
安全管理ハンドブック 
 

 

 

第 １ 章  総  則 

 

１．基本原則 

（１） 安全はすべてに優先する。自分の安全は自分で守り、また、定められたルール 

や注意事項を守って、参加者一人ひとりが健康安全と事故の発生防止に努め、楽 

しく快適な野営生活や活動をおくるよう心がける。 

（２） スカウトは、他の参加スカウトと協力して、互いの安全を確認し助け合って活 

動するとともに所属隊長及び関係指導者の指示に従って行動する。 

（３） 指導者は、集散の移動及び大会期間中を通じて常に安全指導・安全管理につい 

て、万全の配慮をする。 

また、定められた注意義務を履行し、安全確保が習慣化するように指導する。 

(４)  参加者の「健康カード」(団で使用しているもの)は、大会期間中隊長が保管す 

  る。 

（５） 参加者の違反行為が原因で事故を起こしたときは、保険金の支払いが行われな 

いことがある。 

 （６）  コロナ感染症のため、特別に別途「新型コロナウイルス感染症対策」を設定し 

    大会開催前 2週間は「健康観察記録票」を付け、大会の受付に提出すること。 

 

２．安全管理の組織と業務 

  第１８回日本スカウトジャンボリー中国・四国ブロック愛媛会場（１８ＮＳＪ愛媛会

場）の安全管理に関することを所掌するため大会組織中に、統括安全管理者、安全管理

者、副安全管理者(以下、一括して「管理者」と称す)並びに安全係を置く。 

  管理者及び安全係は、安全に関する助言と勧告を行うとともに、責任者の指示に基づ

き、指導、監督を行う。 

 

名  称 担 当 者 役     務 

管 
 

理 
 

者 

統括安全管理者 指名された副大会長 

大会期間中のすべての安全管理に関

する事項を統括し、大会長を補佐す

る。 

安全管理者 運営本部長 
運営本部の安全管理に関する事項を

統括する。 

副安全管理者 

野営管理・施設資材

班長 

野営生活全体の安全に関する事項を

指導監督する。 

野営本部長 
行事及びプログラムにおける安全に

関する事項を指導監督する。 

各班長 
各班業務遂行における安全に関する

事項を指導監督する。 

安全係 

各隊で指名された者 

現場の安全管理を担当する。 各班(係)で指名され

た者 



３．安全会議 

（１） 統括安全会議 

統括安全管理者は、必要に応じ管理者を招集し、自ら議長となって開催する。 

（２） 安全会議 

各管理者は、必要に応じ安全係を招集し、自ら議長として安全会議を開催する。 

 

 

第 ２ 章  野営生活における安全管理 

 

１．基 本 

（１） 安全で快適な野営生活を送るには、指導者・スカウトとも予想される危険の予 

防に努め、安全を先取りすることが重要である。 

（２） 参加者は、野営日課を厳守し、食事・睡眠・排泄・更衣・清潔の基本事項を身 

に付け、健康に留意した快適な生活環境の保持と時間の管理により、節度ある野 

営生活をおくる。 

① 出発前、2週間の健康状態を確認する。 

② 出発前日までの生活状況を知る。(部活動、外泊旅行の有無) 

③ 参加期間中、毎朝朝礼まで及び毎夕 19 時までに体温測定し、健康調査を行い 

  体調に報告する。体長は、全員の検温票を大会本部に提出する。 

④ 洗顔、手洗い、着替えを励行させる。 

⑤ 肌着の洗濯、衣類･寝具類の乾燥、テント内の乾燥を奨励する。 

（３） 正しい用具の使用 

① 設営のための用具の使用は、平素の訓練の成果を表すよい機会であることを念 

頭において行う。 

② 包丁、なた、斧、ナイフ等の刃物の使い方、格納の安全管理を徹底し、刃物に 

よる傷を負わぬよう、革手袋を使用し特に注意する。 

（４） 水道敷設管、電線等への注意 

水道管敷設標識両側１ｍ以内にテントのペグ、棒類を打ち込んではならない。 

また、配線する電気・電話線等に注意する。使用場所で必要箇所は事前確認する。 

 

