
CHILDREN’S PLAY AND LEISURE – PROMOTING A BALANCED APPROACH 

1. Health and safety laws and regulations are sometimes presented as a reason why certain play 
and leisure activities undertaken by children and young people should be discouraged.  The 
reasons for this misunderstanding are many and varied.  They include fears of litigation or 
criminal prosecution because even the most trivial risk has not been removed.  There can be 
frustration with the amounts of paperwork involved, and misunderstanding about what needs to 
be done to control significant risks.   

2. The purpose of this statement is to give clear messages which tackle these 
misunderstandings.  In this statement, HSE makes clear that, as a regulator, it recognises the 
benefits of allowing children and young people of all ages and abilities to have challenging play 
opportunities.   

3. HSE fully supports the provision of play for all children in a variety of environments.  HSE 
understands and accepts that this means children will often be exposed to play environments 
which, whilst well-managed, carry a degree of risk and sometimes potential danger.   

4. HSE wants to make sure that mistaken health and safety concerns do not create sterile play 
environments that lack challenge and so prevent children from expanding their learning and 
stretching their abilities. 

5. This statement provides all those with a stake in encouraging children to play with a clear 
picture of HSE’s perspective on these issues.  HSE wants to encourage a focus on the 
sensible and proportionate control of real risks1 and not on unnecessary paperwork.  HSE’s 
primary interest is in real risks arising from serious breaches of the law and our investigations 
are targeted at these issues. 

Recognising the benefits of play 

Key message: ‘Play is great for children’s well-being and development.  When planning and 
providing play opportunities, the goal is not to eliminate risk, but to weigh up the risks and 
benefits.  No child will learn about risk if they are wrapped in cotton wool’. 

6. HSE fully recognises that play brings the world to life for children.  It provides for an exploration 
and understanding of their abilities; helps them to learn and develop; and exposes them to the 
realities of the world in which they will live, which is a world not free from risk but rather one 
where risk is ever present.  The opportunity for play develops a child’s risk awareness and 
prepares them for their future lives. 

7. Striking the right balance between protecting children from the most serious risks and allowing 
them to reap the benefits of play is not always easy.  It is not about eliminating risk.  Nor is it 

1 The Courts have made clear that when health and safety law refers to ‘risks’, it is not contemplating risks that are trivial or fanciful.  It is not the purpose  to impose 
burdens on employers that are wholly unreasonable (R v Chargot (2009) 2 All ER 660 [27])

1.　安全や衛生・保健の法律はしばしば子どもや青少年の遊びや遊戯活動を大きく妨げる原因にな
ります。例えば、気にも留めないような些細なリスクが一旦過剰な心配の種になると、それが訴訟
や起訴への恐れに繋がる事があります。日々の忙しさに忙殺されて、本当に重要なリスクの管理が
そもそも必要かどうかさえ置き去りにされてしまっています。 

2.　この通達では、リスクに対する頻出する誤解にどう取り組めばいいかを一般に伝えることを目
的としています。この通達の中で、HSEは―規制当局として―それぞれの子どもの能力に関係な
く、あらゆる年齢の子どもや青少年がチャレンジ性の高い遊びの機会を持つことのベネフィットを
認めていることを宣言します。 

3. 　HSEは、様々な環境におけるすべての子どもたちの遊び場の提供を積極的にサポートします。
子どもたちがしっかりと管理されている環境がある一方で、ある程度のリスクや時には表に出ない
潜在リスクを伴う遊び環境にさらされることを、 HSEは理解し、許容しています。 

4. 　誤解されやすい安全や衛生・保健の法律のデメリットとしてチャレンジ性に欠け楽しみが無
いような不毛な遊び環境が作られないようにし、子どもの学びや発達を妨げてはいけないというの
がHSE の見解です。 

5.　上記の問題に対するHSEの見解の伝達の確実性を高めることを目的とする為、この通達の「対
象」は子どもたちが遊ぶことに関与する「全ての人」です。HSEは不必要な心配や仕事を省き、実
際のリスク(※1)に対する実用的で適切なリスクマネージメントに焦点を当てることを促進しま
す。HSEが重きを置く関心は、重大な法律違反から生じる実際のリスクにあり、調査などはその問
題に焦点を当てています。 

遊びのベネフィットを認識する 

重要事項：「遊びは子どもの健康や発達にとって、最高で最効率な行為だと言えます。遊びの機会
を計画して環境を作る際に目標とするのは、リスクを排除することではなく、リスクとベネフィッ
トを比較し、検討することです。ふわふわコットンのような柔らかいものに包まれているような状
態では、子どもはリスクについて何も学べません。」 

