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ファームステイ（家業体験）に関する安全管理マニュアル 

 

阿蘇グリーンストック 

ファームステイ事務局 

 

 

第 1 目的 

 

このマニュアルは、熊本県・（公社）熊本県観光連盟が定めた「熊本県型教育旅行」推

進方針及び阿蘇グリーンストックファームステイ事務局が定めた「阿蘇地域交流（体験）

プログラムに関する安全管理基準」に基づき、阿蘇地域受入組織が実施する交流（体験）

プログラムの安全管理に必要な事項を定め、本組織における安全管理を徹底することに

より、事故の発生を未然に防止するとともに発生時における対応に万全を期すことで、

快適で教育効果の高いプログラムを提供することを目的とする。 

 

 

第 2 順守すべき安全管理事項 

  

（１）実地調査 

① 農家民宿のチェックポイント 

子ども達を受入れるにあたり安全に受入れが出来るよう、受入農家が次のような点

について事前に点検を行う。 

【農家民宿のチェックポイント】 

□風呂場・廊下・玄関の安全性確認（すべりやすくないか） 

□階段の安全性確認（手すりは必要ないか） 

□使用するお部屋の清掃・押入れの清掃の確認（ハウスダスト対策は？） 

□寝具の乾燥、シーツ・枕カバーの洗濯確認 

□風呂、トイレ、洗面所、廊下などの共用箇所の清掃確認 

□ごみ箱、トイレットペーパー、石鹸の補充など確認 

□お部屋の網戸の清掃、カーテンの洗濯、たばこ臭の除去等の確認 

□子どもの行動を予想した危険個所確認（室内、庭、花壇等。危険個所は除去・管理。） 

□ペットの管理（子どものアレルギーや衛生管理の視点で対処する） 

□食卓、布巾類の衛生管理 

□停電時の対策 

□災害時の避難経路、避難先の確認 

 



- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体を通じて、アレルギー対応は慎重に行う。 

 

（２）子どもに対する指導の基本的な留意点 

① 大人の予測しない行動を取ることを前提にして指導する 

・活動場所だけではなく、周辺も下見する 

・指導に従わない子どもが出てくることを想定して対処法を考えておく 

② 行為のつど指導する 

・子どもはあることに夢中になると、事前に与えていた注意を忘れることがある 

③ なぜ危ないのかを指導する 

・「危ない」というだけでは理解されない。なぜ危ないかを説明すること。そのう

えで、危ないときは「声掛け→先回り」を行う。 

④ 子どもの性・プライバシーに十分配慮する 

 

（３）共通事項 

① 健康への配慮 

子どもの健康問題については、便秘、腹痛、風邪、熱、熱中症、インフルエン

ザ、ノロウィルス、アレルギー（ペットを含）、黄砂・光化学スモッグ障害、持

病の悪化、精神疾患、トイレの問題に対しては、きめ細やかな配慮を行うこと。 

また、各交流（体験）プログラムにおいて次の通りの健康被害・事故等の発生

が考えられるため、その予防措置を講じること。 

 