２．野営管理 

（１） 交通安全 

道路を横断・通過するときには交通安全に充分注意する。 

 

（２） 食中毒の防止 

   ① 配給された食材料のうち、生肉、牛乳等腐敗しやすいものはその日のうちに調 

理し、翌日に持ち越さない。 

② 配給された食材料のうち、変色や味の変わったものは直ちに届け出て廃 

棄すること。 

③ 生水は絶対に飲料水としないこと。 

④調理後は速やかに飲食を行うこと。 

 （６）火気について 

 ① 奉仕隊は、火気の取り扱い及び火災発生の予防に万全の注意を払う。 

② 火災発生の場合には、直ちに周囲に伝え、応急消火に努め野営管理班に急報す 

る。また、各班の調理時の火の傍には、バケツに水を貯え備えておくこと。 

③プロパンガス等火気の使用については、参加隊は認めない。 

④各野営区でのカセットコンロの使用については、認める。ただし、炊事用に使 



   用するのは不可とする。 

（７） じん芥 

① 大会会場にはあらかじめ不要なものは持ち込まない配慮をして、残材やゴミを 

少なくする。 

② 会期中は野営管理班を通じて支給する分別用ゴミ袋で、カン、ビン、生ゴミ、 

プラスチック、ペットボトルに分別し、生活環境を良好に保つため、指定の場所・ 

時間に集積する。 

・カン・ビンはよく洗ってからゴミ袋に入れること。 

・ペットボトルは包装のラベルを剥がし、ラベルとキャップはプラスチック用 

 ゴミ袋に、空のペットボトルは洗って、よく水を切ってからペットボトル用 

 ゴミ袋に入れること。 

・使い捨て食器は、洗ってからプラスチック用ゴミ袋に入れること。 

（８） 使用が許可されていない地域への進入禁止 

大会の使用区域として許可を受けていないところがあるので、そこには立ち入 

らない。立ち入り禁止の箇所には必要な表示がなされる。 

（９） 共同使用施設 

会場内に設けられた給水場、炊事棟、トイレ等は、共同使用の場所であるこ 

とを認識し、お互いに節水して使うように心がける。 

（１０） 入浴 

     大会期間中、野外活動センター管理棟の大浴場で入浴ができる。なお、女子ス 

     カウトの特別な場合は救護室に相談すること。 

 

３．天候による対策 

（１） 雷対策  

①高いポールや樹木(樹木の場合は、枝先・葉先)から必ず４ｍ以上離れる。 

４ｍ以上の距離をとらず、また木の近くに立っていることは、平地に立っている 

よりも危険を伴う。 

②テント内は落雷時、野外の中で一番危険な場所と理解し速やかに非難、避難時に

は密集して歩かない。また、身に付けている金属類は、装着・非装着も差はない

と言われていますが、雷雨の時、傘の使用は絶対にしないこと。 

③落雷の激しい時の退避姿勢は、『雷しゃがみ』の姿勢を取る事。 

 耳を塞ぐのは、鼓膜を守るため必ず耳を塞ぐこと。 

 
（２） 風雨対策 



風雨に備え、キャンプサイトは設営するときから、地形と水路をよく確認する。 

（３） 濃 霧 

会場付近で、この時期は濃霧の発生はまれであるが、万一発生したときはその 

場を動かず、晴れるのを待つ。 

（４） 退避命令の発令 

① 野営本部長は、台風及び豪雨等により野営生活が困難と判断したときは、速や 

かに統括安全管理者に連絡し、その指示によって退避命令を発令する。 

② 退避を支持された参加隊･奉仕者は、キャンプサイトを時間の許す限り整理し、 

その指導者の一部は残留監視の処置を講ずる。 

③ 退避を指示された参加隊・奉仕者は、寝具・及び個人携行品を取りまとめ、あ 

らかじめ指示された緊急集合場所に移動する。 

④ 運営本部長は、退避者及び退避先の状況等の把握に努めなければならない。 

 （５） 熱中症 

     暑さ指数（WBGT）の情報や熱中症警戒アラートの発令等により、活動を中止

する場合があります。その時は、指導者の指示に従って避難場所へ移動してく

ださい。 

 

