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あいさつ

独立行政法人日本スポーツ振興センター　

理事長　大東　和美
　スポーツ庁委託事業　学校における体育活動での事故防止対策推進事業『学校でのスポー
ツ事故を防ぐために』セミナーの開催に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。

　学校における体育活動は、生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現するための基礎とな
り、児童生徒等が将来、様々な世界で活躍するに際し意義、効果をもたらすものです。一方で、
毎年体育活動中において、死亡や障害の重大な事故が多く発生しています。

　独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、学校の管理下における児童生徒等の災害（負
傷、疾病、障害又は死亡）に対して災害共済給付事業を行っており、その給付事業の実施に
よって得られる災害（事故）情報を調査研究し、事例 ･統計データとして、その成果を分か
りやすく提供しています。
　また、平成 26 年度からスポーツ庁の委託を受け、「学校における体育活動での事故防止対
策推進事業」を行っており、引き続き、学校における体育活動中の安全管理、事故防止に向
けて、事業に取り組んでまいります。
　本事業では、近年発生した重大な事故事例の発生の背景や要因、再発防止のために留意す
べき点や方策について、医療関係者、大学、スポーツ関係者等と連携して、調査研究・分析
を行い、その成果としてこれまでに全国 35 の都道府県で、学校現場の先生方と意見交換等
を行うセミナーを開催するとともに、事故防止のためのハンドブックや DVD を作成し、全国
の学校等に配布しました。

　今年で６年目となる本セミナーも『学校でのスポーツ事故を防ぐために』という主題の下、
全国 13 箇所で開催し、本年度で全国の都道府県全てで開催することになります。そのうち、
12 箇所はパネルディスカッション形式のセミナー、１箇所は組体操を含む体育的行事におけ
る事故防止の観点から、実技指導を盛り込んだセミナーを開催します。
　本セミナーを通じて調査研究の成果や全国的な事故事例、事故防止に関する最新の知見等
について、情報を共有し、また、活発な研究協議を行うことにより、体育活動中における事
故防止の充実発展に資することを期待しております。

　終わりに、本セミナーの開催に当たり、御指導・御支援を賜りましたスポーツ庁、公益財
団法人日本中学校体育連盟、公益財団法人全国高等学校体育連盟、公益財団法人日本高等学
校野球連盟、一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）、開催県・市教育委員会、スポーツ
事故防止対策協議会をはじめとする関係各位に深く感謝申し上げます。
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2019 年度スポーツ庁委託事業
セミナー『学校でのスポーツ事故を防ぐために』開催要項

目的
　学校における体育活動中に発生した事故による死亡等の重大な災害について、同様の事故が生じないよう、
その発生原因・背景、防止のための留意点を把握し、現地調査等を行い、分析 ･研究する。さらに成果を関係
者間で共有し、効果的かつ安全な体育活動の実現に向けた取組を行う。
内容
　事業概要説明、パネルディスカッション、意見交換
　　▶ 医師、弁護士、大学教授をはじめ多彩な講師陣による発表、参加者との意見交換を行います。
　　▶ 実技講習会では、運動会等で指導に当たる方々を対象に実技指導を行います。
主催
　独立行政法人日本スポーツ振興センター
後援
公益財団法人日本中学校体育連盟、公益財団法人全国高等学校体育連盟、
公益財団法人日本高等学校野球連盟、一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）、
兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、山口県教育委員会、山口市教育委員会、福島県教育委員会、
福島市教育委員会、青森県教育委員会、青森市教育委員会、石川県教育委員会、金沢市教育委員会、
神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、佐賀県教育委員会、佐賀市教育委員会、鳥取県教育委員会、
鳥取市教育委員会、滋賀県教育委員会、大津市教育委員会、三重県教育委員会、津市教育委員会、
愛媛県教育委員会、松山市教育委員会、大分県教育委員会、大分市教育委員会、群馬県教育委員会、
前橋市教育委員会