【予測される事故と危険性チェックポイント】 

体験種類 予測される事故・危険項目 

水辺体験 熱中症 低体温 手足のケガ 転倒 

里山体験 熱中症 危険動植物 滑落・転倒 手足のケガ 

収穫体験 熱中症 危険動植物 目や指先のケガ 転倒 

宿泊体験 食中毒、腹痛 寝冷え、風邪 便秘 睡眠不足 

□消火器の設置確認（目に付くところにあるか、使用期限に問題はないか） 

□マッチ・ライターの管理 

□教育上不適切物の除去（ヌード・水着などが載っている週刊誌などは子どもの目に

入らないようにする。） 

□財布・貴重品は子どもの目に入らないようにして保管管理 

□他校の子どもの写真は見せない 

□防犯対策の確認 
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② 食物アレルギー・ぜん息対策 

農家民泊を行う場合、調理体験等を行う場合には、学校から提供された子どもの

食物アレルギー、ぜん息等の健康情報等を確認し、次のとおり対応する。 

③ 外傷対策 

屋内では、皿洗い中・調理中・食事中・物作りの中の創傷、出会い頭でぶつかった

り窓ガラスにぶつかっての創傷、その他釣り針点検か・家具等の倒壊による創傷、

お風呂場などで転倒しての捻挫・骨折、やけど等の発生が考えられる。 

【健康への配慮に係るチェックポイント】 

□（農家民泊や子どもの健康状況を確認する必要があるプログラムを実施する場合

は、）子どもの持病やアレルギー等、必要な情報を入手し、必要な対策を講じておく 

□子どもの表情、動きに注意をして、トイレや休憩に気を配る 

（健康と考えられていた子どもでも環境の変化によって体調を壊す場合があるため注

意する） 

□子どもが不調を言い出しやすい雰囲気づくりを心がける 

□体力に応じた交流（体験）活動の時間配分及び内容を柔軟に検討する 

□夏場の活動では熱中症にも気を付ける 

□活動前に十分に水分を補給しておく 

□必ず帽子を着用する 

□水分をこまめに摂取する 

□交流（体験）時間は短時間で終えることができるよう調整する（交代で日陰に入る

などの工夫を行う） 

 

【食物アレルギーの子どもに係るチェックポイント】 

□当該食材を使用しないこと 

□調理中に混入させないこと 

□おかわり、デザート、お菓子にも注意をすること 

□そばアレルギーの子どもにそば殻の枕を使用しないこと 

□万が一、食べてしまった場合には、至急、事務局に連絡すること、吐いた物が喉に詰

まらないよう看病すること 等 

 

【ぜん息の子どもに係るチェックポイント】 

□子どもの目線で、ほこり、ダニ等を取り除く掃除を徹底すること 

□過度の運動をさせないこと 

 



- 4 - 

 

屋外では、交流（体験）活動中の捻挫、滑落・転落による創傷および骨折、道具（農

機具などを含む）や危険な物での創傷などの発生が考えられる。 

そのため、交流（体験）プログラムの開発・実施に際しては、安易に「大丈夫だろ

う。」などと考えることなく、常に外傷（ケガ・やけど等）が起きることを想定し

て、日頃からその予防と対処方法（応急処置）について学んでおく。 

④ 食中毒・ノロウィルス対策食中毒は、暑い季節でも寒い季節でも発生するので１

年中注意が必要。また、ノロウィルス対策を講じる意味でも手洗いは徹底する。 

 

 

【指導方法に係るチェックポイント】 

□どうするとケガが起きるかを説明する（技術だけでなく、意識や行為時の状況を含め

て） 

□集合させてから説明を行う 

□説明時には質問を織り交ぜ、理解しているかを確認する 

□説明をしているときに聞いていない子どもに対しては、必ず質問をして意識を集中さ

せる 

【食中毒対策に係るチェックポイント】 

□調理「前」、調理「中」、調理「後」のすべての段階で手洗い（流水及び石鹸による手

洗い）をする 

□手にケガをしているときは食中毒の原因となる黄色ブドウ球菌が存在する可能性が高

いので、エンボス手袋等を利用する。 

□古くなったもの、迷ったものは、絶対に出さない 

□口に入れておかしいと感じたものは必ず吐き出し、口の中をよく洗う 

□お店で買った物がそもそも古くなった食材、傷んでいる食材であることも考えられる

ため、注意して新鮮な食材を求めること 

□しっかり加熱して調理する（中心部の温度が 85度で１分間以上加熱する） 

□すぐに調理し、すぐに食べる（O157（腸管出血性大腸菌 O157）は室温でも 15～20

分で大腸菌が 2倍に増える） 

□みそ汁など前日の残りの食材を出すときは、沸騰するまで十分に加熱する 

□包丁及びまな板は、肉・魚類等生ものと野菜類等とで使い分ける（使い分けない時は、

必ず、よく消毒してから使用する） 

□ノロウィルスに感染している可能性がある者の嘔吐物処理を行う場合は、次亜塩素酸

ナトリウム（塩素系消毒液）により行う。その際、使用上の注意を必ず読むこと 
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⑤ 個人情報・写真等への対策 

個人情報は、教えない、見せない、置き忘れないが基本。また、写真撮影を行う 

場合は注意が必要受入時の留意点（交通事故を含む） 

 

