
西野さんか らの質問 (H23419)に対する回答

く 2ベージについて>
1 平成 21年度からニケ日青年の家の利用を決定 したのは、いつの職員会議ですか。

A:平成 20年度末、21年 3月 21日 の職員会議で、「平成 21年度年間計画Jを協議

した際に、三ケ 日青年の家で自然体験学習を実施することが最終的に決まりま した。

2 三ケ日青年の家への下見は誰が行きま したか。

A:平成 21年度は、 4月 3日 (金)の午後に下見を実施 しました。参加者は、当時 1

年生の学級担任であった 河合香奈美 (学年主任 )、 兵藤重二、田中志尚、加藤学の

44の教諭で した。

平成 22年度は、 4月 6日 (火)の午後に下見を実施 しました。参加者は、 1年生

の学級担任 竹下友野 (学年主任 )、 鈴木進太郎、渥美菜々、加藤学の 4名 の教諭で

した。

3 所員から「指定管理者に代わ りま したが、昨年と全 く同じようにや りますので安心 し

てください。 この 4月 か らもすでにカッター訓練を実施 しています。」「 7m艇の 2艇は

自主艇 とな り、教員のみが乗船 します。指示は無線で行います。無線等の使用について

は、当日ハーバーで練習するので心配ないです。」「よほどの雨でも実施 しますが、雷や

強風、嵐のような天候の時は実施できません。」と話があつたとのことですが、これは所

員の誰が言つて、教員の誰が聞いたので しょうか。

また、所長にえい航の経験がないことを知っていま したか。

A:下見の対応をしたのは、所員の井下さんでした。井下さんとの話は、下見に参加 し

た 1年学級担任 4名 全員が聞いています。

下見では、艇のえい航については話題にならず、所長にえい航の経験がないことに

ついては知 りませんでした。

4 所員の説明は、教員から校長に伝えられましたか。伝えられたとすれば誰か らいつど

のような形で伝えられま したか。

A:下見の復命は、下見翌 日の 4月 7日 に学年主任か ら校長に対 して行われました。

また、下見の内容は、自然体験学習の実施案に盛 り込まれ、 4月 26日 に行われた

運営委員会 (職員会議の提案を事前に検討する会)で提案 しました。

5 所員の説明をもとに、職員会議等の検討の場は持たれましたか。もたれたとすれば、

いつ、どのような話がなされたので しょうか。

A:自 然体験学習の実施案については、 5月 6日 の職員会議で提案 されました。実施案

については、それ以前に学年会で検討 したものです。その提案に対 しては、特に意

見は出ませんで した。

また、 6月 11日 には、引率者の打合せ会を行つています。その際には、引率教職

員の動きがよくわからないとの指摘があり、 日程に合わせた引率教職員の動きをも

りん込んだ表 (引 率教職員動向表)を整備 し、 6月 14日 に再提案 しました。

<3ページについて>
1 当日は朝から雨が降 り天気を心配する教員、生徒がいたのに、なぜ教員の誰もが大雨・

雷・強風 波浪・洪水注意報の発令を認知できなかったのでしょうか。

0)天候を心配 し、所員に訓練実施の問い合わせをした教員は誰ですか。

A:学年主任の指示により、渥美菜々教諭が問い合わせをしました。
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(2)天候の悪化について、教員間で話 し合いは持たれま したか。話 し合いが持たれた場

