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パネルディスカッション

前橋会場
令和元年 12 月 11 日（水）13 時 ~16 時 30 分

１. 事業概要説明

 戸田　芳雄氏

２. パネリスト発表要旨

 Ａ 井口　成明氏
  『学校水泳活動で備えておくこと』〈P.43 ／青森会場参照〉

 B 山中　龍宏氏
  『ゴールの転倒による死傷事故を予防する』

 C 新井　康司氏
  『 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　正樹氏
  『スポーツ事故防止のための危機管理』

３. 参加者との意見交換
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パネルディスカッションＢ　前橋会場

『ゴールの転倒による死傷事故を予防する』

　山中　龍宏
・緑園こどもクリニック　院長
・産業技術総合研究所　人工知能研究センター外来研究員
・NPO 法人　Safe kids Japan 理事長

（略歴）小児科医
1985 年 9月、プールの排水口に吸い込まれた中学２年女児を看取ったことから事故予防に取り組み始
めた。現在、日本学術会議連携会員、キッズデザイン賞副審査委員長、内閣府 教育・保育施設等にお
ける重大事故防止策を考える有識者会議委員。

Ⅰ．サッカーゴールやハンドボールゴールの転倒による死傷事故を予防する
　2017 年１月 13 日に福岡県の小学校でハンドボール用のゴールが転倒し、小学 4年生の児童が死亡す
る事故が起きた［１］。実は、その 13 年前の全く同じ日（2004 年１月 13 日）に、静岡県で、突風でサ
ッカーゴールが転倒し、中学３年生が死亡する事故が起こっている［２］。2018年１月23日にも静岡県で、
強風でハンドボールゴールが転倒する事故が起こっている。ゴールは杭や重りで固定することが決めら
れているが、これが徹底されずに事故が繰り返されている。産業技術総合研究所では、ぶら下がりによ
るゴール転倒の危険性や重大事故発生の危険性を詳しく調べる実験を行ったので、以下に報告する。
　日本スポーツ振興センターが一昨年まとめた報告書［３］によると、学校管理下におけるサッカーゴ
ールの傷害発生件数は、平成 25 年から平成 27 年度まで毎年 1,200 件を超えている。平成 25 年から平成
27 年度までの 3年間で要因別では、「運搬中落とす、はさむ」が一番多く 989 件（26.1%）である。また、
死亡等重大事故につながるゴール等の転倒は、「風で倒れた」「風以外で倒れた」「ぶら下がって倒れた」
を合わせると 223 件（5.9%）となっている。このようにゴールに関連する傷害は、死亡事故に至らない
軽症事故まで含めると学校環境下で、膨大な数が発生している。
　産業技術総合研究所では、ゴールの転倒要因となる「跳びつき、ぶら下がって、揺らす行為」によっ
てゴールがどのような力を受けるのかを計測する実験を行った。図１（左）に示すようなぶら下がりが
できる鉄棒のような装置、そこに取り付けられている２軸の力センサを用いて、中学生 10 名を対象に、
「跳びつき、ぶら下がって、揺らす行為」の際に発生する力を計測した。その結果、一人で発揮できる
力の成分の中で、ゴールを転倒させる力（地面と平行の向きの力）として、最大 405［Ｎ］の力が発生
していた。複数人（N人）になった場合は、これのN倍の値が発生する可能性がある。

図１：ぶら下がりによって発生する力の計測実験（左）と、ゴールの転倒実験（右） 

　次に、図１（右）に示すように、地面に設置した力センサと引っ張り力を計測できる力センサを用い
て、サッカーゴールを転倒させるのに必要な水平方向の力と、転倒時に地面に挟まれた場合に人体が受
ける衝撃力を計測した。その結果、重りなどの固定が無い場合、サッカーゴール（アルミ製）を転倒さ
せるのに必要な水平力は最小 242［Ｎ］であり、上述した 405［Ｎ］より小さいため、一人の中学生が
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ぶら下がり揺らすだけで容易に転倒してしまうことが明らかになった。また、転倒時の挟まれによる衝
撃力は、アルミ製：最大 18,980［Ｎ］、鉄製：29,283［Ｎ］であり、どちらも頭がい骨骨折を発生する値
を大きく上回る値であることがわかった。
　実験結果から、ゴール転倒による死傷事故の予防のためには、以下の点に留意する必要がある。以下
の内容は、資料［３］にまとめられているので活用いただきたい。
１）　 ゴールにぶら下がらない、跳びつかない、懸垂しない指導。一人がぶら下がるだけでも、ゴール

