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はじめに
  幼児にとってスポーツは遊びのひとつで
あり、成長に際して重要です。スポーツは
幼児に楽しさを与えるのみならず、スポー
ツをとおして自らの限界に挑戦して身体
的、精神的、社会的に幼児を成長させ、創
造性や主体性、運動能力を向上させます。
  昨今は、体育教諭や体育大学出身のコー
チの指導の下、毎日、体育館でマット運動
や跳び箱、体操を行ったり、グラウンドで
サッカー等、球技を行ったり、スキー、ス
ケート、水泳、登山等の野外実習も行うよ
うな、スポーツに重点を置いた認可外保育
園も人気があります。また、有名私立幼稚
園・小学校の受験対策を行う体操指導教室
や、将来プロ選手になることをも視野に入
れて、幼児に英才指導を施す幼児体操教室、
サッカー教室、テニススクール等も人気が
あります。
　このように身近であるとともに注目度の
高い幼児スポーツですが、スポーツは身体
運動を伴いますから、本質的に生命・身体
を損傷する事故の危険が内在しています。
とくに幼児は好奇心と意欲が旺盛ですの
で、危険なスポーツに惹かれ、あえて冒険
や挑戦をし、時に予期しない行動に出るこ
とがあります。また、幼児は発育発達段階
によって体格や体力が個々に異なりますし、
安全に関する能力も未熟ですので、幼児ス
ポーツ指導に携わる幼稚園教諭、保育士、
各種スポーツのコーチ等は、個々の幼児の
特性を把握したうえで、発育発達段階に応
じた安全配慮を行わなければいけません。
　本稿では、幼児スポーツに特有の注意事
項、幼児スポーツ指導者の負う義務、幼児

スポーツに関する事故案件を概観したうえ
で、幼児スポーツを事故なく安全に行うに
はどうしたらよいかについて述べたいと思
います。
      
幼児スポーツに特有の注意事項
　まず、幼児は好奇心や意欲の旺盛さゆえ
に危険な冒険や挑戦をし、時に予期しない
行動に出ることがあること、危険に対する
予知能力や判断能力、事故の回避能力等安
全に関する能力が未熟であることを大前提
として理解しておかねばなりません。
　また、身体的な特性としては、発育発達
段階によって体格や体力が個々に異なり未
熟であること、視野が狭いこと（たとえば、
６歳児の視野は垂直方向で 70°、水平方向
で 90°と大人の半分程度しかない）も理解
しておきましょう。幼児個々人の発達状況
により活動状況や体格や体力が異なるた
め、体格の異なる異年齢の幼児らが一緒に
スポーツをする際には、幼児同士の接触に
よる事故やケガが生じやすいので、とくに
注意が必要です。
　屋外でのスポーツ時には気持ちが開放的
になり、普段以上に大胆な行動をとるよう
になるとともに、天候や気温、これに伴う
水分・塩分補給といった熱中症対策、落雷
や虫刺されにも注意を払う必要がありま
す。
　用具・器具や園庭・グラウンド内の遊具
等施設については、子ども目線の配慮を施
して安全点検や管理を行いましょう。幼児
の衣服、リボンやベルト、フード、かばん
の紐等は遊具・器具に引っかかり窒息等、
事故の原因になるので、スポーツ時の衣服

にも注意が必要です。靴をちゃんと履いて
いるか（かかとを踏んづけたりしていない
か、脱げやすいサンダルでないか）、滑り
やすい靴下ではないか、素足だと危険な場
所（トゲ等が刺さるおそれや炎天下のコン
クリート上では足裏を熱傷するおそれ）に
も注意が必要です。
　スポーツにおいては大人の場合と同様に
きちんとルールを守らせることも大事で
す。ふざけっこ、押し合いっこやケンカを
しないこと、用具・器具は正しい使用方法
で使うこと、順番を守ること、他の幼児ら
と安全な距離を保つこと等を指導しましょ
う。そのうえで適切に人員配置された教諭・
保育士・コーチらがすべての子に目配せ、
見守りを行い、適切に必要な補助をするこ
とが必要です。
　指導者における注意事項としては、過度
に競争意識を煽るあまり、できない子に「バ
カ！」、「なんでできないの！」等と安易に
暴言を吐いたり、できるまでみんなの前で
何度もやらせることが子どもにとって精神
的身体的に大きな苦痛になる場合がありま
す。行きすぎた厳しい指導は虐待になって
しまう場合がありますので注意が必要で
す。

