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第 5 回目は、自然体験プログラムのリスクマネージメントについて、エコビジョンブレイ

ンズ代表取締役の田村孝次氏にお話を伺います。最近は地元、例えば観光協会や NPO 等に

よる着地型商品販売も盛んになっていますが、旅行者の安全の確保はどうなっているので

しょうか。また、事故が発生すると観光地への客足が遠のき、回復に時間がかかるといっ

た地域全体へ悪影響を及ぼす例も指摘されています。こういった中で、一事業者にとどま

らず、地域として安全対策を検討する必要性が高まってきています。 
 
 
皆さんこんにちは。エコビジョンブレインズの田村と申します。アウトドア、俗に言う

着地型旅行商品というものを、河口湖という大型観光地で展開しています。年間 3 万人を

扱っていて、野外体験ですが、緊急搬送率 0 パーセント、亡くなられた方もおりません。

賠責保障に発展したケースは 16 年間で 0 でございます。お見舞金としての任意保険、私ど

もに過失はないけどお見舞金をお渡しするという方法が実はございまして、それが年間 3
万人のうちの大体 4 件ぐらい、0.0004 パーセントぐらいという状況です。なぜこの仕組み

ができるのかというのをこれからお話しさせていただきたいなと思います。 
 
「旅行はいろいろなファクターが提供するサービスから成り立っている」 
 安全管理というタイトルは意外と嫌われます。僕もいろいろなところでお話をさせてい

ただきますが、最終的に嫌われ者になって帰ってくるのです。小うるさいことを言って、

みたいな雰囲気です。大体は一般事業者の方のための内容です。ところが一般事業者の方

も、最近は能動的に地域の観光系の組織のかたがたと手を組んでいたり、旅行会社の方の

支援を受けて着地型旅行商品を売っているという経緯がございますので、旅行は事業者の

提供する内容だけではなく、その裏側にも様々なファクターのかたがたとの関係も含まれ

ております。ですので、安全管理というのは、いろいろなテンプレートで図ることができ

て、階層的であったりいろいろな人たちがどこかのタイミングで関わっているというのが

一つ、あとは意外と規模でも安全管理の方法論等ががらっと変わってきます。 
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「現代社会においては、事業を行う以上、法律も含めて、責任回避はできない」 
今回のタイトル「安全対策（リスクマネージメント）」、「観光の体験系旅行商品、観光商品

における安全の仕組みの考え方」ですが、これはあくまでもヒントとして、その場所、そ

の地域、携わっているかたがた等の状況に合わせて組み上げていくのが理想です。 
今、観光地を支えているのは専門職だけに限らず、地域住民、有志、ボランティアいろ

いろな方が支えていらっしゃるということがあります。でも「保険に入っているから大丈

夫」と皆さんよくおっしゃいます。ところが、これは安全の仕組みではございません。 
実際このような事例がありました。例えば八丈島のファインダイバー見失い死亡事件で

す。詳業務上過失致死罪略式起訴です。利根川の「デスロック」ラフティング衝突事件、

これは比較的最近の死亡事故が起きている野外の活動ではありますが、業務上過失致死罪

執行猶予付きの禁固刑で、実は僕ら業界の仲間でもありました。 
 あとは屋久島の沢登、これも亡くなられた方がいらっしゃる。業務上過失致死罪、旅行

業法違反で起訴され、禁固刑、執行猶予 5 年とあります。屈斜路湖カヌー転覆事件、これ

も最近二審の判決が下りましたが、これは少し変わっていて海難審判庁の一審で勧告せず

となったのですが、不服のため高等海難審判庁に二審請求して、最終的には業務上過失致

死容疑で実刑を受けています。ここ 2 年ぐらい前に受けている例でございます。 
 これは、野外の活動に限らず今全国で展開されている着地型旅行商品、それも自然の中

とか、業務をされている方がお客さんを連れて歩いて、というようなこと全般に対して言

えることですので、その辺はアウトドアということではなくご覧いただきたいと思います。 
観光地の事業者にどのような責任があるか、まず刑事責任が付きまといます。 

あと民事的、経済的責任も、

行政上の責任、海難審判庁が

介入したり、食品衛生等に関

わる行政の関与があったり、

というのもございます。また

人道的な責任、道徳、道義、

倫理的責任みたいなものも、

やはり観光事業者には付きま

とっています。社会的、社会

通念上の責任みたいなものも

加えてございますが、業務を

取り巻く法律みたいなものも

皆さんやはりご存じないと、なかなかこれから何とかして対策しよう、管理しようという

ところのヒントにならないと思いますので、多少なりともご説明させていただきます。 
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で、これだけございます。

民事責任、賠償責任、刑事

的な責任も行政上の責任と

いうのもあります。 
ちなみに最近レンタル自

転車は非常に人気ではござ

いますが、昨今自転車に関

わる保険が入りにくいとい

うのは皆さんご存じでしょ

うか。私どもが今、身近に

抱えている問題でございま

して、年間 2,000 台ぐらい

のレンタルを出していますが、どうしようかと悩んでいる部分ではございます。今までの

自転車総合賠償責任保険というのを使用しています。貸しているだけでも実は PL 法、製造

者責任に引っ掛かったりとか、その他多数ございます。 
要は、律令国家日本でやっている以上、知らなかったでは済まされない、責任は法律も

含めてたっぷりある、ということです。事業をやっている以上は責任回避はできないので

す。事業をやめるわけにいかないので、この状況でどうするかが重要です。 
 

「事故の発生を０にすることは不可能であることを認識することが重要」 
まず事故とは一体どんなこ

となのでしょうか。事故とは

さまざまな小さな因子が複雑

に絡み合って偶然の積み重ね

で発生するものなのです。誰

も 0 パーセントにできません。

要は、事故は起きるものだと

思っていなければならないと

いうことです。 
 
 
 

 
 もしも事故が起きてしまったらどうなるか。これはいろいろな意味で損害がございます。

この損害を目に見える形にしておくと今後の対策の一助になりますので、まず損害につい

て分析します。 
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まず観光客に及ぼす損害は一体何なのか。事故の頻度や原因であったり、けがの度合い

や治療期間、痛みの度合いや後遺症の度合い、精神的苦痛、心的外傷（PTSD）ですね。ポ

スト・トラウマティック・ストレス・ディスオーダーと言われているものです。 
それから運営側として、機材等の損害や対処のための時間的・経済的損失。 
そして最近では、観光地ではこれが重要なのではないかと思いますが、類似業種への経

