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キャンプのリスクマネジメントの流れと特性①
リスクマネジメントという用語は古くから産業界で
使われていた言葉で、わが国には1960年代に入って
きた。その後医療の分野にも広がっていったが、当
初は従業員の人身事故や医療事故に対する被害者や
患者のクレームや訴訟に対処するための管理処方で
あった。しかしその後、事故やトラブルに備えるとい
う観点から、事故を未然に防ぐことが最も効果的な
リスクマネジメントであると考えられるようになって
きた。キャンプのリスクマネジメントもその概念が
「事故処理」
「事後処理」から「事故予防」
「安全対策」
重視に変化してきた頃から大きなテーマとして取り
上げられるようになってきた。
便利で快適なキャンプが
キャンプ人口もリスクも増やした時代
ʼ80 年から ʼ90 年代にかけてはキャンプの形態が
大きく変わってきた時代であった。オートキャンプの普及
はいろんなキャンプ道具の運搬が可能になり、
キャンプ
用に開発された大量のキャンプグッズがキャンプ場に
もち込まれるようになった。これはキャンプの本質
を、今までの「不便」
「不足」
「不自由」から、便利で
充足されたものに変えると同時に、新しい事故原因
を生みだす危 険 因 子になるという結 果を生んだ。
気密性のいいテント、プロパンガスコンロ、着火剤等
による事故が急増した。
また今までになかったキャンプ
場のゴミ問題、自動車事故問題、飲酒問題等の新しい
リスクが生まれてきた。
地球環境の変化―異常気象・天候急変が
キャンプの安全を脅かす時代
ʼ90年代からʼ00 年代にかけては地球規模で干ばつ
や長雨、冷夏や暖冬等の異常気象が多くなり、局地
的には天候急変による事故が急増した。特にキャンプ
は野外の自然の中で活動するため天候の急変は大き
な脅威となり、これにどう対応するかがリスクマネジ

編 集／大阪府キャンプ協会
発行者／錦織一郎

畠中 彬

メントの大きな課題となった。ʼ96年に高槻市で起こっ
たサッカー中の高校生への落雷事故は、指導者の
注意義務が争点となり長期にわたる裁判となったが、
これは野外活動やキャンプのリスクマネジメントに
大きな一石を投じたといえる。
ʼ08 年には局地的豪雨
のため、神戸の都賀川が数分で 1 メートル以上水位
が上がり川遊び中の子どもたち 5 人 が水死した。ʼ09
年には北海道の大雪山登山中の登山客が異常気象
のため 23人が遭難し8 人が死亡した。リスクマネジメ
ントセミナーでもこの気象の問題を取り上げ、
ʼ08年
とʼ09年は「気象の急変と危険予知」をテーマとした。
キャンプのリスクマネジメントは社会的使命
その他にも、この頃には数多くの野外活動中の事故
が発生した。ʼ99 年には神奈川県の玄倉川の河原で
キャンプしていた家族 18 人が、大雨で増水した濁流
に流され13 人が死亡した。ʼ00年 8 月には群馬県の
谷川岳ふもとの湯檜曽川で、ハイキング中のスポーツ
少年団31人が大雨に伴う鉄砲水に襲われ1人が死亡、
6人が負傷した。ʼ03 年には琵琶湖でヨットを楽しん
でいたファミリー 12 人の乗ったクルーザーが突風で
転覆し、子ども 3 人を含む 7 人が死亡した。このよう
な野外活動中の大きな事故が続発するという背景も
あって、野外活動やキャンプの危険性が注目され、
そのリスクマネジメントは我々野外活動関係者だけで
なく大きな社会の要請となっていった。
このような社会の風を受け、日本キャンプ協会で
は「安全管理委員会」を設置してキャンプの安全を
全国的にＰＲしていった。その中でキャンプのリスク
マネジメントを体験的に学ぶ「リスクマネジメント・
エクササイズ」を開発し、冊子を作って全国的に野外
活動のリスクマネジメントを普及させた。「リスクマネ
ジメントセミナー」も ʼ05年から大阪で開催されるこ
とになり、その後は全国各地で開催されるように広
がっていった。

HPアドレスが
変わりました！

関西野外活動
ミーティング２０１２
プ ロ グ ラ ム
2012年３月４日
（日）
ドーンセンター

（府立男女共同参画・青少年センター）

プレイベント
ポスターセッション【協力団体】
NPO法人のあっく自然学校（大阪）、
とちわらこども自然体験キャンプ場
（兵庫）、田歌舎（京都）、
（ 一財）ポジ
ティブアースネイチャーズスクール
（兵庫）、NPO法人オーシャンゲート
ジャパン（大阪）、NPO法人海と自然
の体験学習協会（大阪）
（順不同）

研究・実践事例発表
研究 ５題、実践事例 １３題

シンポジウム
パネリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

原田

宗彦氏

早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授

『ツーリズムの視点から見たまちおこし』

木谷 尚史氏

(財)日本アウトワード・バウンド協会事務局長

『地域活性化とＯＢＳのあり方』

今井

事務局日誌
■１月１６日
（月）

広報部会 （事務局）

■１月２０日
（金）〜２２日
（日） キャンプディレクター２級養成講習会
（PD）
（府立少年自然の家）
■１月２１日
（土）〜２２日
（日） キャンプディレクター２級養成講習会
（MD）
（府立少年自然の家）

