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はじめに 

教育・保育施設等における事故対応にあたり、国のガイドライン等に基づき自治体が行うべき役割・内容等について、

県（子育て王国課）の職員一人一人が共通理解を図り、事故発生時の対応を適切に行うとともに、未然防止や再発防止

の取組や施設への指導支援を着実に行うため、役割分担や対応等を定める。 

 

１ 事故発生時の対応 

（１）国、地方自治体への事故報告  

  教育・保育施設等において重大事故が発生した場合、 「特定教育・保育施設等における事故の報告等につい

て」（平成29年11月10日府子本第912号、29発幼教第11号、子保発1110第1号、子子発1110第１号、子家発第1110

第１号内閣府、文部科学省、厚生労働省連名通知）に基づき、原則、事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）に

国へ報告を行うこととされている。 

  県は、施設等からの事故報告書受理した場合には、速やかに報告内容を確認し、原則、当日（遅くとも翌日）

には、国へ報告を行う。 

併せて、保育施設等事故報告データベースを運用し、各事故事案の報告の進捗状況を担当者以外も確認でき

るよう見える化し、適宜、施設等と調整しながら、国への報告の遅延を予防する。 

【報告対象となる施設・事業の範囲】 

   ①特定教育・保育施設（認定こども園、保育所、幼稚園） 

  ②幼稚園（特定教育・保育施設以外） 

  ③特定地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業） 

④地域子ども・子育て支援事業（延長保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業、一時預かり事業、

病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業） 

⑤届出保育施設 

 【報告の対象となる重大事故の範囲】 

①死亡事故   

②治療に要する期間が 30 日以上となる負傷や疾病を伴う重篤な事故（治療期間は見込みも含む） 

 ※事故発生時の医療機関受診等において、治療に要する期間の判断が困難でも、継続治療・療養が必要と

診断された場合には、報告すること。（30日未満であった場合は取下げを行う。） 

③意識不明（人工呼吸器を付ける、ICU に入る等）の事故 

④救急搬送を要すると判断される程度の事故（次の例示のような事故が想定されるが他の事例も含む） 

 （例示）・プール活動、水遊びによる事故 ・屋外活動時の事故 

・遊具による事故 ・アレルギー疾患によるアナフィラキシー症状 ・熱傷（やけど） 
⑤園児の見落とし等事案 

   園外活動時等において、園児のみが当該活動を行った場所に取り残された状態で保育士等がその場を離れ

た事案（事故がない場合も含む） 

【報告の取扱い・報告期限】 

  ①第1 報 

    施設等は、原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）に、事故報告書（国様式：Excel ファイル）を県へ提出。 

    ※施設等は、休日や野外活動などにより、期限までに報告書（国様式）の提出ができない場合は、電話により県

へ報告することとし、県は、電話聴取により、事故報告書を作成する。 

  ②第２報 

     施設等は、第１報から原則として１か月以内程度に、状況の変化や発生の要因分析、検証結果を追記（国様式の

表面・裏面）して、所管自治体のコメントを付して、県へ提出。県は内容を確認し、国へ報告する。     

  ③第３報以降   

    第２報で事故に遭った児童の治療が完了していない場合は、治療完了まで国へ追加報告を行う。 

別添２ 



 

（２）事故発生直後の対応（施設等訪問による助言指導） 

事故にあった子どもへの対応やその他の子どもへの教育・保育の継続の状況等を確認し、その対応について施設・

事業者へ適切に助言・指導等を行う。 

  ①事故現場の保存 

   施設・事業者が事故発生現場を現状のまま保存しておくよう助言・指導する。 

 

②事故状況の記録 

○事故現場にいた施設・事業者の職員一人一人が状況を時系列に記録する等、適切に記録できるよう助言・指導

をする。 

○施設・事業者の職員の記録や現場確認の結果を取りまとめて事実関係を整理する。 

   事実関係の整理は、原則として県（子育て王国課）の職員が行う。聴取りを調整する場合には、施設・事業者のそ

れぞれの職員に記憶している事実関係を記載させた後に、聴取りを行う。 

 

