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2018/2/19 野外保育中の事故事例

l 年少・年⻑クラスの園児４６⼈、保育
⼠４⼈で遊んでいたところ、４歳男児
が、倒れた墓⽯の下敷きになった。病
院に搬送されたが、意識不明の重体、
後⽇死亡した。

l 転倒した墓⽯は⾼さ78.5cm、幅38cm、
奥⾏き２０cm、重量は139kgで、⼟台
に固定されていなかった。

⽊々に囲まれ⾒えにくい墓⽯

転倒した墓⽯

⾼森町保育所事故検証委員会, ⾼森町⽴保育園において発⽣した死亡事故の検証等に関する報告書, 
2019/8/5

2018/2/19



2017/4 遊具の隙間による事故

• 2017/4/12 午前、⾹川県善通寺市の保
育施設で３歳の⼥の⼦が屋外の遊具に
挟まれ、⼀時、⼼肺停⽌の状態となっ
た。

• １２⽇午前９時半ごろ、善通寺市の保
育施設「カナン⼦育てプラザ２１ 地
域⼦育て⽀援センター」で、３歳の⼥
の⼦が施設の屋外にあるうんていの側
⾯に挟まっているのを職員が⾒つけ、
消防に通報した。

• ⼥の⼦は⼼肺停⽌の状態で病院に救急
搬送されたが、その後回復し、治療が
続けられている。⼥の⼦は当時、屋外
で遊ぶ時間帯で、うんていで遊んでい
て⾸を挟まれたとみられている。



2010/2 託児所でのうつぶせ寝による
死亡事故

• ⽯垣市内の⺠間託児所で２⽉、⽣後
３カ⽉の男児がうつぶせに寝かされ
た後、⼼肺停⽌状態となって死亡し
た事故に関し、託児所代表の⼥性保
育⼠（５８）が、男児を含む乳児１
２⼈を残して市内のフィットネスク
ラブへ出掛け、託児所を４０分以上
無⼈状態にしていたことが１１⽇、
分かった。

• 告訴・告発状によると、託児所代表
の⼥性は２⽉１⽇午前１０時半ごろ、
男児をうつぶせに寝かせた。午前１
１時半には乳幼児１２⼈を残して
フィットネスクラブへ。託児所は４
０分以上、無⼈状態となり、男児は
午前１１時〜午後０時１０分の間に
死亡したとみられる。(沖縄タイム
ス2010年6⽉12⽇ 09時58分)
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2か⽉(79⽇）



事故発⽣から⼀連のパターン
〜天窓事故を例題として〜

• 2008年6⽉18⽇ 杉並区⽴
杉並第⼗⼩学校で６年⽣が
天窓から転落（→事故が発
⽣）

• 2010年4⽉8⽇ ⿅児島県霧
島市⽴綾南⼩学校 ⼩学３
年⽣天窓から４ｍ転落
（他の地域で事故が繰り返
される）

• 2011年1⽉31⽇ 杉並第⼗
⼩学校の校⻑ 戒告処分
（⾏政処分）
（→たまたま上⻑・担当
だった誰かの責任となり、
事故報道、事故の対応（対



現状は、加害者生産システム

事故発⽣

校⻑、謝罪

教育委員⻑、管理指導
を徹底

⽂科省、再発防⽌策
を検討

⾃治体、校⻑を戒告処分
（⾏政処分）

損害賠償（⺠
事）︖︖

消防庁、過去の
データ発表

メディ
アの反

応

⽂科省、留意点
を通達

教訓「情報共有の必要
性」

同様な事故が他
の学校で発⽣

警察、校⻑を業務上過
失致死罪で略式起訴・
命令（罰⾦20万円）

「仕組み」不在
の悪循環

（個別、その場対応、
システム不在）

振
り出
し
に
戻
る

2年7⽉後 1年8〜9⽉後

1週間

1⽇後
3⽉後

1年9⽉後

教育委員会、
通達



子どもの事故のフェーズ

⼦どもを守るために最も⼤切なことは︖

事故の
起こる前

事故の
起こる瞬間

事故の
起こった後

Injury Prevention

⼦どもの事故の発⽣メカニズムのフェーズ（Injury Phase）



傷害対策「４つの相（フェーズ）」
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１）事故が起こる前
２）事故による傷害が起こったとき
３）傷害が起こった後
４）グリーフ・ケア