４．動植物被害による対策 

  参考資料：ｽｶｳﾄﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 野外活動における応急手当 救急法 改定版 2019 

       P141～ 10.動植物被害  

 （１）動物 

    ①猪 

    会場周辺には、猪が生息しています。猪は本来は臆病な動物ですが、こちらから 

    脅すような行動（棒を振り回したり、石を投げたり）すると、攻撃的になります。

成獣であれば牙が危険であり、襲われると太ももや急所を突かれ大けがをします。 

背中を見せないように静かに後退り猪の視野から隠れる事。 

    食事の後始末を完全にすること。 

 

    ②爬虫類：マムシ・ヤマカカシ 

    会場内には、マムシは生息しています。万が一に咬まれた場合、松山市内の救急

病院の全てにワクチンが備えられてはいません。マムシの居るような、湿地や岩

陰、倒木や草むらには近づかない事。また、つついたりしないこと。 

万が一、咬まれた場合は指導者に連絡の事。 

 

 （２）植物：ウルシ接触性皮膚炎 

    会場には多種多様の植物があります。素手で草木には素手で触らないこと。 

過敏症の方は、その植物の傍や木下を通るだけで、皮膚が赤くなり腫れ、火傷のよ

うにかぶれることがあります。皮膚が赤く腫れたり痒みを感じたら、できるだけ早

く、水道水と石鹸でその部位を洗う事。 

 

 （３）昆虫 

   ①スズメバチ 

    大型のスズメバチは毒性、攻撃性ともに強く、刺されると激痛だけではなく、ハ

チ毒に過敏な人や二度目の人は、重症例ではショックや全身浮腫に至り、アナフ

ィラキシーショックにより死亡する場合もあります。 

     刺された場合は、ハチの毒は水に溶けやすいので水で洗い流す。水道がないと

こでは、水筒の水、ペットボトルのお茶でも可能です。口では吸わないこと。 



     ハチは黒色系の色に刺激されるため、黒っぽい T シャツや帽子は着用をしない

ことが望ましい。また、果物や食事の残り物を放置、ジュース（特にカルピスウ

ォーターは飲用禁止）は、開栓したまま放置しないこと。 

 

   ③ダニ咬傷・ツツガムシ病 

    ダニは、猪、野兎、鹿などが生息している場所には必ずいます。 

    身に付けるものを、草むらや地面に置いた後、再び身に付けることのないように、 

また、地面に座ることにより、ダニやツツガムシが付着してる場合があります。 

    長ズボンで大会期間中は過ごしてください. 

 

   ②ムカデ 

    ムカデに咬まれたら、直ちに咬みあとから毒を粘り強く、時間も掛けて絞り出す

こと。ポイズンリムーバーがあればそれを使う。 

    ムカデの毒は神経毒なので薬を塗っても痛みは引きません。 

   

    以上、動植物被害については、大会期間中の野営生活する中で、上記の内容だけ

気を付ければいいものではありません。自然の中では『常に自分の身体が危険に

さらされている』と言うことを忘れないように、自然の中でより安全に、快適に、

楽しい野営生活を送ることを工夫してください。 

 

 

第 ３ 章 プログラム活動における安全管理 

 

１．基 本 

   プログラム活動において事故を防止するには、関係者が、方法、実施場所、施設、 

用具、人等について常に安全管理に即した対応をとることが求められる。また、参加 

者の安全管理にかかわる注意義務を充分尽くすことが必要であり、それぞれの立場で、 

事前の検討と実施にあたっての安全対策を講じなければならない。 

   