編集後記
長く厳しかった冬からようやく季節

■１月２８日
（土）〜２９日
（日） キャンプディレクター１級検定会
（府立少年自然の家）

は春へ。サクラのころとなり、春の

■２月１８日
（土）

アウトドアチャレンジ検定
（大阪市立生野中学）

■２月１８日
（土）

キャンプワークショップ
（ドーンセンター）

よそおいと共に新しい年度のスタート

■２月１８日
（土）

専門委員会
（ドーンセンター）

■２月２７日
（月）

常任理事会
（事務局）

■３月 ４日
（日）

関西野外活動ミーティング2012
（ドーンセンター）

■３月１０日
（土）
・１１日
（日） アウトドアフェスティバル2012
（インテックス大阪）
■３月１４日
（水）

理事会
（ドーンセンター）

■３月２４日
（土）

日本キャンプ協会 総会
（東京・オリンピック記念センター）

■３月２５日
（日）

日本キャンプ協会 全国事務局担当者会
（東京・オリンピック記念センター）

です。どんな新しい出会いが待って
いるのでしょう。ワクワク・ドキドキ…
編集：大阪府キャンプ協会 広報部会
片山宣博、城越幸一、武村尚史、
橋本啓、橋本恵典、幕谷安紀子
※ご意見・ご希望がありましたら事務局
までお寄せ下さい

大阪府キャンプ協会は、会員及び事業参加者等の個人情報については、適切・厳重に管理・保護してまいります。

〒556-0021 大阪市浪速区幸町2丁目７-３
りそな・アルテ桜川ビル４階
TEL:06-6561-7800 FAX:06- 6561-7801
Contact : osaka@camping.or.jp
http://www.osaka.camping.or.jp

この広報誌はホームページからもご覧いただけます。
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正裕氏

(一財)大阪府青少年活動財団 育成事業部長

『新しい地元との協同のあり方
〜旧小学校の活用から〜』

コーディネーター ・・・・・・・・・・・・

冨山

浩三氏 大阪体育大学 教授

協賛・協力団体
大阪体育大学、
（一財）大阪府青少年
活動財団、
（ 株）
ティエラコム、
（ 株）モ
ンベル、日本野外教育学会・関西野
外教育研究会、
（ 社）日本キャンプ協
会、近畿ブロック各キャンプ協会（滋
賀･京都･大阪･兵庫･奈良･和歌山）
（順不同）

野 外 活 動 と ま ち 起 こし
関西野外活動ミーティング２０１２は、
会場をドーンセンターに移し開催しました。
ユースサービス大阪が共同指定管理者と
して運営する施設で、青少年センター機能
も持たせていきたいという方針も持ってい
ます。セミナー会場としても交流会場とし
ても、調理室を始め多機能な設備を持つ施
被災者支援の報告をまとめて
設であり、
円滑な運営が出来ました。
何よりも３０を超える団体の１０２名の参加者、学生から大ベテランまで幅広い
年齢層と経験智の集合。
これは他に類を見ない実践と理論の融合の場です。
「関西
のキャンプの春の幕開けはこの野外活動ミーティングから」
と永吉実行委員長（大
体大学長）のご挨拶で始まり、
その言葉どおりに盛況に、多くの議論と交流が芽生
え熱気に溢れた一日でした。
今年のテーマは、
『野外活動とまち起こし』
。
新しいウェーブとしてのスポーツツーリズム
と、地域環境や自然、様々な資源を生かした
地域密着型の理念を持った活動展開、
その
融合による更なる野外活動の活性化を考え
るものでした。
地域に根ざした活動において
プレイベント・ポスター発表
は、
様々なNPOの活性化が見られます。
今回
は新しく午前中にプレイベント・ポスターセッションを企画し、
このような特色ある活
動を地域で展開する6団体の参加を得て、
事例を紹介いただきました。
午前１０時半
の開始時点ですでに会場一杯に参加者が溢れていました。
昨年の３月１１日、未曽有の震災の被害を受け、
「キャンプ活動が出来る支援は
何か」
と多くの団体やNPOが取組みました。
１年が経ちましたが、
まだまだ復興の
課題は山積みです。
そこで、被災地や被災者への支援の取り組みをひとつの枠組み
にして、4つの実践事例報告と今後の取り組みへの示唆をいただきました。
「忘れな
い」
そして、組織キャンプができること、
その可能性を信じて、
「グリーフキャンプ」
の
取り組みが今、
日本キャンプ協会や関連機
関団体で進められています。
ポスターセッションから研究・実践の報
告、
シンポジウム、
そして交流交歓会まで、
一貫してキャンプの持つ可能性を考えるこ
とができた一日でした。
（一財）
大阪府青少年活動財団 焼野嘉津人
（関西野外活動ミーティング実行委員）
OSAKA CAMPING ASSOCIATION

いずれの発表も刺激になりました
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ビッグ
ビッグ・
・アイ
アイ
フォーラム
フォーラム

３回目を迎えるビッグ・アイフォーラム
「障がい者のための野外活動フォーラム」
は、
国際障害者
交流センター
「ビッグ・アイ」
が、
障がいのある方の社会参加を主な目的として開催しています。
日
本においては、
都市のバリアフリーはたいへん進んできましたが、
障がい者が、
豊かな自然の中へ
行くことは困難な状態です。
そして、
冒険的なプログラムとなれば、
まだまだです。
しかし、海外では障がい者自身の課題とはせずに、障がい者が野外へ出ることが困難である
ということは、社会的な障害としてとらえ、
それを取り除くことで積極的に活用されています。
今回のビッグ・アイフォーラムでは、そのような海外の動向を紹介することで、誰もが自然
の中で楽しみ、
キャンプの恩恵を受けられることを願い、
アイルランドよりHole in the Wall
キャンプ協会のテリー・ディグナン氏を招いての基調講演、そして、
３コースの体験型ワーク
ショップと２つの講演、講師全員が参加したフリートークの構成で行いました。体験型では、車イス
で世界１００ヶ国以上を旅する木島英登氏によるトレイルオリエンテーリング。
アメリカの自閉症児
のキャンププログラムとしてＴＥＡＣＣＨやＣａｍｐＲｏｙａｌｌで行われているプログラムの紹介など、
国際的な観点での開催となりました。
当然、障がいのある方が参加するキャンプは、様々な配慮と主催者側の能力が要求されます。
しかし、その
「配慮」の先には、決して厚い壁（バリア）
はないはずです。

