
 

 

  

令和４年度 観光拠点連携情報発信事業 

講師招聘事業 

ガイドツアー等におけるリスクマネージメント研修 

かごしまカヤックス 野元 尚巳 



◆ 本事業の目的 ◆ 

2021 年 7 月に奄美大島が世界自然遺産に登録され、その数年前よりガイド事業者が増加して

いる。奄美群島広域組合主催のエコツアーガイド研修制度、登録・認定制度により、ガイドの育

成・ガイドの質を担保する仕組みができているが、その分野にはまらないアクティビティ事業

者・ガイド事業者もいる。また、消防署等が提供する救命救急講座とは違い、事前にいかに参加

者の安全を確保するかという点については特段の研修がない。そこで、アクティビティプログラ

ム提供者、ガイド事業者が踏まえておくべきリスクマネージメント(安全管理)ついて学び、奄美

大島のガイド事業者のレベルアップを図る。 

 

◆ 研修会 実施概要 ◆ 

① 大和村防災センター 5月 30 日 14時～17 時 

参加者：ガイド事業者８名／ガイド事業予定者４名／行政職員１名      合計 13 名 

② 龍郷町りゅうがく館 5月 31 日 9 時 30分～12時 30 分 

参加者：ガイド事業者５名／ガイド事業予定者６名             合計 11 名 

③ 奄美市住用公民館 5月 31 日 14 時～17時 

参加者：ガイド事業者９名／ガイド事業予定者１名／行政・団体職員７名   合計 17 名 

 

◆ 講師プロフィール ◆ 

講師 野元尚巳(のもとなおみ) 

1958 年鹿児島市生まれ かごしまカヤックス代表 

 現在、鹿児島にてシーカヤックによるツアー“かごしまカヤックス”

を主催。奄美群島トレイル・サイクリングルートの設定にも関わった

経験を持つ。 

---主な遠征---  

自転車遠征 オーストラリア単独横断、台湾自転車遠征、北海道、 

シーカヤック遠征 BERING SEA、ALASKA・Juneau~CANADA・Vancouver、 

      沖縄～鹿児島単独、CANADA ClayoquotSuound、CANADA DesolationSound、 

与論島～奄美大島、CANADA DiscoveryIslands、ALASKA GlacierBay、 

CANADA QueenCharlottesLslamds、CANADA West Coast Trail 

リバーカヤック遠征 ＵＳＡ Grand Canyon 

登山遠征  アンデス山脈 アコンカグア登山（5.400m 到達） 

トレイル  九州自然歩道鹿児島ルート完歩、ＵＳＡ John Muir Trail、ＵＳＡ YOSEMITE 

---主な資格--- 

野外観察指導員 かごしまマスター 桜島・錦江湾ジオパーク認定ガイド 

日本セーフティカヌーイングインストラクターⅠ.Ⅱ取得（公認スクールかごしまカヤックス代表） 

財団法人 社会スポーツセンター  救急救命士トレーナー 

ＣＯＮＥ（自然体験活動推進協議会）トレーナー 

ＲＡＣ（川に学ぶ体験活動協議会コーディネーター 

ＲＡＣ水辺のレスキュー講師。Ｅボート専任講師 

ツリークライミングＪＡＰＡＮ ツリークライマー  １級船舶免許   その他多数。 



◆ 講話内容 ◆ 

10 代の頃から自転車で旅に出てい

た。自転車競技の国体県代表、全日

本の選手だったことも、トライアス

ロンに出場していたこともある。20

代では海外を自転車で旅していた。

自転車、登山に加え、40 才でシーカ

ヤックと出会う。4 回目のシーカヤッ

クはアラスカで 2か月半単独航行…「冒険」をしてきた。           (大和村会場) 

