をゆるめた瞬間に台車の前が跳ね上がり、

前方の男子が台車の金属部分で右下肢を切り、病院で１０針縫合した。 

 

 

２．事故の原因 

事故の原因は、台車の前後を持っていた男子生徒の不注意と、台車の構造

を踏まえた使用方法を事前に施設から団体指導者へ伝えていなかったことに

起因すると考えられる。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  事故を踏まえて施設では、活動の準備から後片付けまでが活動であると捉

え、協力して準備や後片付けをすることが事故防止にも有効であると指導の

際に呼びかけることにした。併せて、活動用具の正しい使い方の指導を依頼

した。また、「たらい舟」を運ぶ台車の一部を改良し、より安全なものとし

た。 

 

   

４．所見 

この事故は、活動後の疲れで緊張感の抜けている状態での事故だったのか

も知れない。せっかく海上活動で培った協力や連帯することの大切さを忘れ

ず、後片付けが全部終わるまで、集中して参加させていきたいものである。 

事故を踏まえ、施設においては、「たらい舟」を運ぶ台車の一部を改良し

たとのことであり、このように事故の教訓を具体的な改善につなげていくこ

とが大切である。 
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（研修支援事業・海・シーカヤック） 

 

 

(36)シーカヤックのパドルで顔面を負傷した 

 
 

１．事故の概要 

  平成１９年７月４日午後３時頃、中学校の生徒（１年生９０名）が、シー

カヤックの活動をしていた。カヤックには１２歳の女子２人が乗っており、

１人の女子が立ち漕ぎをしようとカヤックの上に立った時にバランスを崩し

て転覆した。その際、転落した女子の顔面にパドルが当たり、左目の上を１.

５ｃｍ位切った。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の直接の原因は、立ち漕ぎをしたことにある。立ち漕ぎでは当然カ

ヤックは転覆しやすく、危険度も増す。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

この事故の教訓として、シーカヤックにおける複数での立ち漕ぎの難しさ

と危険度を考慮し、立ち漕ぎを行わないことにした。 

 

 

４．所見 

経験の浅い者にとってカヤックの立ち漕ぎは難しく、カヤックの転覆は容

易に起こり得る。 

本事故を踏まえ、施設では立ち漕ぎを止めたとのことであり、妥当な措置

である。 
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（研修支援事業・海・カヌー） 

 

 

（37）カヌーといかだが沖に流された 

 
 

１．事故の概要 

  平成２１年５月２７日午後１２時２０分頃、Ａ中学校の生徒（５４名）が

カヌー活動を、Ｂ小学校の児童（４２名）がいかだ活動をそれぞれ実施して

いた。活動中に強風に煽られたカヌーやいかだが沖に流され、多数のカヌー

が転覆した。カヌー活動中の５４名中、監視艇２隻により救助された者が３

８名、自力での帰還した者が３名、消波ブロックへ避難した者が９名、海上

保安庁巡視艇で救助されたものが４名であった。 

また、いかだ活動中の４２名中、監視艇による救助が２１名、漁船による

救助が２１名であった。救助者のうち、Ａ中学校の生徒１１名、教諭１名及

び青少年の家職員１名が病院に搬送された。全員手当てを受けて帰宅し、入

院者はいなかった。 

 

 

２．事故の原因 

この事例の原因は複合的である。①現地責任者が明確でなかった。②気象・

海象情報の入手方法が十分でなかった。③気象・海象情報の変化に対する情

報把握が十分でなかった。④実施や中止の判断基準が明確でなかった。⑤監

視体制が十分でなかった。⑥海浜活動の受け入れ人数が過多であった。⑦連

絡体制が十分でなかった。⑧活動の開始時刻の遅れにより活動時間が短縮さ

れた。⑨安全指導内容が十分でなかった。⑩救助体制が十分でなかった。⑪

外部諸関係機関への連絡が遅れた。⑫活動記録がされていなかった。⑬職員

研修が十分でなかったということがあげられる。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

この事故の発生を踏まえ、施設では安全対策チームを設置し、事故の発生

経過、事故原因とその背景にある問題点、改善の方向性について検証し、そ

の概略をまとめるとともに安全対策マニュアル案を策定した。さらに第三者

委員会を設置し、意見や指導を求めることにした。 

改善策としては、①海浜活動に関する海浜活動責任者を置く。②現場に実

施・中止の判断をする現地責任者を置く。③管理棟に海浜活動全体を監視す

る現地スタッフを置く。④気象・海浜情報を気象台や漁協等からも入手し、
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職員間で共有する。⑤管理棟に風速計、風向計等の計測器等を整備するとと