キャンプワークショップ

グリーフワークとして
キャンプができること
〈日本キャンプ協会BUC対象事業〉

Hole in the Wallキャンプ協会の実践と
東日本大震災へ、我々ができることは

同時開催

野 外 活 動 促 進セミナー
共催：
（一財）大阪府青少年活動財団

日
会

（土）
時 2012年２月１８日
場 ドーンセンター

(大阪府立男女共同参画・青少年センター)

参加者 ４２名

２０１１年。
日本は深い悲しみに包まれました。被災直後は誰もが「何かしなければ」
と思ったことでしょう。
１年が経過し、
物質的、経済的な復興は徐々にではありますが、進んでいます。
しかし、被災者が受けた精神的な被害は、
これからも続き、
完全に拭い去られることはありません。
グリーフ
（Grief）
とは
「悲嘆」、
つまり悲しみ嘆くことを意味します。
そして、大切な人との死別などによる喪失感から立ち直
るには、
「嘆く」
プロセスは当然あるべきものであり、
その悲しみから精神的に立ち直っていくプロセスの中では、
当事者に寄り
添う支援が必要です。
今年の大阪府キャンプ協会のキャンプワークショップでは、
キャンプに携わる人が、私たちの方法で、
つまり
「キャンプが
（被災者への支援として）
できること」
を考えてみました。
今回、
アイルランドのHole in the Wallキャンプ協会のテリー・ディグナン氏を招き、
キャンプにおけるグリーフケアの実践を、
桃山学院大学の石田易司教授には、
直後から学生ボランティアと共に何度か行かれた被災地での活動をご紹介いただきました。

障がい者のための野外活動フォーラム

日 程 2012年２月１６日
（木）〜１７日（金）
会 場 ビッグ・アイ
（国際障害者交流センター）

障がい者の
野外活動実践
ワークショップ
講

演

基調講演
講

義

国際障害者交流センタービッグ・アイ 坂谷惠司（指導者養成会員事業部会）

トレイルオリエンテーリング

バリアフリー旅行研究所

木島 英登氏

自閉症児のキャンププログラム

慶應義塾大学体育研究所

野口 和行氏

ソングで心豊かに

桃山学院大学 教授

石田 易司氏

アドベンチャー・フォー・オール

慶應義塾大学体育研究所

野口 和行氏

障がい者キャンプの社会的意義

Hole in the Wallキャンプ協会
テリー・ディグナン氏

障がい者のためのレクリエーション

桃山学院大学 専任講師

竹内 靖子氏

家 族をひとつ の 単 位 にしたキャンプ
本来、
グリーフケアは専門家が行うものです。
しかし、専門家だけでケアした場合、
そのケアの期間が終わって家族のもとに
戻ったり、普通の生活に戻った場合、
スムーズな悲しみからの立ち直りのプロセスを踏むことができないことがあります。
それ
は様々ケースがあるので一概には言えませんが、
「死」
に対する考え方や、文化の違い、
また、
「死は子どもに影響を与えない」
などという考えからうまくいかないことがあります。適切な立ち直りをするためには、家族を中心とした周りの理解者を同様
にケアの対象としなければなりません。
そのようなことから、Hole in the Wallキャンプ協会のキャンプでは、家族をひとつの単位として扱います。
プログラムの
ほとんどは乗馬やカヌー、
クラフトなどのキャンプで一般的に行われるものです。
しかし、1回のキャンプ（3日間か4日間）の
内、
４時間程度の専門家によるグリーフのサポートのための特別なプログラムを入れています。
家族の意識を変えるとともに、
キャンプで多くの時間を過ごすことで、家族のサポートを強化しています。

「ここに は 同じような 悲しい 体 験をした 人 が います 」
「まさか」
「なぜ自分だけが」
「そんなはずじゃなかった」
という気持ちが、深刻な状態となる可能性があります。
それを防ぐために、同じような悲しい体験をした者と一緒にキャンプを行います。
「楽しいこと」
「うれしいこと」
を共有する
ことで
「自分だけじゃない」
という気持ちが、
つまり、
「同じ体験をした人」
がいることを理解することが、
ケアのプロセスにつな
がります。
そのようなことから、
キャンプはグリーフケアを行う
「場」
「方法」
として、極めて最適と言えるでしょう。

たいせ つ な 人 に「さようなら」
グリーフケアキャンプでは、
「綿密」
で、
かつ、
「柔軟」
で
「優しい」形で実施されています。
自らの体験や気持ちを話せる安心な場所であること。大声で笑える時間と場所が用意されていること。
キャンプ後も家族が
継続性をもったケアができるような方法やツールを伝授していること。新しい人間関係や支援のコミュニティーが生まれるこ
とで、長く続く友情関係が構築されます。
そして、人は大切な人との死別などによる喪失感から立ち直っていくのです。