開催地及び開催日、会場
　 開催地 開催日 会場名（住所）
1 兵庫県神戸市 令和元年  8 月 8 日（木）神戸常盤アリーナ（神戸市長田区蓮池町 1-1）
2 山口県山口市 令和元年 10 月 11 日（金）山口県健康づくりセンター（山口市吉敷下東 3-1-1）
3 福島県福島市 令和元年 10 月 16 日（水）福島県自治会館（福島市中町 8-2）
4 青森県青森市 令和元年 10 月 18 日（金）青森県総合学校教育センター（青森市大字大矢沢宇野田 80-2）
5 石川県金沢市 令和元年 10 月 24 日（木）石川県地場産業振興センター（金沢市鞍月 2-1）
6 神奈川県横浜市 令和元年 11 月 5 日（火）横浜市開港記念会館（横浜市中区本町 1-6）
7 佐賀県佐賀市 令和元年 11 月 12 日（火）アバンセ（佐賀市天神 3-2-11）
8 鳥取県鳥取市 令和元年 11 月 14 日（木）白兎会館（鳥取市末広温泉町 556）
9 滋賀県大津市 令和元年 11 月 19 日（火）ピアザ淡海（大津市におの浜 1-1-20）
10 三重県津市 令和元年 11 月 29 日（金）三重県総合文化センター（津市一身田上津部田 1234）
11 愛媛県松山市 令和元年 12 月 3 日（火）道後温泉にぎたつ会館（松山市道後姫塚 118-2）
12 大分県大分市 令和元年 12 月 6 日（金）大分県教育センター（大分市大字旦野原 847-2）
13 群馬県前橋市 令和元年 12 月 11 日（水）群馬県公社総合ビル（前橋市大渡町 1-10-7）

時程

参加対象者
教育委員会、学校の体育・運動部活動に関わる方（部活動指導者など）、教員養成を行う大学関係者、
スポーツ関係団体、医療関係者、養護教諭の方々

【上記会場1】
14:00 開会
14:10 事業概要説明
14:30 実技講習
16:25 参加者との意見交換
16:45 閉会

【上記会場2､4～13】
13:00 開会
13:10 事業概要説明
13:40 パネルディスカッション（各30分間）
15:50 参加者との意見交換
16:30 閉会

【上記会場3】
13:30 開会　　
13:40 事業概要説明　
14:10 パネルディスカッション（各30分間）
16:20 参加者との意見交換
17:00 閉会
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予定出演者（敬称・法人名略）
全会場
事業概要説明　戸田　芳雄　学校安全教育研究所 代表（明海大学 客員教授）
神戸会場
実技講習会　三宅　良輔　日本体育大学保健医療学部救急医療学科 教授
山口会場
パネリストＡ 金岡　恒治 日本水泳連盟 理事・医事委員会 委員長（早稲田大学スポーツ科学学術院 教授）
〃 Ｂ 川原　貴 日本スポーツ協会スポーツ医・科学委員会 委員長
〃 Ｃ 中山　修身 中山・石村法律事務所 弁護士
〃 Ｄ 渡邉　彰 同志社大学スポーツ健康科学部 教授

福島会場
パネリストＡ 北村　憲彦 名古屋工業大学工学部電気・機械工学科 教授
〃 Ｂ 武者　春樹 聖マリアンナ医科大学 名誉教授
〃 Ｃ 軽部　英敏 福島県教育委員会健康教育課 指導主事
〃 Ｄ 溝内　健介 清水法律事務所 弁護士

青森会場
パネリストＡ 紙谷　武 全日本柔道連盟医科学委員会 副委員長（JCHO 東京新宿メディカルセンター 整形外科医長）
〃 Ｂ 上野　俊明 東京医科歯科大学大学院 准教授
〃 Ｃ 村上　博樹 青森県立黒石商業高等学校 教諭
〃 Ｄ 井口　成明 桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部 准教授

金沢会場
パネリストＡ 田名部　和裕 日本高等学校野球連盟 理事
〃 Ｂ 五十嵐　隆 国立成育医療研究センター 理事長
〃 Ｃ 北野　孝一 日本サッカー協会 小学校体育サポートプロジェクトメンバー（金沢市立浅野川小学校 教諭）
〃 Ｄ 佐藤　豊 桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部 教授