の４つの相に分けて考える。

・起こる前は「予防」
・起こったときは「救命・救急処置」
・起こった後は「治療、リハビリテーション」
・そしてグリーフ・ケア

この４つを合わせたものが傷害対策である。



傷害予防の基本的な考え⽅
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傷害予防において優先度が⾼い傷害

1. 重症度が⾼く、後遺症を残す確率が⾼い傷害
2. 発⽣頻度が⾼い傷害
3. 増加している傷害
4. 具体的な解決⽅法がある傷害

これらについて取り組む必要がある。



【復習】 何を「変える」？＝３Ｅアプローチ

事故予防のために変えるもの(３E)
保護者を教育 Education

環境を変える Environment

⼦どもを教育 Education

パッシブ戦略

法律・安全基準作成
Enforcement

『保育・教育施設における事故予防の実践』中央法規出版 2019 (P10)



パッシブ戦略：確実な対策を考える
～いろんな子どもがいる～

数

ルールが理解でき、
必ずルールを守る⼦ども

ルールが理解できないか、
必ずルールを守らない⼦ども

ルールを守ることもあるが、
守らないこともある⼦ども

⼦どもへの教育で
予防ができる群

⼦どもへの教育で
予防ができない群

環境改善で
予防ができる群



傷害予防「３つのE」
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１）製品・環境デザイン(Engineering)

２）教育(Education)

３）法規制(Enforcement)

の３つで取り組む。

英語の頭⽂字をとって「３Eアプローチ」と呼ばれている。



予防とは何か
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『保育・教育施設における事故予防の実践』中央法規出版 2019 (P14, P37)



2013/6/15 プール下敷き園児重体 事故直前、柵に立て掛け

• 秋⽥市飯島⿏⽥(ねずみた)の飯島幼稚
園で１５⽇、⼦供⽤プールの下敷き
になって年少組の森川陽(はる)ちゃん
（３）が重体になった事故で、２階
バルコニーの柵にプールを⽴て掛け
たのは、事故の直前だったことが１
６⽇、同園の加賀⾕弘哉園⻑（６
０）への取材でわかった。

• プールは強化プラスチック製で縦
２・６メートル、横１・７メートル、
重さ約５０キロ・グラム。⾼さ約
１・３メートルの柵に裏返すように
して⽴て掛けてあった。

• 陽ちゃんは裏底⾯にある４本の線状
の突起（⾼さ２〜３センチ）に⾜を
かけてよじ登っていて、倒れたプー
ルの下敷きになり、外傷性くも膜下
出⾎を起こした。床はゴムチップが
敷き詰められて弾⼒があるため、秋
⽥臨港署はプールが頭を直撃したと
みている。

男児が下敷きになった⼦供⽤プー
ル。事故前と同じように⽴てかけ
てもらい撮影した（１６⽇、秋⽥
市飯島⿏⽥の飯島幼稚園で）
(読売新聞）

物体の転倒よじのぼりによる事故は本当に起こっている。



変えられるものを⾒つけ、変えられるものを変える
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予防とは、

・変えられるものを⾒つけ
・その変えられるものを変えて
・変えたいものの頻度や重症度

を変えることである。

予防とは何か



歩⾏中の事故を予防する
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◆法整備（Engineering,Enforcement）
・安全性の⾼い歩道の整備、⾃動⾞や⾃転⾞との分離、⾃動⾞のスピードダ
ウンにつながる⼯夫など

◆視認性の⾼い⾐服やかばんの使⽤（Engineering,Education）
・反射材の付いた⾐服や帽⼦、かばんなどを使⽤する
または既存の⾐服や帽⼦、かばんなどに反射材を付ける

