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パネルディスカッション	 

富山会場	 
	 
	 

平成30年 10月３日（水）13時 30分～17時	 
	 
	 

	 

	 

	 

１.事業概要説明	 

戸田	 芳雄氏	 

２.パネリスト発表要旨	 

A	 北野	 孝一氏	 

『サッカーでの事故を防ぐために』	 

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	 眞田	 昭信氏	 

『高校におけるスポーツ事故と事故防止対策例』	 

D	 望月	 浩一郎氏	 

『スポーツ事故予防のための具体的ガイドライン』（徳島・島根会場共通）	 

３.参加者との意見交換	 
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メモ	 
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パネルディスカッションＡ	 富山会場	 

『サッカーでの事故を防ぐために』	 

北野	 孝一	 
・金沢市立大浦小学校教諭	 

・（公財）日本サッカー協会	 指導者養成部会	 

・（一社）石川県サッカー協会理事	 

（略歴）	 

1987 年	 	 筑波大学体育専門学群卒業	 

2008 年～	 （公財）日本サッカー協会キッズプロジェクト	 

2011 年	 	 上越教育大学大学院修士課程修了	 

2012 年～	 （公財）日本サッカー協会学校体育サポートプロジェクト	 

発表要旨	 

Ⅰ．学校におけるサッカーによる事故の現状	 

	 平成20～29年度に発生した体育活動中（体育の授業、運動部活動、体育的行事等）における事故で、

災害共済給付の障害見舞金を給付した事例1,579例の分析によれば、発生総数は10年で約半数に減少

している。AEDの普及やこれまでのJSC、学校現場での安全に関する取り組みが成果をあげていること

を示している。しかし、事故が無くなったわけではなく、繰り返される事故も見られることから、今

後も分析を進めながら取り組みを継続していかなければならないと考える。残念なことに、その中で

サッカーによる事故は223件とかなり多い。（種目別で２位）部活動等の競技人口の多い点や学校内で

の休憩時間等に多くの子どもたちがサッカーしているという状況が考えられるが、その反面、死亡な

どの重大な事故も含め、件数が多くなっているのは残念である。	 

	 

 
さらに、災害共済給付業務の実施によって得られる事故（総数6,549件）まで広げてJSCのデータベー

スを調べてみると（平成17～28年度）、サッカーでの事故の発生は382件となる。決して少ない数とは

言えないだろう。その382件の内訳は、運動部活動が241件、授業では81件、休み時間は29件、学校行

事・特別活動は31件と部活動における事故が群を抜いて多いことが分かる。重大事故の数でも部活動

24件、体育の授業中が５件となっている。学校におけるサッカーの事故を減らすためには、授業や行

事を中心とした学校の教育課程ばかりでなく、部活での活動について見直す必要がある。部活動での

サッカーの行い方、環境のあり方について検討、提示していかなければならないと考える。	 

	 

Ⅱ．重大事故から学ぶ	 

（１）重大事故の発生原因	 

過去10年間における重大事故の発生原因を見れば、学校での体育の授業中の事故５件の内訳は心臓

系突然死が２件、ゴール転倒による窒息死が２件、熱中症が１件となっている。一方、部活動をはじ

めとした課外活動での死亡事故は心臓系、中枢神経系突然死が大半を占める。（総数24件）その他、熱
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中症によるものが２件、その他の原因によるものが５件であった。特に、ゴール転倒による事故は危