営的悪影響や、メディアへの露出の結果、地域に汚名をつけてしまい地域の宿泊や観光施

設に副次的に悪影響が波及する、といったことが顕著に表れています。天竜川の船の事故

は最近のことなので皆さん覚えていらっしゃいますか。天竜川の事故は実は静岡側で起き

たものですが、県境を挟んで長野県でも同じネーミングで船下りをやっているのです。長

野のほうに誰もお客さんが行かなかったという期間がございます。というように、ちょっ

とした一事業者の事故にとどまらなくなってきていると言えるのではないかと思います。 
 
「免責同意書」は伝家の宝刀ではない。損害を減らす努力が必要 

 では損害を減らすとために、何をしなければならないか。安全の仕組みの構築や、安全

もしくは危険、事故等々に関する理解、安全確保のための対策が必要ではないでしょうか。 
皆さん、よくこんなことをおっしゃいます。「大丈夫、大丈夫。うちは誓約書つけている

から」。ところがこの誓約書というのは、今の日本の法律では役に立たないのです。損害賠

償請求権の放棄と司法の場では言われていますが、こういうものがまかり通る時代ではな

くなりました。後ほど出てきますが、判例でも示されています。 
誓約書にまつわる凡例をあげましょう。神奈川県でダイビングをした女子大生が、ガイ

ドのミスで海底から上がってきませんでした。緊急搬送された結果、最終的に脳に重度の

障害を負ってしまいました。それで、起訴から一審までの経緯の中で、講習中の事故で重

度障害となった被害者が、ダイビングショップとインストラクターを相手に損害賠償を求

めていた民事裁判の一審判決では、1 億 8,000 万円の損害賠償請求に対して、1 億 6,000 万

円の支払いを命じる、でした。本来こういうのはあり得ないのです。1 億 8,000 万請求され

たら大体 9,000 万とか 1 億ぐらいで収まるのです。ところが満額に近い請求が司法の場で

も判断されてしまいました。命じるということは実質的にダイビングショップ側の完全な

敗訴であります。これの大きな理由に、「伝家の宝刀」とも言える「免責同意書」を盾にダ

イビングショップ側は「責任はない」と主張したということが、司法の場で逆手に取られ

た結果なのです。すべての体験系商品における「免責同意書」の内容に対する司法の見解

として、人間の生命・身体に対する危害の発生について、免責同意者が非免責者の故意、

過失に関わりなく一切の請求権をあらかじめ放棄するという内容の免責事項は、少なくと

もその「態度」で「公序良俗」に反し無効であると。要は業者自体が責任逃れのためにこ

の免責同意書を盾に戦おうとしても、もう通じませんよという司法の結果が出てしまいま

した。ですので、誓約書があるから、業務や、取引のある業者さんが免責同意書を取って

いるから大丈夫とおっしゃっていたとしたら、それは間違いであります。 
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 では、誓約書の意味はどういうことか、というと、事業者側の損害をいかに軽減するか

というところに重きを置くべきだと考えています。この方法論も実はいろいろあります。

あんな小さな字は誰も読まない、観光するのにもしくは非日常体験するのに興奮していて、

なんとなく最後に「ちょん」とチェックしてしまったりとか、軽くサインしてしまったり

という例がほとんどのようですが、それではやはり駄目なんだということで、しっかり見

せるような工夫も具体的に必要ではないかなと思っています。 
 
 「ボランティアにも責任は発生する」 
 それから、ただのお手伝い、ボランティア、アルバイト、見習いだから罪はない、どう

せ上（会社）の責任だ、という社会的な通念というかそんなものもございますが、これは

全くの間違いです。管理、使用者責任に対して直接的な責任というのが今問われています。

要は、業務でやっているからすべて会社の責任かと言ったらそうではありません。実際お

客さんの身近にいて、お客さんと直接接した人間の責任も重いということです。報酬を得

ているか否か、経験の有無、正社員かアルバイトかに関わらず、事業運営に直接従事し、

当該者の管理下で事故等が発生した場合、業務上の責任を必ず負うことになります。 こ

れも実際あった話で、山梨県の出来事ではありますが、スイミングスクールで子どもがス

クール終わったにもかかわらず帰ってこないと。親が事務所に電話して慌てた業者さんが

探したら、プールの底から見つかりました。被害者遺族がアルバイト（19 歳）監視員とス

クールを相手に損害賠償を求めていた裁判の二審判決は、これはもう結審したのですが、

民事訴訟でアルバイト監視員に 7,500 万円、スクールに 7,500 万円の支払いを命じました。
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刑事訴訟では、両者の「業務

上の過失」等々ですでに敗訴

していたので、刑事訴訟の敗

訴を受けて民事でもこれだけ

実は取られてしまったという

例なのです。アルバイトとか

ボランティアは一切関係ござ

いません。 
 
 
 
 

 
「地域のステークホルダーが集まってルールを決めていく」 

 ではどうしたらいいか。要は地域のステークホルダー（利害関係者）すべてが、その地

域全体の観光振興を思っているとするならば、皆さんで安全の話をするのが理想ではない

でしょうか。さらに、コンセンサス（合意形成）を得ながら仕組みを作っていく。 
これまで不整合がある事例

も結構見てきました。例えばあ

る地域の行政さんがこんなル

ールというか安全管理の方法

を作りました。最近よく聞くの

が、入山規制の総量規制です。

人間には直接関係ございませ

んが、自然に負荷を掛けるとい

うことで、行政が比較的少ない

アマウントの総量規制をする。

でも業者さんは、もっと連れて

いける、現実的にはいっぱい連

れていかなければならない、みたいな問題が起こっている部分もあります。 
山梨の青木ケ原樹海も実はそうでして、行政さんも事業者も皆で守っていこうという、

科学的に根拠を示して定めた青木ケ原樹海ガイドラインというのがございまして、それを

僕らは運用しています。観光客や参加者が中心の仕組みが重要なのですよということも最

後に付け加えさせていただきます。事故やけが、事象、その他安全に関わる問題をなんで

も可視化するのがいいかもしれません。その地域、その事業の中から、危険因子の洗い出

しというのをしてみるということです。 
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「安全管理はリスクコントロールであり、応急手当やレスキュー技術など実際の行動を