幼児スポーツ指導者の負う義務
　幼児を幼稚園に入園させる場合、当該幼
児の両親（保護者）と幼稚園との間には、
幼稚園が当該幼児に学校教育法に従った保
育を提供する旨の入園契約が存在します。
幼児を保育園に預ける場合、当該幼児の両
親（保護者）と保育園との間に幼児保育委
託契約が存在します。
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　幼児にスポーツ指導（体操指導教室や
サッカー教室等）を受けさせる場合、当該
幼児の両親（保護者）と各スポーツ教室と
の間には、スポーツ教室が当該幼児に当該
スポーツ指導を提供する旨の委託契約が存
在します。そしてこれらの契約のいずれに
も付随する義務として、幼稚園・保育園は
保育にあたって、スポーツ教室はスポーツ
指導にあたって、それぞれ幼児の生命、身
体および健康等を危険から保護するよう配
慮すべき義務（安全配慮義務）を負ってい
ます。
　この点、判例は「心身共に未熟な幼稚園
児の教育、監護に当たる被告（＝幼稚園）
としては、担当教員において、可能な限り
園内における園児の行動を見守り、危険な
行動に及ぶ園児に適宜注意を与えるなど、
園内での事故発生を未然に防止すべき安全
配慮義務を負っている」と判示しています

（松山地裁Ｈ 9・4・23 判決、判タ 967 号
203 頁）。
※各判決の具体的事案や事実認定、過失等の認定
の詳細をお知りになりたい方は、上記括弧内記
載の判決にあたっていただき、全文をお読み下
さい。以下同様。

　さらに具体的には、幼稚園教諭や保育士
等においては、子どもたちの安全を確保し、
子どもの個体差を把握し、それに応じた保
育を行うために「子どもが、どこで、誰と、
どんなことをしているのかを常に把握する
ことが不可欠であって、少なくとも自分が
担当する子ども達の動静を常に把握する義
務を負っている」と、保育士に園児の動静
把握義務を認めた判例もあります（さいた
ま地裁Ｈ21・12・16 判決、判タ1324号
107頁）。
　このように受任者である保育実施者（幼
稚園、保育園、園長、教諭、保育士等）や
スポーツ指導者は善良な管理者の注意義務
をもって保育ないしスポーツ指導にあたら
なければならず、保育実施者やスポーツ指
導者が安全配慮義務を怠って幼児に事故を
発生させてしまった場合、当該幼児および
その保護者に対して、事故によって生じた
損害を賠償すべき義務を負います（安全配

慮義務違反による債務不履行責任（民法
415 条））。また、保育実施者やスポーツ指
導者に過失（注意義務違反）が認められた
場合には、不法行為に基づき損害賠償義務
を負い（民法 709 条）、その使用者（幼稚園、
保育園、スポーツ教室等）は不法行為の使
用者責任に基づき損害賠償義務を負います

（民法 715 条 1 項）。
　また、保育者やスポーツ指導者が業務上
必要な注意を怠り、よって幼児を死傷させ
た場合は業務上過失致死傷罪で罰せられる
ことがあります（刑法 211 条 2 項）。
     
幼児スポーツに関する事故案件
　幼児は心身共に未熟ですので、幼児ス
ポーツに関して事故が起こることがままあ
ります。本稿では、不幸にして起こってし
まったスポーツ事故の案件と、そこから学
び得る教訓をご紹介します。

１.プールにおける事故
　幼児のプールでの事故は数多く発生して
います。プールでの事故は死亡事故につな
がりやすいのでとくに慎重な配慮が必要で
す。判例や報道された事故事案としては以
下のようなものがあります。
〈事故事案 1〉

   私立幼稚園が室内温水プールで水泳指
導を行っていたところ、自由遊びの時間に
監視役の教諭が誰も気づかないうちに、年
少組の 3 歳園児が溺死した事案。
　当該 3 歳園児は身長 95cm で年少組の
なかでも背が低いほうであり、水泳の技量
はビート板を持ってバタ足で進むことがで
きる程度で補助具なしでは泳げなかった。
　判決は「対象者が 3，4 歳児で泳げない
園児の場合、たとえ水に慣れ、ビート板に
捕まって泳いでいたとしても、不意にビー
ト板から手が離れる等不測の事態が発生す
ると、そのほとんどが直ちに立ち上がるこ
とを考える余裕等なく、驚愕の余り慌てふ
ためき、ただ恐怖に駆られて水中でもがき、
通常考えられる合理的行動に出ることを期
待することは到底出来ず、このため生命の