③その他の子どもへの対応 

    ○その他の子どもへの対応について、施設・事業者の職員同士で十分打ち合わせをしてから対応するよう施設・

事業者に対し助言することにより、事故後の教育・保育の継続を支援する。 

○必要に応じ、市町村、施設・事業者と連携して受入調整を行い、事故に遭った子ども以外の子どもの教育・保育

を継続するために必要な体制を確保する。 

 

（３）保護者への対応 

①事故等に遭った子どもの保護者への対応 

   ○死亡事故等の重大事故に遭った子どもの保護者への対応については、事故の発生状況等について適切に報

告し、事故に遭った子どもの保護者の意向を丁寧に確認しながら誠意を持って対応するよう施設・事業者に対し

助言することにより、保護者と施設・事業者との間でトラブルが発生しないように配慮する。 

   ○死因不明のまま結果として死亡となった場合で、事故に遭った子どもの保護者が死亡の原因を明らかにすること

を希望する場合については、必要に応じて保護者に対し、解剖による解明に加えて、Ai（死亡時画像診断）によ

る死因解明制度について紹介する。また、法テラスなど保護者が相談可能な窓口についても紹介する。 
 

〔Ai（死亡時画像診断）〕問合せ先：一般財団法人Ai 情報センター（URL http://autopsyimaging.com/） 

                         （参考）「Ai って何？」死因に疑問を残したくない～死亡時画像診断のすすめ 

（一般財団法人Ai 情報センター） 

                        （URL http://autopsyimaging.com/wp-content/themes/ai/files/whatisai.pdf） 

      〔法テラス〕法テラス鳥取 電話：0570-078357 所在地：鳥取市西町2-311（鳥取市福祉文化会館） 
 

○上記の制度を保護者に紹介する際には、十分にコミュニケーションを取り、保護者の心情に配慮した上で実施

する。また、このような解明を望む保護者の心情について、施設・事業者において理解してもらうよう対応する。 

○保護者と施設・事業者がコミュニケーションを取ることが困難となった場合等に、中立の立場で現場対応を支援

するコーディネーター（学識経験者等）を派遣する方法もあることを、施設の設置者等に助言する。 

○報道機関への対応の内容について、事故に遭った子どもの保護者に丁寧に説明するよう施設・事業者に対し助

言するとともに、公立の施設・事業の事故、指導監査等の実施状況の説明、施設・事業者が廃止となった場合等、

県としての対応を説明することが適切な場合、必要に応じて説明に当たる。 

 

②事故等に遭った子ども以外の保護者への対応 

○施設・事業者に対し、死亡事故等の重大事故に遭った子ども以外の保護者や報道機関に事故について伝える

に当たっては、事故に遭った保護者の了承を得るよう助言する。 

○県（子育て王国課）職員が、保護者に対応する場合も、誠意をもって適切に対応する。 

○死亡事故等の重大事故の場合、事故に遭った子ども以外の保護者への対応について、正確な情報を伝えるよう

施設・事業者に対し助言することにより、事故後の教育・保育の継続について、保護者と施設・事業者とが協力関

係を維持できるように配慮する。 



 

③保護者説明会の開催 

   ○死亡事故等の重大事故の場合は、必要に応じて、施設・事業者による保護者説明会の開催について助言・指導

する。 

○保護者説明会は早めに準備するよう助言・指導する。 

死亡事故等の重大事故の説明についてはあらかじめ事故に遭った子どもの保護者に意向を確認し、説明会の開

催の有無も含め保護者の意向を尊重した対応をするよう助言・指導する。 

 

（４）施設・事業者の職員への対応 

○施設・事業者の職員への対応について、職員もサポートを必要としている場合もあることから、心のケアの専門職

への相談ができるよう配慮することについて施設・事業者に対し助言することにより、事故後の教育・保育の継続を

支援する。 
 

   〔心のケアの相談先〕鳥取県保育士・保育所支援センター（鳥取県社会福祉協議会） 

 電話：0857-59-6342 所在地：鳥取市伏野1729-5（県立福祉人材研修センター） 

 

（５）報道機関への対応 

○報道機関などの外部への対応については、情報が混乱しないように、県、市町村、施設・事業者で調整の上、窓口

を一本化するよう調整する。 

○断片的な情報を発信して誤解を与えることがないよう施設・事業者に対して助言するとともに、県自らも留意する。 

○報道機関への対応の内容について、事故に遭った子どもの保護者に丁寧に説明するよう施設・事業者に対し助言

する。併せて、県としての対応を説明することが適切な場合、必要に応じて自らも説明に当たる。 

  〔県において対応（説明）が必要な例〕 

公立の施設・事業の事故、指導監査等の実施状況の説明、施設・事業が廃止され連絡が取れなくなった場合 等 

 

