02月

3日 付け文書 のご質問に対する回答 (3月 16日 作成版)

Ql なぜ避難用ボー トだか ら転覆 しないと思つたのですか。避難用ボー トは転覆 しない
というのは、誰の認識ですか。
Al 下見 (22/4/7)の とき、教員が所員 の説明の 中で聞き、それ を信 じたとい うこ
「カ
とです。どんなボー トも 100%転 覆 しな いと思って いるわけではありませんが、
ッターボす 卜は救助用 に使われてお り、安全である」とい う所員 の説明か らそ の安
全性 を認識 しました。
どうして雷以外の気象変更 による中止判断や、その連絡、協議決定、訓練中の コー
ス変更への対応、自主艇のスキルや転覆 についての議論がなか つたのか。どのような
状況で、何時間ぐらい下見を したのか。さらに下見の項 目をもっと詳 しく知 りた い。
A2 前年度実施 して いるので、上記 の事項 についての基礎的な確認はできて いたと考
えて います。
本年度 になってか らの下見は、4/7(水 )14:30〜 16:40頃 まで三ケ 日青年 の
家およびそ の周辺施設 にて実施 しました。そ こでは、主に生徒 の活動 を想定 して、
施設 の状況把握 を中心 に、青年 の家スタッフと打ち合わせを行 いました。特 に、カ
ッター訓練 に関す る ことについては、次のとお りです。
(1)グ ルー プの作 り方 ;4つ のグルー プ分けは学校 に一任する。乗船席 につい
て重さが概ね均等 になるようにする
(2)人 員配置 ;教 員 の割 り振 りは、1人 艇 2、 2人 艇 2の 6人 を決める。陸 にも
‐ 1人 は配置する
(3)や ってお くこと ;生 徒 の座席位置 を決める。体力が均等 になるように配慮
する
(4)雨 の場合 ;雨 で も実施。あまりにもひどい場合 は、屋内活動 に変更す る
(5)事 故想定 ;雷 、落水t櫂 に手をはさむ、座礁、漂流
(6)外 の施設 の見学 ;マ リーナ (ハ ーバー)、 艇庫な ど

Q2

どうして「昨年と同 じなので安心 してください」との言葉だけを信 じて、変更に対
する危機予測を しなかつたのか、できなかつたのか、もう一度調 べてほしい。
A3 相手が施設 の管理者 であ り、そ の言葉 を受けたと言 うことです。自然体験 の学習
内容 は前年度 と同じであ り、所員 の中に前年度か らの継続勤務者 もいて、前年度か
らの引継ぎはきちんと行われて いると言われて いた し、そ う受け止め ました。
また、民間委託 されたとはいえ、あくまで も静岡県が主導 してお り、そ のことで
安全対策 を含めた管理・ 運営が十分でな い とは考えませんで した。

Q3

無線指示だけで、湖面のボー トを的確 に操 られると思 いましたか。思ったと した ら、
それはどうしてで しょうか。また、C艇 だけに「アンカ ーを下ろ して待機」の指示が
なか つた原因はどこにあつたか。
A4 所員 (キ ャプテン)か らの指示でもあ り、専門家の無線 による指示に従 って行 う
ことについて、これまで数多 くの団体 が この規定 に従 って活動を実施 してきた実績
に、疑 間 を感 じて いませんで した。
各艇 に 「アンカー をおろせ」の指示が出たのは、C艇 が曳航、転覆 した後であ り
ます。

Q4

Q5「 これ ぐ らいな ら大丈夫」の所 員 の判断 に、ま った く不安 はなか ったので しょうか 。
不安がなか った と した ら、それ は ど う してで しょうか 。
A5 も ともと降雨 は 中止 をす る基 準 にはあ りませ ん。そ して、判 断 を して いるの が こ
れ まで 実施 して きた施設 の管 理者 で あ った ので 不安 は抱 き ませ んで した。

Q6
・

嫌 が る生徒 は怖が って いたので はな いで し ょうか。だ と した ら、 ど う して 「強行」
で はな く、予定通 りと言 え るので しょうか。ど う して 中止す る判断 にはな らなか った
ので しょうか。
A6 出発 の 時点で雨 を嫌が る生徒 はい ま したが 、怖が って い た とは認 識 してお りませ
ん。また、所員 も教員 も 目視 によ り、風 、波 ともに 出て い な い こ とを確認す る とと
もに、天 候 が急 変 した 場合 は引き返す ことが確認 され てお り、そ の 時 点で は 中止す
る判 断 にはな りませ んで した。
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Q7