外国で冒険をしてきた一方で生まれ育った鹿児島県の自然へ興味を持った。サンゴ礁、火山、

深い湾…鹿児島も外国に負けないくらいたくさんの魅力的な自然がある場所だ！と気づいた。南

西諸島をシーカヤックで島伝いに漕ぐ冒険(伴走艇なし)を実施。何かに挑むことはすべて「挑戦」

と言える。自分の命を自分だけで確保しながら行うものを「冒険」と言うと思う。 

冒険は、何事もなく行って帰ってこられること(ドラマチックなことは何もない、トラブルも

ない)が成功、と考える。危険なことをいろいろやっているが、だからこそリスクマネージメン

トをしっかりやるように心がけている。自分が臆病だから、冒険していても危険へ備える準備は

怠らない。自分の力量もどの程度か把握している。 

 

普段は桜島・錦江湾にてシーカヤックのガイド事業をしている。シーカヤックの体験だけであ

れば、どこでもできる。単に「シーカヤックの体験」を提供しているのではなく、シーカヤック

を使って、活火山桜島の自然・めぐみを伝えることが、かごしまカヤックスが提供するプログラ

ムの目的。その地域の自然・景観・歴史を見る方法として、シーカヤックを使っている。 

 

 

 

 

 

 

 

◆リスクマネージメントとは 

事故後の「まさか！」「そうは思わなかっ

た！」は言い訳にしかならない。 

経験・イマジネーションが大事。 

例) ラフティングで参加者が骨折をした。 

30歳前後、看護師、女性。 

2 か月ほど仕事を休んだ保障の支払いはいくらぐらい掛かるか？  

     →治療費、給与損害、慰謝料などで、300 万円……保険がないと大変！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆事故が起きたら発生する責任   以下、4つの視点からの責めを負う 

行政的責任：国家資格・免許の取消し、業務停止命令、以後の行政との契約ができなくなる 

民事的責任：事故にあった被害者本人や家族からの訴訟 (ほぼ発生する) 

刑事的責任：法律違反でないか、事件性があるか・ないか 

警察・検察から事故発生数年後に起訴されることもある。 

社会的責任：地域社会からの孤立、インターネット上での誹謗中傷・ネット炎上 

 

民事的責任については、補償費用の支払

いを、雇用主やガイド自身が払うか払わ

ないかの違いがあるくらいで、個人事業

主のガイド、雇われているガイド、ボラ

ンティアガイドであっても、発生する責

任に大差ない。なので、全ての立場の人

が安全管理をしっかりする必要がある。 

 

 

例えば、「業務上過失致死傷」などで使

われる「業務」という言葉は、「お金を

もらっている・いない」という意味で

はなく、普段その行動をおこなってい

るかどうか。日々の暮らしで車を運転

することも業務とみなされる。 

 

 

 



◆大人の保護管理責任 

 12 歳未満の子供に対しては、ほぼ大人の保護管理責任が問われることになる。 

 

例① 配布資料裏面 

通称「子ども会裁判」  

ボランティアで関わっていた大人にも

刑事的責任と民事的責任が発生した。 

 

子どものサッカーチームのコーチを無償

でやっていることも「業務」になり、熱

中症対策や怪我に注意する責任がある。

大人以上に、安全管理が求められる。 

 

◎かごしまカヤックスのツアーでは、 

子どもの参加するツアーは通常の大人ツアーに比べて、手間暇がかかる(ガイドがみられる定員

が少なくなるのでスタッフを増員する、など)ので、大人料金の倍をもらいたいところ…。だが

そうはできないので、大人と子供料金は同じ(シーカヤックであれば座席 1 名分の値段)としても

らっている。 

子どもだからといって、安直に受けない。より一層の注意が必要と考え、子供専用のプログラム

内容を考えるのも安全対策のひとつ。 

 

◆プログラムの実施場所は「フロントカントリー」か「バックカントリー」か 

「フロントカントリー(救助がすぐにできる場所、まち歩きなど)」か 

「バックカントリー(特殊な場所で専門的なレスキューが必要な場所、山川海など)」か 

自分たちのフィールドはどちらなのかを認識して、安全対策を検討する。 

 

まち歩きでも、モノの破損、ちょっとした怪我、交通事故などのリスクがある。 

サイクリングガイドはもっとも危険度が高い。シーカヤックが転覆しても、その時点では怪我を

していない。登山では事前に滑落防止の様々な方法をとることができる。自転車は落車した時点

で何かしらの怪我をしている。落車した後の対応しかできない。 

 