「 何か力になりたい！」できればキャンプを通じて。そうですよね 。私たちにできることはいっぱいあります。
国際障害者交流センタービッグ・アイ
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坂谷惠司（指導者養成会員事業部会）

海洋活動促進セミナー 報 告
去る２月１４日〜１５日に大阪府立青少年海洋センターファミリー棟「海風館」
において、海洋活動促進セミナーが
開催された。
ボートやヨットといったマリンスポーツが、
青少年に夢と感動を与え続けるアクティビティーであるために、
海上で発生する事故についてのリスクマネジメントをテーマにして行なわれた。
当日はマリンスポーツを実施している施設職員を対象に関西、四国、東海地方
の主だった施設から参加があり、総勢６施設２３名で実施した。初日のワーク
ショップでは、
カッターボートとカヌーの２チームに分かれて、実際に起こった
海上トラブルについて事例を紹介し、対応策を話し合った。翌日の海洋実習では
実際に船を使ってカッターボートの曳航やカヌーの沈艇救助を実践した。
基調講演では講師の名桜大学教授 柳 敏晴氏から、海外のマリンスポーツ
施設についての紹介があり、
欧米、
オセアニア各国では
「アクティビティーにおける
リスクマネジメントは個人の責任で行う」
というコンセプトのもとにマリンプログ
調講演
名桜大学 柳氏の基
ラムが実施されていて、日本の公的施設に求められている管理責任の範疇と、
根本的に異なることが認識できた。
また、施設スタッフに求められるものはコー
チングする能力で、プログラムを単なる体験だけに終わらせず、当日の天候や
体力に合わせた目標をメンバーに提案し、
それを達成するために必要なボートス
キルやチームワークを高めてゆく存在であるということにも気付くことができた。
一昨年、浜名湖で発生したカッター転覆事故を機に、水上プログラムを展開し
ている公的施設がその管理責任を問われている。事故の再発防止に向けた取り
組みは、
関連施設の存続にもかかわる問題で、
それぞれの対策だけにとどまらず、
施設間でネットワークを作って発生したトラブルを共有し、
それぞれの施設環境
カヌー沈艇救助
に適したリスクマネジメントを考えてゆくことが必要だと認識したセミナーと
なった。
大阪府立青少年海洋センター 小島 義哉
3
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大阪 アウトドアフ ェスティバ ル 2012
３月１０日
（土）
・１１日
（日）
の２日間、
大阪南港・インテックス大阪で大阪アウトドアフェ
スティバル２０１２が、
「あれもこれも遊びたい！」
をテーマに開催されました。
今年で１９回目となるこの催し物は、
日本最大級アウトドア・レジャー総合展示会と銘
打たれ、
その時々の話題の内容を盛り込み、2日に渡り約３万２千人の入場者が会場を訪
れました。
大阪府キャンプ協会では、
１０年前からこのフェスティバルを応援するため後援団体の
ひとつとなり、広報協力や
（一財）大阪府青少年活動財団と合同でブース出展を行い、関
係団体の施設・キャンプ事業・キャンプ情報を提供してきました。
６年前からは、家族向け
に
「自然パビリオンがやってきた」
というコンセプトでブースレイアウトを演出し、
「自然に触
は
出展ブースに
れる」機会の提供を行っています。
また、
自然の素材を用いた
「クラフトコーナー」
を設け２日
たくさんの親子連れが！
間とも多くの親子がクラフト作りに挑戦しました。
会場となったインテックス大阪１号館・２号館には、
キャンピング・ボート・カヌーなどの関係業者を始め、
ジャンルを超えたアウトドア
業界の各社が数多くブース出展し、
どのブースも終日賑わいました。
今年は、
特設プールでのパドル･ボート体験・バンジートランポリン体験・自転車の基本的な乗
り方を身につけるウィーラースクールなど様々な体験ができるブースもあり、
多くの子ども達が
楽しんでいました。
「田舎はアウトドア王国」
「
、ふるさと自慢発信フェア」
では、観光協会や自治体・NPO法人など
が、田舎暮らしの案内や、
自然体験活動のPR・情報を発信し、
また名産品の試食や販売、
クラフ
トなども行われていました。
各地の
「ゆるキャラ」
も登場しフェスティバルを盛り上げていました。
東日本大震災から１年が経ち、
会場の一角では、
防災情報展として、
いざというときに役立
つアウトドアグッズの紹介や地域に根ざした防災情報コーナー、
報道写真ギャラリーなども
間伐材を利
用した
開催されていました。
ひとことクリップ
大阪府キャンプ協会 事務局

ポ ラリス

キャンプへの思い

キャンプの力
日々のエネルギーに

ン

仲

プ

間

と

共

に
大阪府キャンプ協会会長

錦織 一郎

再び、
人間の力を知るときがきています。

昨年の手帳を開きました。3 月 11 日（金）には、
「14：46
Earthquake」と記していました。また、1 年が過ぎ去りま
した。宇宙的な視点で考えてみると、私たち人間や生命あ
るものにとって、時の経過は「あっという間」のことです。
しかし、この 1 年は、東日本大震災によって、特別な時の
流れがあったように思えます。被災地に生きているのでなく、
失うことの無かった生活を過ごしている人間が大震災のこと
を語ることをあえて許していただきたいのです。
昨年のあの日から教えられたことですが、人間は本能とし
て利他行動をとるということです。皆さんがよく知っている
事実は、自分の生命を引き換えにして他者の生命を救った
人々のことです。このような事実の他にも、他者のために行
いをなしている人のことを多く見聞きしています。今も、被
災地では全く復興していない場所が多く見られ、苦悩しな
がら耐え忍んでいる人々が自分のことだけ考えて生きている
のではなく、自ら進んで他者のために、他者と共に、行い
をなしています。
「意図的に」
「情緒的に」
「共感的に」とい
うようなことではなく、
「然るべき」
「自ずと」
「己がまま」と
いう本能とも言える関わりで、
「他者のために
生きる」ことが人間には備わっていると感じ