◆まちの安全性を確認する（Education）
・どこを歩くべきか、危険な箇所はどこかを⼦どもと共に確認する
・危険箇所を⾒つけたら、⾃治体に伝える

◆事故の傾向を知る（Education）
・例︓⼩学1年⽣の歩⾏中の事故は、⾃宅から100ｍ以内が33%、500ｍ以
内が64%、1㎞以内が81%（2015年）。7歳男児、交差点、平⽇の昼間に
発⽣することが多い。



溺れを予防する
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◆プールなどでの溺れ（Engineering,Education）
・溺⽔時はバシャバシャしたり叫んだりせず、静かに溺れると認識する
・2.5cmの⽔深でも溺れることを知る
・4歳未満の⼦どもは保育者の⼿が届く範囲内でのみ泳がせる
・⽔が溜まらないシステム、溜めたらすぐに排⽔するシステムの整備
・溜まっている⽔に⼦どもがアクセスできないシステム（蓋、囲いなど）

※蚊の発⽣を防ぐシステムと同じ
・中学校以下での学校プールにおける⾶び込み指導は禁⽌されていることを知る

◆⽔遊び、ボート遊び（Enforcement,Education）
・ライフジャケットの着⽤

◆屋外での溺れ︓特に思春期（Enforcement,Education）
・アルコールやドラッグに関する教育や管理



事例（溺れ）

18

（平成２４年・幼５歳・男）お泊り保育を実施
中、川遊びを終え中洲側から宿舎側の岸へ渡っ
ている時、急な増⽔により流される。川岸伝い
に追いかけるが⾒失う。その後、約200ｍ下流
で発⾒される。すぐに救急⾞で病院に搬送した
が、死亡が確認された。
⽇本スポーツ振興センター, 学校の管理下の災害（平成25年版）, ⽇
本スポーツ振興センター・学校安全部, 2013
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⽴った状態と尻もちをついた状態
での流される⼒の違い
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⽴って遊んでいて、転ぶと急激に⼤きな⼒（5倍）で流される
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転落を予防する-ベランダや窓-
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◆ベランダや窓（Enforcement,Engineering,Education）
・⼿すりの⾼さは、床⾯から120㎝以上（⾜掛かりから90cm以上）
・⾜掛かりの奥⾏きは20mm未満
・⼿すりの格⼦間の隙間は9cm以下
・⼿すり下部の隙間は9cm以下
・踏み台となるものは⼿すり柵から60cm以上離して設置
・エアコンの室外機は⼿すりから60㎝以上離すか、上から吊るす
・室外機の上に上れないようカバーを設置する
・窓際にベッドやソファや椅⼦を置かない
・ベランダの出⼊り⼝は、⼦どもの⼿の届かない位置に補助錠で施錠する
・天窓は柵でカバーする
・⾼層ビルには窓ガードの設置



ベランダの柵に登る時間
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転落を予防する-ベランダや窓以外-
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◆ベビーカー（Engineering,Education）
・５点式ハーネスで拘束する
・ベビーカーを⽌めたときに安定・固定の確認を
◆ベッド（Enforcement,Engineering,Education）
・ベビーベッドの柵は常に上げておく
・ベッド柵の⾜掛かりから柵の上部まで50㎝以上確保する
・乳児を⼤⼈⽤ベッドに寝かせない
◆抱っこひも（Engineering,Education）
・⼦どもを抱っこひもに⼊れるときは、しゃがんだ低い位置で使⽤する
・転落予防⽤のストラップを使⽤する
◆クーハン、歩⾏器、ショッピングカート（Engineering,Education）
・使⽤しない
・使⽤する場合はベルトで固定
◆階段（Engineering,Education）
・階段の上下に転落予防の柵をつける



⾼さ調整不良によるベビーベッドからの転落

１１か⽉



つかまり⽴ちで、早
い⼦どもは６カ⽉ぐ
らいから。意外と早
い。



転落事故と頭部外傷の危険性
クッションマットの効果

重症



やけどを予防する
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◆熱傷（Enforcement,Engineering,Education）
・給湯温度の設定を50℃以下にする
・⼦どもを熱源から遠ざける
・テーブルクロスは使⽤しない
・熱湯の蒸気が出る加湿器は使⽤しない
・蒸気が出ない炊飯器、湯漏れ防⽌機能付き電気ケトルを使⽤する