横浜会場
パネリストＡ 北野　孝一 日本サッカー協会 小学校体育サポートプロジェクトメンバー（金沢市立浅野川小学校 教諭）
〃 Ｂ 安井　利一 明海大学 学長
〃 Ｃ 田中　英登 横浜国立大学教育学部 教授
〃 Ｄ 望月　浩一郎 虎ノ門協同法律事務所 所長

佐賀会場
パネリストＡ 田名部　和裕 日本高等学校野球連盟 理事
〃 Ｂ 川原　貴 日本スポーツ協会スポーツ医・科学委員会 委員長
〃 Ｃ 渡瀬　浩介 西九州大学健康福祉学部スポーツ健康福祉学科 准教授
〃 Ｄ 佐藤　豊 桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部 教授

鳥取会場
パネリストＡ 渡辺　一郎 東京都市大学共通教育部 教授
〃 Ｂ 大橋　洋輝 東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座 講師
〃 Ｃ 西村　晃 鳥取市立西中学校 校長
〃 Ｄ 望月　浩一郎 虎ノ門協同法律事務所 所長

大津会場
パネリストＡ 北野　孝一 日本サッカー協会 小学校体育サポートプロジェクトメンバー（金沢市立浅野川小学校 教諭）
〃 Ｂ 石見　拓 京都大学環境安全保健機構 教授
〃 Ｃ 中原　いずみ 滋賀県教育委員会保健体育課 指導主事
〃 Ｄ 溝内　健介 清水法律事務所 弁護士

津会場
パネリストＡ 紙谷　武 全日本柔道連盟医科学委員会 副委員長 (JCHO 東京新宿メディカルセンター 整形外科医長）
〃 Ｂ 安井　利一 明海大学 学長
〃 Ｃ 今井　一彦 四日市市立富洲原中学校 教諭
〃 Ｄ 西田　佳史 東京工業大学工学院機械系 教授

松山会場
パネリストＡ 田名部　和裕 日本高等学校野球連盟 理事
〃 Ｂ 武者　春樹 聖マリアンナ医科大学 名誉教授
〃 Ｃ 島﨑　勝行 有限会社 ASRE（アスレ） 代表取締役社長
〃 Ｄ 西田　佳史 東京工業大学工学院機械系 教授

大分会場
パネリストＡ 金岡　恒治 日本水泳連盟 理事・医事委員会 委員長（早稲田大学スポーツ科学学術院 教授）
〃 Ｂ 鮎沢　衛 日本大学医学部小児科学系小児科学分野 准教授
〃 Ｃ 田崎　弘宣 大分県立大分雄城台高等学校 主幹教諭
〃 Ｄ 木間　東平 全国学校安全教育研究会 会長（葛飾区立柴又小学校 校長）

前橋会場
パネリストＡ 井口　成明 桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部 准教授
〃 Ｂ 山中　龍宏 産業技術総合研究所人工知能研究センター 外来研究員（緑園こどもクリニック 院長）
〃 Ｃ 新井　康司 群馬県立高崎高等学校 教諭
〃 Ｄ 渡邉　正樹 東京学芸大学教職大学院 教授
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　目次

事業概要説明要旨　全会場共通 7 
　戸田　芳雄
  学校での体育・スポーツ事故を防ぐために～学校における体育活動での事故防止対策推進事業実施の概要～

実技講習会（発表要旨） 

１． 神戸会場 11
  三宅　良輔
  組立体操のイメージを変える～「きつい、危ない」から「楽しい、安全に」～

パネルディスカッション（発表要旨） 

２． 山口会場 15
 A 金岡　恒治
  飛び込み事故をなくす〈大分会場共通〉
 B 川原　貴
  体育活動における熱中症の予防〈佐賀会場共通〉
 C 中山　修身
  学校での事故を防ぐために ～代理人として活動した訴訟事例から～
 D 渡邉　彰
  学校管理下（体育活動中）における水泳事故（溺水）を防ぐために