を転倒させる危険がある。転倒実験の動画も教育効果があると考えられる、動画の提供も行って
いる。

２）　 ゴールを杭または重りで固定する。強風でも容易に倒れるため、注意喚起だけでは不十分である。
アルミ製であっても、鉄製であっても、固定が不可欠である。100kg 以上の重り、もしくは、杭
で固定すべきである。最近では、固定しやすい杭も販売されている。

３）　 運搬の必要がある際には、複数人で行う。運搬の際に、ぶら下がって倒す方法は、挟まれ事故が
発生する危険があるので行わない。なお、労働基準法では、満 16 歳未満の男子が運搬して良い
重量は、15kg 未満とされている。

４）　 軽量なゴールを使用する。強固で重すぎるゴールから多くの問題が発生している。軽量で簡易な
練習用ゴールの使用も検討すべきである。

Ⅱ．サッカーゴール等固定をチェックするツール（協力のお願い）
　サッカーやフットサル、ハンドボール等の競技で使用するゴールの転倒による重大事故を予防するた
め、Safe Kids Japan では、１月 13 日を「サッカーゴール等固定チェックの日」と定め、新たな試みを
始めている。ゴール転倒による重大事故を二度と起こさないため、2018 年１月 13 日から２月 28 日ま
での１か月間、全国の学校や公園、スポーツ施設等において、ゴールがきちんと固定されているかどう
かチェックする試みを行った。学校のゴールが固定されている様子を写真に撮り、Web に投稿する写
真共有型のチェックシステムで、図２に投稿された例を示した。

図２：サッカーゴールの固定の様子を共有する活動

　このような写真を用いたチェックシステムの活動を継続して行いたいと考えている。協力いただけ
る学校は、ぜひ応募していただきたい。（問い合わせ先：http://safekidsjapan.org/inquiry/）

参考文献
［１］　朝日新聞「ゴール倒れ下敷き、小４男児死亡　福岡、体育の授業中」, 2017 年１月 13 日
［２］　 山中龍宏 “ サッカーゴールの事故 ”, 書籍「子どもたちを事故から守る　事故事例の分析とその

予防策を考える」, pp. 29-32, 2006 （http://safekidsjapan.org/prevention/　から入手可能）
［３］　 日本スポーツ振興センター , ゴール等の転倒による事故防止対策について , 2018 

（https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/H29goalpost/ H29goalpost.pdf）
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パネルディスカッションC　前橋会場

『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～

　新井　康司 ・群馬県立高崎高等学校教諭・陸上競技部顧問
・群馬県高等学校体育連盟陸上競技専門部副委員長

（略歴）
1994 年　　早稲田大学大学院人間科学研究科修了
1996 年～　群馬県立藤岡高等学校教諭
2001 年～　群馬県立前橋女子高等学校教諭
2010 年～　群馬県教育委員会事務局スポーツ健康課指導主事
2012 年～　群馬県教育委員会事務局健康体育課指導主事
2015 年～　現職

Ⅰ．はじめに
　平成 29 年 12 月 20 日に県立高校における放課後の部活動中、陸上部員の投げたハンマーが、同グラ
ウンドで活動していたサッカー部員の頭部に直撃し、その生徒が亡くなるという痛ましい事故が発生し
た。県教育委員会は、本件事故の原因の考察、学校及び県教育委員会の対応の調査、検証並びに今後の
再発防止に関する提言を行うことを目的として第三者検証委員会を発足させた。その後、検証委員会か
らの検証結果・報告を踏まえ、県教委では県高体連と連携し、「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」を策定し、県内中学校・高校等へ配布した。これを受け、学校現場においては、
運動部活動中における事故防止のための安全対策を推し進めているところである。