険が周知されているにも関わらず、繰り返されている事故である。近年でも平成28年１月にも小学校

４年生が体育の授業中にゴールにぶら下がりによるゴール転倒で尊い命を失っている。	 

（２）ゴール転倒を防ぐために	 

	 ①ゴールが転倒したときに発生する衝撃力（産業技術総合研究所調べ）	 

	 	 	 鉄製ゴール	 	 	 	 	 	 約3,000㎏	 

	 	 	 アルミ製ゴール	 	 	 	 約1,000㎏	 

	 	 	 ハンドボールゴール	 	 約1,500㎏	 

	 	 	 ※頭蓋骨骨折は300㎏～350㎏で発生する。	 

	 ②転倒に要する力（②③いずれもJSC	 HPより）	 

	 	 	 鉄製ゴール	 	 	 	 約50kgf	 

	 	 	 アルミ製ゴール	 	 約24kgf	 

	 ③ぶら下がりや強風による転倒	 

	 	 	 １人がゴールにぶら下がった場合にかかる力は平均29kgf（ 大約41㎏f）になるので、アルミ

製ゴールであれば転倒してしまうことになる。ゴールの形状によっては鉄製ゴールであっても

転倒することになる。また、強風によってもゴールが転倒する可能性がある。風速20ｍでは

35kgf、風速25ｍでは55㎏fの力が発生する。このような強風によって発生する力ではアルミ製

ゴール、鉄製ゴールも転倒することになる。	 

	 ④転倒を防ぐには	 

以上のことから、強風はもちろん、人が１人ぶら下がっただけで、ゴールは転倒する可能性が

あることが分かる。そして、大きな衝撃力をもたらすゴールの転倒事故はひとたび発生すれば

取り返しのつかない重大な事故につながることが容易に予想できる。転倒の危険を回避し、事

故を防止するためには、以下のような対策を徹底しなければならない。	 

・ぶら下がりや跳びつきの行為は危険な行為であることを子どもたちに指導する	 

・重りや杭を用いてゴールを固定する	 

	 

Ⅲ．（公財）日本サッカー協会の安全に対する取り組み	 

	 日本サッカー協会では、学校での児童生徒を含め、すべてのプレーヤーに向けてサッカーを安全に

楽しんでもらうために様々な角度から事故に対する予防策・対応策を講じている。（指導者研修会、パ

ンフレット、HP等を通じて）	 

（１）予防策として	 

	 ①熱中症（https://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_guideline.pdf）	 

独自のガイドラインを作成し、大会・試合等の開催基準、運営方法を示した。（2016.3）	 

今年も猛暑が続いたため、試合時間を変更するなどの対応をしている。	 

	 	 例：WBGTによって、Cooling	 Break、飲水タイムを設けるなど	 

	 ②落雷（https://www.jfa.jp/about_jfa/report/PDF/h20060413_17_01.pdf）	 

	 	 落雷事故の防止対策の指針を作成し、基準を示した。（2006.4）	 

	 	 例：雷鳴で避難、再開は雷鳴が消えてから20分以上経過など	 

	 ③アレルギー対策（http://www.jfa.jp/football_family/medical/a05.html）	 

	 ④体調管理や成長障害（http://www.jfa.jp/football_family/medical/a08.html）	 

（２）対応策として	 

	 ①応急処置（http://www.jfa.jp/football_family/medical/a01.html）	 

②AED、一次救命処置	 

（３）その他	 

	 学校で安全にサッカーをプレーし、事故を防止するためには、先生の存在は大きい。どのように授

業を展開し、どう安全を確保するかについて提言している。	 

	 ①中学校部活動サッカー指導の手引きを作成（2018.7）	 

	 ②小学校体育サポート事業として書籍発行、研修会実施（2013～）	 
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パネルディスカッションＢ	 富山会場	 

『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客員研究員	 

・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、内閣府消費者安全調査委

員会専門委員。	 

発表要旨	 

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]。昨年度のセミナーでもサッカー

ゴールの危険に関する周知を行ったが、今年2018年１月23日も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管理下で、膨大な数発生している。	 

	 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と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、 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：ぶらさがりによって発生する力の計測実験とゴールの転倒実験	 	 

	 

	 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
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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 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： 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分かった。	 

	 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頂きたい。	 

	 

（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。 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。	 

	 

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、今年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ある。図２に投稿例を示す。	 

	 

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を持続するための活動を始めたいと考えている。協力頂

ける学校は、ぜひ応募頂きたい。（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」,	 2017/1/13	 