合、話 し合いを行つた教員は誰ですか。そのことについて、校長への報告を行いまし

たか。

A:午前中のレクリエーシヨンの途中から雨が降 り出しました。終了時に、鈴木進太郎

教諭などから「こんな雨で、できるのかなぁ。Jと いつた声が 上が り、学年主任は渥

美教諭に三ケ 日青年の家事務室に問い合わせ をさせました。三ケ日青年の家の所員

が実施可能であるとの判断をした時点以降は、天候の悪化については、特に教員間

で話 し合いをすることはありませんで した。

(3)天候の悪化について、心配の声を出す生徒、教員がいたのに、注意報等の確認を誰

もしなかつたのではなぜですか。

A:雨の中でのカッター訓練の実施について、教員は心配 していましたので、事務室に

問い合わせをしました。その場で所員がインターネ ットで気象情報を検索 し、教員

も確認 しましたが、その時点では注意報等が発表 されていませんで した。

(4)最終的な引1練実施の判断をするのは校長で間違いないですか。

A:学校側が青年の家から渡 された文書には、「荒天時の実施・中止の判断は、団体責任

者 と相談の上所員が行います。Jと あ ります。学校行事 として行っていますので、最

終的に団体責任者である校長が中止 したいと主IJkすれば、中止できるものと考えま

すが、当日の実施の判断は三ケ 日青年の家所員が行い、校長が訓練の中止を中し出

ることはありませんでした。

(5)天候に関する、教員や生徒の不安は校長へ報告されていま したか。

A:上記のような経緯がありましたので、校長への報告 とい う形はありませんでした。

2 自主艇による教員について「無線等の使用」の練習を行 うとなつていますが、

(1)2ベージの「無線等の使用について」の練習は、いつ、誰が行つたので しようか。

また、どのような練習が行われたので しようか。

A:13:35頃 に艇庫で行われた所員か らの説明の中で、簡単な無線の操作方法につ

いて実施 しました。あわせて、 トラブルが発生 した場合は無線でキャプテンに連絡

をとり、その指示に従 うことや、必要があればレスキュー艇を要請することを確認

しま した。

(2)無線等の使用についての練習は、 3ページのどのタイミングで行われたので しょう

か。また、行われていないので しようか。

A:(1)で回答 した とお りです。

(3)自 主艇に乗つた教員は、カッター日1練の経験がどの程度あつたので しょうか。

A:C艇 に乗船 した山川教諭 と加藤教諭は、平成 21年度にカッター訓練に参加 してい

ます。D艇に乗船 した鈴木教諭は、以前別の学校で一度 と21年度の 2度経験をし

ていますが、渥美教諭は初めてで した。

(4)「無線等の使用について」の練習以外の説明や訓練は受けているので しようか。受

けているとすれば、具体的にどのような説明や訓練を受けたので しようか。

A:落水 した場合の対応 として、ライフジヤケッ トの襟をつかみ、静かに上を向いて浮

かんでいるようにとの指導を受けました。また、実際にカッターボー トに乗船 し、

ハーバー内でカッターボー トの漕艇の仕方や声のかけ方などを引練 してか ら、出港
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しま した。

(5)「無線等の使用について」の練習以外の説明や訓練を受けていないとすれば、受け

ていな くても安全性を確保できると判断 したのは、なぜで しょうか。また、そのよう

な判断をしたのは誰でしようか。

A:L.・Lの同答のとお りです。

く4ページについて>
1 15時 48分ころ、所長は生徒から「まだ船内に開 じ込め られている生徒がいる」と

言われたとありますが、所長はどの生徒か らそのように聞いたので しょうか。

生徒は、所長に対 し、この時点で「花菜がいない。」と言つたのではないですか。

A:5櫨
T風″」rl言≧種ふ「騎fttξ」:蒙墓箕行:産禦

していま|す。
3人を|力|'夕この外に出した後に、生徒の1人 (女の子であ●た|と 記憶しています)

からt■00ちゃんがいないJとお間|き しました。私はその時点|そ1体力も尽きて、1意
識も朦朧としてしまっており、はつきりとした名前までは分か,ませんでしたが(