指す」 
  安全管理と安全対策の違いというのは皆さんご存じでしょうか。これは英語で書くと

はっきりお分かりになるのではないかなと思うのですが、安全管理とはリスクコントロー

ルです。要は直接的に何かをすることなのです。危険なことを話すのに、あまりにも大き

な枠組み過ぎてなかなかまとまらないという経緯をいろいろなかたがたからお聞きします。

であれば直接的に管理するものとそうではないものとに分けてみようということで、安全

管理とは応急手当ての技術であったりレスキューの技術であったり、避難誘導とか消火活

動の、実際の行動のことを言います。 
 お客さまに具体的な問題が

発生した場合に、119 番でい

いのか。そうではない、ちゃ

んと応急手当てできますか。

これが安全管理の考え方です。

応急手当てに伴う法律もあり、

行動義務というのがございま

す。警察官やライフガードの

ように職務上、あるいは両親

や保護者のような関係にある

人には手当てをすることが課

せられる。 
法律で罰則規定はございませんが、応急手当ての訓練を受けた者は、行動するよう推奨

されています、ということは、間違った手当によって障害であったり過失が生まれたりす

るのは駄目ですということです。 
少し観光業に戻って考える

と、消防の 2 時間の講習会を受

けてライセンス持っているか

ら大丈夫とおっしゃっている

方が多分 9 割以上いらっしゃ

るけれど、実際お客様が倒れて

できるでしょうか。AED があ

るけど使い方が分からない。こ

のような状況でいいのでしょ

うか。まずその辺りから、「真」

のおもてなしは、まずは応急手

当てで命を救うことから始め
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ましょうと考えました。 
 
 「安全対策とはリスクマネジメントであり、ルール決め、マニュアル作成、スタッフ教

育、保険の加入が重要」 
 二つの枠組みのもう一つ、安

全対策が俗に言うリスクマネ

ージメントで、安全上の重要な

問題が起きないように、もしく

は、被害を最小限に抑えるため

に事前に策を講じておくこと

です。 
簡単に言ってしまうと、どこ

で応急手当てを発動するか、手

当をするのか、指導するかのル

ール決めが安全対策だという

ことです。あとは安全マニュア

ルとか緊急フローチャートの作成とか、保険の加入も一つの安全対策です。それからスタ

ッフ教育、こんなものがございます。                 
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「予見可能性」を考える 
安全対策は、一人で、もしく

は非常に狭い世界の中で考え

るのではなく、社会的な判断

等々も含めて事業者、企業内部、

関係者間、徹底的に討論しまし

ょう。 
意外と手を抜けないのが「予

見可能性」です。あることをや

っていて、「何か起きるのでは

ないの？」「大丈夫、起きない」。

結果、起きなくて起きなくても

もいいのですけど、「何かある

のではないの？」と思った時点で予見可能性というのが生まれてきます。予見可能性の対

策をしなければ訴訟問題発生時に非常に不利になります。 
 参加者が原因で事故が誘因される可能性の一つの例として、パニックであったり迷走反

射神経の低下と体力不足、判断遅れがあります。 
一方、事業者の判断ミス等が原因で事故が誘因される可能性として、刑事事件からひも
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といてみますと、これも実際にあった判例から引用したものですが、ニセコの雪崩事件で

す。これは結構、酷な結果だと思ったのですが、平成 10 年、ガイドに引率された 2 人スノ

ーシューツアーが雪崩に遭いました。2 人の女性のうち 1 人が死んでしまいました。もう 1
人が 6 日間入院して、判決は、予想される危険から保護すべく万全の備えをし、細心の注

意を払わなければならないのはガイドとして当然であると。事故に遭うことがないように

慎重に行動することができなければ、職務をまっとうできないのは明らかである。具体的

な予見可能性は、必ずしも発生メカニズムの学問的解明を前提とするものではない。雪崩

発生の予見が不十分、限られた情報、経験のみに頼った軽率な判断だという、判決結果が

出ています。ガイドさんが、「もしかすると今日、昨日雪が降って気温が高かったからさら

さらの雪が雪崩起こすかもな。でも降った量が少ないからいいや」と思ったとしたら、そ

れはもうその時点で予見可能性があって、裁判の場ではこういったような判決が出るとい

うことなのです。これは執行猶予付きの禁固刑です。非常に乱暴な言葉ではありますが、

無知は免責の理由にならないのです。 
 
 
 「フェイルセーフ」の思想のもと、「予備計画」が事故と利益減少の防止につながる。 
 ここで重要なのが、「フェ

イルセーフ」と「予備計画」

というものです。 
「フェイルセーフ」という

のは、安全をより確実にする

ために、ミスや不具合をあら

かじめ想定して、その影響や

損害を最小限に抑えるため

設計、という思想です。まず

これを持ちながら自分たち

の取り組みをやっていきま

しょうということです。 
こうなったらもう駄目ではなくて、こうなったらこうしようという予備計画というもの

も非常に必要になってきますが、商業活動なのでお客さんをやはり裏切ってはいけない、

中止にしてはいけないという考えが非常に働くのです。ましてや先にお金をもらっている

と、返金するのは現場としては正直言って面倒くさいです。ですので、無理やり決行して

しまって実際事故につながっている例も多いです。それであれば初めから、雨が降ったら、

雪が降ったら、風が強かったらこうしようという計画を作っておけば、商業的な利益の妨

げにはなりません。 
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行政さんが出しているパンフレットみたいなものは雨天の対策がなかったり、非常にま

じめというか、一本気な内容になっているのではないかという気がします。民間の取り組

みとしてはうちも含めて、雨が降ったらキャンセル、は絶対嫌なので、その金額で別の対

価の体験に代えたりとかしています。ですので年間 3 万人をアウトドアで一応キープはし

ています。というように、予備計画の設計も非常に重要であると言えると思います。 
 

 あと「正常化の偏見」とい

うのがあります。 
これはフェイルセーフを妨げ

る最も大きな原因で、これが

浸透していると、消費者が気

付かない状況で事業者側に

「手抜き」とか「能力」の欠

陥の放置をもたらすことにな

るので、「正常化の偏見」をも

う一度考え直して完全に排除

して、かつ商業利用すること

をやめるというのが重要にな

ってきます。 
お客さんはこんなに危ないのは分からないからこのまま連れて行ける、というのがまさ

にそれなのですが、お客さんの目線に下げないとこういうことになってしまいます。アウ

トドアの専門性が高くなればなるほど、そういった活動をしていればしているほどこうい

うことになりやすいです。 
 今朝の新聞で、また富士山で死亡事故が起きましたが、この道 40 年のベテラン山岳ガイ

ドが富士山に登って、連れて行った方を 1 人亡くしてしまって、自分は 7 合目まで自力で

下りてきて救助隊に救助されました。明らかな「正常化の偏見」です。素人が相手でした

ら絶対登らないのは分かりますが、ちょっとした経験者を相手に頂上を目指してきょうの

事故が起きたのです。要は自分のスケールで測ってしまった結果、思い切り「正常化の偏

見」をしてしまいました。予見可能性はたくさんあったはずなのです。また判決を待ちた

いと思いますが、刑事責任を問われる内容だと、僕は今朝ニュースを見ながら思いました。 
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「安全対策」をうまく機能させるには「人（スタッフ）」の教育が必須 
これらを踏まえ「安全の仕組み」の設計をします。ポイントとしては、徹底的に指導者