◆安全対策の基本 

○事前にできる安全対策…無限にある 

・場所の下見、リスクの洗い出しとその対応を検討 

・日ごろから事故対応のトレーニングをする 

 「こうゆう危険なことがあった！」を同業者で共有して、みんなで対策を考えるのは大事。 

 お互いのリスクマネージメントスキルを上げる機会になる。 

・傷害保険、損害賠償保険の加入 

・事業に有効な資格の取得・講習会の受講、団体への所属、救命救急も定期的にうける 

…事故が起きて、裁判になった時の弁護要素になる 



・参加者へのリスク情報の伝達(ガイドと参加者が安全優先であることを共有する) 

参加者に署名をもらう誓約書、同意書、口頭での説明・同意であっても、「自己責任で参加」や

「ガイド事業者は一切の責めを追わない」などの内容があるならば、それは「鹿児島県民の消費

生活の安定及び向上に関する条例 第 3節 不当な取引行為の防止－第 14条(不当な取引行為の禁

止) －(2)消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為」に反するので、

無効となる。 

  

◎かごしまカヤックスの場合「危険の告知書」と「保険の契約書」で対応している。 

「危険の告知書」…こういう危険があります。これを理解した上で参加を。一緒に気を付けよう。 

「保険の契約書」…名前、生年月日、住所を記入してもらいます。 

※いくらこれらの書類を書いてもらったとしても、ガイドの責任が無くなるわけではない。 

 

○事故が起きたその瞬間の対応 

・危険地帯からの脱出、安全確保 

・ファーストエイドでの対応、救命救急   

・救助要請(連絡系統を複数確保しておく、参加者の携帯電話も有効) 

・関係者への連絡 

① ガイド自身の安全の確保 

② 2 次被害の防止(車両が通る場所であれば、交通整理) 

③ 傷病者の安全確保・状態確認 

④ 消防への連絡・救助要請 

⑤ 関係機関、家族への連絡 

○事故後の対応 

・傷害保険、損害賠償保険での対応 

・弁護士への依頼(裁判にむけて) 

・被害者、関係者へのお詫び 

(慰謝料、治療費、休業補償など) 

・書類を準備する       →→→ 

  

 運航規程・催行規定を定めているか 

◎かごしまカヤックスの催行規定は、 

天候判断基準はどうしているか 

  何の天気情報をもとに判断するのか 

  天気…何ｍｍ以上の雨で中止、何ｍ以上の風速で中止 

 この範囲でプログラムを実施します 

 1人のガイドが見られる参加者数は○人まで 

どういった道具を使っている 

 緊急事態が起きた場合の連絡手段・連絡網について 

 全スタッフについて、各々どんな資格をもっているか 

 どんな保険にはいっているか…を、全部紙に書いて、書類として持っている 



ログブック(日報)を残しているか 

 参加者の同意書(参加者の書名のある「危険の告知書」)と一緒に、日報を残しておく。 

 ◎かごしまカヤックスの日報の内容 

天気予報、参加者について、どのコースを案内したか、実際の天気、下見をしたか 

 トラブルが起きた場合の状態とどう対応したか(ヒヤリ・ハットについての記録) 

 

スタッフトレーニングのログブックとは 

 どのスタッフが、いつ、どういったトレーニングをしたか、も記録に残している。 

◎ログブック、スタッフトレーニングログブックは裁判になった際の資料になる。 

 

「誘われた場合でも…」とは、 

例えば、友人グループで、遊びでシーカヤ

ックをしていても、メンバーの中で知識・

技術・経験がある人に、トラブルがあった

際の責任が問われる。 

  

自己責任とは 

自分で自分の命を守れる人しか取れない。

自己責任とわがままは違う。 

 