[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	 富山会場	 

『高校におけるスポーツ事故と事故防止対策例』	 

眞田	 昭信	 富山県教育委員会	 保健体育課	 指導主事	 

（略歴）	 

1991 年～	 富山県立高等学校	 富山県立特別支援学校	 保健体育科教諭	 

2017 年～	 富山県教育委員会	 保健体育課	 食育安全班	 指導主事	 

発表要旨	 

Ⅰ.はじめに	 

	 富山県の県立高校は、全日制高校38校、定時制高校５校の計43校である。全日制高校の規模は、１

学年３クラス（１クラス40人）から 大８クラスである。体育は、現行学習指導要領に基づき、７単

位から８単位で行われている。特別活動の体育的学校行事として、体育大会、球技大会をはじめ、マ

ラソン大会などを実施する学校もある。体育的部活動は、ハンドボール、ホッケー、ボート、フェン

シングなどが常に全国大会で上位に進出している。	 

 
Ⅱ.高校における負傷・疾病状況	 

	 （下記に示す日本スポーツ振興センター統計は、特別支援学校高等部を含んでいる。また、条件に	 

	 	 よって重複があるため合計に誤差がある。）	 

（１）場合別負傷・疾病件数	 

	 	 本県の高校における場合別負傷・疾病件数は、日本スポーツ振興センターへの申請状況より、表

１に示すとおり、平成29年度は、1,687件あり、体育的部活動61.6％、体育（保健体育）20.3％で起

きている。表２に示すとおり、全国の傾向とほぼ同じである。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

（２）体育的部活動別負傷・疾病件数	 

	 	 本県の高校における体育的部活動別負傷・疾病件数については、日本スポーツ振興センターへの

申請状況より、表３に示すとおり、平成29年度は、1,040件あり、バスケットボール部20.0％、野球

部18.8％、サッカー部15.5％で起きている。表４に示すとおり、全国状況では、サッカー部の件数

が多いものの、３つの部活動種目が上位を占めている傾向は変わらない。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

（３）体育（保健体育）での種目別負傷・疾病件数	 

	 	 本県の高校における体育（保健体育）での種目別負傷・疾病件数では、日本スポーツ振興センタ

ーの申請状況より、表５に示すとおり、平成29年度は、342件で、バスケットボール50.6％、サッカ

ー10．8％で起きている。過去３年間の傾向は変わらず、バスケットボールでの負傷・疾病件数が突

件数 割合 件数 割合 件数 割合
体育的部活動 1,099 61.3% 1,013 60.8% 1,040 61.6%
体育（保健体育） 365 20.3% 327 19.6% 343 20.3%
競技大会・球技大会 66 3.7% 44 2.6% 59 3.5%
運動会・体育大会 39 2.2% 62 3.7% 60 3.6%
合計件数 1,794 1,665 1,687

（日本スポーツ振興センター統計）

H27 H 28 H 29
表１　場合別負傷・疾病件数（富山県・公立高等学校　特別支援学校高等部含む）

種目 件数 割合 種目 件数 割合 種目 件数 割合
野球 207 18.8% バスケットボール 202 19.9% バスケットボール 208 20.0%
バスケットボール 199 18.1% 野球 186 18.4% 野球 196 18.8%
サッカー 160 14.6% サッカー 163 16.1% サッカー 161 15.5%
バレーボール 99 9.0% バレーボール 86 8.5% バレーボール 91 8.8%
ラグビー 57 5.2% バドミントン 51 5.0% バドミントン 52 5.0%
合計件数 1,099 合計件数 1,013 合計件数 1,040

（日本スポーツ振興センター統計　）

H27 H 28
表３　部活動別負傷・疾病件数（富山県・公立高等学校　特別支援学校高等部含む）

H29

件数 割合 件数 割合 件数 割合
体育的部活動 157,292 59.5% 157,377 59.0% 154,682 58.2%
体育（保健体育） 54,581 20.7% 55,332 20.8% 56,161 21.1%
競技大会・球技大会 7,971 3.0% 7,821 2.9% 8,240 3.1%
運動会・体育大会 4,321 1.6% 4,656 1.7% 4,682 1.8%
合計件数 264,205 266,601 265,585

（日本スポーツ振興センター統計）

H27 H 28 H 29
表２　場合別負傷・疾病件数（全国・全高等学校　特別支援学校高等部含む）

種目 件数 割合 種目 件数 割合 種目 件数 割合
サッカー 30,275 19.2% サッカー 30,312 19.3% サッカー 30,245 19.6%
バスケットボール 27,412 17.4% バスケットボール 26,949 17.1% バスケットボール 26,470 17.1%
野球 24,137 15.3% 野球 23,612 15.0% 野球 22,468 14.5%
バレーボール 13,173 8.4% バレーボール 13,597 8.6% バレーボール 13,765 8.9%
ラグビー 9,064 5.8% ラグビー 9,525 6.1% ラグビー 8,922 5.8%
合計件数 157,293 合計件数 157,377 合計件数 154,683