２．安全管理の方法 

（１） 活動方法の安全管理 

プログラム活動の実施にあたっては、段階をおって、ゆとりを持って展開する。 

活動は一般的には準備運動、主たる活動の展開、整理運動に終わるが、技術の 

難易度、実施時間の長短、時期等についても留意する。 

（２） 場所の安全管理 

① 活動の目的に適合した施設でなければならないし、また、活動の周囲の状況を 

充分把握して行う。このため、事前の調査を充分に行い、緊急時に備えた対応策 

を整える。 

② 場所の管理で危険な状況が生じたときには、直ちに修復する。 

③ 修復不可能の場合は、そのプログラムを中止する。 

④ 「破損中で危険であるから注意して実施せよ」という指示は、絶対に出しては 

ならない。 

⑤ 気象条件が著しく悪化し、危険な状況が予想されるときは、関係者と協議の上、

そのプログラムを中止する。 

（３） 用具の安全管理 

プログラムに使用する用具は、実施するものと見学者または活動の相手に危険 

を生じるものがあるので、いかなる場合にもこれを用いる者の身体や運動能力に 



適合することを要し、常に点検を怠らず、破損した用具は絶対に使用しない。 

（４） 人の安全管理 

活動の主体である人をめぐる安全管理は、身体の状態、心の状態等複雑な要素 

を含む。このため健康観察による的確な判断と、参加スカウトの自主的な健康申 

告を要する。            

 

３．安全指導の方法 

   参加者一人ひとりに安全について理解させ、安全確保が習慣化するよう指導し、次 

  の事項について充分理解させる。 

① ルールを守る 

② 自分の行動に責任を持つ 

③ プログラムの正しい実施 

④ 用具の正しい利用法 

⑤ 健康状態の把握 

⑥ 服装の適否と的確な行動 

 

４．プログラム別安全管理 

   別途作成する「プログラムガイド」に示す安全のための諸注意を遵守する。 

 

 

 

第 ４ 章  救護所の設置 

 

１．救護所と委託病院 

   参加者の健康管理のため、救護所を設置するが、万一の場合は消防に救急要請する。 

 

２．対 応 

（１） 傷病者は、救護班員の指示を受ける。 

（２） 会場内で発生した患者のうち、救護班員の判断により場外の救急病院に搬送す 

る場合がある。 

（３） 場外の救急病院での診療治療費は、自己負担になる。参加者は健康保険証また 

はそれに相当するものを持参する。 

 

 

 

第 ５ 章  事故対策 

 

１．緊急連絡先 

   参加者は、住所以外に緊急連絡先があるときは、「健康観察記録票」に連絡先、電話 

番号を記入する。尚、参加者は名札を着用し、そこには緊急に備え項目ごとに詳細に 

記入しておく事。 

 

２．事故発生の時の一般原則 

発生 方     法 

事故者に対する

措置 

 傷害の程度に応じて、人命救助、健康保全のための必要適切

な処置をとる。 

救護班への通報  「いつ、どこで、だれが、どうしたか」を報告し、「今しなけ



ればならないことは何か」の指示を受ける。 

搬送 
 傷病の状況に応じて救護所に運び、必要に応じて救護所から

適当な病院に運ぶ。 

証拠の保全 
 現場写真の撮影、事情聴取、図面の作成、目撃者の所属･氏名

の確認に留意する。 

報告  上位の管理者に事故災害の状況を報告する。 

 

３．応急手当の一般的注意事項 

   当事者の生命を救うため、沈着冷静･迅速･的確に次の処置をとる。 

（１） 意識の有無、傷の状態・症状等を考えて、楽な姿勢で寝かせる。 

（２） 一刻も早く手当てを要する事故者は、素早く手当てする。 

① 止血…………止血法 直接圧迫止血法が原則。 

② 呼吸停止……人工呼吸(ＡＥＤの利用) 参加者全員が保管場所を知っておく事 

③ 熱傷…………水をかけて冷やす。衣服着用部位であれば衣服の上から水をか 

ける。 

④ 意識不明……窒息防止、症状観察 回復体位（シムス位・コーマ体位） 

⑤ 捻挫・骨折…固定して冷やす。 

（３） 重度の事故者は、意識の有無、体温、呼吸の有無、心臓停止の有無、頭部の怪 

我の有無を調べる。 

（４） 寒さを防ぐために、毛布等で保温する。 

              