や運営側の過失をなくすというのが重要になってきます。これは、お客さんのせいで事故

が起きた場合と、事業者のせいで事故が起きた場合は、観光という言葉に響くボリューム

が違ってくるのです。ですので、まず第一にエキスパートエラー、事業者側の過失をなく

しましょうということに重点を置くべきだと思っています。 
 「安全の仕組み」の構築は

こんなものからか始まるので

すよと言うことで、緊急時の

フローチャートみたいなもの

が非常に重要ですが、実はこ

れは実働しなくていいのです。

最終的に業務上の過失がある

なしに関わらず、事故が公に

なったときに、こういったよ

うな安全対策をしているかし

ていないかというのは問われ

るということです。 
「安全対策」はいわばさまざま損害を軽減するための「ソフト」なので、それを動かす

「OS」が必要で、やはり「OS」は「人」なのではないか。「スタッフ教育」とか「人材育

成」みたいなもの、これは必須であると思います。 
 
無駄な費用とならないよう保険の精査を 

 先ほどの「保険に入ってい

るから大丈夫」でありますが、

保険も使い方によっては無

駄なお金になってしましま

す。事業をやっていらっしゃ

る、もしくは事業者とお付き

合いしているということで

あれば、保険の精査も重要に

なってきます。保険とは経済

的なリスクをカバーするた

めのものであって、罪を逃れ

るためではないのです。 
ですので、これも対策の一つとしてカバーしておくのがいいです。保険にもたっぷり種
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類があって、傷害保険と賠償責任保険、保険の違いは何か、役割は何かといったことを今

一度考えられたほうがいいかもしれません。 
傷害保険は、活動中に発生した偶然・急激・外来の障害事故にしか使えないのです。富

士山一周 120 キロをウォーキングして、参加者が「膝が痛い」と言っても保険は下りませ

ん。「おなか痛い」は下りるかもしれません。ちょっとしたトリッキーなことも保険屋さん

の世界では、ちゃんとしたルールになっているというのがありますので、やはり掛ける側、

お金を払う側が、いかに賢くこの保険を使い分けるかということになります。 
 うちではバギーをやっています。2 万 5,000 千坪の山を手に入れて、6 台のバギーで年間

1,200 台稼働をして、1,000 万ちょっとの売り上げを担当者 1 人か 2 人で上げるのです。あ

そこはもうかっているみたいだぞと、いろいろなところがまねをしているみたいなのです

が、事業者は、意外と出ては消え、出ては消えなのです。どういうことなのかと思ってい

ましたが、うちは 1,200 人稼働しているので利益は確保しています。たった 2 人の担当者

で回しているから、1,000 万円ちょっとの売り上げのうち、給料を彼らに払ったとしても、

いくらか残り、おまけに車両の減価償却も終わっている。ところがその中に保険というの

があるのですが、普通アウトドアの事業者は、バギーのプログラムだから施設賠償責任保

険に入ります。何かあったらその保険で賄います。レクリエーション保険を掛けているの

で、レクリエーション保険で、参加者がけがをした場合にお見舞金を払ったりとかします。

基本的に、参加者が国内旅行傷害に入ってきていただいてプログラムをするというのが大

前提ではあります。 
 ところが、1 人のバギーが走っていて、前の参加者にボンとぶつかりました。2 人ともけ

がをしてしまった。ぶつけられた人はレクリエーション保険で賄えます。ところがこっち

の人がけがをしたのは、何で賄えると思いますか。指導者の過失は全くございません。指

導者はちゃんとしたスクールルールにのっとってやっているので、この人が勝手にスピー

ドを出してボンと前の人にぶつかったので、この人に掛ける保険がないのです。うちはも

う十数年、たった 6 台ではありますが 1 台 1 台に、ナンバーのない車でありながら車両保

険に入っています。自動車保険に入っているのです。自動車保険に入っていると、搭乗者

なので保険が下りるのです。ところが、皆さんの車の保険を考えていただきたいなと思い

ますが、1 台幾ら掛かりますか。車両保険も含めてですから。ということは、その売り上げ

がないとこのバギーのプログラムはできないという事になります。山梨県にも 2 カ所ほど

ございまして、今は 1 軒まだ広告に出ていますけど、もう 1 軒はなくなりました。商業化

できなかったという一つの証ではないかなとは思います。というように、保険もたくさん

種類があります。 
 賠償責任保険は、法の場で、「おまえ駄目だよ」と言われたときにどうやって賠償するか

です。自賠責と言われている身近なものがございますが、施設所有者、管理者賠償という

のがあったり、対人賠償、スポーツ賠償、産物賠償、動産とかそういったものに掛けたり

とか、保管者（受託者）賠償とか家人賠償みたいなものがこの観光の業界では関係してく
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るのではないでしょうか。賠償責任保険の注意点として、従業員やアルバイトの身体障害

が運営側の落ち度で発生した場合は保険対象にならない（労災です）、自動車に関係する事

故も対象とならない（自動車保険です）といったことがわかってくるのではないかなと思

います。 
 
 「体験プログラムの移動の際の事故は自賠責でカバーできる」 
 体験プログラムの移動の際の事故もちょっとめんどうです。これも一番悪いことをして

いるのは行政さんなのですが、行政さんがやる事業で、白ナンバーで参加者を送っていま

すでしょう。あれは間違いなく違法です。人を送って何らかのサービス、もしくは事業の

一環にするには青ナンバーがなければ駄目なのです。 
今回こんな問題をフューチャーしてみましたが、賠償に関しては自動車賠償責任です。

もし事故が起きたら自賠責で OK です。あとは任意保険だ何だというのでカバーしていき

ます。ところが、会社、個人所有に関わらず一般車両（白ナンバー）での輸送は完全に違

法であるというのが法律でございます。ただし、公共交通機関の最寄りのポイントまでは

OK というのが道路運送車両法に抵触しない唯一の逃げ方で、ホテルさんとかが認められて

いたやり方です。当然青ナンバーが必要で、これにもお金が掛かります。 
既存の厳しい規制をクリア、

大きな投資を強いられるのか

なと思ったら、政府の「新成

長戦略・日本を元気にする規

制改革 100」で、通達がもう

すでに出ていて、観光振興目

的のための「エコツアーの事

業者の参加者輸送」は、運輸

局長の名前で、通達で規制の

外になったという事実がござ

います。ただ条件があります。

金を取らないこと、公共の交

通機関が不便だということです。参加者輸送がすべて違法ではないというのがやっとここ

で出てきました。今ここで参加者輸送がすべて青ナンバーでなければならないということ

になれば、日本の 8 割、9 割の自然学校はつぶれてしましますし、行政さんにも相当重い負

担が出るのではないかなという気がします。 
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「旅行会社だけでなく、行政・中間支援組織・協会・組合等々も危険情報の開示義務や商