公募責任とは 

旅行者を募集する「旅行会社」から、地域の「観光協会」を通じて「ガイド事業者」へツアーの

依頼。ガイドツアーで事故があった場合、３者にそれぞれの責任が発生する。 

旅行会社にとっては、責任の転換とも言える。 



・保険に入る 

傷害保険と損害賠償保険の違い 

例)車の保険…必ず入らないと車検が通らない「自賠責保険」と任意で入る「自動車保険」 

傷害保険は最大 1,000 万円の補償まで。比較的簡単には入れる。 

損害賠償保険は個人で入るのは難しく、何らかの団体会員となって団体経由で入るしかない 

現在では、損害賠償保険は 1億円以上のものに入るように。 

 後遺症が残ればその分の補償がかかる。 

外国人の参加者を受け入れる場合は、保険の内容が外国人(居住地が日本以外)に適用され

るか要確認。場合によっては外国人の参加者を受け入れるかどうか、検討も必要。 

・催行規定・運航規程の作成 

  ※前出の内容を確認 

・分野ごとの資格、講習会の受講 

実施するツアーやガイドに関する全国組織があるのであれば、それらの講習会を受け、資格

を取っておくべき。これらは「自己投資」であり、ガイド自身のスキルの向上、安全管理の

要素となる。 

 

 保険への加入、資格取得・講習会の受講も費用がかなり掛かるものであるが、必要なもの。プ

ログラムの安売りは、安全に関する投資ができない状態を招く。適正な価格のプログラムを実施

して、安全への投資もする。それが良いプログラムと安全管理の好循環を生み出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ 質疑応答 ◆ 

(ツアー、プログラムの造成について) 

Q.参加者の年齢制限について、どのように設定しているか。(龍郷会場) 

◎かごしまカヤックスの場合 

・小学 5年生以上の参加は OKにしている…聞き分けがある年齢として設定 

・貸切ツアーの場合のみ、小学 5年生以下の参加もＯＫにすることがある。 

ただし、通常のツアーコースではなく、難易度を下げたアレンジツアーにする。 

    子供も大人と同じ料金(カヤックの 1席分の値段)。 

 

◎ツアー料金・受け入れ人数の設定・安全管理のバランスを意識してブログラムを造成する。 

 

Q.伴走艇・伴走車のアリ・ナシはどうしていますか？(大和会場) 

伴走艇や伴走車が必要なプログラムはそもそもやらないようにしている。 

自分で対応できる範囲とそのスキルを把握して、ツアーを作っている。無理はしない。 

 

(参加者との事前やり取りについて) 

Q. 催行判断と参加者への連絡タイムラインはどうしているか？(大和会場) 

天気の良し悪しに関わらず、基本は前日の 18 時に天気予報等を確認し、参加者へ連絡する。

(ドタキャン防止にもなる) 

・申し込みがあった際に、上記のタイミングでの判断と催行可否の連絡をする旨伝えている。 

・携帯の電話連絡もしくは携帯のショートメッセージを連絡手段とする。(着信を残せる) 

・台風等事前に判断がつく場合はそれ以前の連絡もする。 

 

Q.キャンセル料をもらっているか？(大和会場) 

キャンセル料はなかなかもらいにくいもの。しかし、もらうつもりでキャンセル料とキャン

セル料の発生タイミングを決めておくのが良い。申し込みがあった際に、書面やメールでキ

ャンセル料についても伝えておく。(ドタキャン防止になる) 

・キャンセルの理由や、参加者の反応によって、事業者側の対応も変わってくるもの。 

・一度はキャンセル料の請求をするが、支払いがなくてもそれ以上は深追いしない。 

(時間の無駄、心理的労力の無駄を最小限に) 

 

Q.催行判断の材料となる天気予報は何を見ているか？(大和会場) 

かごしまカヤックスでは、携帯アプリで、「Windy」、「Yahoo！天気」、「海快晴(有料アプリ)」

を見て、総合的に判断している。 

 

Q.雷注意報での判断はどうしているか(住用会場) 

注意報が出たら：実施の可否を検討 

警報が出たら：中止         ◎「催行規定」で定めることが大事 

 ◎プログラムを実施する場所がどういう地形か…開けた場所？山に囲まれた場所？にもよる 

 ◎天気予報、雲の流れなどなど現地の天気状況も観察 



(ツアー、プログラムの受付時) 