（６）事故後の検証 

○死亡事故等の重大事故については、原則として事故後速やかに「事故防止に向けた調査・検証チーム」を設置等

し、調査・検証を実施する。 

○検証にあたっては、「教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について」（平成２８

年３月３１日付け内閣府、文部科学省、厚生労働省連名通知）に基づき行うこと。 

○検証結果（検証報告書）は、事故に遭った子どもや保護者の意向にも配慮しつつ、原則として公表し、国へ報告を

行う。 

 

（７）明らかな危険要因への対応 

  ○明らかに危険な要因については、検証結果を待たずに、整理された事実関係を基に事故の問題点・反省点の考

察等を行った上で施設・事業者レベルでできる改善を行うよう、施設・事業者に対し助言・指導する。 

  ○県・市町村における検証の対象となる死亡事故等の重大事故であっても、速やかに対応できる対策については、

検証結果が出る前に施設・事業者において具体的対策を取るよう指導するとともに、県内全ての施設・事業者に注

意喚起する。 

 

２ 事故の再発防止のための取組 

死亡事故等の重大事故が発生した場合に、事故後の検証を行った上で、これまでの取組みについて改善すべき点

を検討し、重大事故の再発防止の取組みについて、以下に留意し実施する。 

（１）事故後の検証結果と再発防止策の周知 

  事故後の検証結果と再発防止策について、必要な情報を管内の施設・事業者に対し周知を行う。 

 

（２）検証結果を踏まえた指導監査等 

○死亡事故等の重大事故が発生した施設・事業者に対しては、必要に応じて事前通告なく指導監査等を行う。 

○また、適宜、施設訪問等により、改善指導を行うとともに、定期的な指導監査等を実施する際に、発生した事故と同

様の事故の再発防止策がとられているか等を確認する。 



 

３ 事故防止（予防）のための取組 

（１）県と市町村、施設・事業者との連携及び事故発生時の対応のための体制整備 

 ①県と市町村・施設・事業者との連絡体制の整備 

○施設・事業者で死亡事故等の重大事故が発生した場合の対応について、施設・事業者の緊急連絡先の一覧等を

作成し、以下のア～ウの機能が確保できるよう、役割分担を行う。 

    ア 現状把握（情報収集、記録、情報管理の一元化、他機関への連絡、調整など） 

    イ 現場対応（事故現場での対応・情報の収集など） 

    ウ 心のケア（乳幼児や保護者へのケア、施設・事業者、職員の支援など）  など 

  ○毎年度当初に、事故報告について、国への第１報が原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）に行われるよう施

設・事業者と認識を共有する。 

  ○施設・事業者で死亡事故等の重大事故が発生した場合、他の施設・事業者においても事故の防止に役立つような

共有すべき内容（重大事故の内容や原因、再発防止策として取り組んだこと、類似の事故の発生頻度等）について、

個人情報等を十分に考慮した上で施設・事業者に対して共有する。 

 

 ②施設等における安全対策の検討 

  バス送迎、睡眠中、水遊び、食事中等の活動における危険の有無の確認や、万が一事故が発生した場合の検証が

できるよう、必要に応じてビデオ等の記録機器の活用を検討するよう施設・事業者に対し周知する。 

 

（２）職員の資質向上 

   計画的な研修に係る取組みとして、県は、各施設・事業者の研修の機会を確保するとともに、市町村に制度の実施

主体として積極的に研修の機会を確保するよう促し、施設・事業者が子どもの安全確保に関する研修に参加するよう

促す。 

①「ガイドライン【事故防止のための取組み】～施設・事業者向け～」等について、地方自治体における実情を踏まえ

た研修等の実施により周知する。  

  ○研修については、「ガイドライン【事故防止のための取組み】～施設・事業者向け～」、事故のデータベース等の

国が行う再発防止に関する取組み、死亡事故等の重大事故の検証等の県・市町村が行う再発防止に関する取組

み、各施設・事業者の事故防止の取組みや再発防止策の好事例の紹介、救急対応の実技講習等を内容とする。 

  ○施設・事業者に対し、県・市町村による研修の内容を参考に、ガイドラインに基づく具体的な指針等の策定をはじ

めとした自らに適した取組みを行うよう助言・指導する。 

 