品の品質保証の責任をおう」 
 行政とか中間支援組織・事業者等々、観光地ではさまざまなファクターが存在して着地

型旅行商品を積極的に取扱い、販売しています。旅行会社と、行政・中間支援組織・協会・

組合等々も同様の立場であると考えていただければと思いますが、主催・共催・旅行の募

集、あっせんなど、商品を売るために誰もが消費者とさまざまな関わりを持っているとい

う事実がございます。商品を販売するマーケットの消費行動において、消費者との唯一の

接点です。行政さんが作るパンフレット自体も。事業者の直接販売以外のすべてのパター

ンに該当します。 
そこで消費者基本法、消費

者契約法というのが関わっ

てきます。それらにややもす

ると抵触してしまう危険情

報の開示は、法律で決められ

ています。海外の旅行業のか

たがたの内容を見ると、特に

細かくうたわれているみた

いですが、危険情報の開示、

致死性の認知の隠ぺいなど

も非常に重要になってきま

すし、「特別の危険性の警告」、

正常化の偏見の排除なども非常に力を入れてやっていかなければならないということなの

です。説明義務責任に基づく情報提供、商品の品質保証責任というのが実際かけられてい

るということです。これでまだ実は大きな判例はございませんが、少ない中でも実はあり

ます。 
 
「情報開示や予見可能性への取組如何で罪が増減する」 

 先ほどお話しした天竜川の件ですが、安全の説明を全くしていなかった結果、事業者イ

コール今回の当該責任者にはなりますが、それだけでもう罪が決まっています。 
 もう一つ、羊蹄山の登山の事件、これは旅行会社が絡んでいます。2 人の女性が遭難して

凍死した件なのですが、刑事判決として、添乗員にはツアー客の安全確保と円滑な旅行実

施の義務がある。被告本人が本件ツアーに当然伴う人の生命・身体に対する危険性を防止

することを義務内容とすることが職務なのだ。悪条件から凍死等で死亡することを十分予

見できたはずだ。予見可能性として細部にわたり可能である必要はなく、本件は、状況判

断の誤りが死亡を導くという基本部分について予見可能であれば足りるというのが全く足

りていなかったということで、判決は禁固 2 年・執行猶予 3 年です。民事訴訟では、遺族 4
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人はツアーを主催した旅行会社と元添乗員に、計 1 億 2,000 万円の賠償を求めて、会社側

が 7,150 万の支払いと謝罪文の添付で和解されました。和解条項に盛り込まれた謝罪文に

は、「安全を第一とすべき主催者側として」というのを入れてくれと懇願したそうです。 
 3 番目、浜名湖の事件です。去年の秋ぐらいに、ある一つの判決が下りましたが、そこの

教育委員会には罪はないというのだけは出ました。管理者責任で教育委員会までは、今回

起きた事件の詳細を把握する環境になかったということが理由みたいです。ところが、学

校関係者、県の施設の青少年自然の家の担当者等々にはまだ判決が下りていません。判決

が待たれます。 
 
 「日頃から対策をとっておくことが損害の軽減につながる。事故後の対策も必要」 
 行政・中間支援組織・DMC
といった「責任ファクター」

としてのリスクヘッジとし

て、これはご提案なのですが、

資格商品の品質保証責任を

考えると、北海道がしている

ように、売る商品の基準のよ

うなものをみんなで作って

いくというが重要なのでは

ないかなと思います。要はマ

ル適です。 
 
次に損害の軽減として、事故は起きるものなので、最悪は公の場で裁かれる。量刑は？ 

ということになります。2 人の人が同じ事故を起こしたとしたて、起こるかどうか分からな

い事故に対して手間暇掛けて策を取っていた A さんと、起こるかどうか分からない事故な

ので軽く考え何もしなかった B さんが、判決を受けたとしたら社会はどちらを支持するか

というと、100 パーセント防げない事故でありながら何とかしようとしていたＡさんのほう

が優位であるというのはお分かりになると思います。事故が起きた場合にも対策というの

が必要で、ちょっとした事故でありながらどういうわけか 10 日から 2 週間の事故になった

場合は刑事責任を問われるということがあります。死亡してもいない、緊急搬送されたわ

けでもない、まあいいやと言っているとひどい目になります。なので事故後の安全対策も

必要になってきます。 
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あとは危機管理の必要性としてクライシス・マネージネントという言い方をしますが、

どこへ行っても地震と向き合っていかなければならないので、何ができるかも考えつつ地

域でやっていきましょうと。先ほどの沖縄の件はまさにこれです。非常に精度が高いなと

思うのは、地域の避難誘導であったりとか津波の回避であったりとかいうのは当然触れて

いましたが、観光地自体の危機

管理は、自然の負荷、自然に対

するインパクトも一つの管理

と認識しているところが沖縄

のすごいところなのです。さす

が、地域の自然資源を使った観

光地の、やはり日本のトップだ

けあって、そういったようなこ

ともこのクライシス・マネージ

メントの対象にしているとい

うのがすごいところだと思っ

ています。 
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 最後に振り返ります。安全の仕組みはどんなものかお分かりになりましたか。法律があ

るのは分かりましたか。 
事業者の責任、仕事やって金もうけするだけ。確かに 1 事業単位でいろいろなことを考

えながら会社経営をしていかなければいけないということを考えると、もうけは非常に大

事ではあると思いますが、それには責任も付きまとっています。 
事故は起きるものです。スタッフの教育、これは重要です。 
安全管理と対策の違いはお分かりになりましたか。安全対策の構築やマニュアルの作成

の重要性でなど。この講習会の中でマニュアルを作ってもらったり、その下のフローチャ

ートみたいなものも作っていただくこともあります。 
応急手当ての必然性、やはり本当に困った人の命を助けることこそ真のおもてなしなの

ではないでしょうか。 
保険、自分たちに合ったものをどうやって選んでいくかという保険の知識も必要になっ

てきます。そして保険会社さんと仲よくする。本来うちがやっているアウトドア事業は水

物です。水物は夜の赤いネオンの下でやるのではなくて、カヌーとかそういうものであり

ますが、現在は新規の保険に入るのは難しいです。大きな共済系のものに入るか、大きな

団体が入っているメンバーシップのようなものに入るかというのしか、今方法論がありま

せん。その辺もどうやってクリアしていくかを地元で考えながら、新しい商品を作ってい

くというのも当然ですが、保険屋さんにオリジナルの商品を作ってもらう方法もあります。

もし皆さんが本気になれば新しい保険商品は作れるのだよということなのです。 
観光地におけるご自分たちの立場というのをまずはっきりして、事業者さんとどう付き

合うか。行政の PR 活動にどう介入していくか、参加していくか。イベントをどうやって、

どの立場として盛り上げていくかとか、そういったようなものが必要になってくるのでは

ないかなと思います。 
 というわけで早足となりましたが、あまり聞きたくない安全管理の話を終わりにしたい

と思います。どうもありがとうございます。 
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＜質疑応答＞ 
 