もに、インターネット環境を整える。⑥海浜活動の実施・中止の判断基準を

作る。⑦受け入れ人数や団体数の基準を作る。⑧無線台数を増やし、旗やホ

イッスルも携帯する。⑨時間的な余裕をもった利用団体プログラムにする。

⑩安全な指導方法のミニマムスタンダードを作る。⑪監視艇にも救助艇と同

様の機材・人的要件を備える。⑫緊急時対応マニュアルを作成し訓練を実施

する。⑬事故発生時、活動参加者名簿を提示できるようにする。⑭海浜活動

記録簿に記録する。⑮自然現象の変化を把握できる講習を実施する。⑯専門

性の高い講習会を受講し、知識や技術を向上させる。 

 

 

４．所見 

  幸いにして、この事故で人命が失われるということは無かったが、救助が

遅れれば大惨事になりかねなかった。しかし、子どもたちの中には事故後に

おいてもなお事故での恐怖が心の傷となっている者もいると聞く。 

事故調査結果のまとめの中に、「今シーズンに入って快晴が続き、また、

過去にこのような経験をしたことがないことから、油断の心があったのでは

ないかと深く反省している。」という文面がある。「今まで事故が無かった

から」「昔から、これでやってきたから」といった油断が事故につながる。 

  当該施設においては、「海浜活動事故報告書」を参考にして、一つ、一つ

着実に改善を図るとともに、この事故を後世まで語り継ぎ、緊張感を持って

海浜活動の指導に当たってもらいたい。 
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（研修支援事業・海・シーカヤック） 

 

  

（38）広場の側溝に足が落ちた 

 
 

１．事故の概要 

  平成２１年６月４日午後４時０５分頃、小学校の児童（５年生４５名）が

シーカヤックの活動を終えた。その後、希望者が岸壁から海に飛び込むこと

に挑戦しようと歩いて集合場所に移動する際に、１０歳女子児童が、広場を

横切っている側溝の蓋がずれていることに気づかずに落ち、蓋で右膝から大

腿までを擦過傷を負った。 

 

 

２．事故の原因 

今回の事故は、児童が側溝の蓋がずれていることに気づかなかったこと、

側溝の蓋がはずれたまま放置されていたことである。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

活動の実施場所については、安全管理に配慮しているが、活動場所を結ぶ

動線の安全管理が図られていなかった。施設では、移動する際に通路となる

動線上の障害物等にも注意し確認するようにした。 

 

 

４．所見 

シーカヤックの活動が終わり、児童も指導者も通常より注意力が落ちてい

たのかもしれない。しかし、指導者は、移動に際して集合場所を指示するだ

けでなく、先頭を歩き引率すべきであろう。 

さらに、側溝の蓋が外れていたことに気づかなかったこともさることなが

ら、希望者とはいえ体力を消耗する海の活動を二つも実施することが必要な

のか疑問が残る。 
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 （研修支援事業・野外広場・休憩中） 

 

 

（39）落石で頭部を負傷した 

 
 

１．事故の概要 

平成１８年４月３０日午後１２時４５分頃、高等学校の生徒（１年生２７

０名）が、広場で昼食をとり休息している際に、１０名ほどの生徒が広場横

にある斜面の中腹まで登った。落石を知らせる声が聞こえたが間に合わず、

直径２０ｃｍほどの石が、後から登ってきた１５歳男子生徒の頭部を直撃し

た。救急車で病院に搬送し、後頭部挫傷の診断を受け、傷口を縫合した。 

 

 