女の子の名前であることは覚えています。そして、後述のとおりヽ|その1後t「○○ち

ゃんJが花菜ちゃルであつたことを理解しました。従って、生徒は、科,「対し、「花
菜ちゃんがいなぃ●と言つていたことになります。J

ふ省着i、たテ軍li芝痣撃雀こどスモ奮:1薔EE11‐属77[1業務等,11:負言だみ
られないと考えて,ヽ ました。

2 行方不明者がいるという情報を、校長、教員等は、いつどこで誰から聞いたのでしょ

う/1ヽ。

①校長 ②各教諭 ③所長 ④水難救助隊

A:①校長 :16:00頃 、ニケ日青年の家ハーバーでレスキュー艇を迎えた時、山川

教諭から「花菜さんと万里奈さんがいないJと 聞きました。

②c艇教証 レスキュー艇に救助される前に、転覆したボー ト上の生徒たちがいな

い子がいるといつているのを聞きました。

②他の教諭 :C艇のえい航開始時点からキャプテンからの指示で碇を碇 /14しており、

行方不明者がいることを確認できたのは、グリーンプラザに救助された後

のことです。

(鈴木進太郎教諭):キ ャプテンからの指示で錨泊しているとき、救助艇らしきモー

ターボー ト (2人乗り、オレンジ色)が近づいてきて「花菜さんと万里奈

さんはいませんか。Jと 尋ねました。それを聞いて初めて行方不明者がいる

ということを知りました。

(鈴木宏道教諭):救 Hllさ れてグリーンプラザに到着後、鈴木lt太郎教諭から聞いて、

行方不明者がいることを知りました。¨
嗣魏まぬ鑽翻鵬 1魏念
られました。
C艇内部に潜つたところ、3名 あ子供を確認することができ

=し
た。この

単彙iこ『嘗写∵畠箸属糖lil番ゝ 壇¶易17=薯1醗墓tよtil亀げF
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生徒から一人いなぃということをお聞きしました。しかし、3回 日に港っ

た後、,日 がヒがり意識も朦朧とンヽてしまい、ただそうした意識の中でも、

行かなければとい

'気

持ちはあらた1)の の、身体は動 |・ず、体力的に再度

カッタニの下に潜ることはできませんでした。ClitF内 部には3名 以外見当

たらながらたこと、直後に消防のサイレィが聞こえたこともあり、消防の

救助に委ねた方が良いと考えま した。

④水難救助隊 (浜松市消防局):現場指津所 |ま 、16:11に 1名 の行方不明者がい

るのではないかとの情報を、警察か ら得ました。

3 行方不明者が花菜さんかもしれないという情報を、校長、教員等は、いつ、どこで、

誰から聞いたので しようか。

①校長 ②各教諭 ③所長 ④水難救助隊

A:①校長 :上記の回答のとおり。

②Cllt教諭 :(山川教諭)校長の指示で聖隷三方原病院に向かつている途中で、他校

の教諭から「テレビで西野花菜さんが行方不明であると報道されているJ

という電話を受けて、行方不明者が花菜さんであると認識しました。

②他の教諭 :(鈴木進太郎教諭)全艇がグリーンプラザに到着後に、行方不明者が花

菜さんらしいという話が出ており、それで知りました。誰から聞いたかは

はっきりしません。それを、学年主任に連絡しました。

(鈴木宏道教諭)グ リーンプラザに到着後に、学年主任・鈴木進太郎教諭から聞

きました。

③所長 :(三ケ日青年の家)c艇上では、花菜さんが行方不ワ」者かどうかはわかつて

いませんでした。
グリーンプラザに上陸後、警秦の方が名簿に二つき安否確認を行つている

声の申で、花菜さんの鉢 _が確認できないよう|で t「花菜ちゃんJと 名前を

何口|も 呼び合つているのを聞いた時●行方不明者の具体的な名前が薫来さ
んで|あ

|る ことを知りまし|た。①水難鷲
:【|1鋼塑瘍 姦:漏仄lil雪[詈:
進めたどtろ、117:25に名簿とあ熙合により、行方不明者が西野花菜

さんであ|る ことをた認しました。

4 16時 ころ校長|よ 「生徒 8名 と教諭 2名 が救助されたことを学校に電話で連絡する。」

とありますが、校長はこの情報を、いつ誰から得たのでしょうか。

校長は、この時点で、生徒や教諭がグリーンプラザに運ばれていることを聞いていた

のではないでしようか。聞いていたとすれば、いつ誰から聞いたのでしようか。

A:校長は、三ケ日青年の家のレスキュー艇をハーバーで出迎えており、その時点で生

徒8名 と教論 2名 の救助を確認しました。

校長は、本部である三ケ日青年の家に生徒が救助されてくるものと考えており、グ

リーンプラザに警察や消防の救助本部が設置されたことを知りませんでした。

5 校長は、16時 11分ころ、「事務所で情報収集や学校等との連絡を取り合つたり、警

察や消防からの聴取を受けたりする」とありますが、校長は、情報を誰に、どのように

問い合わせたのでしょうか。また、誰からどのような情報を収集したのでしようか。

「警察や消防からの聴取」とは、警察や消防からどのようなことを聞かれたのでしょ

うか。必要であれば、警察や消防に、豊橋市の方から聞いてください。
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A:現段階では、校長が体調不良のため問き取 りができず、確認できません。