（４）受入時の留意点（交通事故を含む） 

【個人情報・写真などに係るチェックポイント】 

□子どもの個人情報（名前、住所、学校名、家族構成、携帯電話番号、電子メールアド

レス、アレルギーの有無・種類、既往症の有無・種類など）は、厳重に管理する 

□子どもの個人情報は、他の子どもに教えたり、見せたりしない（情報が書かれた用紙

などを置き忘れないように注意する） 

□友達も知っているだろうと容易に思い込んで他の子ども等に個人情報を話してしま

うことのないよう注意する 

□子どもの写真及びビデオを撮影する際には、目的を明示したうえで、事前に学校を通

じて、子ども及び保護者から同意を得ておく 

【受入時に係るチェックポイント】 

□事前準備が完了しているかの再確認（いよいよ数日後に子どもを受け入れるとき、こ

れまで準備してきた事前準備事項に漏れがないか総点検を行う） 

□時間の厳守（時間に怠慢な態度は、子どもの信頼を失い、慌てて事故を起こす原因に

なるため「余裕を持った、早め早めの行動を！」心がける） 

□開始時・終了時の点呼（人数確認） 

□健康状態の確認 

□体調を崩している子はいないか確認 

□車酔いしている子はいないか確認 

□プログラム完了まで、常に子供の体調を気遣う 

□子どもを車に同乗させる場合は、細心の注意を払う 

□シートベルトは全員着用 

□窓やサンルーフから顔や手は絶対に出させない 

□軽トラックの荷台へ子どもを乗せて道路を通行しない（道路交通法違反で保険の対象

外） 

□車両に不備がないこと、車検更新・保険切れでないことを確認 

□民泊等の場合において、子どもを受け入れてから何か気になること、不安になること

があれば、どんな些細なことでも良いので、必ず、阿蘇グリーンストックファーム

ステイ事務局に「早期に」伝える 
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（５）施設内における留意点 

 

 

【火事対策に係るチェックポイント】 

□火や油を使う食事づくり交流（体験）の際には手が届く範囲に消火器の準備をして開

始し、指導者は傍について火や熱の管理をする 

□いろり、まきストーブの点検は就寝前に手をかざし、灰をトングや火箸で探って温度

と火種の始末をする 

□花火を縁側や庭でする場合、交流（体験）指導者（民泊のおかあさんなど）が傍につ

いて火の管理をする。バケツに水を入れて近くに置く 

□漏電・電気による火災対策は、定期的に電力会社・電気保安会社に検査を依頼する 

□コンセントとコンセント周辺の埃の掃除・点検、タコ足配線の整理をする 

□仏壇の周りには物を置かないようにする 

 

【ケガ対策に係るチェックポイント】 

□子どもは大人が予測しない行動を取ることを前提にして指導する 

□施設周辺を含めて、子どもの視点で危険個所を点検し、安全管理をする 

□なぜ危ないのかを具体的に伝えて、教える 

□指導・注意は事前にするだけでなく、その都度伝える 

□時には叱ることも必要。その場合、語気を強めて怒るのではなく、コトの善悪を冷静

に教える 

□雨天プログラムを施設内で行う場合、刃物や道具だけでなく竹や木材などの材料でけ

がをする可能性があるため留意する 

□子どもに対する注意は、まず集合させて、子どもを集中させてから、質問などを織り

交ぜながら行う（子どもたちは興奮して、はしゃいだり、走ったりして指導者の注意

を聞いていないことがある） 

□子ども同士の衝突によるケガに注意する 

□窓ガラスへの衝突によるケガに注意する 

□調理中のケガに注意する 

 

【防犯などに係るチェックポイント】 

□学校の授業の一環としての受入れであること、子どもを預かっていることを認識して

こまめに施錠する 

□受入れ前に、貴重品類や高価な調度品・壊されて困るもの、無くなって困るものは子

どもたちの目に触れない場所へ移し施錠して管理しておく 

 

【常備薬に係るチェックポイント】 

□常備薬を使用する場合は、薬の外箱ないし箱に同封されている説明書に書かれている

薬の使用期限を必ず確認すること。 
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（６）交流（体験）活動における留意点 

① 事故予防のポイント 

事故予防のため、次の手順で指導を行う。 

② 天候判断 

天候判断のポイントは「勇気ある撤退と中止」。参加者は、そのときは残念に感

じるかもしれないが、危険性を分かりやすく伝え、中止・撤退を厳しく判断する

ことが子どもの命を守ることに綱があることに留意する。 

【指導に係る手順】 

□集合させて、点呼をとる 

□説明する 

 ・活動の範囲（どこからどこか） 

 ・危険個所について（どこが何故危ないか） 

□指導者間で「役割分担」をして子どもを見守る 

□活動終了時にも点呼する 

 ※上記は危険個所を含む活動場所を想定。「どこで」「どのような状況になると」危険

なのかをここに判断することが大切であり、過剰に考えすぎないことも大切。 

【天候判断に係るチェックポイント】 

□受入れ前に悪天候予測であれば、延期または中止も考慮 

□気象災害に巻き込まれたら二次災害に十分注意して行動する 

□天候が回復した後でも、切れた電線や、地滑り、倒壊した木などによる被害等が発生

する可能性があるため、むやみに動き回ることは避ける 

 