危険率が極めて高い。」として、監視役の教
諭は「監視者としては事故防止のためいさ
さかの気の緩みも許されないとの厳しい心
構え、使命感をもってその実行に遺漏の無
いよう期すべき」と厳格な監視義務を求め
た。
　本件幼稚園では各教諭の監視能力、監視
能力に応じた監視可能園児数、監視者の各
位置関係およびそこでの具体的監視法、並
びに監視者相互の緊密な連携保持法といっ
た基本的事項についても具体的な検討、研
究をしておらず、単に一般的に行われてい
る人員、位置等を形式的にならっていたに
すぎなかったとして、幼稚園教諭の過失に
基づく共同不法行為を認め、幼稚園の不法
行為責任（使用者責任）を認めました。（大
阪地裁Ｓ62・3・9 判決、判タ651号140頁）。
〈事故事案 2〉

  市営プールで開催された「母と幼児の水
泳教室」に参加した母親が参加者以外の 3
歳 8 カ月の幼児を同伴し、自ら水泳指導を
受けている間に、プールサイドで遊んでい
た同幼児がプール槽に誤って落ち込み、泳
ぐことができず、溺死した事案。
　判決は「幼児を対象とする水泳教室を実
施している時間帯だけは監視員を増員して
監視態勢の強化を図り、管理の適正を期す
る必要があった」、「特に幼児等が一般用
コースに近づくことの無いよう注意を厳に
させることは勿論少なくとも、幼児を対象
とする水泳教室が実施されている場合に
は、他の嘱託指導員に応援を命じる等して
監視態勢の強化を図り、もって事故の発生
を未然に防止すべきであった」が、被告市
においてはかかる監視態勢が十分でなかっ
たとして、本件プールは営造物としての人
的施設および管理体制の両面においてその
設置管理に瑕疵があったと認め、被告市に
国家賠償法 2 条 1 項に基づく損害賠償責
任を認めました（福岡地裁Ｓ59・8・9 判決、
判タ 545 号 204 頁）。　
〈事故事案 3〉

　以上に紹介した判例の他にも、幼児の
プール事故案件は数多く報道されていま
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す。
  茨城県五霞町の認可外保育所で家庭用ビ
ニールプールで遊んでいた 3 歳の幼児が
プール内で転倒して溺死した事故では、保
育園の園長には事故を防ぐ注意事項を保育
士に指示しなかった過失、保育士には幼児
の動きを注視しなかった過失をそれぞれ認
め、園長と保育士がそれぞれ罰金 50 万円
の略式命令を受けています（Ｈ27・3・18、
産経ニュース）。
〈事故事案 4〉

　神奈川県大和市の幼稚園のプール（水深
約 20㎝、直径最大約 4.6 ｍで楕円形屋内
プール）で 10 分間ほど約 30 人の園児が
プール活動していたところ、監視役の担任
教諭が遊具片づけで園児から 30 秒程度目
を離した間に 3 歳幼児が溺死した事故で
は、担任教諭は過失を認め罰金 50 万円の
略式命令を受け、園長については安全教育
を怠ったとは言えない、プールの規模や形
状からも複数監視態勢を取らなかったこと
が園長に要求される行動基準を逸脱すると
は言えない等として無罪となりました（Ｈ
27・3・31、朝日新聞デジタル）。
〈事故事案 5〉

　その他、京都市内の保育園のプールで
プール遊びをしていたところ 4 歳の幼児が
溺死した事故や、世田谷区の無認可保育施
設での水泳の授業中に 2 歳の幼児が溺れて
一時意識不明の重体となる事故（Ｈ24・7・
5、ANN ニュース）が公表ないし報道さ
れています。
  上記はいずれもプール活動中の溺死事故
案件ですが、その他、プールの吸水口に吸
い込まれて死亡する事故や、飛び込み時に
頭から深く入水して水底に頭部を打ちつけ
る事故も発生しています。
　このようなプールでの事故を防ぐために
は、排水口のチェック、監視員や救護員の
配置など適切かつ円滑な安全管理を行う管
理体制の確立、指導員、監視員および救護
員に対する十分な安全教育と訓練等を徹底
する必要があります。また、プールで幼児
が転んだ場合、顔の位置が水中になる場合

がありますので、常に監視できる位置に監
視員等を配置することが必要です。

2.鬼ごっこにおける転倒事故
　市の保育園の園庭にてクラス全員で鬼
ごっこをしていたところ、5 歳の園児が鬼
役の園児に背中を強く押されて足がもつれ
て転倒し、保育園建物玄関前のタイルレン
ガ製の玄関ポーチの角に前額部をぶつけて
額に 3 cm の裂傷を負った事故。
　判決は保育園を経営する市の義務につき