Q.参加者の持病など、どこまで申告してもらうもの？(プライバシー問題) (龍郷会場) 

必要以上に申告してもらうものではないが、ツアーの安全実施に関わるものは申告してもら

うべき。 

 

Q.「危険の告知書」の具体的な内容は？(大和会場) 

参加者が記入する特記事項(アレルギーがある等)をどこまで書いてもらうか、また、事業所

側の「危険の告知」についてはどこまで内容を細かく記載するかは悩むところ。何かあった

時の裁判資料としてどこまで有効かというと、意外と効力がなかったりする。 

・ツアーの受付場所(屋内なのか、野外か)にもよるし、受付に掛けられる時間は長くないの

で、「危険の告知書」は簡潔に重要なポイントだけを記載。 

・参加者には「□理解しました」の□にチェック、署名をもらう、のみにしている。 

・事業所／プログラムの内容／受付の状況によって、よりよい方法にアレンジすると良い。 

 

Q.海でのアクティビティで、参加者に署名をもらう「免責同意書(参加者の自己責任／ガイドは

責任を負いません)」は有効か？(龍郷会場) 

無効。むしろ責任を問われることになる。以下の条例に反する。 

「鹿児島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例 第 3 節 不当な取引行為の防止－第 14 条

(不当な取引行為の禁止) －(2)消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる

行為」 

 

◎参加者とガイドが一緒に「安全なプログラム」を実施するという意識が大事。 

  そのためには、参加者へ危険情報(気を付ける点)を伝える「量」と「タイミング」も重要 

  参加者が受けとれる情報量は？ 効果的に伝わるタイミングは？を考えて伝える。 

 

Q.子供向けのイベントプログラムで、事前に服装の案内をしていたにも関わらず、適さない服

装・靴で来た場合の対応は？(龍郷会場) 

安全が確保できないのだから、参加させない。 

・自然の危険性を伝える、これも学びであると捉える。 

…参加できない子供への対応は、対応スタッフを 1 名つける。 

・このような状況を想定し、予備の装備品を準備する、という方法もある。 

 

◎子供向けのプログラムは、親子参加のプログラムにすることも有効。親子で体験すること

で学びは深まる。(親子での体験共有・家庭内での学びの振り返り、に繋がる。) 

 

(ツアー、プログラムの実施中) 

Q.参加者が申告した体力・技術と実際(ガイドによる客観視)が異なる場合、また、参加者がわが

まま・ガイドの言うことを聞かない場合の対応は？(大和会場) 

・まずは、ガイド自身の身の安全を確保する。 

・危険な状況である場合は特に、指示を出す際は怒鳴らない。的確に、しっかりと伝える。 



Q.参加者が高齢者の場合の対応は？(龍郷会場) 

年齢が上がると、個々人の体力・反射能力に差がある。90 代でもピンピンしている人もいる。 

 参加者の尊厳を欠かない配慮ある対応が必要。 

◎年齢に関わらず、全ての人に対して目配りし、言葉使いにも気を付ける。 

 

Q.参加者が、高齢者・(過去)経験者の場合の注意点は？(住用会場) 

これまでの経験値も大事だが、現在のスキル・体力がどうか。ガイドが客観的に把握するこ

と。プログラムの実施範囲を狭くすることで安全性を高める、という方法もある。 

 

Q.外国人参加者への注意の仕方は？(住用会場) 

細かいニュアンスを伝えにくい場合は多々ある。危険な時、行動を制止したい時、 

とにかく「Ｎｏ！」とはっきり、しっかり、凛として伝える。 

 

Q.カヌーや SUP のプログラムで、グループ客に対しガイドが一人。参加者の一人が気分が悪く

なった場合のガイドの対応は？(大和会場) 

 ・陸に上がって、いったん休憩をとる。気分が悪くなった参加者のライフジャケットを緩める。 

                           ※ウェストのベルトははずなさい。 

・他のサポートスタッフを要請する 

・参加者を SUP 上で仰向けに寝かせ、ライフジャケットを緩め、陸までけん引する 

対応方法は状況により様々考えられる。日ごろから様々な状況・様々な対応方法をイメージ

して、練習しておく。 

 

