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幼保連携認定
子ども園

認可
保育所

小規模
保育事業

家庭的
保育事業

病児
保育事業

認可外
保育施設

合計

H16 ― ７件 ― ― ― ７件 １４件

H17 ― ３件 ― ― ― １１件 １４件

H18 ― ５件 ― ― ― ８件 １３件

H19 ― ３件 ― ― ― １２件 １５件

H20 ― ４件 ― ― ― ７件 １１件

H21 ― ６件 ― ― ― ６件 １２件

H22 ― ５件 ― ― ― ８件 １３件

H23 ― ２件 ― ― ― １２件 １４件

H24 ― ６件 ― ― ― １２件 １８件

H25 ― ４件 ― ― ― １５件 １９件

H26 ― ５件 ― ― ― １２件 １７件

H27 １件 ２件 １件 ０件 ０件 １０件 １４件

H28 ０件 ５件 ０件 １件 ０件 ７件 １３件

H29 １件 ２件 ０件 ０件 １件 ４件 ８件

H30 ０件 ２件 ０件 １件 ０件 ６件 ９件

合計 ２件 ６１件 １件 ２件 １件 １３７件 ２０４件

死亡事故報告件数（内閣府子ども・子育て本部H30年発表）



保育所等での事故その１

異物による園児の鼓膜
の損傷

平成19年判決（東京）

3才2ヵ月の園児が自身で右耳に異物を

入れ、鼓膜を破る等の損傷を負った。

１ 保育士等に室内の異物を除去する義
務の違反があったかどうか。

２ 事故発生後の保育士等の対応に注意
義務違反があったかどうか。

１について、本件保育園では保育開始前、
昼食前後、保育終了後定期に掃除を行い、
義務違反はない。

２について、この園では本件のような事故
の場合専門家に委ねるという申し合わせ
があり、判決では保育士が異物を取り出
そうとする不適切な対応があったとは考え
ない、として事故前後の過失を認めること
はできない、とした。