◆⽕災（Enforcement,Engineering,Education）
・消⽕器の設置
・⽕災警報器の設置、定期的に電池のチェック
・難燃性のパジャマや⽑布やカーテンの使⽤
・⾝体にフィットしたパジャマを着る
・途中で⽕が消えても花⽕をのぞき込まない
・花⽕は⽔につけて完全に消す
・⼀酸化炭素検知器の設置
・幼児では簡単に操作できない（child-resistant）ライターの使⽤

◆電撃傷・雷撃傷
（Engineering,Education）
・コンセントカバーの設置
・ポータブルの雷検知器



電気ケトルの転倒実験
流⽔⾯積と時間を計測



電気ケトルのお湯漏れの時間
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誤嚥・誤飲を予防する
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◆誤嚥・誤飲（Enforcement,Engineering,Education）
・⼝径39 mm以下の⼤きさのものは、床⾯から１m以上の⾼さの場所に置く
・誤飲チェッカーで⼤きさをチェック

※販売 ⼀般社団法⼈ ⽇本家族計画協会 Fax. 03-3267-2658
・コイン形電池の収納部分は、ねじ⽌めタイプのものを使う
・セーフティ・キャップのついた薬⽤びんの使⽤
・⼀⼝サイズの⾷品で、ある程度の硬さがあるものは４分割にして⾷べさせる（ミニ

トマト、巨峰、みたらし団⼦、⽩⽟団⼦、こんにゃく⼊りゼリー、ホットドッグの
ソーセージなど）

・「４」と覚えよう（4歳までは、4㎝径のものは、４分割）
・早⾷い競争の禁⽌
・灯油⽸に使⽤する簡易ポンプは⼩児の⼿の届かないところに⽚づける



事例（誤嚥）
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（平成24年 保２歳・⼥） 午後のおやつの時間に⽩⽟
⼊りフルーツポンチを⾷べ始めたところ、少しして咳き

込み苦しそうな様⼦で⽜乳を吐き出したので、近くにい

た保育⼠が気づき、上半⾝を下に向け背中を叩くと⽜乳

を吐き出したが、まだ苦しそうだった。救急⾞到着後、

異物除去作業を⾏い、⼊院治療したが翌⽉死亡した。

⽇本スポーツ振興センター, 学校の管理下の災害（平成
25年版）, ⽇本スポーツ振興センター・学校安全部, 
2013



誤飲した日用雑貨品などの内訳

⽇⽤雑貨などに関係する器物上位10

電池による
窒息や誤飲が
多く発⽣︕︕

「乳幼児の窒息や誤飲に注意」（東京消防庁ＨＰより）



誤飲した日用雑貨品などの内訳

⽇⽤雑貨などに関係する器物上位10

電池による
窒息や誤飲が
多く発⽣︕︕
ボタン電池

「乳幼児の窒息や誤飲に注意」（東京消防庁ＨＰより）



ボタン電池を誤飲すると何が起きる？

スタート（0分） 1 分 30 分

45 分 1時間後



ボタン電池誤飲によるびらんの発⽣

ボタン電池が通電し、アルカリ⽔溶液が発⽣し
「びらん」という、粘膜が溶けてしまう傷害
ひどい場合には、⽳が開くことも。。。
最悪の場合、死亡した事例も。

アルカリ性の度合いを計測してみると、
pHが13.32



巨峰（１歳６か⽉死亡） プチトマト（1歳11か⽉死亡） こんにゃく⼊りゼリー
(1歳6か⽉、1歳10か⽉、2歳1
か⽉、 6歳、7歳死亡）

⽊製のおもちゃ（２歳脳死）

スーパーボール
（１歳８か⽉ 死亡）

（３歳４か⽉ 死亡）

⽔⾵船
（１歳11か⽉死亡）

＊すべて国内事例



意外と怖い
磁⽯

3歳

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180419_1.pdf

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180419_1.pdf


科学的傷害予防（誤飲予防）



40mm

科学的傷害予防（誤飲予防）



次善の策：
「⼿の届かない場所」の科学

子どもの

「⼿に届かない場所」
を、データに基づいて
実践することが重要！



手の届く範囲のデータ

（「子どものからだ図鑑」より）



⼦どものひも理論︕
Child’s String Theory
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台の高さ＋手の届く範囲は
ほぼ一定！