３． 福島会場 25
 A 北村　憲彦
  安全で楽しい登山行事や山岳部活動のために
 B 武者　春樹
  学校スポーツでの突然死防止のために〈松山会場共通〉
 C 軽部　英敏
  福島県で起きている学校体育等（部活動含）の事故防止について
 D 溝内　健介
  スポーツ指導における指導者の責任〈大津会場共通〉

４． 青森会場 35
 Ａ 紙谷　武
  柔道による重症頭部外傷の現状と対策〈津会場共通〉
 B 上野　俊明
  スポーツ中の歯・口のけが事例分析と予防 10 か条
 C 村上　博樹
  体育・部活動等の安全対策
 D 井口　成明
  学校水泳活動で備えておくこと〈前橋会場共通〉

５． 金沢会場 45
 Ａ 田名部　和裕
  これで防げる野球練習中の事故〈佐賀・松山会場共通〉
 B 五十嵐　隆
  学校でのスポーツ事故：心臓突然死について
 C 北野　孝一
  学校でのサッカーによる事故を防ぐために〈横浜・大津会場共通〉
 D 佐藤　豊
  学校管理下（体育活動中）における水泳事故（溺水）を防ぐために〈佐賀会場共通〉

（敬称略）



5

６． 横浜会場 55
 Ａ 北野　孝一
  学校でのサッカーによる事故を防ぐために〈P.51 ／金沢会場参照〉
 B 安井　利一
  学校での安全教育・安全管理を歯・口腔の外傷予防から考える〈津会場共通〉
 C 田中　英登
  スポーツ活動時の熱中症予防と発症時の対応
 D 望月　浩一郎
  スポ一ツ事故予防のための具体的ガイドライン〈鳥取会場共通〉

７． 佐賀会場 65
 Ａ 田名部　和裕
  これで防げる野球練習中の事故〈P.47 ／金沢会場参照〉
 B 川原　貴
  体育活動における熱中症の予防〈P.19 ／山口会場参照〉
 C 渡瀬　浩介
  運動部活動リスクマネジメント
 D 佐藤　豊
  学校管理下（体育活動中）における水泳事故（溺水）を防ぐために〈P.53 ／金沢会場参照〉

８． 鳥取会場 69
 Ａ 渡辺　一郎
  ラグビー競技における重傷事故の傾向と防止策～特に頭頚部重障害事故に着目して～
 B 大橋　洋輝
  体育活動における頭頚部外傷
 C 西村　晃
  運動部活動における健康・安全・管理～中体連活動・大会運営に関する危機管理について～
 D 望月　浩一郎
  スポ一ツ事故予防のための具体的ガイドライン〈P.63 ／横浜会場参照〉

９． 大津会場 79
 Ａ 北野　孝一
  学校でのサッカーによる事故を防ぐために〈P.51 ／金沢会場参照〉
 B 石見　拓
  学校における心臓突然死対策と児童生徒への救命教育～救えなかったいのち ASUKA モデルから学ぶ～
 C 中原　いずみ
  学校における体育活動中の事故防止と事故発生時の対応について
 D 溝内　健介
  スポーツ指導における指導者の責任〈P.33 ／福島会場参照〉

10． 津会場 85
 Ａ 紙谷　武
  柔道による重症頭部外傷の現状と対策〈P.37 ／青森会場参照〉
 B 安井　利一
  学校での安全教育・安全管理を歯・口腔の外傷予防から考える〈P.57 ／横浜会場参照〉
 C 今井　一彦
  運動部活動での負傷・疾病とトレーニングについて
 D 西田　佳史
  傷害予防の基本的な考え方（３つのＥ）と実践法に役立つツール〈松山会場共通〉
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11． 松山会場 93
 Ａ 田名部　和裕
  これで防げる野球練習中の事故〈P.47 ／金沢会場参照〉
 B 武者　春樹
  学校スポーツでの突然死防止のために〈P.29 ／福島会場参照〉
 C 島﨑　勝行
  これで防げるスポーツ傷害 ～足関節捻挫の予防法～
 D 西田　佳史
  傷害予防の基本的な考え方（３つのＥ）と実践法に役立つツール〈P.91 ／津会場参照〉