直進車不起訴、右折車
４年６か月禁固刑

令和３年大津地検

事故は２０１９年５月８日朝、大津市の県

道交差点で起きた。乗用車の女（５４）が

安全を確認せずに右折し、対向車線を直

進してきた軽乗用車と衝突。軽乗用車が

弾みで園児らの列に突っ込み、１６名の園

児・保育士が巻き込まれ、当時２歳の園

児２人が死亡する。 軽乗用車を運転して

いた女性（６４）も女（実刑確定）とともに逮

捕され、自動車運転死傷行為処罰法違反

（過失運転致死傷）容疑で書類送検され

た。しかし、大津地検は１９年６月、青信号

で前方不注意もなかったなどとして、女性

を不起訴（嫌疑不十分）とした。

うつぶせの体制で寝か
された乳児の窒息死

平成18年判決（福岡高裁）

社福が経営する認可園でベットにうつぶ

せの体勢で寝かせられていた4カ月の乳

児が死亡。死亡原因と保育士の注意義務

違反の有無が争われた。両親はうつぶせ

寝による窒息死と主張、園側は乳幼児突

然死症候群（SIDS)であると主張。保育士

についてはうつぶせ寝にした保育士は窒

息死の危険性を認識していたのに「うつぶ

せの体勢にした乳児の動静を十分注視し

なかった過失がある」と判断。

死因については解剖所見では識別でき

ないがうつぶせで寝かされたことを考えれ

ば、窒息死したと認めるのが相当である、

とした。



幼稚園型認定子ども園
誤嚥により園児死亡

令和2年9月7日

• 八王子市内の認定子ども園で3才児クラス園児

（当時4才）、通常より遅い昼食の13時に昼食、13

時30分ごろ園児が席から立ち上がり、鼻水が出て、

担任は異変に気付く。3センチほどのブドウがなく

なっていた。救命技能を有する職員により背部叩

打法、腹部突き上げ法が行われたが異物は出な

かった。心臓マッサージ等が行われ、救急車によ

り病院に搬送、救命のための気管内挿管、マッ

サージ、人工呼吸等により救命措置が行われたが

15時10分死亡。

事故防止ガイドライン、誤嚥防止の通知等通知され

てたが、この施設では給食主任、給食委託業者、栄

養士、職員等について周知していなかった。ブドウは

数回にわたって提供されていたがブドウ提供は幼児

クラスに対しても4分割推奨すべきという情報は共有

されていなかった。

委託業者に依存→給食の運営は本来施設側が主

体的に取り組むべきであるが献立の作成から保護者

向けの休職だよりの発行、園は献立作りや食育の啓

発などを外部業者に任せて給食会議や検食をせず、

業者に依存していた。

多摩川に転落
平成１６年11月１７日

世田谷区新町保育園５才児クラス１９名多摩川へ園
外保育。 園児１人が１２時５５分頃多摩川に転落し
た地点から１．７㌔下流で１５時頃園児発見、救命救
急の措置が施されたが１８時に死亡。

主任とA,B保育士の3名で引率。昼食は土手の上で
2グループに分かれる。食べ終わった子どもが土手を
降り、川に向かって石を投げる遊びを始めた。主任は
主任連絡会に参加のため、この場を離れた。Ｂは石
投げをしている子どもたちのそばで、管理し、Aはまだ
食事中の子どもの付き添っていた。Bは園から持参し
たジュースをとりに子どもから離れて、土手の上に
行った。12時55分ごろ、AのそばにいたBは被害園児
が落ちた瞬間を「被害園児がもぞもぞと動き、頭が
スーッと消えた」とのべている。Bはすぐに川に飛び込
み助けようとしたが本流に流され近づくことができな
いまま、助けることができなかった。14時58分に第三
京浜道路の下流中州付近で発見され、病院に運ばれ
たが18時に死亡が確認された。

町立保育園死亡事故
墓石の下敷きに

平成30年2月19日

長野県高森町立みつば保育園の園外保育で、参加してい
た年少児（4歳1カ月）が墓石の下敷きになり、死亡する重
大事故。

この日保育士Aが7:55に原町陣屋区民会館の下見。隣の
多目的広場の端に立ち、下の雑草地スペースを見渡す。8
時ごろ保育士CはAから「年長さんと一緒にお散歩に行くの
はどう？」と相談される。年長担任のBに「天気もいいので
年少児と一緒に散歩に行きませんか」とさそい、9:40に出
発することに決定。４６人の子どもと４人の保育士で引率。

現地は徒歩15分ほどで到着。多目的広場はぬかるんで
遊べないので、Aはとっさの判断で下の雑草地まで遊びの
範囲を広げた。年少児2，3名が「ねえねえ、先生、寝てる
よ」とCに伝えに来た（10:28)。見通しの悪い位置に墓石が
あり当該園児が下敷きになっていて、緊急の笛を鳴らして
墓石を取り除こうとするが全く動かなかった。応援も駆けつ
け、取り除くが反応なし。10:33AEDが届くが電気ショックの
合図はなく、10:45に救急車で病院へ。11:06飯田市立病院
到着､11:15心肺再開。ドクターヘリで長野県立こども病院
へ搬送。2月23日に死亡。

いくつもの問題が明らかになる。

子どもの管理、保育士の立ち位置、子どもへの指導、周
りの環境と予測、事故が起きた時の対応、AEDの位置、墓
地の管理、自己の対応、墓石の重量１３９㎏、本児が引っ
張ったり倒したりする力は理論値で１７．７㎏、墓石が傾き、
不安定で簡単に倒れる状況。雑草地の広さは６，１７２㎡

保育所等での事故その２



保育所等での事故その３

判決は
平成２１年１２月３１日に確定「担任保育士ら
の重大な過失」を認定
一般に保育士は子ども一人一人を把握関係性も
認識、子どもの動静の把握、担任同士の連携、
などを提示し、上尾保育所のあまりにもでたら
めな保育の状況を詳細に判示し、悪質、重大な
過失あり、とした。