Ⅱ．運動部活動中のハンマー投げによる死亡事故の概要及び検証委員会について
（１）事故の概要
　平成 29 年 12 月 20 日（火）18 時 28 分頃、県立高校陸上部の練習中に男子生徒が投げたハンマーが、
同グラウンドで練習をしていたサッカー部男子生徒の頭部に直撃
した。すぐにサッカー部主顧問や他の職員が駆けつけ、AED や心
臓マッサージ等の処置を適切に行ったものの、その後、病院に救
急搬送されたが、その男子生徒は亡くなった。検証委員会からの
報告書によると、ハンマーを投げた陸上部３年の男子生徒は、後
輩である１・２年の女子生徒２名に指導をしており、女子生徒
に投てきフォームを教えるために女子用のハンマーを投げたとこ
ろ、左側に大きく外れた。ちょうどそこへ、同グラウンドで活動
していたサッカー部員がボールを拾いに来たところ、ハンマーが
頭部へ直撃したとのことであった（右図落下地点が事故現場）。

（２）本件事故発生の検証
検証委員会は事故発生の主な要因として以下のことを挙げた。
①練習内容及び投てき時の安全対策
　顧問同士で練習内容の確認や情報共有をする体制が不十分
であった。また、投てき練習時における監視役の重要性や役割、
責任等に関する指導が徹底されていなかった。さらには男子
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生徒が女子用ハンマーを使用する際の注意事項の指導や相応の安全対策が施されていなかった。
②当日のグラウンドでの活動状況
　通常、グラウンドでは主に陸上部とサッカー部が活動していたが、その使用方法に関する明確な
ルールが定められておらず、事故防止のためには活動時間や活動エリアを分けるなどのルール化と
その徹底が必要であった。

③指導体制及び顧問の関わり方
　事故発生時、顧問は不在であり、生徒のみで投てき練習が行われることを容認する指示をしてい
たが、投てき練習を行うのではなく、基礎的・基本的な練習を行うこと等の指示をすべきであった。
また、顧問が指導の場を離れる際には、安全に配慮した適切かつ具体的な指示を出し、未然に事故
を防止する必要があるが、その配慮が十分でなかった。

（３）再発防止に向けた主な提言
検証委員会は検証結果を踏まえ、再発防止に向けて、以下の内容について提言した。
①複数の部活動が行われるグラウンドにおける安全対策について
・投てき練習における場所の確保　・グラウンド使用のルールの明確化　・日没後の活動
②投てき種目の安全対策について
    ・声掛け　・監視　・異なる重量のハンマーを投げる際の注意事項の指導について

③部活動における顧問の関わり方について
・顧問立ち会いの原則　・顧問不在時の対応
④事故発生時及び未然に防ぐための対応について
・職員研修の実施　・危機管理マニュアルの見直し　・AED 設置場所の検討
⑤今後の県教育委員会の対応について
・競技別安全対策ガイドラインの策定 ・各学校における安全管理体制の構築
・生徒の安全意識の向上 ・学校施設の点検整備の促進
 

Ⅲ．「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」について
　県教育委員会は、検証委員会の報告書で提言されたことを受け、平成 31 年３月に安全対策ガイドラ
インを策定し、県内中学校・高校及び関係各所に配布した。その内容は、競技種目毎の安全対策はもち
ろんのこと、特に日常の活動時に潜む危険性として、複数の部活動が施設を共用する際の留意点につい
てクローズアップして記述されており、本件のハンマー投げの死亡事故がグラウンドを共用する部活動
間で起きたことを踏まえたものとなっていた。
　主な内容　◯部活動における死亡事故と安全管理
　（目次） ・体育的活動に内在する危険性
 ・各学校における安全管理体制の構築
 ・事故防止のための安全に配慮した適切な指導
 ・日常の活動時に潜む危険性（複数の部活動が施設を共用する際の留意点）　他
　　　　　　◯重大事故防止のための各競技種目安全対策ガイドライン（34 競技種目）