【台風対策に係るチェックポイント】 

□雨台風は、浸水に備えて土嚢の用意を検討する 

□風台風は、看板やベンチなど飛ばされそうなものは、片づけるか固定する 

□吹き荒れていた風が急に弱まり、数時間後に再び暴風になること（吹き返し）がある

ため注意する 

 

【集中豪雨・ゲリラ豪雨対策に係るチェックポイント】 

□事前に危険個所を調べるとともに、災害ハザードマップで確認し、対応を事前に検討

しておく 

【停電・断水対策に係るチェックポイント】 

□携帯ラジオや懐中電灯、広い場所に集まることを考えて光源の大きな電灯、冷蔵庫代

わりのクーラーボックスなどの用意も検討する 
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③ 危険な動植物 

④ 農作業中の道具による事故 

【竜巻対策に係るチェックポイント】 

□予測は困難だが、空が暗くなる（緑に見えることもある）、風が急に弱まる、あられが

降るなどの予兆があることに留意する 

□発生時には、建物に逃げ込み、窓の近くは避けて家の中心に避難 

【雷対策に係るチェックポイント】 

□雷注意報が出ているときは、中止判断をする 

□遠くに少しでも黒雲が見えた時点で、直ちに非難を開始する（少しでも雷鳴がきこえ

だしたら避難開始が鉄則） 

□できる限り、自動車、コンクリートの建物、避雷針のある建物へ避難する 

□木造の建物内では電気コード類や電話線から離れる 

□避難場所まで行くことができない場合は、周りよりも低い場所を探して、その場に伏

せて雷が通り過ぎるのを待つ(電柱間の中央で真ん中の電線の真下に低い姿勢で座る

と比較的安全) 

 

【危険な動植物対策に係るチェックポイント】 

□リスク予測のために交流（体験）活動場所を実地踏査し、リスクの洗い出しをする（ヘ

ビ、ハチ、毒虫、うるし、ハゼ等） 

□受入れの 3日前と 3時間前にコーディネーター関係者全員で実地踏査をして、安全確

認をする。 

□マムシ、ヤマカガシ、スズメバチの治療には血清が必要となるため、事前に血清を保

有している病院を探し、担当医師に子どもの受入れ情報を伝え、万が一の場合の対応

をお願いしておく 

【農作業の道具による事故対策に係るチェックポイント】 

□農家の方々や指導者の方々が日頃手にしている道具は、子どもにとっては初めて手に

することも多く、そのような子供の視点に立って指導する 

□交流（体験）活動では、活動に直接使用しないケガをしやすい危険な道具を子どもに

使用させることがないよう留意する 

□指導にあたっては、「子どもに対する指導の基本的な留意点」に記載のとおり、事前

の注意だけでなく、行為の都度、子どもに注意を与える。また、使用方法を間違える

と何故危険なのかを子どもに丁寧に指導・説明する 

□道具は、事前と事後の管理も重要。使用前の点検・手入れ、置き場所の管理にも注意

する 
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⑤ 川での活動 

⑥ 山での活動 

 

（７）地震・津波等防災（非常時情報伝達を含む）に関する留意点 

【川での活動に係るチェックポイント】 

□水泳の能力を含む身体能力を確認する 

□健康状態を確認する 

□活動に応じた服装・靴等、持ち物を用意する 

□準備運動をしっかりしてから入る 

□天候や河川の状況を確認しておく 

□ダムの放水予定など地域情報を収集しておく 

□同じフィールドを使用する団体・個人との調整をしておく 

□使用機材展装備の安全を確認しておく 

□ライフジャケットを着用する場合は、サイズ違いに注意する 

□参加者数や状態にあった指導者を配置する 

 

【山での活動に係るチェックポイント】 

□参加者の年齢にあった無理のないコースを設定する 

□健康状態を確認しておく 

□天候の悪化に耐えられる服装や雨具などを用意する 

□途中で天候が悪化した場合の安全な工程を用意しておく 

□プログラムを中止する場合の代替プログラムを用意しておく 

□危険個所や迷いやすい場所に対する危険防止策を立てておく 

□危険な動植物の痕跡を調べ、その対策を立てておく 

□水分補給、トイレの場所などを確認しておく 

□装備の安全・不足がないかを確認しておく 

□参加者の人数に応じて適正な指導者の人数をそろえる 

□指導者間で監視の役割分担を定める 

□山岳気象、危険な動植物、救急法などの基礎的な知識を身につける 

□気象状況を常に把握できる体制を整えておく 

□事故発生時の連絡体制、通信機器などの準備をしておくこと。 

【地震に係るチェックポイント】 

□火をすぐに消す。仏壇のロウソク・線香も消す 

□ストーブ、ヒーター等も消し、避難するときは分電盤の主ブレーカーを着る 
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（８）事故が起きた場合の対応方法に係る留意点 