平成27年9月1日、川口市無認可保育所での死亡事故
・3か月の男児、11時に初めて預けられた。
・母親は就職のための面接で11時から2時間の予定。
・保育士の動き
・「泣いたまま亡くなったと思うと子どもに申し訳ない」

上尾保育所で平成17年8月10日
当時4才の榎本君が亡くなった。

背景→経過→報告
猪熊弘子は「上尾保育所事件の真相 死を招いた保

育」にまとめた。
・判断が間違っていたこと
・園長が留守だったが戻ってきて、もしかすると？
・子どもの把握と職場集団

事故前にこの施設における改善指導
（配置、避難訓練、初回受け入れ時の

マニュアル、緊急避難計画の不備、安全
管理の徹底など）



2011年（平成23）7月11日
神奈川県の大和幼稚園の室内プールで3才児が
神奈川新聞 2015年4月1日(水) の記事から

大和市の私立幼稚園の屋内プールで２０１１年７月、園児＝当時（３）＝がプール活動中に溺死
した事故で、横浜地裁（近藤宏子裁判長）は３１日、業務上過失致死罪に問われた元園長の女
（６７）＝大和市＝に無罪（求刑罰金１００万円）の判決を言い渡した。

事故は円形プールで担任教諭が園児１１人を指導している最中に発生。園長として、教諭に対する事故
防止の指導や監視態勢に過失があったかが争点だった。近藤裁判長は、プールの大きさ（直径約４メー
トル）や園児の人数などの状況から、「担任教諭１人に監視を任せたことが合理性を欠く安全態勢だっ
たとは言えない」と判断、過失を認めなかった。
検察側は公判で「３、４歳児は事故を起こす可能性が大きく、複数人で監視させるべきだった」と強

調。被告が教諭に対する指導を怠ったとも主張していた。
しかし、近藤裁判長は、監視専門の人員を配置すべきと定めた指針などがないことから、「複数での

監視の義務があったとは立証されていない」と指摘。教諭に対する指導についても、「具体的にどのよ
うな指導をすれば事故を避けられたかの立証はない」として検察側の主張を退けた。
事故では、現場で監視に当たった当時の担任教諭の女性（２４）も業務上過失致死罪で在宅起訴され、

罰金５０万円の有罪判決が確定している。
元園長の弁護人は「管理責任に対する無限定な責任を明確に否定した判決で、大きな意義がある」と

評価。横浜地検の林秀行次席検事は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」と
コメントした。



●プール活動時の監視体制について
刑事裁判の判決は

「事故当時、指導教諭とは別に監視者を配置すべきとの安全管理の指針
や手引きはなかった。プールの大きさも踏まえると、複数監視体制は、園

長に要求される行動基準を逸脱するものではなかった。」

●この事故の検証
平成２６年６月３０日「消費者安全法第２３条第１項に基づく事故等原因調査報
告書」（平成２３年７月１１日に神奈川県内の幼稚園で発生したプール事故）

（１）監視体制に空白を生じさせた要因

（原因） ① 当該幼稚園において、多くの集中力を要する監視業務と指導業務を、同時に一人の教諭が行うことと
されていたこと。

② 事故当日のスケジュールの遅れや変更に伴う時間的な切迫及び遊具整理という追加業務の発生が、当該幼
稚園の指導方針を日頃負担に感じていた担任教諭の焦りを増幅させたことが、監視へ向ける集中力の低下につな
がった可能性がが考えられること。

（２） 当該幼稚園の緊急対応として・・・・救命処置を適切に行うことができる教職員はおらす・・・・プールで溺水事
故が発生した場合の緊急対応についての文書で取りまとめられたものはなかった。