Ⅳ．学校現場における安全対策ガイドラインの活用事例
　本校では、運動部活動における安全対策や重大事故の再発防止を図るための本ガイドラインを活用す
るようにとの県教育委員会からの通達を受け、以下のような対応をとった。
（１）学校としての取組み
①年度当初の職員会議時において各部活動安全対策の確認の徹底を指示
②各部顧問間での安全対策ガイドラインの内容の共用及び安全対策・事故防止の確認
③各運動部長会議での安全対策・事故防止の確認

（２）陸上競技部としての（グラウンドを共用する部活間の）取組み
①日本陸上競技連盟「陸上競技安全対策ガイドライン」（映像資料）の活用
②活動時の安全対策の徹底（サッカー部・硬式野球部との連携）
③校外の陸上競技場の使用方法の再確認
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パネルディスカッションD　前橋会場

『スポーツ事故防止のための危機管理』

　渡邉　正樹 ・東京学芸大学教職大学院　教授
・日本安全教育学会理事長

（略歴）
東京大学教育学部卒、東京大学大学院教育学研究科博士課程修了、博士（教育学）。
鳥取大学教育学部講師、兵庫教育大学助教授を経て、現職。健康教育学・安全教育学専攻。
日本安全教育学会理事長、中央教育審議会初等中等教育分科会委員、中央教育審議会学校安全部会副
部会長、「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議座長他。

Ⅰ．学校におけるスポーツ事故の発生要因
　学校の管理下で発生する事故の原因は、大きく人的要因や環境要因という２つの要因で説明され、両
者が関わって事故が発生する。人的要因としては、不安定な心身状態、知識不足、危険な態度や行動、
不適切な服装などが挙げられる。環境要因としては、天候等の気象条件、地理的要因、施設・設備な
ど多岐に渡る。2010 年に JSC から発刊された「課外指導における事故防止対策」調査研究報告書では、
課外指導による災害に関する環境要因を４つに分類している（表 1）。

表1　環境要因の分類
　

同報告書では、中学校は「場所的要因」、「人的環境」の割合が高く、高等学校では「物的環境」、「場所
的環境」が高いことが報告されている。
　スポーツ事故では、人的要因とこれらの環境要因が複数関わりあって事故が発生し、負傷を引き起こ
し、時には障害や死亡の原因となる。

Ⅱ．スポーツ事故防止のための危機管理
　一般に危機管理は、予想（anticipation）、評価（assessment）、防止（prevention）、準備（preparation）、
対応（response）、回復（recovery）の段階がある。スポーツ事故に当てはめるならば、「予想」とは実
際に発生しうる事故、外傷を予想することである。もちろん、自分が経験したり、自分の学校において
発生したことがあったりする事故だけではなく、同じ競技・種目において起こっている事故、外傷につ
いての情報を得ることは、事故防止の基本となる。「評価」では、「予想」で得た事故や外傷の情報に基
づき、体育や部活の指導内容と環境について評価を行う段階である。これは次の「防止」についながる
ものである。
　「防止」から「回復」までは、危機管理の中心となる段階である。「防止」では次の取組が含まれる。
（１）定期的な安全点検を確実に実施する
　学校保健安全法では、校長の責務として、学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保
を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なくその改善を図るために必要な措置を講
ずることが示されている。また同法施行規則では、毎学期１回以上、児童生徒等が通常使用する施設

発表要旨

分類項目 備　　考

自然環境 熱暑・寒冷・降雨 · 湿気など

人的環境 部員数の多寡、部員間の関係（いじめ、 けんか、 じゃれ合いなど）、部員間の能力差
（中・高間の練習や試合、 OB の指導中など）

物的環境 卓球台やネットなどの用具・器具関係

場所的環境 狭隘な練習場所、 通常と異なる練習場所、 グラウンドなどの環境の不備など
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及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならないとしている。これは運動施設において
も例外ではない。定期的な安全点検はもちろん、日常的な安全点検も必要である。