Q.マングローブでカヌーが転覆！参加者のレスキュー方法は？(住用会場) 

◎会社スタッフ、ガイド仲間でトレーニングをするように 

◎マングローブでのプログラムでは、どんなリスクがありえるか？ 

・転覆…転覆しやすいパターンの把握、転覆しにくいような工夫、レスキュー技術の向上 

・素足での怪我…サンダルの貸し出しをする 

・危険な植物 

・増水による川の流れの変化 

◎リスクを想像して、その対策を日ごろから考える 

 

(ツアー、プログラムの実施中の自然災害) 

Q.津波などの自然災害への対応は？(龍郷会場) 

地震・火山の噴火など、予知が難しいものはしょうがない。対応できる状況とどうしようも

ない場合もある。その場、その時でガイドがどう判断できるか。 

 

Q. (海・マングローブ) もしもガイド中に津波警報が出たら、どうしたらいいか？(大和会場) 

さっさと安全な陸地へ逃げる。 

・カヌーで川の上流を目指すのは無意味。海では波打ち際で津波に合うのは最悪事態。 

 



(保険について) 

Q.遊漁船で掛けている保険は、参加者が乗船中のみ対象となっている。参加者が受付事務所から

船までの移動中に怪我をしたら…。(龍郷会場) 

保険の内容を、保険会社に一度確認する。陸上の移動中の事故に対応していない内容であれ

ば、保険会社に相談してみる。 

◎乗船・下船時に事故が起こりやすい。乗船・下船時は補助スタッフを付けるといい。 

◎事務所から船まで、漁港内を徒歩移動するのであれば、安全な動線を検討する。 

 

(道具のレンタル事業について) 

Q.宿でレンタサイクルをしている。レンタサイクルでも免責同意書は無効か？(龍郷会場) 

自転車は社会通念として、一般的な場所で使うものなので、事故を起こした場合はお客さん

側の責任となる。(レンタカーで事故を起こした場合と同様) 

お客さんが第3者に怪我をさせる可能性もあるので、お客様自身に傷害保険に入ってもらう。 

◎車両整備は貸主の責任。TSマーク(年 1回の車検、保険あり)を付けておくと良い。 

 

Q.事業所の前のビーチで SUP のレンタルをしているが、お客さんの監視をずっとできるわけで

はない。安全をどう確保したらいいか？(住用会場) 

・道具貸し出しの規定を文章化してお客さんへ伝える 

 風速○ｍまで／移動範囲は…から…まで／緊急事態が起きたときの対処方法、などを明記 

・緊急事態の連絡方法として、お客さん自身の携帯を使えるように、無料で防水携帯ケース

を貸し出す、という方法もある。(お客さん自身の連絡手段の確保) 

 

◎「フロントカントリー(救助がすぐにできる場所、まち歩きなど)」か 

「バックカントリー(特殊な場所で専門的なレスキューが必要な場所、山、海など)」か 

自分たちのフィールドはどちらなのかを認識して、安全対策を検討する。 

 

(その他) 

Q.お客さんのターゲット層をどう設定するか 

 参加者のリピーター率の高さは、一見良いことのように思えるが、参加者の固定化ともいえる。

参加者の高齢化(先細り事業)、内容のオタク化(ニッチな層にしか受けない)が進み、良いこと

ばかりでもない。 

ターゲットとして、アウトドア雑誌「Be-PAL」の読者層をイメージするのも一案。「Be-PAL」

読者層は一般的で、アウトドアに興味のある初心者層＝ターゲットになる対象者の幅が広くな

る＝稼げる率が上がる、ということも。また、難しくないプログラム＝安全性が高いプログラ

ムの設定で楽しませることができる、という利点がある。 

 

 

 

 

 



Q.ガイド自身のトレーニングはどうしているか？(大和会場) 

ガイドの体力作りは基本。レスキューの際は最終的に体力がものをいう。 

 ・安全系トレーニング、講習会への参加 

 ・ガイドする分野の資格講習会の受講 

 ・同業者同士で勉強会・遊ぶのもいい経験になる 

(違いやり方を知る、いい考え方・アイデアの共有で、ともにレベルアップしていける) 