事故報告書による指摘

（意見）

幼児にとって、水に慣れ親しむことは大切な体験となる。調査委員会は次の対策を求めるが、これは幼稚園、保
育所及び認定子ども園（以下「幼稚園等」）におけるプール活動や水遊びの活動が委縮することを望んでいるもので
は決してない。むしろ、幼児が安全に楽しくプール活動・水遊びを行うことができる環境づくりが重要であると考える。
（１） プール活動・水遊びを行う場合は、適切な監視・指導体制の確保・・・・を図る。
① 監視体制の空白が生じないように監視を行う者とプール指導を行う者と分けて配置。

② プール活動に係る教職員に対して････活動を行う際に見落としがちなリスクや注意すべきポイントを事前教育を
行うこと。

③ 教職員に対して心肺蘇生をはじめとした応急手当等について教育の場を設け、緊急時への対応を共有し訓練
する。

（２） 幼稚園等への啓発を通じて、・・・・幼児の安全を最優先するという認識を管理者・職員が日頃から共有するこ
と。

・ 文科省、厚労省、内閣府はプール等の重大事故について、類似事故の再発防止のために、幼稚園等に対して
事故情報の共有を図ること。

・ その具体化として、独立行政法人日本スポーツ振興センターの知見を活用するなどにより････事故防止のため
の具体的な手法について情報提供を行うこと。
・ 文科省は、以上の点・対策を踏まえ小学校低学年における活動・水遊びの安全確保に取り組むべきである。

（剣持：要約）



この判決を受けて消費者庁等の取り組み
H25(2013）10月18日 平成23年7月11日に神奈川県内の幼稚園で発生したプール事故に係る事故等原因調査について

（経過報告） 消費者安全調査委員会

H26(2014）6月20日 消費者安全調査委員会（消費者庁が設置）

「消費者安全法第23条第1項に基づく事故等原因調査報告書」

H26(2014) これを受けて、厚労省が

「保育所及び認可外保育施設においてプール活動・水遊びを行う場合の事故防止について」を発出

H27(2015) 文科省「水泳等の事故防止について」、

内閣府「認定こども園においてプール活動・水遊びを行う場合の事故防止について」を発出

H28(2016) 3月 内閣府 「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のための

ガイドラインについて」を発出

H29(2017）8月 緑区の認可園での事故



緑区認可園のプール事故

2017年（平成29年）8月24日に発生

事故に至る状況と対応

この日はプール活動の最終日、普段と違って今日で終わりということで、おやつを食べ終わった子どもから順次

入水した。4歳児の赤沼美空(みく)ちゃんは15時20分入水、15時25分園児24名（3歳児6人、4歳児5人、5歳児9

人、計20名がプール（仮設プール）に入っていた。クラス毎にばらばらと入ったり、出たりしていたので、人

数は曖昧であるが15時20の時点で3クラス混合の20名が入水中。15時30分、職員が1名から2名になる。二人の

保育士はこの日が最後ということで、夕方保護者が参加しての後片付けが控えていて、少しでも仕事を軽減でき

るようプールに設置していた滑り台の撤去を15時35分に片付けを開始し15時37分にプールの中の滑り台を外に

出すため、二人の立ち位置を変えた。終わって一人は保育室に戻る。15時38分に残った一人の保育士が、園児

の「あっ」という驚く声と同時に振り向くと、美空ちゃんが浮かんでいるのを発見し、すぐに助け上げて救急救

命を行った（看護師が駆けつけAED、心臓マッサージ、救急車の手配）。目を離した時間、1分という報道、3

分間というのもあり極めて短い時間に起こった。その後心拍再開、自発呼吸再開、意識不明、翌日3時43分に死

亡。（さいたま市の事故検証委員会・事故報告書から）

8月26日に報告・記者会見

記者会見では聞かれたことについては、わかっている事実をすべて 隠さず説明した。そのことで、現場を

預かる保育士の立場を難しくすることも・・・・・・。



《主文》園長及び1名の保育士に禁固1年、園長執行猶予4年間、保育士は3年の執行猶予。

《理由》異年齢でのプール活動については転倒による溺水で死亡する危険が大きい、指導と監視の処置を講じな
かったこと、体制が整わなかったのに中止の判断をしなかった園長の指示がなかった過失責任。