ポラリスとは、北極星のことです。その昔、船乗りは
北極星をたよりに、航海していました。今日、私たち
がキャンプを行う上でたよりとするものは…

ます。利他の正反対の言葉は利己です。利他は、
「自分を犠牲
にして他人に利益を与えること、他人の幸福を願うこと」
、
利己は「自分ひとりだけの利益をはかること」です。この意味
からは、
「利他が善」で「利己が悪」と考えてしまいがちですが、
一つの人格に、利他と利己という正反対の本能が同居して
いて、葛藤を抱きながら行動しているのです。
「人間は他者
のために生きている」また「自分のために生きている」こと
を再び学ぶことになりました。
少しばかり年令を重ね、若い世代と自分の世代を比較し、
若い世代にずいぶん自己中心的な人が増えていると感じて、
他者と共に行動することの大切さを説教するかのように語って
いた自分自身を恥ずかしく思います。自己中心
的な人が多くなったと感じていることは、他者と
共に関わる場面が見つけられないのではないか、
生きるための大切な場面を体験していないので
はないかということかもしれません。むしろ、私
たちがこのような場面を提供しきれていないの
ではないでしょうか。私たちのキャンプは、
多くの人を育んできましたが、この時に、
人間理解を深化させて、他者と共に行い
をなす場面を創り出していくことが望ま
れます。

キャンプの存在
里山の自然学校 紀泉わいわい村

（一財）大阪府青少年活動財団

柿島

キャ

佳子

スタッフ

大学生のときに初めて知ったキャンプリーダーという存在、
そしてあっという間にはまってしまったキャンプの世界。
その
ときには思ってもいませんでしたが、卒業して数年後に職員と
してこの世界に帰ってきて、一年が経とうとしています。
「キャンプには力がある」
と、私がリーダーとして活動した
四年間で感じたことを、職員となった今も感じ続けています。
夏のキャンプ終了後に保護者の方からお電話があり、
「キャン
プ中リーダーにたくさん褒めてもらい、自信をつけて笑顔で
帰ってきました。今度またキャンプに参加するために、学校生
活もがんばっています。」
と子どもさんについて嬉しいご報告
をいただくことがありました。担当したリーダーに伝えると
「リーダー活動をやっていて良かった！」
と感動し、活動への意
欲に繋がったようでした。
私がずっと感じている
「キャンプの力」
は、人と人との繋がり
であり、
そこに生まれる感謝や感動、
それが日々のエネルギー
に変わっていくことです。
その過程に関わることができること
に感謝し、同じように感じているリーダーたちとともにこれ
からも
「キャンプの力」
を広げていきたいと思います。
４

桂

武邦

「○年前のキャンプは☆☆リーダーでこんなことしてんで！」
キャンプをしていると、子どもたちからよくこんな話が飛び出
してきます。
私は一年前までキャンプというものにほとんど関わったこ
とがなく、子どもたちとの接し方やキャンプの意味も理解でき
ていませんでした。
ですが、キャンプの間だけでぐんと成長す
る子どもたちの姿や、何より数年前のキャンプのことも楽しそ
うに話す様子を見てきて、一生の宝物をくれるキャンプの大
切さを少しづつですが感じ取れてきました。
またキャンプに携わっていると、
ふと忘れてしまいがちな自
然と人との関わりを思い出させてくれたり、大切だと認識して
いても日々の生活ではあまり感じられない人とのつながりを、
何度も実感させてくれるように感じます。今は里山の自然学
校紀泉わいわい村のスタッフとして、
自然に対してさらにもう
一歩踏み込んで、環境に対する取り組みも学び、
お客様や子ど
もたちに少しづつでも伝えられるよう活動を行っています。
手さぐりの毎日ですが、
これからも多くの方と色々なことを
共有できるように励みたいと思います。

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

カンサイタンポポと
セイヨウタンポポの見分け方
里山の自然学校 紀泉わいわい村

橋本恵典（広報部会）

さて、今回は春の草原で咲いているタンポポについてです。大きくカンサイタンポポ（日本固有の種）とセイヨウタン
ポポ（ヨーロッパから来た外来種）に分けられます。

カンサイタンポポ
全 体 的にほっそりとして
いて花も小さめです。種
を作るために受粉が必要
で花期は春です。総包片
（白い矢印の箇所）が反り
返っていません。

セイヨウタンポポ
明治初期に食用として輸入され
た物が広がったと言われていま
す。受粉しなくても種ができる単
為生殖で、ほぼ年中花を咲かせ
ます。総包片（白い矢印の箇所）
が反り返っています。

生息状況
都会など市街地では、ほぼセイヨウタンポポが見られ、自然が残る郊外ではカンサイタンポポが多く見られます。
そのことから環境破壊の度合いを測る指標としても活用されています。
最近では両種が交配したと見られるハイブリッド種も多く見られ、生物多様性の減少という問題が起こっています。
みなさんもどの場所にどちらのタンポポが多いのか調べてみてください。
５
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大阪府キャンプ協会 調査研究部会

得点の比較を行った結果、表1に示されるように5項目

キャンプリーダーの
EQに関する研究結果より

で統計的有意差が見られた。
研究に取り組むにあたって、キャンプリーダーを経
験すれば、EQ得点が高まるという仮説を立てていた。
しかしながら、有意差の見られた5項目のうち、4項目
まではネガティブな得点の変化になってしまっている。