（２）対人管理や安全指導の実施
　多くの場合、施設設備の不適切な利用など人的要因が関わって事故が発生している。たとえば死亡
事例の一つに、サッカーゴールにぶら下がったところ、ゴールポストが倒れて負傷したというものが
ある。この場合、行為自体が原因の一つとなっていることから、日頃から安全指導を徹底しておく必
要がある。

（３）活動時およびその前後の安全管理
　事故の発生は、体育や課外活動での運動時だけに限らない。施設設備の使用前あるいは使用後にも
発生する危険性がある。指導者は運動時だけではなく、活動前後にも注意を払う必要がある。環境に
ついても、施設設備や用具の安全管理を日常的に実施する。
　スポーツ事故では「防止」が重要であるが、実際に事故のリスクをゼロにすることは困難である。
そのため、事故発生を想定した「備え」が必要となる。事故によって重篤な怪我を負った場合に備え
て、その場に居た教職員が適切な一次救命措置がとれることが求められる。教職員が研修を受けるこ
とができるように学校安全計画に盛り込むことも必要である。AED の使用を含む心肺蘇生法はもちろ
ん、頭頚部外傷への対応や、止血法、熱中症への対応など、指導者は迅速かつ適切に行うことが求め
られる。その際、負傷者の救命のため、教職員がすぐに対処できる携帯用のマニュアルなどの使用も
効果的である。
　「対応」は「備え」という前提があって可能となる。「対応」では救命が最優先であるが、事故発生
要因の究明や、児童生徒はもちろん、保護者への対応も重要である。学校事故対応に関する調査研究
有識者会議が取りまとめた「学校事故対応に関する指針」（2016）では、事件事故発生直後からの原因
究明のための調査委員会の設置等の手続きを具体的に示すとともに、被害児童生徒等の保護者への支
援という視点を重視している。さらに、学校と被害児童生徒等の保護者間の連絡を円滑に進めるために、
中立の立場で現場対応を支援するコーディネーターを置くことを提言した。もちろんスポーツ事故に
も当てはまることである。これらは事後対応ではあるが、事件・事故発生後から対応を検討するので
は遅すぎる。体制作りなどは平時から進めておかなければならない。

Ⅲ．事故防止のための管理者・指導者の姿勢と組織的対応
　第１に過去の事故事件・災害事例に学ぶことである。JSC のデータベースを利用すれば、自校と類似
した状況での事故等の事例を知ることができる。これは適切な事故防止を進める上での貴重な基礎情報
となる。その際、自校でも発生する可能性があることを前提として取り上げることが重要である。
　第２に、このような情報を教職員間で共有することである。そのため、管理職と学校安全の中核教員
により校内研修を企画し、研修を通じて学校安全計画の確認や危機管理マニュアルの内容の周知徹底を
図る必要がある。その際、教職員間でリスクに対する共通理解を図ることが重要である。
　第３に、リスクの完全除去（ゼロリスク）よりも、リスクを軽減することをめざすことである。たと
えば学校の遊具からの転落事故はどの学校でも発生しているが、すべての遊具を撤去することはできな
い。そこで転落の可能性を想定して、遊具の下に緩衝材を置くことで、重大なけがの発生を軽減するこ
とが可能となる。スポーツの施設設備も同様である。
　しかし重大な事故等の発生を防ぐために、リスクを除去しなければならない場合もある。たとえば屋
外での運動部活動中に落雷が発生し、死亡事故につながることがある。このくらいならば大丈夫だろう
と安易に判断するのではなく、気象情報に注意を払い、活動の中止を決断することも重要なリスクマネ
ジメントである。そのためには過去の事故事例等をよく学び、予め中止のルールを作っておくことが望
ましい。