司会：沖縄ではシュノーケリングに関して非常に多くの事故があり、民間事業だけではな

くて警察が一緒になり財団法人（一般財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューロー）

を作ってそこがシュノーケリングのライセンスを発行する仕組みに変えたということです。

また、沖縄では地震、津波対策として危機管理の計画を 3 年がかりで作ろうと。沖縄の観

光に負の影響を与えるさまざまな危機を想定して体制を整えています。財産、観光資源、

観光産業と従事者、というふうに定義しているわけです。そして危機からの早期回復を支

援する仕組みを構築すること。海外の事例ではどうなんでしょうか。 
田村：海外では多いです。ハワイもそうですしニュージーランドもそうです。あとオース

トラリア（南側）、キャンベラを含めて東の海岸線も看板とかが出ています。空港に行って

もサインボードですか、非常に目立つような避難の誘導のものがあったりします。 
 
Ａ：そちらのほうでやられている活動、水遊びや青木ケ原の樹海とか、具体的な安全対策

はどのような形で示されているのでしょうか。 
田村：当社の危険因子分析の一例として、迷走反射神経の低下とか体力不足などが挙げら

れますが、要は判断した行動に体が付いていかない、つまり疲れている。では誰を注意し

たらいいのか、初めて体験する人とか初級者とか 40 歳以上の方。ではそういう人たちには

どういった声を掛けたらいいのか、どこでそれを見抜くのか。手足の動きがぎこちないと

か、手足突っ張っている。これを防ぐためにはどういった内容にしたらいいのかという話

です。 
具体的に言うと、例えば夜通し車を運転してきた人は午前中眠くてしょうがないのでそ

ういう人にはどんなプログラム、どういうことをさせてはいけないのかということを考え

ます。というようなことを、いろいろなプログラムごとに個別に作っていくというのは一

つのポイントかもしれません。 
皆さんの安全管理マニュアルを見ると、全部一緒なのです。そこで不整合が起きるし、

あわないことがたくさん出てくるのです。それを防ぐには個別に考えて、想像でき得る限

りのマイナスの部分を、いかにプラスというか何もないようにするかというちょっとした

工夫をすればいいだけです。 
 
Ａ：「昨日お疲れの方」とか「道路混んだ」とかいちいち聞かないですよね。どういう形で

スタートさせて、参加者の安全を事前に把握するなり、あるいは向こうからのレスポンス

を感じるのでしょうか。スタートする前にきちんとインストラクターがされるのですか。 
田村：お客さんはいくら疲れていても、遠くから来ても、やりたいものはやりたいのです。

ただ、そのままやって事故を起こしたら誰のせいかというと逃げようがないのです。やは

り業務上の過失で、直接責任で担当者の責任になるのです。 
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それをクリアするために、誓約書がまずある。スクール規約を読んだというチェックが

ある。そこには二日酔いの方は参加できません、疲労の方、ちゃんと自分の身体の問題を

申告されなかった場合、できませんと全部書いてあります。またインストラクターが危険

と判断した場合は直ちに中止しますという一文を入れています。ある局面で、インストラ

クターが「やっぱり夜通し運転したから疲れて無理」と思ったら、ここで中止します。1 回

1 回聞きませんが大体見ていれば分かります。 
 
Ａ：ある活動について、今から始めますと集まったときに、その辺の指導を徹底し、こち

ら側の要請と、お客さまの現状をその場で確認し同意書を取り、それから活動に入るとい

う、そんなステップなのでしょうか。 
田村：そうですね。うちは店を構えているので、お客さんが書く申込用紙に誓約内容も書

いてあって、スクール規約が壁に張ってありますからそれをチェックしていただいてお金

の授受があります。この時点で参加することは決定しているのです。参加者は体験したい

からお金を払うのです。キャンセルしたいからお金払うという人はいないです。こちら側

が無理やりやらせたものではないということが一つあり、あとは状況で中止する、しない

はこちらの権限です。 
司会：ちなみに誓約書は効力がないとありました。では誓約書は要らないのかと思うので

すが、その辺はいかがですか。 
田村：要るのです。誓約書の意味というのがあって、活動中の潜在的危険性と安易な行動

が、危険を現実的なものにしてしまうことを参加者に認識してもらうことを目的にしてい

ます。参加者として、あなたはこれからカヌーという初めて乗る乗り物に乗って 2 時間湖

の上に出ますよ。ライフジャケットは着ますけど。だから、頭を切り替えてもらいます。

商品実行中の事故による消費者の損害については、一般常識の範囲（自然環境下で行われ

る場合の、使用機材の通常の摩耗、軽微な擦り傷、切り傷程度）であれば業者の免責は有

効であり当然なのだというものにも使えるということなのです。 
だから、相手が事故を起こして訴えてきたときに、相手に対して「何言っているんだ。

免責取っているだろう」というのには使えないですが、「そうだ、これから申し込んでいる

のを初めてやることだし、ちょっとしっかりしなきゃ。ちゃんと灸を据えてやらないと事

故を起こしてしまう」と参加者に喚起をさせるのと、「すいません、お客さん、これお使い

になって、さっき転んだときに壊れちゃいましたのをちょっと弁償していただけませんか。

誓約書をいただいているので」。ということには使えます。 
参加規約や活動の特徴を説明した後に誓約書を取ります。申込書と同時に取り付けませ

ん。活動中の禁止事項や運営側の指示に対し、参加者が能動的に反した行動を取った場合、

逆に参加者の過失責任が問えるということなのです。わざととか、ふざけてというのに誓

約書を使うことができるのです。 
司会：誓約書の内容によっては、主催者側とかガイドさんを訴えない、かつ仲間も訴えな
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いと書いてあるのを読むと、お互いにリスクを共有しているから、相手のことも気遣わな

ければいけないというのを思ったりするわけです。そういう意味では注意を喚起する効果、

結果的に事故を減らすツールとしては役立つと考えていいということですね。 
 
田村：あと最近あるのが肖像権です。活動写真をとりますね。10 人か 20 人でカヌーをやっ

ているので他の人も写っていて、「他の参加者に写真を送っただろう」と言われるとまずい

ので、誓約書の中に肖像権も入っています。 
時代が変わることによって法律、その責任の所在というのも随分変わってきています。

かつては主催者責任というのが大きかった時代から、最近は現場の直接責任というのが大

きくなってきています。しかもそれはボランティアですら免責ではないというふうになっ

てきているということですね。 
 
Ｂ：マラソンなど今盛んであると思いますが、マラソンの場合では多少違うところはあり

ますか。 
田村：全く考え方は一緒です。例えば、主催者が設定したコースは管理者責任が問われま

すし、自分の体を酷使して何十キロも走るのだから、当然倒れても当たり前でしょう。そ

のときにちゃんとカバーできる組織と仕組みを持っているの？というのも問われるでしょ

うし、食中毒とか交通の問題とか、主催者が行政さんみたいに大きくなればなるほど管理

の幅が問われるものも大きくなってくると思うのです。 
Ｂ：グルメマラソンというので、ゴールに入って食事のサービス、日本一のコシヒカリの

サービスをやるのです。その食品衛生法や何かも分かるのですけれども、喜んではいただ

いているのですけれども、走った後の食べ物は心配がないわけでもないのです。あとはグ

ループで来て、宿を取らないで車の中で寝て、走り出すという。すごい危険ですよね。 
田村：それは彼らが選んだ道なので責任はないような気がします。それを回避するために