保育士は20名の子どもの管理・注視すべきなのに滑り台を取り除く業務に従事したために、被害児童の溺水を直ち
に覚知しなかった過失を指摘。

死因については「乾性溺水による低酸素脳症」とした。（溺水には湿性溺水と乾性溺水、および二次溺水がある）

《量刑の理由》

平成28年3月に「事故防止のガイドライン」、および同年4月に市内の保育施設に同ガイドラインに関する通知、そして
6月にも厚労省から再度同ガイドラインの周知と注意喚起が発出されていたにもかかわらず、「長年プール活動での事
故を起こしていないと慢心して」「人員面での常時の安全確保体制を講じることもなかった」が「事故発生当時に園に
おらず、本件児童への直接の監視業務を担っていた立場でもなかった点を踏まえても････刑事責任は重い」とした。な
お、園長及び保育士は両名とも「注意義務違反」の過失が競合して発生した、と述べている。

2020（令和2）年2月14日判決
大和幼稚園と「判決」に大きな違いが・・

私は、この裁判で、園側の情状証人（被告人側の量刑を少しでも軽くするための証人）として法廷で次の点を述べた。

① 当該保育園は子どもの育ちと保護者を支援することを最優先し、保育士・看護師配置も基準以上の体制と、子どももにとって大切な体験を最優先で実践してきた保育園
であること。保護者からの信頼も高い。
② 日本の保育所設置基準は主に幼児クラスの保育士配置はニューヨーク、ワシントンは児童数７～１０名に一人の保育士配置、ドイツ、フランスは13～15名に一人、日本
は30対1で極めて劣悪な基準の中で保育していること。

③ 少ない保育士配置の中で、保育士は次のことも予想しながら、連携をとりながら保育することが求まられており、本件のようにプール活動終了後に保護者が予定してい
た片づけを少しでも軽減できるよう、配慮して片づけを行ってしまったことはガイドラインの視点jからも逸脱している。しかし、監視から目を離したことにより安全を確保できな
かったことですべての責任を関係者に期すべきではないこと。
④ 指導と監視を分けるというガイドラインは、重要な視点だが、その体制をどう保証するかが問われている。



保育中の事故を未然に防ぐための取り組みと課題
① 職員の学び 保育園では事故を未然に防ぐために「ヒヤリハット」や事故があった場合「事故報告書」を提出してもらってい
る。ハインリッヒの法則というものがあるが、彼がある工場で発生した数千件の労働災害を調査して、１件の重大事故の裏には
２９件の軽傷事故、３００件の無傷事故（ヒヤリハット）があることを明らかにした。現在、工場や医療業界はじめいろんな職
種で用いられている。

ヒヤリハットは日常の生活で、子ども達の環境やあそびの場面でおこる様々な事故やヒヤリハットを分析し、大きな事故になら
ない手立てを日頃から検討することが重要である。わらしべ保育園では年度末の会議で看護師が年度内に起こった怪我や事故を
月ごとに集計し、ヒヤリハットについてもその内容をまとめて、何を教訓にするか職員間で共有している。

② 死亡事故などの重大事故から学ぶ研修を位置づけること。

私の手元に「保育判例ハンドブック」（発行：信山社）がある。著者の１人小泉広子先生（桜美林大学）から寄贈されたもので
あるが、この中で、認可園、認可外、幼稚園などでおこった様々な事故、訴訟、判例などが紹介されている。

また、インターネットで「保育所保育事故検証」で検索すると、各地で起こった重大事故にかかわる検証報告書が紹介されてい
る。も重要な事例が数多く見られ、保育に直結する内容だけに目を通しておかれることを勧める。死亡事故および治療に１ヵ月
を超える怪我などの事故については国に事故報告書を提出する事になった（平成２７年２月「特定教育・保育施設等における事
故報告等について」）。