「園児の両親と市との間には幼児保育委託
契約又はこれに準じる法律関係が存在する
から、この付随義務として、市は保育に当
たり児童の生命、身体及び健康等を危険か
ら保護するよう配慮すべき義務を負ってい
る」とし、「児童福祉施設の構造設備は、
採光、換気等入所している者の保健衛生及
びこれらの者に対する危害防止に十分な考
慮を払って設けられなければならない。」
と判示しました。
　そして「保育園の児童は、いまだ危険状
態に対する判断能力や適応能力が十分でな
いため、保育園の保母から一定の注意を受
けていたとしても、そのような指導に従わ
なかったり、あるいは遊びに夢中になるう
ちにそのような注意を失念したり、危険性
の認識を欠く等して、危険な場所に不用意
に近づく児童もいないとは限らないので
あって、保育所の設置に当たっては、この
ような園児の行動様式も考慮して、安全な
構造、設備を選択すべきである。」とし、
本件に関しては「園児が園庭や玄関前の
ポーチで転び、その結果、園庭、玄関前の
ポーチ、その縁止部分等に体の一部をぶつ
けることは必ずしも珍しいことではなく、
むしろ当然予想されることであるから、こ
れらの構造、設備はそのような場合でも些
少の打撲傷等は格別、重大な負傷を生じな
いような形状、材質でなければならない」
として、本件ポーチの位置や利用状況、園
児の年齢や判断能力、ポーチに保護措置を
施すことは予算的にも技術的にも著しい負
担を強いるものでないこと等を勘案し、園

児が重大な怪我を負わないような措置を
採っていなかったことはポーチの設置また
は管理に安全配慮義務違反があったとし
て、市の責任を認めました（東京地裁八王
子支部Ｈ 10・12・7 判決、判例地方自治
188 号 73 頁）。
　鬼ごっこ、長・短距離走、サッカー等、
球技等を行う場合、異年齢等体格が異なる
子ども同士だと接触事故が起きやすいこ
と、子どもの視野は狭いこと、ちょっとし
た段差でバランスを崩したり、急な方向転
換で物や人にぶつかったりすること等に留
意し、安全な環境整備を行う必要がありま
す。

3.綱引きにおける親指切断事故
  幼稚園にて年少組園児を男子組と女子組
の 2 組に分け、教諭も女子組に混ざって運
動会の綱引き競技の練習をしていたところ、
男子組に年長組園児５・６人が突然加勢し
て輪型に巻き取っておいた綱の先端部を延
ばして引っ張り、教諭の制止を無視して綱
の端を強く引っ張ったため、男子組の先端
で綱を引いていた年少組園児が綱と園舎の
鉄柱との間に右手親指をはさまれて右手親
指の先端部を挫滅切断してしまった事故。
　判決は、教諭の過失につき、「綱の先端
部を輪型に巻き取って短くしたのであれ
ば、その上から更に紐で縛る等してこれが
容易に解けないようにしておくべきであっ
た」、「年少な園児のこととて、競技中どの
ような突発事が生ずるかもしれないのであ
るから、女子組がいくらか劣勢であったか
らといって、これに加勢して一緒に綱を
引っ張るようなことをしないで双方の状況
をよく監視し、他の組の園児が勝手にこれ
に加わって競技を乱すようなことをしよう
とすれば、いつでも直ちにその場に駆けつ
けてこれを制止することが出来るような態
勢をとっておくべきであった」等として過
失を認め、幼稚園の使用者責任を認めまし
た（大阪地裁Ｓ 48・6・27 判決、判時 727
号 65 頁）。

基礎から学ぶ「スポーツと法」
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スポーツ法政策研究会
代表幹事／菅原哲朗・キーストーン法律事務所
●入会方法
参加資格／幹事の承認を得たうえで参加してい
ただきます。
年会費／ 5,000円
入会申し込み／会入会希望の旨を下記事務局ま
で、電話、FAX、E-mailにて申し込み、事務
局から送付する所定の申込書に必要事項を明記
し返送する。
●事務局
〒 150-0012　東京都渋谷区広尾一丁目 11番
2号　アイオス広尾ビル 301号室
事務局長／弁護士　西脇威夫（西脇法律事務所）
TEL：03-6450-2953　　
FAX：03-6450-2954
E-mail：takeo.nishiwaki@nishiwakilaw.com
http://sports-law-seisaku.jp/contact.html