２．事故の原因 

  事故の直接の原因は、生徒が誤って浮石を落したことであるが、前年にも

同じ場所で、落石による事故が発生していることから、落石の恐れがある斜

面に立ち入らせたことにも問題があるのではないか。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  事故の現場となった斜面は、一面にススキが生い茂る場所であり、３月中

旬に野焼きすることから、石が露出し落石の危険が増す。施設では、地元と

協力し可能な限り浮石を撤去するとともに、ハイキングコースである歩道以

外への立ち入りを禁止した。また、野焼き後、ススキが芽を出して生い茂る

までの期間は、特に注意を喚起している。 

 

  

４．所見 

今回の事故は、指導者が昼食後や自由行動時にこのような落石の危険を伴

う場所に生徒を自由に踏み入らせていたところに危機管理意識の希薄さを感

じる。事故の発生を踏まえ、施設が落石の撤去と立ち入り禁止とした措置は

時宜を得た措置であろう。 
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 （研修支援事業・野外広場・つどい） 

 

 

（40）つどいのゲーム中に転倒した 

 
 

１．事故の概要 

  平成２０年５月１５日、「夕べのつどい」時に大学生と教員（学生２３名・

教員１１名）が、職員の指導の下で「ジャンケン陣取りゲーム」を行った。

５３歳女子教員がゲーム中に転倒し、胸や膝等を打った。 

つどいの終了後、病院での受診を勧めたが、本人は「大丈夫」とのことで

受診しなかった。 

その後、夜間の研修終了後に痛みを覚えたことから、自ら市内の病院を訪

れ、打撲との診断を受けて、痛み止め内服薬を処方され、翌日退所した。 

退所後、女子教員との間で、見舞金支払いに伴う経過確認や見舞いが電話、

訪問で行われた。なお、女子教員は、事故から１年半ほど経過した平成２１

年１０月に業務上の事故であったとして、労働基準監督署から後遺症労災１

２級に認定された。 

  その後、平成２２年２月に、①準備体操もしないでゲームをさせたこと、

②広場がコンクリートで危険であったことなどが事故の原因であるとして、

女子教員（事故者）の委任を受けた弁護士から､文書により慰謝料が請求され

た。施設では、この賠償請求に対して保険会社の弁護士を通じて、賠償請求

には応じられないことを文書で回答した。 

  その後、現在まで賠償請求は行われていない。 

 

 

２．事故の原因 

この事故の原因は、ゲーム中に誰かと接触したというようなことではなく、

事故者が自ら転倒したことに起因するものである。なお、事故者は、以前か

ら「膠原病」と診断されていたとのことであった。 

 

 

３．事故を教訓とした改善 

  この事故を踏まえ、施設では、ゲーム等の実施について、改めて「利用の

手引き」に「夕べのつどいでは、団体相互の研修参加者の交流を目的として

簡易なゲームを行う」旨を明記した。また、ゲーム等の実施に際し、その内

容をよく説明するとともに、気分が優れない方や体調が不良な方は強制参加

ではないことを伝えることにした。 
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また、ゲーム指導技術の向上や安全指導の徹底を図るための職員研修を実

施した。 

 

 

４．所見 

  ゲームに限らず、野外活動の実施に当たっては、参加者の健康観察や服装

確認は必須である。運動するにふさわしくない服装で運動すれば、事故の原

因となり得る。また、指導者は、対象者の人数や年齢、属性などを勘案して

行うゲームを選択することが必要であり、常に指導技術の向上を図ることが

求められる。 

  また、得てしてこのような事故が発生すると、「伝えた」、いや「聞いて

いない」といった議論になりがちである。そのような事態を招かないために

も必要な事項は、「利用の手引き」や「活動のしおり」といった説明資料に

記述しておくことが重要である。 

なお、事故の原因をめぐり、トラブルとなるケースでは、事故者に対する

施設のアフターケアが十分行き届かず、感情的な行き違いが背景となる場合

が多々見受けられる。事故原因に思いをめぐらせる前に、事故者に対する直

後の気持ちのこもった暖かいケアが必要である。 
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