キャンプのプログラムを実施するためには、多くの

今回の調査は、キャンプが始まる前と終わった後での

リーダーの助けを借りている。
キャンプ組織では、
リー

比較ではなく、
キャンプリーダーを始めた4月と、1年間

ダー研修などを行っており、
リーダーにもキャンプを

活動を経験した12月に調査を行って比較を行った。

通しての成長を願っている。
しかしながら、
キャンパー

従って、得点の変化にはキャンプリーダーの経験以外

に対しては、生きる力やコミュニケーションなど成長の

にも大学での学びや日常生活における感情の変化の

期待が具体的であるのに対して、
リーダーに対しては

影響を受けている。
つまり、大学生活が始まり、キャン

あまり明確な成長のあり方のイメージを持っていない

プリーダーをはじめて希望に燃えていた時期と、キャ

場合もある。大阪体育大学冨山研究室では、大阪府

ンプリーダーを含む様々な活動を経験して自分のでき

キャンプ協会調査研究委員会の研究として、キャンプ

ることや実力などを理解した後との変化と見るのが妥

リーダーの成長をテーマに表記のような研究を実施した。

当である。この結果から言えることは、キャンプリー

調査対象は、
（一財）
大阪府青少年活動財団に登録した、

ダー活動1年目の終わりには、成長した自分を実感し

リーダー活動一年目の学生キャンプリーダーで、
リー

て意気揚々としているのではなく、
どちらかと言えば

ダー経験の前後でのEQ値の変化を測定した。
EQとは、

様々な経験をして自分の実力を見せつけられ、少し気

心の知能指数とも呼ばれ、自己や他者の感情を知覚

持ちが沈んでいるかもしれないということである。
この

し、
自分の感情をコントロールする能力のことである。

ような気持ちは、前向きで向上心を持ち合わせている

第1回目の調査を、
リーダーになって初めての研修会

からこそ感じるものであることは間違いない。
キャンプ

(4月)で実施し、
リーダー活動体験後の調査を12月に

リーダーに関わるスタッフは、
このような感覚に注意

実施した。第1回目と2回目の両方でデータの得られた

が必要である。今後は聞き取り調査なども交えて、
より

22名を分析対象として、40項目で構成されるEQ尺度

詳しく分析を行いたい。
大阪体育大学 冨山 浩三
（調査研究部会）

表1.キャンプリーダーのEQの変化（5段階尺度で測定・得点化した際の平均点）

項

目

経験前

経験後

t値

自分の感情がわからなくなるときがある

2.03

3.36

2.524＊

目標は、いったん決めたら最後までやり通す

3.21

2.73

2.630＊

単なる八方美人ではなく、誰とでもつきあえる

3.77

3.55

2.730＊

自分の専門の勉強に心から打ち込んでいる

3.74

3.23

2.628＊

みんなのためならいやなことでもやる気になれる

3.79

3.86

2.160＊

大阪府キャンプ協会（ユースサービス大阪内）
キャンプ指導者講習会
日

程

場

所

内
対

容
象

参加費
定 員

理論 ４月２８日（土） 10：00〜16：00
実習 ５月３日（木･祝）
〜５日（土・祝）
理論 ドーンセンター

（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
（大阪市中央区）

実習 吉野宮滝野外学校（奈良県吉野町宮滝）
「キャンプ概論」
「イニシアティブゲーム」
「テント設営法」など
地域、学校、企業等でキャンプや野外活動指導に携わる方、
キャンプ指導者を目指す方、
その他野外活動に興味のある方。
18,000円（会員・学生15,000円）
20名

※希望者はキャンプインストラクターの資格取得が可能です。
（費用別途要）

総会のご案内

当日のプログラム （受付 13:00〜）

第１部

大阪府キャンプ協会 平成２４年度総会を下記の通り予定しておりますの
で、正会員の方はご出席ください。

日
会

時
場

総 会

14:30〜16:00

キャンプサロン

16:15〜17:30

情報交換・交流会

第２部

６月９日（土）13：00 〜 17：30
ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

※今年度より、総会には正会員の方のみ出席となります。
※欠席される正会員の方は 委任状をご返信ください。

13:15〜14:15

第３部

第２部キャンプサロン・第３部情報交換会は
ＢＵＣ対象事業です。

〈正会員…平成２２年度までに会員登録された方及びお申し出のあった方〉

TEL 06-6561-7800
ＮＰＯ法人

大東市青少年協会

春のキャンプスクール こどもの日大会
日
場
内

程
所
容

対 象
参加費
定 員

5月4日（金・祝）〜 5日（土・祝）
大東市立青少年野外活動センター
大きな鯉のぼりを作ってあげたり、お祝いのごはんを作ってパー
ティーをしたり、
とにかく子どもの日をみんなで盛り上げて楽しもう！
小学生
4，980円 プログラム費・宿泊費・食費・保険代 含む
40名（定員になり次第締め切ります）

〈問合せ・申込み〉
ＮＰＯ法人大東市青少年協会事務局
ＴＥＬ/ＦＡＸ 072-874-5165（木曜を除く、12：00〜21：00）

TEL 072-874-5165

大阪府キャンプ協会の
ホームページアドレスが
変わりました！
！
新ＨＰアドレス
http://www.osaka.camping.or.jp

さらに内容もリニューアル！
大阪府キャンプ協会では、設立
２０周年を節目にホームページ
をリニューアルいたします。
５月末頃の公開を目指しています。
お楽しみに！！