4.施設に関する事故
〈事故事案 1〉

　5 歳の幼児が町立中学校のテニスコート
の審判台に上って遊んでいた際、本来の用
法とは異なり座席部分の背当てを構成する
左右の鉄パイプを両手で握って審判台の後
部から降りようとしたところ、審判台が後
方に倒れ、幼児もそのまま仰向けに倒れて
審判台の下敷きとなって死亡した事故。
　公の営造物の設置管理者としての町の責
任が争点となり、「審判台が本来の用法に
従って安全であるべきことについて責任を
負うのは当然として、その責任は原則とし
てこれをもって限度とすべく、本来の用法
に従えば安全である営造物について、これ
を設置管理者の通常予測し得ない異常な方
法で使用しないという注意義務は利用者で
ある一般市民の側が負うのが当然であり、
幼児について異常な行動に出ることがない
ようにさせる注意義務はもとより第一次的
にその保護者にある」として町の責任を否
定しました（最高裁Ｈ 5・3・30 判決、判
タ 856 号 197 頁）。
〈事故事案 2〉

　校庭のサッカーゴールに 8 名の児童らが
ぶら下がって遊んでいたところ、児童らの
重量でサッカーゴールが倒れ、その鉄枠の
部分が付近で遊んでいた 2 歳 11 カ月の幼
児の頭部を強打し、幼児が脳挫傷により死
亡した事故。
　本判決は、サッカーゴールは四隅の脚の
部分に鉄杭を打ち込んで地面に固定し容易
に動かない状態にしておくべきところ、本
件では杭を打たずにそのまま放置されてい
たこと、鉄杭等サッカーゴールを固定する
ための何らの装置も見い出し得なかったこ
とから、「サッカーゴールは通常講じられ
るべき転倒防止のための措置が採られてい
なかったため、危険な状態にあった」とし
て、サッカーゴールの設置または保存につ
き瑕疵を認め、土地の工作物であるサッ
カーゴールの所有者兼占有者である学校の
責任を認めました（岐阜地裁Ｓ 60・9・12
判決、判時 1187 号 110 頁）。

幼児スポーツを事故なく安全に
行うには
  幼児スポーツにおいて事故を防ぐために
は、保育実施者やスポーツ指導者において
前記の幼児スポーツに特有の注意事項を
しっかりと理解しておくことが重要です。
幼児が好奇心の旺盛さゆえに危険な行動や
予期しない行動に出ること、身体が成長途
中でありバランスを崩しやすいこと、視野
が大変狭いこと等を踏まえて、子どもの目
線に立って、リスクマネジメントを行い、
スポーツ環境を整備しましょう。
　想定されるリスクに対する体制および対
応策を検討し、措置を講じておきましょう。
具体的には、

（1）過去の事故案件および事故に発展する
可能性のある「ひやり・はっと」事例を洗
い出し、これを周知して問題点を共有化す
るとともに、それらの事故原因を検討・分
析する。

（2）事故原因の分析結果を元に、想定され
る事故予防対策を行う。すなわち、器具、
遊具、用具、設備等については亀裂、変形、
腐食等がないか安全点検し、耐用年数を勘
案して適宜取り替えを行う。体育館やグラ
ウンド等スポーツ環境については危険箇所
がないか毎日確認を行う。スポーツ実施時
の指導者・監視者の人員配置や連携を検討・
実施する。これらにつき安全配慮チェック
リストやマニュアルを作成しておくことも
有用です。

（3）定期的に施設等については安全点検を、
保育実施者・指導者においては救命講習会
も含めた各種研修や訓練等を行い、事故対
策がきちんと実践されているか確認するこ
とも大切です。
　スポーツ実施時の注意事項としては、指
導者・監視者を適切に人員配置し、過信や
油断なく常に緊張感をもって指導や監視を
行い、幼児に適宜必要な補助を行うことが
重要です。
　幼児はその年齢や発達状況によって、活
動状況や身体の大きさも異なりますので、
指導者においては子ども一人一人を十分理

解し、体格の異なる異年齢の幼児らが一緒
にサッカー等スポーツをする際には接触事
故等が起こらないよう十分な目配り、配慮
を行う必要があります。普段から粗暴な子
や当日体調のよくない子の行動はとくに注
視しましょう。また、プールでは死亡事故
等重大事故が起こりやすいので十分に注意
を払い、必ず複数人での指導・監視を行う
ようにしましょう。
　万が一、事故が起こってしまった場合に
は、直ちに対応しましょう。事案に応じて
適切な応急措置や迅速な 119 番通報で救
急車要請を行います。幼児の心肺蘇生法は
人工呼吸の方法や心臓マッサージの位置等
が成人とは異なりますので、保育実施者・
指導者は普段から救命講習を受けておき、
いざというときに冷静に対応できるように
しておきましょう。
　しかし、どんなに注意を払っても事故は
ゼロにはなりませんので、リスクマネジメ
ントの一環としては、任意保険の加入につ
いても検討するのがよいでしょう。

基礎から学ぶ「スポーツと法」


