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平成 24 年 11 月 30 日 

観光庁検証チーム 

 

 

トムラウシ山の遭難事故後対応の検証について（中間報告） 

 

 

１．今回の検証の趣旨・目的 

 平成 24 年 11 月 3 日(現地時間)、中国の万里の長城付近で日本人ツアー登山

客4名を含む6 名が大雪のため遭難し、日本人3名が死亡する事故が発生した。 

当該募集型企画旅行を実施したアミューズトラベル(株)は、平成 21 年に北海

道トムラウシ山のツアー登山で遭難事故(※)を起こしている。 

このため、トムラウシ山事故後に同社に対して行われた観光庁の指導監督に

ついて検証を行い、今後の同社への立入検査、処分等を含む旅行業者に対する

指導監督の改善につなげる。 

観光庁検証チームは、21 年 7 月から 23 年 12 月まで在職した観光庁幹部・管

理職・担当者に対して、この間の対応について、ヒアリング等を行い、この中

間報告をとりまとめたものである。 
※トムラウシ山の遭難事故の概要 

平成 21 年 7 月 16 日、第 1 種旅行業者であるアミューズトラベル（株）が催行した

北海道大雪山系トムラウシ山への募集型企画旅行ツアー中にツアーガイド1名を含む8

名が低体温症により死亡する遭難事故が発生した。 

 

２．トムラウシ山遭難事故に対する観光庁の対応について 

（１）事故発生後の初動対応 

 事故発生後、観光庁としてはアミューズトラベル社に対する行政上の措置の

みならず、ツアー登山の安全確保対策の在り方全体についても対応が必要と

の方針で臨んだ。 

 同社への初動対応として、立入検査まで時間を要したのは、①まずは立入検

査でなく聴取という手段をとったこと、②警察の捜査が行われていたこと、

③日本山岳ガイド協会の「トムラウシ山遭難事故調査特別委員会」が設置さ

れ、その状況を注視していたこと、④ツアー登山の専門家の知見を集めて全

体的な対応を行うべく、有識者等からなる「ツアー登山安全対策連絡会議」

の準備をしつつ、立入検査でチェックすべき項目の精査を行っていたこと、

という事情であった。 

 事故発生以降、観光庁においては、22 年 3 月の同社への通達発出までに、

数次にわたり事故の状況等を聴取するとともに、21 年 11 月 5 日に第 1回目

の立入検査を実施した。 

 

（２）ツアー登山の安全確保への対応 

 旅行業協会、山岳ガイド団体、学識経験者等からなる「ツアー登山安全対策

連絡会議」を 11 月から 3回開催し、ツアー登山の安全対策の検討を行った。 
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 並行して、9 月に日本山岳ガイド協会が、「トムラウシ山遭難事故調査特別

委員会」を設置して、専門的な見地から独自の調査を行った。その最終報告

が 22 年 3 月１日に取りまとめられた。 

 

（３）「旅行業者が行うツアー登山の安全確保」対策 

 平成 22 年 3 月 31 日に「旅行業者が行うツアー登山の安全確保」をとりまと

め、関係者への指導を行った。 
・旅行業者及びアミューズトラベル社に対し「ツアー登山運行ガイドライン」の遵守

やツアー登山の企画内容、管理体制等について総点検等を内容とする通達発出 

・旅行業協会に対して、ツアー登山の参加者募集広告に関するガイドライン、ツアー

登山実施マニュアル例、コース難易度等に関する客観的な評価指針の作成を要請  

・ツアー登山の参加者向けにも、注意事項を公表し、注意喚起。 

 

（４）アミューズトラベル社へのその後の対応 

 同社に発出した通達に沿って、同社が行う安全確保の具体的な対策について、

平成 22 年 6 月 10 日、22 日に、社長から報告の聴取を行い、第２回立入検

査（7月 8日）において対策の確認を行った。 

 

（５）アミューズトラベル社への聴聞及び処分 

 同社の処分を検討するに当たり、同社の業務実施の適切性について網羅的に

確認を行うべく、立入検査を 3回（第 3回～5回）実施した。 

 22 年 12 月 15 日に同社に対し、旅行業務に関する管理・監督義務の違反等

を理由に 51 日間の業務停止処分を行った。 

 これに先立つ聴聞において、同社は、天候悪化時の判断基準の不設定、通信

手段の確保の怠り、営業所と現地の情報連絡・判断の指示等の仕組みの不構

築といった不備があったことを認め、これらの改善を行うとした。 

 

（６）業務停止期間中における行為に関連した厳重注意と旅行業の登録更新 

 同社は業務停止期間中に一部ツアーの実施、電話の自動転送を行っていたが、

故意に行為を行ったとまでの悪意性がないと考えたため、23 年 3 月 8 日に

是正のため厳重注意を行った。 

 同日、法定の拒否事由がないため旅行業の登録更新については認めた。 

 