12． 大分会場 97
 Ａ 金岡　恒治
  飛び込み事故をなくす〈P.17 ／山口会場参照〉
 B 鮎沢　衛
  児童・生徒の突然死対策 ～成果と課題～
 C 田崎　弘宣
  防災教育コーディネーターを中心とした安全管理体制の確立
 D 木間　東平
  小学校でのスポーツ事故の現状と日々の安全対策

13． 前橋会場 105
 Ａ 井口　成明
  学校水泳活動で備えてくこと〈P.43 ／青森会場参照〉
 B 山中　龍宏
  ゴールの転倒による死傷事故を予防する
 C 新井　康司
  学校現場における「部活動における重大事故防止のための安全対策ガイドライン」の活用事例 
  ～運動部活動中のハンマー投げによる死亡事故を教訓として～
 D 渡邉　正樹
  スポーツ事故防止のための危機管理

調査研究への取組 113

スポーツ事故防止対策協議会委員名簿 117

参考資料（体育活動における死亡を含む重大事故の傾向） 121
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事業概要説明要旨

全会場共通

戸田　芳雄氏

『学校での体育・スポーツ事故を防ぐために
～学校における体育活動での事故防止対策推進事業実施の概要～』
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事業概要説明要旨

『学校での体育・スポーツ事故を防ぐために』
～学校における体育活動での事故防止対策推進事業実施の概要～

　戸田　芳雄 ・学校安全教育研究所　代表
・明海大学客員教授

（略歴）
山形県生。山形県公立学校教員、山形県教育庁指導主事、山形県上山市学校教育課長を経て、文部科
学省教科調査官、スポーツ・青少年局体育官、国立淡路青少年交流の家所長、東京女子体育大学教授
（平成 30 年３月退職）。文部科学省で、保健体育科教育、学校健康教育等を担当。著書「学校・子ども
の安全と危機管理」（少年写真新聞社）他多数。第７・８期中央教育審議会・安全部会委員他。 

Ⅰ．趣旨
　本事業の趣旨は、体育・スポーツ活動中の事故による死亡等の重大な事故について、同様の事故が生
じないよう、発生原因・背景、防止のための留意点を把握し、それらを関係者間で共有し、指導等で参
考となるための取組を行うもので、災害の現地調査を含め、重大なスポーツ事故事例の発生の背景や要
因、再発防止のために留意すべき点や方策について、教育研究者、スポーツ医科学関係者等と連携して
把握・分析・研究を行い、事故防止に関する調査研究の成果等を教育委員会、学校関係者、スポーツ指
導者等と情報共有し、必要な取組や相互連携について研究協議、学校における体育活動での事故防止の
ための資料作成等を行うものである。
Ⅱ．事業実施期間　　令和元年６月３日～令和２年３月 31 日
Ⅲ．組織等
　スポーツ庁の委託事業である「学校における体育活動での事故防止対策推進事業」の調査研究実施機
関として、独立行政法人日本スポーツ振興センター内に「スポーツ事故防止対策協議会」を設置（令和
元年６月）。