（５） 飲み物を与えてはならない者 

① 意識の無い者 

② 頭部・胸部・腹部損傷(損傷の疑いを含む)者 

③ 手術を必要とする者 

④ 吐き気のある者 

⑤ すぐ医者にかかれる者 

（６） 搬送前に患者の様子をよく観察し、窒息防止、止血までの手当てをして、悪い 

箇所、安静を保たせる部位を保護し、頭・肩・腰・大腿・下腿を支えて、3 人以 

上で運ぶ。 

 

４．事故処理 

方  法 処      理 

事故報告 
 事故の人身・対物を問わず、すべて管理者に直ちに報告す

る。 

人身事故 

 事故が人身にかかわる場合、事故発生場所で業務に携わる

指導者または安全係は、救護のため応急処置をとった後、事

故報告の手続きをとる。 

管理者の処理 
 事故の報告を受けた管理者は、直ちに上位の管理者に順次

報告する。 

重傷、死亡事故 

 発生事故が重傷または死亡にかかわる場合、統括安全管理

者は、大会長の名により緊急対策本部を設置し、必要な事後

処理を行う。 

   

５．参加隊長の確認 

   事故者の所属する参加隊長は、次の事項を確認する。 



① 近親者・所属団・県連盟関係者への連絡 

② 帰宅を必要とするときには、その手続きの実施 

③ 重傷または死亡事故発生に際しては、その近親者を現地に向かわせるための手 

 配（運営本部を通じて行う） 

 

６．重大事故の処理 

   統括安全管理者は、重大事故発生に際しては、次のように処理する。 

内  容 処     理 

対策本部  事故処理のため、緊急対策本部を編成する。 

事情聴取 
 事故にかかわりのある指導者及び救助に立ち会った関係者から、

詳細な事情説明を受ける。 

救助  必要と思われる救助活動に協力する。 

連絡調整 
 事故者の所属隊長及び団、並びに事故者が本部要員の場合は所属

長と密接な連絡を取り、事後処理の手続きを進める。 

報告書 
 事故及びその処理、その他援助を受けたこと等の報告書を作成し、

速やかに各班に伝達して、事故の再発防止に努める。 

中止勧告 
 安全のため、必要と判断した場合は、大会長に対し中止または延

期を勧告する。 

 

７．部外発表 

   事故に関する部外への発表は、運営本部総務・広報班を通じて行い、参加者全員は 

誤解を招かぬよう、その言動は厳に慎まなければならない。 

 

８．緊急対策本部の構成員 

   大会長の指名に基づき、統括安全管理者を本部長とし、下記の部員をもって、緊急 

対策本部を構成する。 

   ・統括安全管理者          １名 

   ・安全管理者            １名 

   ・副安全管理者           ２名以上 

・事故者の所属する団要員      １名以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆事故発生時対応チャート 

 

 

               【事故発生】 

 

                   

  

 

 

 【緊急を要する】                   【 軽いけが 】 

  

 

 【 応急手当 】                   【 応急手当 】 

       

                                                        【救護班へ報告】 

 

  【現場責任者が救急要請                      

  捻挫など軽い症状でも受診】             【夜間ミーティング 

                              などで報告・周知】 

 【二次災害の防止・事故原因の除去】              

                             【解散時に 

保護者へ報告】 

  

 【現場責任者より安全管理者へ報告】          【事故後の報告】 

      

 【安全管理者より統括安全責任者へ報告】 

      

 【保護者・家族・主催者へ報告】 

      

 【事故後の報告・事故対応の記録 

         保護者への対応】 

 