（７）処分後のフォロー 

 アミューズトラベル社に対しては、行政処分後についても、引き続き、定期

的に指導を行うという方針の下、社内の安全体制等の確認のために、23 年 6

月、23 年 12 月に立入検査を実施した。東日本大震災対応のため間隔が空い

てしまった。 

 これら立入検査においては、いずれも、平成 22 年 3 月の通達に沿ってアミ

ューズトラベル社が策定した具体的な改善方策等について、チェックリスト

に基づき確認を行った。 
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（８）監督・指導体制 

 立入検査等の指導・監督体制としては、他の業務も行いながら旅行業の指

導・監督に従事する要員として、本庁 17 人、地方運輸局 71 人である。観光

庁長官登録の第一種旅行業者については立入検査は平均して約 10 年に 1 回

である。 

 問題を起こした会社については頻度を上げて立入検査等を行ってきた。しか

し、抜き打ち検査やテーマを決めた重点検査は行っていなかった。 

 事故後の初動から処分までは、観光産業課が観光庁幹部に相談して指導を受

けていたが、処分以降は幹部への事後報告となっていた。 

 

３ 現時点での所見及び改善の方向について 

（１）（所見） 

    アミューズトラベル社に対する立入検査については、事情はともかく

として、事故後速やかに実施すべきだったのではないか。 

 

   （改善の方向性） 

    立入検査は原因究明のための重要な手段であり、速やかに、かつ、頻

度を高めて対応する。 

 

（２）（所見） 

  万里の長城の遭難事故のツアーについては、緊急連絡手段、事前調査

の問題等が指摘されており、アミューズトラベル社が催行するツアーに

ついて、指導・改善事項の遵守をチェックするための検査が不十分だっ

たのではないか。 

 

（改善の方向性） 

改善措置の確実な実施と事後的な確認・検証のため、ツアー登山等に

ついては、安全確保の順守状況を記録させる等検査方法の改善その他必

要な措置をとる。 

 

（３）（所見） 

  アミューズトラベル社に対し、処分後も引き続き定期的な指導を行う

との方針を立てながらも、2回の立入検査で終わっている。東日本大震災

という事情があったとしても、処分後のフォローとして不十分だったの

ではないか。 

        

     （改善の方向性） 

     本件事故の重大性やアミューズトラベル社が事故を再発させたことに

鑑みれば、重大事案については、方針を明確に示し、処分後の立入検査

等を継続的かつ頻度を高めて対応する。 
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（４）（所見）  

旅行業者に対する立入検査等の体制が不十分ではないか。また、旅行

業者に対する指導監督の方法には改善の余地があるのではないか。 

 

   （改善の方向性） 

    量・質の両面で体制強化に努めるとともに、過去に事故を起こした事

業者やあらかじめ定めたテーマについて重点的な立入検査を行うなど、

効果的・効率的な立入検査等の実施を図る。 

    各事業者についての安全管理体制の確立（例えば、組織的な安全のマ

ネジメント）、旅行業団体による自主的な安全確保の仕組みなどを検討し、

指導監督の実施方法の改善を図る。 

 

（５）（所見）  

本件のような重大事案処理に当たり、全体のプロセスを通して観光庁

幹部の指導・管理が不十分だったのではないか。 

      

（改善の方向性） 

    観光庁幹部は、重大事案の処理に当たり、全体の方針決定だけでなく、

個別具体的な対応について自ら能動的に指揮をとる。 



トムラウシ山の遭難事故後の観光庁の対応の経緯について

2009年（平成21年）7月16日 トムラウシ山の遭難事故発生

＜ツアー登山の安全対策＞＜アミューズトラベル(株)への対応＞

7月31日 聴取・指導①

10月 6日 聴取・指導②

11月 5日 立入検査（第1回）
ツアー登山安全対策連絡会議
11月18日 第1回
12月15日 第2回
3月10日 第3回

日本山岳ガイド協会：
「トムラウシ山遭難事故
調査特別委員会」

9月26日 第1回委員
会開催

3月 1日 調査報告書3月10日 第3回

2010年（平成22年）

3月31日 旅行業協会及びアミューズトラベル（株）へ指導文書
●旅行業者及びアミューズトラベル（株）に対し、

・「ツアー登山運行ガイドライン」の遵守、ツアー登山の企画内容、実施体制、管理体制等について総点検・確認等
●旅行業協会に対して、

・ツアー登山の参加者募集広告に関するガイドライン、ツアー登山実施マニュアル例、コース難易度等に関する客観
的な評価指針の作成を要請

3月 1日 調査報告書
とりまとめ

的な評価指針の作成を要請
●ツアー登山の参加者向けに、注意事項を公表し、安全確保に関する事項について注意喚起

6月10日、22日 同社の安全対策の聴取・指導

7月 8日 立入検査（第2回）

10月 5日 立入検査（第3回）

旅行業団体において
8月 「コース難易度算定のため
の参考基準表」を作成

9月 「ツアー登山の参加者を募
集する広告等について」を作成

10月14日 立入検査（第4回）

10月15日 立入検査（第5回）

12月 8日 処分に係る聴聞
●同社は、天候悪化時の判断基準の不設定、通信手段の確保の怠り、営業
所と現地の情報連絡・判断の指示等の仕組みの不構築といった不備があっ
たことを認め、これらの改善を行うとした。

集する広告等について」を作成
11月 「ツアー登山実施マニュア
ル作成のためのワークフロー・
チェックポイント」を作成

12月15日 アミューズトラベル㈱へ業務停止命令
●本社営業所に対し、51日間の業務の停止（平成23年2月4日まで）

2011年（平成23年）

2月 4日 業務停止期間終了に伴う立入検査（第6回）2月 4日 業務停止期間終了に伴う立入検査（第6回）
3月 8日 厳重注意、旅行業の登録更新

6月30日 立入検査（第7回）

12月12日 立入検査（第8回）