H 27
表４　部活動別負傷・疾病件数（全国・全高等学校　特別支援学校高等部含む）

H28 H 29

（日本スポーツ振興センター統計）
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出している。表６に示すとおり、全国の傾向も同じである。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Ⅲ.体育の種目、体育的部活動、学校行事におけるスポーツ事故防止対策例	 

	 本県の高校で負傷・疾病が起きる場合は、体育的部活動と体育の授業で８割を占めている。また、

部活動、体育の授業などで、負傷・疾病が起きる種目の傾向は、ほぼ固定しており、全国の傾向は、

ほぼ同じである。そこで、今後のスポーツ事故の減少を考え、その場合別のスポーツ事故防止対策例

をあげる。	 

（１）体育（保健体育）の授業におけるバスケットボールの事故防止対策例	 

	 	 体育の授業においてバスケットボール種目の負傷・疾病件数が突出している。そこで、バスケッ

トボールの事故防止対策例をあげる。	 

	 	 ①	 環境面の事故防止対策（エンドラインなどに物を置かないなど）	 

	 	 ②	 手首・足首の捻挫防止対策（ストップアンドゴーなど）	 

	 	 ③	 接触を少なくするための練習方法の工夫（３対３、アウトナンバーでのゲームなど）	 

（２）体育的部活動における野球部の事故防止対策例	 

	 	 体育的部活動において、体育で実施する種目と同様、バスケットボール、サッカーなど身体接触

の多い種目で負傷・疾病が多い。しかし、部活動別になると野球部の件数が多くなる。全国の傾向

も同じである。高校になると野球は硬式野球に移行する。そのため、危険度が高まり、負傷・疾病

の確率が高まると考える。また、バスケットボール、サッカーに比べ頭部、顔部の負傷・疾病が多

くなり、重症化する可能性も高いと考える。そこで、野球部の事故防止対策例をあげる。	 

	 	 ①	 選手・指導者の意識改革（危険なスポーツであることの自覚）	 

	 	 ②	 環境面の事故防止対策（グラウンド整備、ネットの修繕など）	 

	 	 ③	 練習方法による事故防止対策（剣道の小手を使ったバント練習など）	 

（３）体育的行事におけるマラソン大会の事故防止対策例	 

	 	 体育的行事における負傷・疾病の件数の占める割合は、体育的部活動及び体育の授業に比べると、

表１、２に示すように、全国及び本県においても占める割合は５％程度で低い。しかし、体育的行

事における安全管理は、学校としての管理が問われ、特に熱中症の対策は万全にしなければならな

い。そこで、熱中症の事故防止対策例をあげる。	 

	 （事例）「マラソン大会で、熱中症のため生徒が搬送された事例の次年度事故防止対策」	 

	 	 ①	 時期、スタート時間の変更（初夏から秋への変更など）	 

	 	 ②	 服装の変更（帽子の着用など）	 

	 	 ③	 健康観察の徹底（健康チェック票の活用など）	 

	 	 ④	 事前練習の変更（１ピークで大会に臨むなど）	 

	 	 ⑤	 生徒管理の変更（フィニッシュ地点を１箇所にする）	 

	 	 ⑥	 飲料水の変更（完走後のスポーツ飲料の提供など）	 

Ⅳ.最後に	 

	 学校におけるスポーツ事故は、ほとんどが体育的部活動、体育、体育的行事で起きている。また、

負傷・疾病が起きやすい種目、部活動種目、負傷部位などの傾向も明らかである。つまり、保健体育

科教員、部活動顧問、行事主務者として、事故防止対策を講じなければ安全管理を問われることにな

る。それぞれの場面、種目で再度安全管理を見直すことで、スポーツ事故を減らし、生徒の体力、競

技力を向上するなど、体育、部活動の本来の目標を成し遂げなければならないと考える。	 

 

種目 件数 割合 種目 件数 割合 種目 件数 割合
バスケットボール 146 40.0% バスケットボール 140 43.1% バスケットボール 173 50.6%
バレーボール 39 10.7% バレーボール 36 11.1% サッカー 37 10.8%
サッカー 37 10.1% サッカー 25 7.7% バレーボール 27 7.9%
ソフトボール 25 6.8% ソフトボール 23 7.1% ソフトボール 17 5.0%
柔道 25 6.8% 柔道 14 4.3% 柔道 12 3.5%
合計件数 365 合計件数 325 合計件数 342