(細江警察∋

ニケロ青年の家事務所において、校長に対 して事情聴取を行った事実はあります。

しか しなが ら、・ HL在 、十」事責任にっいての捜査途中でありますので、内容につい

ての回答は差 し控えさせていただきたいと思います。 ご理解のほどよろしくお版

い します。

(浜松市消防局)

ニケ ロ青年の家事務所において t‐ 所員から救助に必要な情報収集を行いました。

その一連の流れめ中で、校長ど会計のやり取りはあつたかもしれませんが、校長
に対して事情薫取を行つたとい

'事

実はなく、記録にも残っていません。

<5ベージについて>
1 17時過ぎ、「校長は、事務室で情報収集や学校等との連絡をしていた。」とあります

が、誰からどのような情報を得ていたのでしょうか。また、校長から情報収集のため、

誰かに連絡を取つたのでしょうか。
A:現段階では、校長が体調不良のため聞き取りができず、確認できません。

2 17時 過ぎの時点でも、まだグリーンプラザホテルに移動しなかつたのはなぜでしょ

うか。青年の家の方が情報収集に適切だと考えたのでしょうか。そう考えたのだとすれ

ばなぜですか。
A:校長は、グリーンプラザに救助本部が設置されたことを知らず、三ケ日青年の家が

本部であると認識しており、そこを離れてはいけないと考えていたようです。

3 17時 5分 ころ、所長が、水難救助隊員にC艇内に生徒がいるかもしれないと告げ、

捜索を依頼したとありますが、所長は、この段階で救助されていないのが花菜であるこ

とを誰からも聞いていなかったのでしょうか。

生徒からは、行方不明者が花菜であることが伝えられていたのではないでしょうか。

A:(三ケ日1言年の家)前述しましたとお

'tc艇
上で生徒からお友達の名■1で

「〇〇ち

ゃんが

'｀

ないJと お聞きました。その時点で「花菜ちゃんJでみる|と 名前をはっき

りと記憶することはできていませんでしたが、生徒は私に対し花美ちやんがいない

と伝えていたことになり.ます。

4 17時 25分 ころ、 f教諭は、校長にグリーンプラザに来るように連絡 してほ しいと

キャブテンに依頼 したとありますが、

0)f教 諭は、なぜ校長に依頼 したので しようか。校長にグ リーンプラザで何をしても

らおうと考えたので しょうか。

A:f教 諭は、グリーンプラザに救助 された生 ltが集まっているので、校長にこちらに

来てもらうのがi直切だと考えて、連絡を依頼 しました。

(2)校長は、それまで青年の家にとどまっていたのに、なぜこの段階でグリーンプラザ

ヘ行つたので しょうか。

A:f教 諭か らの移動要請があつたからです。

5 17時 25分ころ、「現場では行方不明者が西野花菜さんであるとの情報が流れ始め

る。Jと ありますが、

(1)「現場」とはどこで しょうか。グリーンプラザホテルのことでしょうか。

AIグ リーンプラザホテルです。
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(2)各教員 |よ、この情報を誰から聞いたので しようか。