6. 　遊びが子どもたちの人生という名の世界を創るということを、HSEは完全に同意します。それ
ぞれの子どもが自己の能力を知り、理解するきっかけを与え、学ぶ機会を提供し、成長します。 
そして、皆が生きていく世界の現実を身をもって感じることとなります。それは、リスクのない世
界ではなく、リスクが常に存在する世界です。遊びは子どものリスクに対しての意識を高め、子ど
もの未来に備えます。

発起：子どもたちの遊びと遊戯活動におけるバランスのとれたアプローチ

　※1. 裁判所は、安全や衛生の法律において「リスク」という単語を指す場合、些細なまたは空想的なリスクは考慮していないことを明確にしました。  
　　　 これは、責任者や職員に不合理な負担を負わせない為です。



about complicated methods of calculating risks or benefits.  In essence, play is a safe and 
beneficial activity.  Sensible adult judgements are all that is generally required to derive the 
best benefits to children whilst ensuring that they are not exposed to unnecessary risk.  In 
making these judgements, industry standards such as EN 1176 offer bench marks that can 
help.

8. Striking the right balance does mean:

 Weighing up risks and benefits when designing and providing play opportunities and 
activities

 Focussing on and controlling the most serious risks, and those that are not beneficial to 
the play activity or foreseeable by the user  

 Recognising that the introduction of risk might form part of play opportunities and activity 
 Understanding that the purpose of risk control is not the elimination of all risk, and so 

accepting that the possibility of even serious or life-threatening injuries cannot be 
eliminated, though it should be managed 

 Ensuring that the benefits of play are experienced to the full 

9. Striking the right balance does not mean: 

 All risks must be eliminated or continually reduced 
 Every aspect of play provision must be set out in copious paperwork as part of a 

misguided security blanket 
 Detailed assessments aimed at high-risk play activities are used for low-risk activities 
 Ignoring risks that are not beneficial or integral to the play activity, such as those 

introduced through poor maintenance of equipment 
 Mistakes and accidents will not happen 

What parents and society should expect from play providers 

Key message: ‘Those providing play opportunities should focus on controlling the real risks, 
while securing or increasing the benefits – not on the paperwork’. 

10. Play providers2 should use their own judgement and expertise as well as, where appropriate, 
the judgement of others, to ensure that the assessments and controls proposed are 
proportionate to the risks involved.   

11. They should communicate what these controls are, why they are necessary and so ensure 
everyone focuses on the important risks. 

12. It is important that providers’ arrangements ensure that: 

 The beneficial aspects of play - and the exposure of children to a level of risk and 
challenge - are not unnecessarily reduced 

 Assessment and judgement focuses on the real risks, not the trivial and fanciful 
 Controls are proportionate and so reflect the level of risk 

2 Play providers include those managing or providing play facilities or activities in parks, green spaces, adventure playgrounds, holiday 
playschemes, schools, youth clubs, family entertainment centres and childcare provision. 

7.　子どもを深刻なリスクから保護することと、遊びのベネフィットを享受することの適切なバラ
ンスを取ることは、必ずしも容易ではありません。リスクを排除すれば良いという話ではありま
せんし、複雑な計算方法から割り出したリスクやベネフィットの数値などもありません。本質的
に、遊びは安全で有益な活動です。子どもが不必要なリスクにさらされないことを保証しながら
最善のベネフィットをもたらすためには、大人の冷静な判断が求められます。その判断を下す
為、EN 1176などの遊びの基準は重要な役割を果たします。 
 
8.　適切なバランスをとるということは、次のことを意味します。 
 
・　遊びを設計する際、リスクとベネフィットを比較し、検討する。 
・　深刻なリスクおよび遊びの体験にとって有益ではない、またはユーザーが予測できないリス
クに焦点を当て、マネージメントする。 
・　リスクの導入が遊びの機会と体験の一部を形成する可能性があるということを認識する。 
・　リスクマネージメントの目的は、すべてのリスクを排除することではないことを理解する。
そして時には深刻な怪我や生命に関わる怪我が起こる可能性があるリスクさえ(マネージメントす
る必要はあるが)排除しない考えを理解する。 
・　遊びのベネフィットが最大限に発揮されるようにする。 
 