（日本スポーツ振興センター統計　）

H28
表５　体育（保健体育）での種目別負傷・疾病件数（富山県・公立高等学校　特別支援学校高等部含む）

H29H 27	 
種目 件数 割合 種目 件数 割合 種目 件数 割合

バスケットボール 19,177 35.4% バスケットボール 19,151 34.9% バスケットボール 19,528 35.1%
サッカー 7,494 13.8% サッカー 7,502 13.7% サッカー 7,669 13.8%
バレーボール 5,890 10.9% バレーボール 6,217 11.3% バレーボール 6,197 11.1%
ソフトボール 2,692 5.0% ソフトボール 2,672 4.9% ソフトボール 2,836 5.1%
柔道 2,084 3.9% 柔道 2,082 3.8% 柔道 1,885 3.4%
持久走 1,587 2.9% 持久走 1,826 3.3% 持久走 1,919 3.4%
合計件数 54,124 合計件数 54,844 合計件数 55,681

（日本スポーツ振興センター統計）

H27 H 28
表６　体育（保健体育）での種目別負傷・疾病件数（全国・全高等学校　特別支援学校高等部含む）

H29
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パネルディスカッションＤ	 富山会場	 

『スポーツ事故予防のための具体的ガイドライン』	 

望月	 浩一郎	 虎ノ門協同法律事務所	 弁護士	 

（略歴）	 

1975 年	 山梨県立甲府南高校卒業	 

1979 年	 京都大学法学部卒業	 

	 1984 年	 弁護士登録（東京弁護士会）	 

所	 	 属	 東京弁護士会	 

専門分野	 スポーツ事故、医療事故、過労死･労災職業病事件	 

著	 	 書	 ・スポーツ法学入門（共著、1995 年）	 

	 ・ジュニアスポーツと安全（共著、1999 年）	 

	 ・スポーツの法律相談（共著、2000 年）	 

	 ・水泳コーチ読本（第２版、共著、2005 年）	 

	 ・水泳プールでの重大事故を防ぐ（共著、2007 年）	 

	 ・スポーツ医学実践ナビ-スポーツ外傷・障害の予防とその対応（共著、2009 年）	 

	 ・スポーツのリスクマネジメント（共著、2009 年）	 外	 

発表要旨	 

スポーツ事故の予防のために十分な対策が講じられているか？これを論じるのに労災事故の予防

と比較すると分かり易い｡	 

	 

強い風が吹くとさまざまな事故が起こる｡2004年１月13日､静岡県の中学校で､３年の男子生徒が突

風で倒れてきたサッカーゴールの下敷きになり､頭を強く打って死亡した｡さらにその５日後の１月

18 日､同校の校長が､自宅で自殺をするという悲しい結末となった｡	 

	 

文部科学省は､2009 年３月には､｢学校施設における事故防止の留意点について｣を公表した｡この中

には､｢移動式のサッカーゴール､バスケットボールゴール等による事故が発生しないよう､固定方法等

に配慮することが重要である｡｣､｢杭等により固定したり､十分な重さと数の砂袋等で安定させたりす

る等､転倒防止のため配慮することが重要である｡｣(63 頁)と記載されている｡	 

	 

それでは､市販のアルミ製サッカーゴール(様々なモデルがあるが一般的なものでも 170kg 前後の重

量がある)の場合に｢十分な重さと数の砂袋等｣はどれだけの総重量があれば足りるのか？強い風の時

には､さらに砂袋を増加すべきなのか？もっと重たい鉄製のサッカーゴールの場合には､総重量は？

現場の指導者から尋ねられても､私も答えを持っていない｡スポーツ界では､具体的なガイドラインが

示されていないからである｡	 

	 

一方､労働安全衛生の分野では､	 

･｢事業者は､高さが２メートル以上の箇所で作業を行なう場合において､強風､大雨､大雪等の悪天候の

ため､当該作業の実施について危険が予想されるときは､当該作業に労働者を従事させてはならな

い｡｣(労働安全衛生規則第 522 条)	 