園の管理者はじめ職員は「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故防止のための
取り組み】【事故発生時の対応】」は必読書である。私立保育園協会は昨年度協会傘下の全職員にこの冊子を配った。今後、ど
のように使われたかを調査し、活用されていないところでは早急に学習するよう働きかけることが必要である。なお、このガイ
ドラインは多くの乳幼児のかけがえのない命が失われた結果生まれたものであることを明記しておく。



③保育で配慮すること

ガイドラインは重大事故を防ぐためのものであるが、保育の中で子ども達に危機回避能力や身体制御、危険を意識す
る能力等を育てることまではふれていない。昔は車も少なく、路地や空き地や斜面や崖などは子ども達の冒険する格好
の場所であった。そこには、地域の異年齢集団があり、年上の子どもは自分より小さい子どもの面倒を見ながらあそび
が展開された。あそびの中で危険を察知し、巧みな身体をつくり、あそびが子ども達の身体能力や知的理解力を育てた。
現在、子どもをとりまく環境は車社会が子どもの行動を規制し、こちらが注意していても車が突っ込んでくる時代であ
る。私達は、限られた自然環境に子ども達を案内し、巧みに身体を動かしながら発達を促す保育を探り、また、限りあ
る園庭（最近では園庭のない園も増加している）で、子どもの身体能力を研究しながら年齢にふさわしいカリキュラム
をつくる。保育所保育指針でも「自然への関心や興味」と共に「異本的な運動機能」の形成とともに、「心と体」の相
互に密接な関連をふまえることを重視している。

④未然に防ぐための対応と事故が起こったとき

①と関連するが、保育士は事故を回避するために日頃から、子どもの動きや活動を把握し、危険を予知する研ぎ澄ま
された感覚が求められる。子どもの発達段階はもちろんのこと、子どもの特性を理解し、職員間の連携と共に、事故が
予想される事案については保育士間で共有し、すぐに対応することが求められる。また、事故が起こった場合の救急対
応（AEDの使用法、心肺蘇生法、気道内異物除去、エピペンの使い方）など、研修で学ぶことが必要であり、１年に１
回は実施すること。

つぎに、重要なことは重大事故が起こったときの対処法と園長初め職員の動きや判断、などについて混乱を起こさな
いために、ガイドラインの【事故発生時の対応】を参考にすること。この中の「事故発生時の段階的な対応」「事故発
生直後の対応」「事故直後以降の対応」「事故状況の記録」「保護者等への対応」「報道機関への対応」などが詳しく
ふれられているので、大変参考になる。



子どもの安全安心は子どもの未来に直結する

「保育所は、子どもの命を守るための場所である。・・・信頼して預けた子どもが、安全な
はずのその場所で命を落としたら・・・・・・朝、「バイバイ」と笑って声をかけて別れた子
どもが、お迎えに行った時には二度と目を覚まさないとしたら・・・・。自分の子どもであっ
たら・・・どれほどつらいことだろう その施設に子どもを預けたことをどれだけ悔やみ、悩
み、苦しむだろうどんなに泣いても叫んでも、失われた子どもの命はもどらない」（猪熊氏
の本の前書きで）

私はH29/8/30およびH30/5/24に私立保育園協会の理事会や例会でも「プール死亡事故に
ついての各庁からの通知について」を示して、通知文書の経緯と経過について説明した。改め
て、私たちは「命を預かっている」ことの視点を堅持しておく必要がある。

もう一つの課題はこうした事故を受け止める中で、事故を起こさないために日ごろの保育が
委縮し、活動の見直しが活動の縮小に変異してしまう事が起きていないだろうか？子どもたち
がやがて育ってき過程で、自分の育ちを豊かに展開するとともに、乳幼児期に培われる危機回
避能力や挑戦する意欲、子ども通しで育ちあう経験が回避されれば、それは子どもにとって不
幸なことである。そのために、事故を起こさないための取り組みとともに子どもたちの確かな
成長を保障する保育・教育が求められる。



ご清聴ありがとうございました