A:鈴木・F太郎教諭はグリーンプラザに救出された生徒の世話をしている時に、花菜 さ

んが見当たらないとい うことを聞き、学年主任に伝えま した。その後、学年主任は

そのことを鈴木宏道教諭に伝え、学校に連絡するように指示 され、学校に電話をし

ました。

(3)こ の事実を校長に報告 したのは誰ですか。

A:17:30頃 、校長がグリーンプラザに到着 した時、学年主任が伝えました。

(4)それに対 して校長は、どのような指示を出 したので しょうか。または、何の指示も

していないので しょうか。

A:校長は、到着後す ぐに、鈴木宏道教諭にニケ 日青年の家に向か うように指示 しまし

た。学年主任か ら花菜 さんが行方不明であることを聞き、学校へ電話をしま した。

校長は、警察か消防の人たちと話 し合つた後、学年主任に自分 といつしよに三ケ 日

青年の家に戻るように指示 しました。山川教諭には、聖隷三方原病院に向か うよう

に指示 しま した。

(5)校長から各教諭に何 らかの指示が出されている場合、それに基づいて、指示を受け

た教諭はどのような行動をとつたので しょうか。

A:鈴木宏道教諭は、校長からの指示を受けて走って青年の家に向かいました。山川教

諭は自分の車を運転 して病院に向かいました。学年主任は、校長といっしよに走っ

て青年の家に向かいました。

6 「校長は、 10分後には青年の家に向かう。」とありますが、

6)なぜす ぐ青年の家に戻つたので しようか。

A:17:00頃 から、生徒たちがグリーンプラザから消防署の車で青年の家につぎつ

ぎと戻つてきていました。校長は、三ケ 日青年の家が本部であると認識 してお り、

青年の家には引率教員の うち養護教諭 しかいないので、す ぐに戻る必要かあoと 石

えていたようです。

(2)校長は、青年の家に到着後、事務室で情報収集や、電話連絡等を再開 したとありま

すが、「情報収集」や「電話連絡」はグリーンプラザではできなかつたので しようか。

できなかつたとすれば、それはなぜで しょうか。

A:現段階では、校長が体調不良のため聞き取 りができず、確認できません。

(3)「情報収集」や「電話連絡」は青年の家で行 うことが適切と考えたので しょうか。

そう考えたのであれば、それはなぜで しょうか。

A〔 現段 llHtで は、校長が体調不良のため聞き取 りができず、確認できません。

(4)花菜が行方不明であるという情報に接 した上で、校長がす ぐに青年の家に戻つたの

Iま なぜで しようか。

A:現段階では、校長が体調不良のため聞き取 りができず、確認できません。

7 18時 50分 ごろ、校長は花菜の死亡の報を受けたとありますが、どこで誰から情報

を受けたので しようか。

A:市教育委員会から聖千三方原病院に派遣 された指導主事が確認 し、市教育委員会を

経山 して、三ケ ロ青年の家にいた指導主事からです。
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8 19時 ごろ、校長は事務室で情報収集をしていたとありますが、誰からどのような情