全 国のモンベルストアへ、ぜひお立ち寄りください！

キャンプ、登山、カヌーなどのアウトドア用品は、
機能的なアイテムが豊富に揃う
モンベル直営店「モンベルストア」へ。

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

ALBi大阪駅店

大阪市北区梅田3-2-135 ALBi
TEL/06-6346-7544

大阪鶴見店

大阪市鶴見区茨田大宮 2-7-70
三井アウトレットパーク大阪鶴見 4階
TEL/06-6912-3400

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

天王寺MIO店

大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO 8階
TEL/06-6770-1282

箕面店

大阪府箕面市西宿 1-17-22
箕面マーケットパークヴィソラEAST1-2階
TEL/072-749-5358

ャンプが
楽しいキ
よ
る
て
待っ
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キャンプのリスクマネジメントの流れと特性①
リスクマネジメントという用語は古くから産業界で
使われていた言葉で、わが国には1960年代に入って
きた。その後医療の分野にも広がっていったが、当
初は従業員の人身事故や医療事故に対する被害者や
患者のクレームや訴訟に対処するための管理処方で
あった。しかしその後、事故やトラブルに備えるとい
う観点から、事故を未然に防ぐことが最も効果的な
リスクマネジメントであると考えられるようになって
きた。キャンプのリスクマネジメントもその概念が
「事故処理」
「事後処理」から「事故予防」
「安全対策」
重視に変化してきた頃から大きなテーマとして取り
上げられるようになってきた。
便利で快適なキャンプが
キャンプ人口もリスクも増やした時代
ʼ80 年から ʼ90 年代にかけてはキャンプの形態が
大きく変わってきた時代であった。オートキャンプの普及
はいろんなキャンプ道具の運搬が可能になり、
キャンプ
用に開発された大量のキャンプグッズがキャンプ場に
もち込まれるようになった。これはキャンプの本質
を、今までの「不便」
「不足」
「不自由」から、便利で
充足されたものに変えると同時に、新しい事故原因
を生みだす危 険 因 子になるという結 果を生んだ。
気密性のいいテント、プロパンガスコンロ、着火剤等
による事故が急増した。
また今までになかったキャンプ
場のゴミ問題、自動車事故問題、飲酒問題等の新しい
リスクが生まれてきた。
地球環境の変化―異常気象・天候急変が
キャンプの安全を脅かす時代
ʼ90年代からʼ00 年代にかけては地球規模で干ばつ
や長雨、冷夏や暖冬等の異常気象が多くなり、局地
的には天候急変による事故が急増した。特にキャンプ
は野外の自然の中で活動するため天候の急変は大き
な脅威となり、これにどう対応するかがリスクマネジ

編 集／大阪府キャンプ協会
発行者／錦織一郎

畠中 彬

メントの大きな課題となった。ʼ96年に高槻市で起こっ
たサッカー中の高校生への落雷事故は、指導者の
注意義務が争点となり長期にわたる裁判となったが、
これは野外活動やキャンプのリスクマネジメントに
大きな一石を投じたといえる。
ʼ08 年には局地的豪雨
のため、神戸の都賀川が数分で 1 メートル以上水位
が上がり川遊び中の子どもたち 5 人 が水死した。ʼ09
年には北海道の大雪山登山中の登山客が異常気象
のため 23人が遭難し8 人が死亡した。リスクマネジメ
ントセミナーでもこの気象の問題を取り上げ、
ʼ08年
とʼ09年は「気象の急変と危険予知」をテーマとした。
キャンプのリスクマネジメントは社会的使命
その他にも、この頃には数多くの野外活動中の事故
が発生した。ʼ99 年には神奈川県の玄倉川の河原で
キャンプしていた家族 18 人が、大雨で増水した濁流
に流され13 人が死亡した。ʼ00年 8 月には群馬県の
谷川岳ふもとの湯檜曽川で、ハイキング中のスポーツ
少年団31人が大雨に伴う鉄砲水に襲われ1人が死亡、
6人が負傷した。ʼ03 年には琵琶湖でヨットを楽しん
でいたファミリー 12 人の乗ったクルーザーが突風で
転覆し、子ども 3 人を含む 7 人が死亡した。このよう
な野外活動中の大きな事故が続発するという背景も
あって、野外活動やキャンプの危険性が注目され、
そのリスクマネジメントは我々野外活動関係者だけで
なく大きな社会の要請となっていった。
このような社会の風を受け、日本キャンプ協会で
は「安全管理委員会」を設置してキャンプの安全を
全国的にＰＲしていった。その中でキャンプのリスク
マネジメントを体験的に学ぶ「リスクマネジメント・
エクササイズ」を開発し、冊子を作って全国的に野外
活動のリスクマネジメントを普及させた。「リスクマネ
ジメントセミナー」も ʼ05年から大阪で開催されるこ
とになり、その後は全国各地で開催されるように広
がっていった。

HPアドレスが
変わりました！

関西野外活動
ミーティング２０１２
プ ロ グ ラ ム
2012年３月４日
（日）
ドーンセンター

（府立男女共同参画・青少年センター）

プレイベント
ポスターセッション【協力団体】
NPO法人のあっく自然学校（大阪）、
とちわらこども自然体験キャンプ場
（兵庫）、田歌舎（京都）、
（ 一財）ポジ
ティブアースネイチャーズスクール
（兵庫）、NPO法人オーシャンゲート
ジャパン（大阪）、NPO法人海と自然
の体験学習協会（大阪）
（順不同）