背伸び



簡単︕ ⼿の届く範囲チェッカー

• １歳 ９０ cm
• ２歳 １１０ cm
• ３歳 １２０ cm
• ４歳 １３０ cm
• ５歳 １４０ cm

宅急便のサイズチェック
のようなメジャー

このあたりにシー
ルを貼る。



その他の窒息を予防する
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◆気管⽀異物（Enforcement,Engineering,Education）
・保育現場に⾖類（ピーナッツ、枝⾖など）は持ち込まない
・袋⼊り⾖で⾖まきをする
・仰臥位や歩きながらものを⾷べさせない
・⼩さな⾷物塊やおもちゃなどを放り上げて⼝で受けるような⾷べ⽅や遊びをさせ
ない

・⾷事中に乳幼児がびっくりするようなことは避ける

◆絞頸・縊頸（Enforcement,Engineering,Education）
・公園で遊ぶときは、かばん、⽔筒、ゲーム機、⾃転⾞⽤ヘルメット、携帯電話機
など、ループになったひも状のものは⾝につけない

・遊具で遊ぶときは、フードつきの上着、⾸周りにひものついた服を着ない
・ひものループはすぐに外れやすい仕掛けにする（ブラインドのコード、カーテン
のタッセルなど）

・コードのないブラインドを使⽤する
・ベッドガードは、1歳6か⽉未満の児には使⽤しない



2008/11 遊具と紐による事故

• 2008年11⽉、広島県の幼稚園で、通園
していた⼥児（当時３歳）が園内に
あった滑り台の⼿すりに上着が引っか
かり、⾸が絞まって死亡。2011年4⽉学
校に対し、約２２８０万円の損害賠償。
刑事事件としては園⻑と担任教諭２⼈
の計３⼈が業務上過失致死容疑で書類
送検され、嫌疑不⼗分で不起訴処分。

• 2002年、新潟県の幼稚園で男児（当時
３歳）が⽵⾺のように乗る遊具で「⽸
ポックリ」のひもを⾸に絡ませて死亡
した事故で、業務上過失致死罪に問わ
れた園⻑に禁固１０⽉、執⾏猶予３年
（求刑禁固１年６⽉）。

紐による窒息



刺傷を予防する
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◆⼝腔内、眼球、⽿の刺傷（Enforcement,Education）
• 箸、割り箸、⻭ブラシ、フォーク、鉛筆、太⿎のばちなど尖っ
たものを持って歩かせない

• 曲がりやすい⻭ブラシなど刺傷を軽減する製品を使⽤する
• 5歳以下では⽿かき棒を使わせない
• ⽿かき中は周囲の状況に注意する（⽿かきのまねをして⽿道に
刺傷、⽿かき中にぶつかり刺傷という例あり）



医療機関データによる事故の発生事例

• 自宅で歯ブラシをくわえて遊んでいた子どもがたたんだ布団の上からジャ
ンプした時転倒し，激しく泣きだした。近寄って顔を見たら，口の中から
出血していたので心配になり救急車要請． （2歳・男）

• ハブラシを口にくわえたまま転倒して、咽頭部切創（2歳・男）
• 姉宅の居室で生後9カ月の息子が歯ブラシをくわえてはいはいしていたと
ころ転倒し口中を受傷(0歳・男）

• 1歳の子が歯ブラシを口に入れたまま歩き父親にぶつかったため怪我をし
たと思い救急要請（1歳・女）

抜粋︓⽇本⼩児科学会Injury Alert

医療機関から収集した事故事例データベース（産総研開発）による
と、⻭ブラシをくわえたまま転倒することによる刺傷事故が発⽣し
ていることが判明。



変えられる理論で考えてみる

変えたいもの
A

変えられないもの
B

変えられるもの
C

• ⻭ブラシ外傷

• ⼦どもの年齢
• ⼦どもの⾏動
• ⻭磨きの習慣 • ⻭ブラシの硬さ

環境改善が
最優先！



転倒データベースと有限要素法による解析

1.5[m/s]