は、募集の段階でできるだけ地域のお宿を使ってくださいということを、含めて行うのが

いいかもしれません。強制はできません。 
 
Ｃ：奥入瀬自然観光資源研究会という NPO で、十和田湖とか奥入瀬のガイドツアーなどを

今始めているところです。以前十和田湖でカヌーツアーなんかもやっていましたが、その

ときは誓約書を取ってはいました。奥入瀬渓流というのがあり、バスで全部通れるところ

なので、途中でガイドが乗り込んで、ホテルのお客さまをバスから降ろしてある一定区間

を歩かせて案内をして、またバスに乗って帰してやるというケースが最近増えてきまして、

その場合の責任の取り方といいますか、所在の仕方というのはどのようなものなのでしょ

う。 
田村：少し複雑ですが違法性は今のところありません。ただ、責任は、募集の仕方によっ

ては付きまとってきます。バスから降りて、「はい、こっちですよ。これから奥入瀬川を案
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内しますよ。はい、終わりましたよ。バス乗ってください」までなのか、募集自体がホテ

ルを出発して次の目的地までなのかということによっては二通り考えられます。ガイドさ

んが主催ですか。 
Ｃ：ホテルの主催です。ホテルがオプショナルツアーで何カ所かに行くのです。十和田湖

とか奥入瀬を見せるのですけれども、世界遺産の白神のほうもガイドが付いて見せるので、

その場所場所でガイドを雇って、ガイドに乗ってもらって説明をさせるというツアーを組

んでいるので、そのツアーの一部分だけです。 
田村：ということはホテルさんは、3 種、2 種を持っていらっしゃるのですか。 
Ｃ：●●ホテルさんですから。 
田村：では持っています。違法性はないですが、事故が起きたときとはまた別です。 
Ｃ：例えばその中で、ほとんどリスクの低いツアーですけれども、時々やはり落枝とかが

あって、過去、青森県が億の損害賠償をしたという事件もありました。奥入瀬渓流は国立

公園なのですけど県が管理をしていて、ところどころにベンチがあるのですけど、そこに

たまたま座っていたお客さんが、上から枝が落ちてきて下半身不随になったというのが裁

判になって、結局は県の管理がよくないということで、1 億ぐらい県が賠償したというケー

スがありました。 
田村：そのときにもガイドさんはいらっしゃった。 
Ｃ：ガイドはいないです。 
田村：でしたら施設管理です。 
Ｃ：それは別として、そういう全体のオプショナルツアーの一部区間でわれわれの外注ガ

イドがそこを案内したときはどうでしょうか。 
田村：その事件の原因は何かを詰めていくと、ガイドさんが原因なのか何が原因なのかわ

かります。ですので、もしガイドさんが原因、もしくは業務上やっている時間の中だった

としたらガイドさんの責任逃れはまずできないのです。ただ、ホテル側も主催者としての

責任は絶対あります。 
Ｃ：われわれが打つ手としては、賠償責任保険の適用になるのですか。 
田村：使われている場合は、個人賠償責任保険というのは入れません。ホテルで雇われて

いたガイドさんがやったということになれば、事業者の賠償責任保険はホテルが使うべき

だと思うのです。 
Ｃ：会社同士の契約なのです。それは会社の普通の法人同士の契約で。 
田村：それが力関係で委託なのか、フィフティー・フィフティーの立場なのかということ

なのですけど、今、他の法人がやっているということになれば、ホテルさんは関係なくな

ります。ツアーで起きたことに関しての責任はホテルさんにありますけど、事故で起こし

たものは請け負っているから請負側にあると思います。 
Ｃ：なるほど。ではそれに対応した保険とかを用意しておかなければいけないですね。 
田村：そうですね。施設賠償だけでいいとは思います。 
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司会：もう 1 回整理をしますが、地域に事業者さんがいます。そこで現場のガイドさんが

いますと。これは社員の場合もあるし地元の関係ないガイドさんもいます。そしてお客さ

んがいますということです。一方で、ここが例えば観光地全体とします。観光地全体を、

観光協会なりもしくは行政なり、観光地を安全管理しなければいけない。ということは、

この人たちも安全管理をしなければいけない。ここが何をすべきかというところですね。

その辺についてコメントをいただけますか。 
田村：それぞれのファクターはそれぞれの役割、責任があるので、安全管理をしなければ

ならないです。 
司会：全員しなければいけないですか。 
田村：全員しなければなりません。特殊なパターンとして、観光協会が発行したパンフレ

ットで申し込みがある。申し込みが観光協会なのか事業者に直接なのかガイドに直接なの

かはおいて、商品を売ったのが観光協会だったとしたら、それは説明責任が実際に発生し

ますし、危険の開示であったりとか商品の説明をしなければなりません。だから、事故が

起きたときの刑事責任だなんだと問われるという部分も当然発生してきますけど、もし何

かあった場合、消費者法に基づいてだました、だまさないという話にやはりなるわけです。

だからみんなそれぞれが安全管理が必要になってきます。 
司会：特に個々の事業者ではできないこと、つまり地域の全体をマネジメントするような

役割の人が重視しなければいけないポイントとは。 
田村：多分、その商品の品質保証です。保証をする気がなければ、何でも売ってしまうと、

何かあったときに苦労するのは皆さんです。 
司会：地域全体がダメージを受けるということですね。それでは品質保証をする具体的に

はどんな方法がありますか。 
田村：例えば非常に簡単なのは、今お話があったように、保険に入りましょうよと事業者

さんに呼び掛けます。必ず入りましょうと。入ったらやっと観光協会の会員ですよとまで

言っていいかどうか分かりませんけど、入らないと協会の仕事はさせないぐらい強くなら

ないと。ガイドさんが保険に入っていないということになれば、消費者は、もしくは被害

者は、どんどん上まで行って、最終的に町に行って県に行って、下手したら国まで訴える

人がいるかもしれないです。 
司会：事業者さんに、言い方悪いですが指導というか、ちゃんとこういうことをしましょ

うね、保険にも入ってねと言って回るということでしょうか。 
田村：ええ。お祭りのときは法被を着ようねと一緒の感覚でいいと思います。 
司会：なるほど。必要条件で。これはできているところはあるのですか。 
田村：これは意外とあります。全国各地、それぞれ事業者さんを束ねるのがお上手です。 
司会：なるほど。反対にまた先ほどのハード、木の枝が落ちてきたじゃないですけれども、

要はハード系の話とか、危険なものがあったらちゃんと現場から意見を上げてもらって、
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今度は行政に働き掛けて、道路が危ないから安全にしてほしい、とかということもやって