① 連絡手順の確立等 

   事故が起きたときに、阿蘇グリーンストックファームステイ事務局、学校、旅行    

会社が、それぞれバラバラに連絡をしないよう、阿蘇グリーンストックファーム

ステイ事務局と連絡手段を調整すること。 

② 被害者及び学校等への対応 ～重大事故を想定～ 

阿蘇グリーンストックファームステイ事務局と相談の上、慎重に対応を進めるこ

と。 

□日頃から分電盤がある場所、切り方を確認しておく 

□防災グッズ（ヘルメット、懐中電灯、ラジオ、電池、携帯の充電器具、筆記用具等） 

下着等衣類、非常食の完備をしておく 

□子どもの寝室に倒れる可能性がある家具は置かないようにする倒れやすい家具は日

頃から補強しておく（家具転倒防止器具は正しい方法で用いる） 

□倒壊した家具等で逃げ道をふさぐことがないかを確認しておく 

□必要に応じて、ガラスには飛散防止シートを貼っておく 

□収納から食器等が飛び出さないように、収納扉が観音開きの場合には、耐震ラッチを

付けておく 

□収納・整理整頓は、重心を低く、奥に、揃える 

□高いところに重いものを置かないようにする 

□避難の際に割れたガラスの上を踏んでも良いように、就寝時には子どもの枕元に避難

用の靴を置いておく 

□家屋が２階建てであれば、なるべく子どもを 2階に寝かせるようにする 

□避難路として想定している途中に、割れる物や大型の障害物が置かれていないことを

確認しておく 

□建物の耐震補強については事前に地元行政へ確認・相談しておく 

【被害者との対応に係るチェックポイント】 

□基本的には、法的責任の如何にかかわらず、自らの主催事業で事故が起きた場合は、被

害者側にしっかりと謝罪する（道義的責任） 

□被害者側には、事実関係を調査し、状況も含めて、連絡・報告をする（被害者側が拒ま

ない限り、細やかな連絡・報告を行う） 

□保険会社の了解なく「保険金で賠償します」などと約束はしない 
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第 3 安全管理体制の構築 

（1）安全管理担当者（地区世話人）の設置 

第 1の目的を達成するため安全管理担当者（地区世話人）を置く。 

（2）安全管理担当者（地区世話人）は、阿蘇グリーンストックファームステイ事務局

と連携し、交流（体験）プログラムに係る安全管理を行う。 

 

第 4 緊急連絡網・避難体制の整備 

受入家庭は、阿蘇グリーンストックファームステイ事務局と連携し、緊急連絡網・

避難体制を整備する。なお、当該緊急連絡網・避難体制に係る情報は、阿蘇グリー

ンストックファームステイ事務局と共有するものとする。 

なお、当該緊急連絡網・避難体制の管理は阿蘇グリーンストックファームステイ事

務局が行うものとし、緊急事態への対応は、原則、一義的には受入家庭が行い、そ

の後の対応、（進渉）管理は、阿蘇グリーンストックファームステイ事務局が行う

ものとする。 

 

第 5 研修会への参加 

阿蘇グリーンストックファームステイ事務局が主催する衛生管路・安全管理・緊急

時対応研修に参加する。 

 

第 6 教育旅行団体保険の加入 

 保険の範囲等について阿蘇グリーンストックファームステイ事務局と検討を行う。 

なお、事故や怪我などが起こった場合は旅行会社・学校で加入している保険で対応し

ますが、万が一、受入家庭に損害賠償が生じた場合の為に、事務局で損害賠償責任保

険に加入しており、保険料の半額程度を受入家庭にご負担いただく。 

平成 27年 2月 

【学校との対応】 

□事務局と調整の上、細やかな連絡・報告と緻密な連携をとる 

 

【その他】 

□警察の捜査を受けるときは、事実関係を整理し、正しい事実を伝える 

□マスコミの取材に対しては、分からないこと、曖昧なことがあれば、無理矢理答えを

見付けるのではなく、「調査中です」「確認、検討した上でご報告いたします」等の対

応をとる 

□保険を使用する場合は、保険会社の指示する手順通りに進める 