⻭ブラシ

LS-DYNA

1 歳児

転倒データベースと有限要素解析技術を⽤いることで、転
んでも刺さらない⻭ブラシ（曲がる⻭ブラシ）をメーカー
と協⼒して開発。



曲がる⻭ブラシ (Change by design)



遊具やスポーツによる傷害を予防する
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◆遊具（Enforcement,Engineering,Education）
・⼀般社団法⼈ ⽇本公園遊具施設業協会
「仲良く遊ぼう 安全に」を参照

◆スキー、スケート、スケートボード、キックスケーター、⼀輪⾞など
（Enforcement,Engineering,Education）
・ヘルメットの着⽤
・肘・膝のプロテクターの使⽤

◆熱中症（Enforcement,Engineering,Education）
・独⽴⾏政法⼈ ⽇本スポーツ振興センター
「熱中症を予防しようー知って防ごう熱中症ー」を参照



野外活動における傷害を予防する
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野外活動実施前の下⾒時に、以下の箇所における危険源を確認する
◆活動するフィールド（Enforcement,Engineering,Education）
・フィールド特有のリスク（河川、海、⼭、都市公園など）
◆利⽤施設（Enforcement,Engineering,Education）
・施設内の活動場所
・⾮常⼝
・トイレ
・救護室
・居室
・浴室
・その他、⽴ち⼊りが想定される場所
◆移動経路（Enforcement,Engineering,Education）
・宿舎から活動場所への経路
・利⽤交通機関
・集合、点呼の場所
・天候急変時の避難経路
・迷いそうな箇所
・その他、近隣医療機関へのアクセス等



2018/2/19 倒れた墓石の下敷き、
４歳園児が重体 長野

• 倒れた墓⽯の下敷き、４歳園児が重体⻑
野

• 2018年2⽉19⽇21時00分 朝⽇新聞
• １９⽇午前１０時２５分ごろ、⻑野県⾼森町
上市⽥の墓地で、同町⽜牧の原悠陽（ゆう
ひ）ちゃん（４）が、倒れた墓⽯の下敷きに
なった。飯⽥署によると、悠陽ちゃんは飯⽥
市内の病院に搬送されたが、意識不明の重体
（後⽇死亡）。

• 署によると、悠陽ちゃんは保育園児で、墓地
に隣接する広場で、年少・年⻑クラスの園児
４６⼈、保育⼠４⼈で遊んでいた。広場と墓
地は⾃由に⾏き来できる状態だったという。

• 墓⽯は⾼さ８０センチ、幅４０センチ、奥⾏
き２０センチで、⼟台に固定されていなかっ
た。他の園児が、墓⽯の下敷きになって倒れ
ている悠陽ちゃんを⾒つけ、保育⼠に知らせ
たという。⽊々に囲まれ⾒えにくい墓⽯

再掲



園外保育の事故予防

• 危険のコントロールの難しさの認識
• 野外（⼭・野原・河川）＞＞公園＞園庭

• 狙いや⽬的、活動内容の確認
• 「これまでやってきた」⇒

• 下⾒が重要︕
• 天候の影響の考慮、転倒物体の存在
• AED、救急セットの確保（持参や近くのものをチェック）

54
『保育・教育施設における事故予防の実践』中法法規出版 2019(p150-158)より



いろいろな傷害を予防する
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◆挟み込み（Enforcement,Engineering,Education）
・⽞関ドアの蝶番側にカバーをつける
・ドアクローザーの使⽤
・⼦どもを確認後に⾃動⾞のドアを閉める
・⾃動⾞のチャイルドロックの使⽤
・防⽕シャッターは安全停⽌装置付きのものとする
・ドアペグの使⽤

◆ガラスへの衝突（Engineering,Education）
・成⼈の腰の⾼さ以下のガラスは、強化ガラスを使⽤する