報を収集 していたので しょうか。校長は、情報収集のため、誰かに連絡を取つたので し

ょうか。

A:現段階では、校長が体調不良のため聞き取 りができず、確認できません。

<6ページについて>
1「 引率者は、31練直前に指導方法や漕艇方法などの説明を受けている。」とありますが、

それは、 3ページのどのことを指すので しようか。

A:13:35頃 の説明と出航前のハーバー内での練習です。

2 説明を受けた具体的内容は、どのようなものだつたので しょうか。また、時間はどの

程度で したか。

A:説明としては、無線の使用方法 とトラブル発生時の対応の仕方 (無線での連絡、キ

ャプテンの指示に従 う、レスキュー艇の要請、落水時の対応等)です。また、ハー

バー内での練習では、オールの漕ぎ方、教員の声かけと生徒の声だ し、舵の取 り方

などを練習 しました。

時間的には、説明は約 25分程度、ハーバー内での練習は 30分程度です。

3 三ケ日青年の家が「長年にわたつて安全にカッター訓練を行つてきた実績とその間に

培つてきた指導技術に対する信頼」とありますが、

0)三ケ日青年の家の運営主体が異なる以上、「長年の実績」もそれに基づく「信頼」も

持ち得ないのではないで しようか。

A:校長が、平成 21年 6月 1日 に 22年度の予約をした際に、当時の職員 (静岡県職

員)か ら「引継を確実に行い、これまでと変わ らない運営 指導体制で実施できる

ので心配ありません。」と聞き、これまでの実績 どお りの活動ができるものと認識 し

ました。

(2)運営主体の変更の影響についての調査は行つたので しょうか。行つたとすれば、ど

のような調査をしたので しょうか。

A:行つていません。

(3)調査を行つていなしヽとすれば、なぜですか。

運営主体の変更による影響はないと考えたか らで しょうか。そう考えたとすれば、

それはなぜですか。

A:民間委託に関して静岡県が責任を持って引継を行い、影響はないとの確約を得たも

のと認識 したからです。

<7ペーンについて>
1 「転覆事故については三ケ日青年の家も想定 しておらず、学校側からも話題にしてい

ない。」とありますが、

(1)下見に行つた教諭は誰で しようか。

また、「救助用だか ら安全だ。」と言つた所員とは誰で しょうか。それを聞いた教諭

は誰ですか。

A:1年 生の学級担任 竹下友野 (学年主任 )、 鈴木進太郎、渥美菜々、加藤学の 4名 の

教諭です。三ケ日青年の家の職員は、井下さんです。

(2)所員から「救助用だから安全だ。」と聞いて、安全だと納得 したの |ま誰ですか。一人
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の教諭で しょうか。複数の教諭で しょうか。

A:下見に参加 した教諭全員が疑念を持ちませんで した。

(3)「救助用だから安全だ。」と納得 したのはなぜですか。

A:所員か らの説明と実際にカッターボー トを見た際にボー トが大きくてしっか りとし

ていたこと、これまでに乗llRしたことのある経験、以前に他校でえい航 されたが転

覆 していなかった事実等から、疑念を持ちませんで した。

(4)学校行事 としての訓練実施の安全性判断は、最終的には誰が行 うのですか。

また、 7ページ 2項 (1)に 「実施、中止の決定は所員が行う」とありますが、学

校行事としての実施判断は校長の判断ではないということで しようか。

判断にいたるプロセスはどのようなもので しようか。

(下見の教諭からの校長への報告 → 職員会議等 )

A:学校側が青年の家か ら渡された文書には、「荒天時の実施 。中止の判断は、団体責任

者 と相談の上所員が行います。Jと あります。学校行事 として行つていますので、最

終的に団体責任者である校長が中止 したい と主張すれば、中止できるものと考えま

すが、当日の実施の判断は三ケ 日青年の家所員が行い、校長が訪練の中止を申し出

ることはありませんで した。

事前の学校での校長への ド見報告や会議では、活動を中止する判断基準等について

協議することはありませんで した。

2 天候の悪化について「青年の家の所員は、以前にもこのような状況で訓練を実施 して

おり、波、風、さらに今後の風速予測ともに実施に問題はないと認識 していた」とあり

ますが、

(1)そのような認識をしていた所員は誰で しようか。

IAI(三ケ日芦年の家)所長1指導課責l■者|(勤務簗1年 日)|力|ジタ|■劃練当日●当者

|(勤務歴,年目)

(2)上記所員の「認識」について、教諭は説明を受けていますか。説明を受けていると

すれば、説明を受けたのでは誰でしょうか。また、所員の説明について、校長に報告

していますか。

A:「認識Jについての説明は受けていませんが、実施は可能であるとの回答は得ており

ます。

く8ページについて>
①「学校側は所員から、風の関係で東へ向かうコースをとること、訓練途中で天候が悪

化した場合は通常よリコースを短縮して早めに帰港するとの説明を受けた。」

②「学校側も、所員による実施可能の判断を受け、大丈夫であると判断し、協議を申し

出ることはなかつた。」

③「また、青年の家側からも協議を行うことは提案されなかつた。」とあります。

l ①について

(1)説明をした所員は誰で、説明を受けた教諭は誰でしょうか。

A:出航前の艇庫で、引率教員全員がキャプテンから説明を受けました。

(2)所員から説明を受けた教諭は、その説明を校長に報告しましたか。報告した場合、

それに対して校長はどのような対応をとつたのでしょうか。

A:校長もいつしよに説明を開きました。校長は、所員からの説明を聞いた上で、湖面
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の様子や吹流 しでlntの様子を確認 し、岸沿いを進むコースであれば十分実施できる