研究・実践事例発表
研究 ５題、実践事例 １３題

シンポジウム
パネリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

原田

宗彦氏

早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授

『ツーリズムの視点から見たまちおこし』

木谷 尚史氏

(財)日本アウトワード・バウンド協会事務局長

『地域活性化とＯＢＳのあり方』

今井

事務局日誌
■１月１６日
（月）

広報部会 （事務局）

■１月２０日
（金）〜２２日
（日） キャンプディレクター２級養成講習会
（PD）
（府立少年自然の家）
■１月２１日
（土）〜２２日
（日） キャンプディレクター２級養成講習会
（MD）
（府立少年自然の家）

編集後記
長く厳しかった冬からようやく季節

■１月２８日
（土）〜２９日
（日） キャンプディレクター１級検定会
（府立少年自然の家）

は春へ。サクラのころとなり、春の

■２月１８日
（土）

アウトドアチャレンジ検定
（大阪市立生野中学）

■２月１８日
（土）

キャンプワークショップ
（ドーンセンター）

よそおいと共に新しい年度のスタート

■２月１８日
（土）

専門委員会
（ドーンセンター）

■２月２７日
（月）

常任理事会
（事務局）

■３月 ４日
（日）

関西野外活動ミーティング2012
（ドーンセンター）

■３月１０日
（土）
・１１日
（日） アウトドアフェスティバル2012
（インテックス大阪）
■３月１４日
（水）

理事会
（ドーンセンター）

■３月２４日
（土）

日本キャンプ協会 総会
（東京・オリンピック記念センター）

■３月２５日
（日）

日本キャンプ協会 全国事務局担当者会
（東京・オリンピック記念センター）

です。どんな新しい出会いが待って
いるのでしょう。ワクワク・ドキドキ…
編集：大阪府キャンプ協会 広報部会
片山宣博、城越幸一、武村尚史、
橋本啓、橋本恵典、幕谷安紀子
※ご意見・ご希望がありましたら事務局
までお寄せ下さい

大阪府キャンプ協会は、会員及び事業参加者等の個人情報については、適切・厳重に管理・保護してまいります。

〒556-0021 大阪市浪速区幸町2丁目７-３
りそな・アルテ桜川ビル４階
TEL:06-6561-7800 FAX:06- 6561-7801
Contact : osaka@camping.or.jp
http://www.osaka.camping.or.jp

この広報誌はホームページからもご覧いただけます。

日本キャンプ協会BUC対象事業

▼▼

公益財団法人関西テレビ青少年育成事業団 顧問
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正裕氏

(一財)大阪府青少年活動財団 育成事業部長

『新しい地元との協同のあり方
〜旧小学校の活用から〜』

コーディネーター ・・・・・・・・・・・・

冨山

浩三氏 大阪体育大学 教授

協賛・協力団体
大阪体育大学、
（一財）大阪府青少年
活動財団、
（ 株）
ティエラコム、
（ 株）モ
ンベル、日本野外教育学会・関西野
外教育研究会、
（ 社）日本キャンプ協
会、近畿ブロック各キャンプ協会（滋
賀･京都･大阪･兵庫･奈良･和歌山）
（順不同）

野 外 活 動 と ま ち 起 こし
関西野外活動ミーティング２０１２は、
会場をドーンセンターに移し開催しました。
ユースサービス大阪が共同指定管理者と
して運営する施設で、青少年センター機能
も持たせていきたいという方針も持ってい
ます。セミナー会場としても交流会場とし
ても、調理室を始め多機能な設備を持つ施
被災者支援の報告をまとめて
設であり、
円滑な運営が出来ました。
何よりも３０を超える団体の１０２名の参加者、学生から大ベテランまで幅広い
年齢層と経験智の集合。
これは他に類を見ない実践と理論の融合の場です。
「関西
のキャンプの春の幕開けはこの野外活動ミーティングから」
と永吉実行委員長（大
体大学長）のご挨拶で始まり、
その言葉どおりに盛況に、多くの議論と交流が芽生
え熱気に溢れた一日でした。
今年のテーマは、
『野外活動とまち起こし』
。
新しいウェーブとしてのスポーツツーリズム
と、地域環境や自然、様々な資源を生かした
地域密着型の理念を持った活動展開、
その
融合による更なる野外活動の活性化を考え
るものでした。
地域に根ざした活動において
プレイベント・ポスター発表
は、
様々なNPOの活性化が見られます。
今回
は新しく午前中にプレイベント・ポスターセッションを企画し、
このような特色ある活
動を地域で展開する6団体の参加を得て、
事例を紹介いただきました。
午前１０時半
の開始時点ですでに会場一杯に参加者が溢れていました。
昨年の３月１１日、未曽有の震災の被害を受け、
「キャンプ活動が出来る支援は
何か」
と多くの団体やNPOが取組みました。
１年が経ちましたが、
まだまだ復興の
課題は山積みです。
そこで、被災地や被災者への支援の取り組みをひとつの枠組み
にして、4つの実践事例報告と今後の取り組みへの示唆をいただきました。
「忘れな
い」
そして、組織キャンプができること、
その可能性を信じて、
「グリーフキャンプ」
の
取り組みが今、
日本キャンプ協会や関連機
関団体で進められています。
ポスターセッションから研究・実践の報
告、
シンポジウム、
そして交流交歓会まで、
一貫してキャンプの持つ可能性を考えるこ
とができた一日でした。
（一財）
大阪府青少年活動財団 焼野嘉津人
（関西野外活動ミーティング実行委員）
OSAKA CAMPING ASSOCIATION

いずれの発表も刺激になりました