図１　学校における体育活動での事故防止対策推進事業概念図

　委員は、医師、歯科医師、眼科医、弁護士、各競技団体、中体連・高体連・高野連などの教育団体、
学校教育関係者、安全教育研究者など 32 名で構成した。
Ⅳ．事業の経過（2019 年度）
スポーツ事故事例等の把握
　体育活動における死亡・重障害事故の傾向を把握するため、平成 10 年度～平成 30 年度の間に発生し
た体育活動（体育の授業、運動部活動、体育的行事等）における事故で、災害共済給付の死亡見舞金及
び障害見舞金（第１級～第３級）を給付した事例 849 例の他、平成 21 ～平成 30 年度の障害見舞金（第
１級～第 14 級）を給付した事例 1,601 例も対象とし幅広く傾向を分析した。
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　また、運動活動中における球技での事故事例につい
て、委員又は地域事務所（支所）職員による現地調査
等を行い、防止策などを探り、その成果をセミナーや
成果報告書により、全国の教育委員会、学校、スポー
ツ指導者等で情報を共有するとともに、学校安全 Web
で広く公表する。
Ⅴ．調査研究の概要（抄）
　本年度は、特に、運動活動中における球技での事故
に関する災害報告書等の内容を精査している。これま
で、スポーツ、医学、安全教育研究の専門家、地域事
務所（支所）の職員等が、事故が発生した現地あるい
は充実した取組を行っている学校等を訪問し、学校関係者等から事故時の状況、事故後の対応や事故の
未然予防の取組について、直接聴取し協議を行うとともに、事故防止対策等について検討を行ってきた。
　この結果、スポーツ活動での事故（以下、「スポーツ事故」という。）の発生には「主体の要因」、「運
動の要因」、「環境の要因」、「用具の要因」が関わり合っており、球技での事故においても、それらの要
因に対応して事故防止に努めることが必要であることが、改めて確認された。
　また、「指導の要因」、すなわち、指導者の取り組み姿勢、指導や管理の進め方、研修や共通理解に基
づく組織的な取組、児童生徒等とのコミュニケーションなどが事故の未然防止や事後の対応、発生時の
迅速的確な措置の実施に影響を与えていることが分かった。競技の特性に関わる事項や現地調査の結果
等については、必要に応じてパネリストにご紹介いただくこととし、ここでは割愛する。
Ⅵ．類似の事故を繰り返さないためのポイント
　本調査研究の結果を分析検討した結果、本協議会設置の目的である重大な類似の事故を繰り返さない
ためのポイントをまとめると以下のようになる。

＜学校での体育・スポーツ活動等における事故防止のポイント＞
１．指導者が安全に関する理解を深め、以下の点に留意して事故防止と安全確保を重視した競技会や部活動の運営
　に努めるなど危機管理意識を高め、生徒とも共有することが必要である。
２．生徒同士及び生徒と指導者のコミュニケーションに努め、異常を早期に発見・共有できるようにする。
３．正しい技術の習得や体幹強化や股関節の可動域の拡大などのトレーニング等を継続的に行う。　
４．安全指導は、競技の特性や過去の事故事例を踏まえて、効果的に行い、試合も安全指導（教育）の場と捉えて
　対応する。
５．学校保健安全法に基づいた健康管理（健康診断、健康観察と事後措置）を徹底するとともに、運動前、運動中、
　事後の健康観察を徹底する。
６．気象の急激な変化、長時間の練習や合宿、試合などでは、安全に特に配慮する。
７．AED は、活用しやすい場所に配置し、必要な場合にはためらわずに使用する。
８．各種の教材や資料を元に、ヒヤリハット体験、過去の事故事例を元にした研修の実施及び校内外の救急・緊急
　連絡体制を確立する。
９．関係する通知やガイドラインなどを確認し、教育委員会や各体育・競技団体等と連携した木目の細かい危機
　管理を進める。
10. 不可抗力とされていた事故の防止は、用具（安全保護具等）の積極的な活用を検討・工夫する。

Ⅶ．その他
　今年度の本事業の調査を実施して、時間の経過とともに情報が稀薄で不確かとなり、事故発生の状況
や当時の本人や関係者の動きなどが余りよく分からず、有効な事後の対策を立てることが困難になって
おり、事故の未然予防と迅速かつ的確な応急措置に関する研修の重要性を痛感した。
　また、「スポーツでけがをするのは当たり前」、「運が悪い」などと片付けずに、セーフティプロモー
ションの考え方である「事故や事件などによる外傷は予防できる」という基本理念のもと、教師や指導
者、児童生徒等、保護者や関係団体、行政等が協働し、安全に安心して暮らせる学校や地域づくり（安
全文化の創造）を進めていこうとする考え方を指導者が共有する必要がある。
　教員や指導者は、体育活動等のけがの防止と安全の確保に関する教育や取組が、短期的には個人や
チームのパフォーマンスの向上、中・長期的には学校生活や生涯にわたる日常生活の QOL（生活の質：
Quality of Life）の維持向上を図ることに役立つことを意識し、指導に当たりたい。