と考え、特別な対応はとりませんでした。

(3)校長に報告をしていない場合、報告をしなかつた理由はなぜで しょうか。

A:L記 の回答のとお りです。

(4)所員か らの説明を受けて、教員の間で話 し合いはなされたので しょうか。なされた

とすれば、どのような話 し合いがなされたので しょう。

A:話 し合いはしていません。

(5)な されていないとすれば、話 し合いが不要だと考えたのはなぜで しょうか。

A:出航直前での説明であ り、校長同様に天候状況やコースの変更、天候が悪化 した場

合は速やかに帰港するなどを確認 したからです。

2 ②について

(1)「大文夫である」と判断 したのは誰でしょうか。校長で しようか。

A:校長をは じめとした引率教員です。

(2)学校側から所員側へ、天候について教員や生徒か ら心配の声が上がっている事実を

伝えま したか。伝えた場合、誰か ら誰に伝えたので しようか。それに対 して所員側は

誰がどのような対応をとつたので しょうか。

A:渥美教諭が三ケ 日青年の家事務室にいた所員に「この天候でできますか。」とい う問

い合わせる形で、引率教員や生徒の心配の声を伝えました。所員からは、「この程度

の雨なら大丈夫です。Jと の回答をいただきました。

(3)伝えていないとすれば、それはなぜで しようか。

A:卜記の回答のとお りです。

(4)学校側が大文夫であると判断 した根拠はどういう点にあるので しようか。「所員によ

る実施可能の判断を受け」たこと以外の根拠はあるので しょうか。

A:最 も大きな根拠は所員の判断ですが、それ以外には、 日視による湖面の様 子や吹流

しの風の様子等、さらにコースの変更や天候が悪化 した場合の速やかな帰港等の説

明などから大丈夫だと判断 しました。

(5)天候について教員や生徒か らの「心配の声」を把握 していたのは誰でしょうか。ま

た、協議を申し出る必要がないと判断 したのは誰で しょうか。

A:午前中のレクリエーシヨン終了時 (11:30頃 )に鈴木進太郎教諭などから「こ

んな雨で、できるのかなぁ。Jと 心配する声が _ヒ が り、学年主任が渥美教諭に事務室

に確認に行かせています。また、生徒たちか らは、昼食時に外の雨を見なが ら「雨

が降っているので嫌だね。Jと い う声が聞かれました。したがつて、引率教員は、こ

ういった声を把握 していました。

すでに事務室でカ ッター訓練の実施を確認をしていることにカロえ、出航前の時点で

は、雨は降つているものの風や波などの天候が協議を申し出る状況になく、改めて

協議を申し出るとい う認識を引率教員はもちませんで した。したがつて、「必要がな

いJと い う明確な判断をすることはありませんで した。

(6)教員や生徒か らの心配の声が上がっているのに、協議を申し出なかつたのは、なぜ
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で しょっか。

また、出発時点の雨を生徒は嫌がつていたけど、怖がつていたという認識がないの

は、どこか らきた認識で しようか。(3月 16日 のご回答より)

A:H記 のように、昼食 1寺に把握 した生徒たちの様子からです。

3 ③について

(1)青年の家側で、学校と協議をする必要がないと判断したのは誰でしょうか。

A■

:il蒻    〔][:Fli:[〔I`:l[:】』搭身I曇:::[1::『
判1断|した者ということでぃえば●l・l長 ということにな,ま|す。

(2)なぜ協議をする必要がないと判断したのでしょうか。諄
恣讚顆蹴 髪5実写基‰

(3)「 以前にもこのような状況で訓練を実施」していたとありますが、その以前の「状

況」とはどのような状況でしようか。そのときも今回のように、大雨 雷・洪水・波

浪注意報が出ていたのでしょうか。AC聟
予12しΨI載調嚢〔雛 ‐」貿溜二躍1で

した。

注意報にもぃては、今後あ悪化の可能性が高し`の|で|1実施 中に天候あ変化に気を,己

めながら指導を行っていま したI

(4)以前の「状況」 と今回の状況で、状況の同じ点、異なる点はどのようなもので しょ

うか。

A●

,1]11曝魃
ζ亀:)よ占ξ昔&僕Лよ占r通承TTネ七青

注)網掛け部分の回答について

①三ケロ肯年の家からの回答につきましては、データとしていただいたものをそのま

ま掲載しました。

②細江警察署および浜松市消防局からの回答につきましては、問い合わせをし、回答

いただいた内容を記載しました。
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