②施設・事業者が自ら実施する研修をはじめとした事故防止に関する取組みを支援するとともに、施設・事業者を対

象とした研修の機会の確保に努める。 

   ○研修の機会の確保については、施設・事業者が自ら行う研修、県・市町村による研修（主催、外部委託、講師派遣）

の他、関係団体による研修、その他の団体が主催する研修等様々な主体による研修の紹介などを行う。 

○施設・事業者が、県・市町村等による研修への参加について積極的に対応するよう促す。 

○この他、インターネットで共有等されている事故予防に関する研修の動画を視聴するよう促す。 

 

（３）指導監査等の実施 

  ○事故の発生・再発防止の観点からも、指導監査等を、必要に応じて市町村と連携して実施する。 

   ア 施設監査 

    ・児童福祉法の認可権限に基づく指導監査 

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく指導監査 

 イ 確認監査  

    ・子ども・子育て支援法に基づく確認権限による指導監査（市町村の取組） を市町村に促す。 

 ウ 指導監督 

   ・児童福祉法に規定する認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業に対する立入調査等の指導監督に

ついては、県と市町村は必要に応じて連携して対応する。 

  エ 私立幼稚園等運営状況調査 



    ・私立幼稚園の認可基準の遵守状況、安全管理状況等を任意で調査する。 

○施設監査における一般指導監査や指導監督における通常の立入調査は、死亡事故等の重大事故を防止するた

めにも重要であるという視点から実施する。 

○死亡事故等の重大事故が発生した場合又は児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じる恐れが認められる場

合（こうした恐れにつき通報・苦情・相談等により把握した場合や重大事故が発生する可能性が高いと判断した場

合等も含む。）に行われる指導監査等については、事前通告なく行うことについて適切に判断し、重大事故の発

生・再発防止に資するよう効果的な運用を行う。 

○指導監査等の結果の公表については、実情に応じて公表を検討する。 

○事故後の検証については、それまでの指導監査等の結果を踏まえながら実施するとともに、その結果を今後の指

導監査等に反映する。 

 

（４）施設・事業者への周知と取組の推進 

①各施設・事業者の事故発生防止の取組の推進 

   市町村と連携し、指導監査等のほか、下記の「事故防止に係る通知等」について、各施設・事業者に周知し、事故

発生防止に関する取組みを推進する。 

 

②日常的な事故発生防止の取組について 

   施設・事業者に対し、日常的な助言・指導を行うことが効果的な事故の発生防止及び職員の資質向上につながると

考えられることから、各施設・事業者の教育・保育等の方針や実施状況、指導監査等の実情も踏まえつつ、事前通

告なく訪問し、子どもへの対応の方法、教育・保育の環境の状況、下記の「事故防止に係る通知等」に沿った教育・

保育が実施されているかなどについて、巡回指導等を行うことも検討する。 

 

 【事故防止に係る通知等】 

* 「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」（平成 28 年３月内閣府、文部科学省、

厚生労働省）  

* 「学校事故対応に関する指針」の公表について（通知）（平成 28 年 3 月 31 日付 27 文科初第 1785 号文部科学省初等中

等教育局長通知） 

* 「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応の推進について（通知）（平成28 年12 月21 日付28 文科初第

1261 号文部科学省初等中等教育局長通知） 

* 「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応について（通知）（令和3 年5 月25 日付3 文科教第218 号文科

省総合教育政策局長通知） 

* 「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」（平成29年11月10日付府子本第912号、29初幼教第11号、

子保発1110 第１号、子子発1110 第１号、子家発1110 第1 号） 

* 「水泳等の事故防止について」（平成27 年５月１日付27 文科ス第119 号） 

 * 「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の防止について」（平成27 年６月８日付府子本第157 号）  