校長が、なぜ 自ら協議 を 申 し込 まなか ったので しょうか。校長 は事 前の資料 を読ん
で いなか ったので し ょうか。
A7 この ことにつ いて は、前回 の 文書で述 べ て い る とお り、事 前 に資料 は読 んで い ま
した ので、 協議 を 申 し出 る状 況 (天 候 )に なか った と い う認識 です。

Q8

なぜ生徒 の安否 情報入手の手段 と して、携帯な どの 情報共有 を持 たなか らた ので し
ょうか。使わなか ったので しょうか。また 、誰が生徒安否の 情報 を管理 して いたので
しょうか。や る べ きなので しょうか。消 防か らの全員救助 の 情報 に、引率の先生方 は
誰 も人数確認が で きなか ったので し ょうか。 それ は、 ど う してな ので しょうか。
A8 乗船時、携帯電話 を青 年 の家 (活 動本部 )に 置 いて いて、そ の後 も取 りに行 く余
裕 はあ りませ んで した。
生 徒 の安否 情報 は救 助本部 の 消 防 と警察 が 中心 にな って管理 してお りま した。前
回 の 文書 の とお り、現 場 の混乱 の 中で情報 が錯 綜 し、学校側 が全 員 の 状況把握 をす
る ことは遅 くな って しまいま した。

また、消防か ら「全員救助」 の報が出された経緯はわか りません。ただ、「全員
救助」 の報は、消防か ら学校に直接もた らされたものであります。

Q9 校長は、なぜ救助本部が移った情報が得 られなかったので しょうか。警察や消防と
の事情聴取のや り取 りはどのような内容だつたので しょうか。15:30か ら 18:47の
間に、校長と所員、警察、消防との間にどのような情報のや り取 りがあったので しょ
うか。
A9 救助本部 の設置を活動責任者 の校長 に、警察や消防か ら伝わ らなかった経緯 はわ
か りません。警察 も消防も校長 には知 らせて いなかったようです。
また、警察や消防との事情聴取 のや り取 りの内容は、校長が病気療養中のため聞
き取 りができません。

Q10今 回の事故は、学校関係者も含め、危険を予測できなかったことか ら起きて しまっ
たようですが、三度とこのよ うな事故を起 こさないためには、どうした ら予測できる
と思いますか。 (特 に計画や下見、出航前の段階で)
A10「 今回の事故が、学校関係者 も含 め、危険を予測できなかったことか ら起きて し

'

ま った」とい うことにつ いて は t事 故 に関す る責任 の所在 、事故 の要 因解 明 につ い
て、静 岡県 警察お よび国土交通 省運 輸安 全委員会 (事 故調 査委 員会 )の 判 断 を待 つ
必要が ある と考 えてお ります。
また、三 度 とこのよ うな事故 を起 こさな い ため に、先 回お渡 した 文書 にま とめて
お ります。
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Qll校 長 は、事故以前か ら、 うつ状 態な どの症状 が 出 て いたので はな いで しょうか。

Allそ

のよ うな認識 は あ りませ ん。

Q12章 南中の野外活動の実施時間は、どう して梅雨時なので しょうか。誰がどのような
基準で 日程を決めたので しょうか。
A12年 度当初 の「学級づ くり」の時期が適切であると考えてお り、当初 5月 上旬を希
望 していましたが、予約希望団体が多 く、三ケ 日青年 の家 の方で調整を行 い 6月 の
中旬 になったとのことであります。

Q13市 や学校がどこまで係われば、三度 とこのよ うな事故が起きな いと思 いますか。
A13先 回渡 した文書 にまとめて いる通 りであります。
Q14「 不良品を買わされた」とはどういう意味で しょうか。誰が誰か ら何をい くらで買
ったので しょうか。 (静 岡、小プ ロ、豊橋の関係は ?)
A14い つの、誰 の言葉 をさして いるか不明であり回答が困難です。 2

Q15先 回お願 いした、回答と報告書の公表につ いての進捗を教えて ください。
A15年 度内の報告書 の公表 のために、報告書 の完成を急 いで いるところであ ります。
また、現時点では請願 の回答等 の公表 は考えてお りません。→