･｢事業者は､強風のため､クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは､当該作業を中

止しなければならない｡｣(クレーン等安全規則第 31 条の２)	 

と定めており､強風の解釈例規として｢『強風』とは､10 分間の平均風速が毎秒 10 メートル以上の風

をいうものであること｡｣と明確な基準を設けている(昭和34年２月18日付け労働省基発第101号)｡	 
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同じように､｢学校施設における事故防止の留意点について｣では､｢サッカーゴール等重量のある移

動式の器具の移動時における事故を防止するため､教員等が指導した上で､安全に移動させることが可

能な人数を集めることや､経路の安全性を事前に確認する等､配慮することが有効である｡｣(63 頁)と

している。約 170kg あるアルミ製のサッカーゴールを移動させるためには､高校２年生男子ならば何人

が必要なのか？どのように人を配置して移動させることが安全なのか？どのような向きでゴールを持

てば安全なのか？これらの点についても私は答えを持っていない｡	 

	 

安全対策は､｢安全に注意しよう｣では､行動規範としては不明確で意味がない｡具体的で明確な行動

規範を決めなければ､科学にならない｡	 

	 

かねてから､プールのスタート台から競泳のスタートを試みて､水底に頭部を打ち付ける事故は繰り

返されている｡私は､1980 年代後半から国が責任を持って科学的根拠がある基準を示すべきであると

意見してきた｡もうすぐ 30 年が経とうとしている｡	 

	 

しかしながら､文部科学省の｢学校施設における事故防止の留意点について｣(平成 21 年３月)では､	 

①｢プールに関する留意点については､文部科学省･国土交通省の｢プールの安全標準指針｣(平成19年３

月)､日本水泳連盟の｢プール公認規則｣(平成 17 年４月)と｢プール水深とスタート台の高さに関する

ガイドライン｣(平成 17 年７月)を参考とする｡」	 

②「プールで飛び込み時に失敗すると､頭部を打ちつけ､重大な事故となることが多い｡スタート台の設

置については､｢プール公認規則｣､｢プール水深とスタート台の高さに関するガイドライン｣を参考

に､適正なプールの水深を設定し､水深の表示を行うとともに､適切に位置･高さを選定し､設計する

ことが重要である｡」(56 頁)	 

としか示していない。現在でもこれが国の 新のガイドラインである｡	 

	 

国が示す｢適正な深さ｣は具体的には？スポーツにおける安全確保のために､国が果たすべきことは

まだまだある｡労働安全衛生を参考に具体的なガイドラインを示すことが肝要である｡	 

	 

同様の問題は､近時､注目を浴びている組立体操でも同様である｡	 

スポーツ庁は各教育委員会等に対して､2016 年３月 25 日、｢組体操等による事故の防止について｣と

の事務連絡を発し､運動会等で組立体操を実施するか否か､実施するならばどのような組立体操を行う

のかについて､文部科学省あるいは教育委員会が決定するのではなく､各学校の判断とした｡教育行政

は､教育内容には過度に干渉することなく各学校の自主性を尊重するという態度が根拠と推測される｡

教育の自由・自主性に対する配慮は必要である。	 

	 

しかし､組立体操について､ピラミッド型、タワー型、サボテン型などの様々なスタイルごとにどの

ようなリスクが生じるのか。	 

同じピラミッド型でも、スタイルは様々であり、各スタイルの組立体操の各段の生徒にかかる平均

的荷重、揺れることにより増減する荷重がそれぞれどれだけとなるのか、生徒が安全に耐えうる荷重

は？このような科学的知見を踏まえて安全に指導するポイントは何か？これらに対する答えを得るた

めには、生徒の学年や性差による体格･体力は考慮されるべきだが､地域差は大きな要因とはならない｡

地域差がないならば、これらのリスクや安全に指導するポイントを、各教育委員会に委ねて個々に解

明するよりは、スポーツ庁が専門的な機関に委託をして､組立体操に内在する危険の内容を明らかに

し､安全に組立体操を実施するための手段を示す方がはるかに効率的である。	 

	 

教育行政は､事故を予防するための「指導及び助言」をすることは可能であるし、これを行うこと

は責務である。教育行政が、事故を予防するために必要な、科学的根拠に基づいたデータを提供し、

学校が容易に適切な判断をできる環境を整えることが求められている。	 

 