9.　適切なバランスをとることは、次のことを意味しません。 
 
・　すべてのリスクを排除、または継続的に削減する。 
・　遊び場のすべての場所においておびただしい量の書類を用意することで見当違いの安心感を
与える。 
・　低リスクの遊びに対して高リスクの遊びを視野に入れたアセスメントを行う。 
・　遊具のメンテナンス不備から発生するリスクに代表される遊びの体験に有益ではない、また
は不可欠ではないリスクを無視する。 
・　ミスや事故は絶対に起こらない。 
 
 
保護者や社会が遊び場の提供者に期待すべきこと 
 
重要事項：「遊びの機会を提供する人は、卓上の理論ではなく、ベネフィットを確保または増や
すという事に関して、実物のリスクマネージメントに焦点を当てるべきです。」 
 
10.　遊び場の提供者(※2)は、提案されたアセスメントとマネージメントすべきリスクに対応する
ことを保障するために、独自の判断と専門知識、および必要に応じて他の判断を使用する必要が
あります。 
 
11.　そのマネージメントとは具体的に何なのか、なぜそれらが必要なのかを伝え、誰もが重要な
リスクに焦点を当てるようにしなければなりません。 
 
12.　遊び場の提供者の取り決めにより、次のことを確認することが重要です。 
・　遊びのベネフィット‐子どもたちのチャレンジやリスクの体験を不必要に減らさない。 
・　アセスメントと判断は些細で空想的なものではなく、実際のリスクに焦点を合わせる。 
・　リスクをコントロールする際、リスクの高低でつり合いを取る。

　※2. 遊び場の提供者とは、遊びの施設の管理や提供に携わる関係者のことを指します。 
　　　また、公園、緑地、アドベンチャーパーク、レージャー観光地、学校、ユースクラブ、家族で遊べる娯楽施設、保育施設などでの活動に携わる 
　　　関係者も含みます。



13. To help with controlling risks sensibly and proportionately, the play sector has produced the 
publication Managing Risk in Play Provision: Implementation Guide which provides guidance 
on managing the risks in play.  The approach in this guidance is that risks and benefits are 
considered alongside each other in a risk-benefit assessment.  This includes an assessment of 
the risks which, while taking into account the benefits of the activity, ensures that any 
precautions are practicable and proportionate and reflect the level of risk.  HSE supports this 
guidance, as a sensible approach to risk management.  

If things go wrong 

Key message: ‘Accidents and mistakes happen during play – but fear of litigation and 
prosecution has been blown out of proportion.’ 

14. Play providers are expected to deal with risk responsibly, sensibly and proportionately. In 
practice, serious accidents of any kind are very unlikely.  On the rare occasions when things go 
wrong, it is important to know how to respond to the incident properly and to conduct a 
balanced, transparent review. 

15. In the case of the most serious failures of duty, prosecution rightly remains a possibility, and 
cannot be entirely ruled out.  However, this possibility does not mean that play providers 
should eliminate even the most trivial of risks.  Provided sensible and proportionate steps have 
been taken, it is highly unlikely there would be any breach of health and safety law involved, or 
that it would be in the public interest to bring a prosecution. 
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13.　リスクを賢明かつバランスよくマネージメントするために、遊んでいる時のリスクマネージ
メントに関するガイダンスとしての「遊び場でのリスクマネージメント：実行ガイド」を作成し
ました。このガイダンスのアプローチとして、リスクベネフィットアセスメントを使います。リ
スクベネフィットアセスメントではリスクとベネフィットが相互に考慮されます。遊びのベネ
フィットを考慮しながら、リスクアセスメントを実行し、リスク対策が実現可能であり、評価さ
れたリスクレベルがリーズナブルである事を保証します。 HSEは、リスクマネージメントへの賢
明なアプローチのガイダンスとして、これをサポートします。 

物事がうまくいかない場合 

重要事項：「遊びの中で事故や失敗は日常的に発生するものです。よって、訴訟や起訴に対する
懸念が歪な形で増幅します。」 

14.　遊び場の提供者は、責任を持って賢明かつバランスの取れたリスクに対処することが期待さ
れます。実際、重大な事故が起こる確率は非常にまれです。問題が発生した場合、それに対する
適切な対応を理解し、バランスの取れた透明性のあるレビューを実施することが重要です。 

15.　重大な職務不履行の場合、起訴の可能性は残ることがあり、完全に除外することはできませ
ん。ただしこれは、遊び場の提供者は些細なリスクであっても排除する必要があるという意味で
はありません。実用的で適切な措置を講じていれば、安全や衛生・保健の法律に違反したり提供
者の起訴を大衆が求める可能性はほとんどありません。 
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