 

Q.オーバーツーリズム対策は何かあるか？(大和会場) 

一番の策は「人数制限・入場制限」だと思う。日本の国立公園法や現在の状況ではなかなか

進まないものではある。 

例：アメリカ・ヨセミテ国立公園 

  入場申込制(勝手に入ると罰金)、一日の入場制限在り、入場料を徴収 

事前の講習を受講しなければならない 

…などしっかりとした仕組みがある。 

 

Q.海岸でゴミ拾いをする際、危険そうな漂着物を発見。どう対応したらいいか？(龍郷会場) 

・開けてみて中身のにおいで判断することもある 

・危険そうな液体が入ったものは開けない。警察への連絡も検討。 

◎自分のできる範囲での行動をとる 

 

Q.泳ぐ場所・ビーチでの泳ぐ人の「自己責任」はあるのか？地域と旅人が一緒に安全をつくるに

は？ 

「○○海水浴場」と公にしているビーチには、管理者がいて安全責任を負うことになるが、

それ以外のビーチの場合 

・「ここで泳ぐな」と言えないし、同様に「ここで泳げます」も言わない。 

・そのビーチでのリスクの告知として「お願い看板」を設置することはできる。 

 

Q.○○展望所、○○公園といった管理者(自治体など)が定められている敷地内でハブに嚙まれた

場合、管理者は責めを負うのか？(住用会場) 

自然環境の中での出来事＝責任は問われない可能性が高い。 

 (これが、ホテルの敷地内の話となると、判断は微妙) 

例：山岳事故がおきた！→登山禁止にする？登山道すべてに手すりを付ける？：現実的でない。 

 

◎自然についての「学び」と捉えることもできる。 

 

Q.島民(ガイド事業者ではない)が、たまたま知り合った旅行者を好意で案内している時に怪我を

した場合、どうなる？(龍郷会場) 

旅行者から何を根拠に訴えられるか不明。一般の人が個人で賠償責任保険に加入するのは非

現実的である。とにかく「危険行為はさせない」というのが原則。 

 



Q.ガイド自身がライフジャケット無着用だったりする。どうしたらいいか？(住用会場) 

写真映えをねらったり、暑い・苦しい・自分のスキルの過信等、着用しないガイドがいるこ

ともある。ガイドは参加者の模範になることを忘れないように。 

また、ライフジャケットに限らず、ガイドの服装は参加者からの信頼を得、安心を与える材

料にもなりえる。ヨレヨレとした格好はしないように。性能の良いアウトドアブランドを着

用することで、ガイドの風格もあがるし、ガイドの身を守る安全対策の一つともいえる。 

 

◎国の安全基準に適合した「桜マーク」付きのライフジャケットといっても様々。プログラ

ムの内容と、ライフジャケットの性能を確認・検討することは大事。 

(龍郷町会場)                 (住用会場) 

 

 

◆ 研修会を終えて ◆ 

 

すでに活動をされている方は「これでいいのだろうか？」「もし事故が発生したらどうなるの

だろうか？」の疑問は常に持たれています。またこれから始める方も、安全管理は何をすれば

いいのか判らない状態だと思います。これは当方も同じ事です。だからこそ様々な講習受講や

他団体との交流など自己投資は怠りません。 

 どの地域でも似たような問題として、先進者や長年行ってきた方が自分だけの判断で行動し、

時には新参者の意見を論理なく採用しない事例も見受けられます。たとえ今までが何もなかっ

たとしても、明日は加害者になるかもしれない。そんな意識を持つべきです。安全管理は常に

論理や技術意識を高めてゆくものだと認識していただきたいです。 

 だからこそ今回の参加者の方々は意欲があり、質問も具体的な事が多かったです。本来なら

すべての自然体験業者の方々に受講していただきたいですが、今回の講習があったことを知る

だけでも意識が変わる事を期待します。 

 今後も奄美方面での自然体験が安全かつ素晴らしいものに発展してゆく事を期待しています。 

野元尚巳 

 