* 「児童福祉施設等においてプール活動・水遊びを行う場合の事故の防止について」（平成 26 年６月 20 日付雇児総発

0620 第１号）  

* 「保育所及び認可外保育施設における事故防止の徹底等について」（平成25 年１月18 日付厚生労働省事務連絡）  

* 「保育所保育指針」（平成20 年３月28 日厚生労働省告示第141 号）及び平成20 年３月「保育所保育指針解説書」（第５章 

健康及び安全）  

* 「保育所における感染症対策ガイドライン」（平成24 年11 月厚生労働省）  

* 「保育所における食事の提供ガイドライン」（平成24 年３月厚生労働省）  

* 「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（平成23 年３月厚生労働省）  

* 「教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について」（平成 28 年３月 31 日内閣府、文部

科学省、厚生労働省連名通知） 

 * 「教育・保育施設等における児童の車両送迎に係る安全管理ガイドライン」（令和３年 12 月９日鳥取県子育て・人財局子

育て王国課） 

* 「県内保育施設等におけるヒヤリハット事例集」（令和４年３月鳥取県子育て・人財局子育て王国課） 

* 「保育所等の園外活動時等における園児の見落とし等の発生防止に向けた取組の徹底について」（令和４年４月11日付

厚生労働省、内閣府事務連絡） 



事故発生時における子育て王国課の体制について

施設等

＜フェーズ１＞
事故発生当日に

電話にて第１報

〇施設等 ※1 において重大事故が発生した際、県（子育て王国課）は下記体制により
対応を行っていく。

子育て王国課

（施設運営体制強化担当）
・担当電話：0857-26-7868（平日：8:30～17:15）

・公用携帯：080-5728-5933（早朝、夜間、土日、祝祭日）

・メ ー ル：kosodate@pref.tottori.lg.jp
・Ｆ Ａ Ｘ：0857-26-7863

◆ 死亡・意識不明（人口呼吸器を付ける、ICUに入る等）を伴う事故か否か？

＜フェーズ２＞
第１報受理後、下記事項について速やかに確認し、国へ第１報を報告（事故発生当日

（遅くとも翌日））する。

子育て王国課・市町村

施設等
訪問

現地確認後

現地を確認するとともに、
「事故現場の保存、事故状況の記録、保護者・報道への対応」を助言・指導

YES

国報告※2

（第１報）

国報告※2

（第２報）

NO

国報告※2

（第１報）

事故発生1カ月以内（適宜フォロー）

※1 認定こども園、保育所、私立幼稚園、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事
業所内保育事業、延長保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児
保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、届出保育施設

第２報時に事故に遭った児童の治療が完了していない
場合は、治療完了まで国へ追加報告を行う。

知事報告

現地確認後

市町村と連携して、施設等訪問を実施

（私立幼稚園（新制度未移行園）、中核市以外に住所を置く認可外
保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業については、子育て王
国課のみで訪問）



◆ 教育・保育の継続が可能か？

＜フェーズ３＞
フェーズ２と併せて、事故に遭った子ども以外の子どもの教育・保育の継続の可否
を確認し、状況に応じて、市町村、設置者と連携して受入調整を行う。

受入調整にあたっては、市町村、設置者と連携して対応

子育て王国課・市町村・設置者

受入調整

フェーズ４へ移行

NOYES

＜フェーズ４＞
施設等の職員が行った記録や現場確認の結果を取りまとめて事実関係を整理し、その
結果、判明した危険要因について、全ての施設等に対し周知を行う。
また、「教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証につい
て（内閣府、文部科学省、厚生労働省連名通知）に基づき、死亡事故事案及び県にお
いて検証が必要と判断した事案について、検証委員会・調査委員会を設置等し、検証
を行う。

① 事実確認の整理
⇒施設等の職員の記録や現場確認の結果を取りまとめて事実関係を整理

② 危険要因の周知
⇒事故が発生した施設等に対し、整理された事実関係を基に自ら事故について問題
点・反省点の考察等を行い、施設等レベルでできる改善を行うよう助言・指導
また、県内全ての施設等に注意喚起

③ 検証の実施
⇒「教育・保育施設等における事故防止に向けた調査検証チーム」において検証
（対象：私立幼稚園（新制度未移行園）、中核市以外に住所を置く認可外保育施

設及び認可外の居宅訪問型保育事業）

知事報告

子育て王国課

※上記対象以外の施設等に係る検証は市町村が実施主体となり、県は市町村を支援（検証に係る
技術的援助、情報提供、資料収集・事実確認への協力等）する。