いかなければいけないということですね。 
田村：そうですね。数の原理ではなく合理性ですね。何が何でも開発行為でぴしっとする

のがいいとは限らないので。自然資源の問題とかもやはりありますから。 
司会：自然資源がたくさんのお客さんが来ることによってだんだんだんだん疲弊してきて

いる、というようなときはどうするのですか。事業者はこの辺り一番よく知っていますよ

ね。 
田村：そうですね。ただその事業者の意見が、実質管理者である県とか国とか、そういう

人たちに通る仕組みがまずあるかないかというのが非常に重要なのです。事業者意見より

も、何とか協議会意見とか、何とか組合の意見しか通らないような実情もありますから、

仕組み自体によっては、ちゃんと「あそこ直そうよ、ここ直そうよ」という意見をしてい

くということも大事になってきます。 
司会：そうですね。安全管理も含めて、そういうことも含めてやると地域の結束は深まっ

ていく可能性があるということですね。 
 
Ｄ：先ほど、ハワイ、ニュージーランド、オーストラリアとかというお話をしたのですけ

ど、この手の安全管理というのは、やはり海外のほうが進んでいらっしゃるのですか。こ

ういう活動を含めて、日本でこういう考え方を普及する上では、こういう点を課題として

クリアしなければいけないみたいな、その辺の 2 点についてお伺いしたいです。 
田村：一概に海外が先進かとは言えません。日本もいいものがあります。海外のものイコ

ールで使えるものは意外と少ないのです。例えば宗教観とかそういうのは法律が違ったり

します。いいものはいい、見習うものは見習っていますし、日本にもいいものもあるとい

うのが僕の考えです。野外の応急手当てなどは特にそうです。海外では注射 OK です。エ

ピネフリンだったりとかアナフィラキシーショックに対応するための注射であったりとか、

アドレナリンであったりとかという注射も、彼らは持つことができるのです。自分の判断

で打つことができます。でも日本では、医師法、薬事法があるので駄目です。だから彼ら

のマニュアルを持ってきても日本では使えないので変えていきます。あと宗教観です。犠

牲にすることをよしとする、日本のそういった時代もあるわけですよね。日本は孟子、孔

子の教えがあるので犠牲心とか美化されます。でもアメリカはまさに命の数なので、自分

が助けられないと思ったら助けるなと言い切っていますから。 
 
Ｅ：観光協会ですとか、施設の方でも、なかなか保険会社と付き合うというのは難しいよ

うな気がするのです。例えば自動車保険ですと、ある程度定価というかマニュアルがある

と思うのですけど、そういうリスクがどれくらいあって、どれくらいが適性な値段なのか。

多分保険会社の人に来てもらっても、訳が分からないままはんこ押してしまうみたいなと

ころがあるのではないかと思うのです。そういった保険に入るときに、どういった専門家
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の方のアドバイスをもとに保険会社とお付き合いをしていったらいいのでしょうか。 
田村：命のだいたいの値段は決まっているのです。生後 1 年までは高くて 9,000 万円ぐら

いです。小学生ぐらいになると 1 億の台になって、20 代、30 代、3 億、4 億までが限界で

しょうか。企業の社長ぐらいになると最低 6 億円ぐらい、もう人の金額は決まってしまっ

ているのです、悲しいかな。ですので、対象者によってはそういうものを考えられたほう

がいいというのがまず一つのポイントです。 
最初の考え方としては、損保の商品は日本全国大体一緒ぐらいの商品で、野外活動の何

とか商品、その中からボランティア保険だ何だと、商品がちゃんと実はあるので、その中

のどれかに、正直言って当てはめればいいのです。better than nothing で、入っていない

よりそれでいいのです。意外と共済系の安いものは守備範囲も広いので、安くいろいろな

ことに保険を掛けることができますが使いにくい部分もあります。専門家がいなくても保

険屋さんからのアドバイスで十分です。保険屋さんのカタログを持ってきて、その中で自

分たちの該当するものがあるかなと考えた結果、それが OK なら保険屋さんに、これに入

りたいと言えば、あとはお金の授受とサインだけで済みます。 
Ｅ：まずは入ることが大事ですね。 
田村：新規につくってもらうことはマニアックなやり方です。電話をして保険商品のパン

フ全部を持ってきてほしいといったら、もってきます。その中から選べばいいだけで、簡

単なのは、賠責なら賠償責任保険というタイトルがちゃんとあるので、賠責のことを考え

たいなら賠責だけ見ていればいいのです。その中にいろいろなことが書いてありますから、

これは該当しない、これは該当しないとやっていくと、おのずと絞られてきます。 
司会：それは生保でも対象になるような保険はあるのですか。 
田村：生保はサービス品みたいな、生命保険で国内旅行傷害がサービスで付帯していると

か、野外の活動を付帯しているとか、海外旅行に行ったときのけがとか、コンピューター

が壊れたとかというのがもし該当しているのがあれば、それも使えるということではあり

ます。ただそれを目がけて入る人はいないですよね。障害保険のほうが安いので。 
 
司会：最後に一つ、アウトドアをやっている人たちが多い地域は確かにリスクは高いでし

ょう。事故の発生比率も、特に雪山とかはそうでしょう。普通のまちなかのまち歩きも最

近多いですよね。ではそのまちなかは安全だからこういうのは考えなくていいよというふ

うに考えてもいいのでしょうか。 
田村：全く違います。先ほども言ったように、まちなかはまちなかなりの危険性があるの

で、何をどう管理すると事故を減らすことができるかとか、なくすことができるかという

切り替えをしなければならないのです。僕は上海の大学の「危機管理・安全管理マニュア

ル」を作ろうと 5 年前から関わっている案件があるのですけど、日本の都市部の災害マニ

ュアルと全く別のものになってしまいます。上海は今すぐ切れそうな電線と、すぐ落ちて

きそうなエアコンの室外機と、半分割れているようなガラスのストリート。あんなところ
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で地震があったらどうなるか。多分ガラスの雨です。室外機が落ちてきます。では日本は、

と言ったら違います。ということは、どうしたらいいが見えてきますよね。 
というように、その場なりの危険な場所、考えなければならない場所は出てくるので、

例えば海と山では安全管理の思想を全く変えなければ駄目だというのがお分かりになるよ

うに、まちと山も違いますし、まちも商店街と公園は違います。 
司会：そうすると近年、まち歩きとかが全国的に普及されていますけれども、そういった

まち歩きをやっている団体とか、それを管理している観光協会とかも、やはり安全管理は

ちゃんと必要だと。場合によっては保険もちゃんと入るべきだと。 
田村：着目点が変わってきます。例えば人的被害、テロは大げさかもしれないですけど、

人的要因で何か起きる。その中には交通事故も含まれかもしれない、どんな保険に入った

らいいかも見えてきます。それに車の移動が伴ったりしたらなおのことです。 
司会：ということですね。お客さんを扱う場合は全部ちゃんとやらなければいけないと。 
田村：そうですね。責任は逃れられないです。 
司会：アウトドアに限ったお話ではありませんということですね。 
田村：そうです。 


