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はじめに
　スポーツクラブや部活には、合宿や遠征
がつきものです。
　特に、これからの季節、学校が夏期休暇
に入れば、多くのチームで合宿や遠征を予
定していることと思います。筆者も小学生
のころから、嬬恋高原や山中湖、河口湖な
どに合宿や遠征に出かけました。
　合宿や遠征においては、一定の期間、い
つもの活動場所から離れて生活を送り、日
常生活から離れて、スポーツにどっぷりと
漬かって没頭することができます。また、
自宅とは違う環境に身を置くことで、不便
を感じることもあると思いますが、そのこ
とによって、精神的にも大きく成長するこ
とができるでしょう。さらに、団体生活に
よって、選手間のコミュニケーションが密
になり、チームとしてのコミュニケーショ
ンも高まることにもなるでしょう。
　もっとも、普段の生活とは異なる環境下
において練習や試合をすることで、通常と
は異なる点に注意をする必要が生じたり、
その注意の度合いが高まったりする可能性
が否定できません。
　そこで、本稿においては、合宿や遠征に
おいて、おもに指導者の立場で、どのよう
な点に気をつけなければならないか、お話
したいと思います。

移動について
　合宿や遠征の場合、比較的長時間の移動
を伴うことになります。電車やバスでの移
動ということが多いのではないでしょう
か。

　特に小学生などを対象とする場合、引率
をする指導者には、移動中に子どもたちに
事故があったり、ケガをしないよう、その
安全を配慮する義務を負うことになりま
す。
　移動の手段やスケジュールに無理がない
か、子どもたちの疲労度はどうか、引率者
の人数は足りているかといった点を慎重に
考慮したうえ、子どもたちに対して移動に
あたってどのような注意をすべきか、と
いった点について配慮する必要がありま
す。
　また、子どもたちにとっては、集団で長
距離の移動をする場合には、興奮状態にな
ることも考えられます。そのため、引率す
る立場では、子どもたちの取り得る行動を
広く予想して指導等する必要があります。
　ここで、移動中に発生した事故に関し
て、参考となる裁判例をご紹介します。

【さいたま地裁　平成 21年 3月 11日判
決】
　サッカークラブのコーチが、少年サッ
カークラブに所属する小学校 4・5 年生 26
人を引率して臨んだ遠征試合の帰り道、運
転するマイクロバスに、そのうち 24 人を
同乗させて高速道路を走行中、マイクロバ
スのスライドドアが開き、児童が路上に落
下し後続車にひかれて死亡したという事案
です。この裁判では、このコーチについて
自動車運転過失致死罪が問われました。
　判決では、コーチの責任が認められまし
たが、その責任を肯定する根拠として次の
ような事情が挙げられています。

　すなわち、小学校 4・5 年生の児童につ
いて、走行中の車内では静かに着席してい
なければならないことを理屈として理解し
うる年齢ではあるが、理屈として理解した
ところを確実に実行できるほどに思慮分別
が十分とは必ずしも言えず、その年頃の少
年たちが、ときに羽目を外して思わぬ行
動、不注意な行動に及ぶことがあり得る。
　同年代で日頃から親しい者同士が集団で
バスに同乗しており、しかも練習試合終了
後であったことからすると、児童らが、高
揚感や開放感、集団心理なども手伝って思
わぬ行動、不注意な行動に及ぶおそれがよ
り大きかったとされています。

　このように、引率の対象となる子どもた
ちの年齢や、その移動の状況から責任の有
無が判断されます。また、他に引率する成
人が同行していたか、といった事情も判断
の要素となるでしょう。

練習中の事故
（1）合宿では、数日にわたって、自宅に
戻らず、連続して練習や試合を行うことに
なります。そのため、指導する側として
は、選手の体調・健康状態について、普段
よりも丁寧に把握し、練習への参加の可否
について慎重に判断する必要があります。
　選手にケガや体調不良が生じた場合、翌
日どのように変化したのかなど、体調の経
過を慎重に把握する必要があります。その
うえで、引き続き練習に参加させるのか、
または、休ませるのか他の選手とは別のメ
ニューの練習をさせるのか、といった点を
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判断する必要があります。
　この点についても参考となる裁判例をご
紹介します。

【東京高裁　平成 21年 12月 17日判決】
　柔道部員の高校 1 年生の女子生徒が合
宿の 2 日目に乱取り中に頭部を打撲し、
頭痛と悪心を訴えはじめ嘔吐したため、引
率の教諭は午後の練習を休ませました。
　3 日目、4 日目も生徒が頭痛、体調不良
を訴えたため、できる範囲で練習に参加す
るよう指示され、生徒は軽易な練習のみに
参加していました。5 日目（合宿最終日）、
最後の乱取りの練習に参加したところ、体
落としにより背中から落ちた後、生徒は意
識障害および強直性の痙攣を起こして急性
硬膜下血腫が発症したという事案です。
　この裁判では、引率していた顧問教諭の
民事上の責任が問われました。
　判決では、柔道練習中には事故が多いこ
とが挙げられるとともに、合宿中であると
いうことに関して、次のような指摘がなさ
れています。
　すなわち、学期中の部活動においては、
生徒は部活動終了と保護者の保護の下に戻
るものであるが、合宿期間中においてはこ
れと異なり、家庭における保護者の保護の
下を離れ、顧問教諭を指導者として昼夜の
集団生活に入るものであるから、顧問教諭
に求められる注意義務は、学期中において
要求される注意義務の程度よりも決して低
いものではないことは明らかであるとの指
摘がなされました。
　そのうえで、顧問の教諭らは、生徒が頭
部を打撲して頭痛、悪心、嘔吐などの症状
がみられたのであるから、急性硬膜下血腫
等が生じている可能性を認識することが可
能であったのだから、直ちに医師の診察を
受けさせ受診を指示するとともに、以後の
合宿の練習への参加を取りやめさせるべき
であったと判断されています。

　指導者の立場としては、合宿であろうと
なかろうと、そもそも練習に参加する生徒

らの健康状態と十分に把握してそれに応じ
た適切な指導をしなければなりませんが、
合宿中には、保護者の保護から離れて一定
期間を過ごすのであるから、特に注意深
く、生徒の健康状態を確認する必要がある
と考えられます。

（2）合宿中の事故については、合宿の参
加者が加害者となる場合も考えられます。
　たとえばスキー合宿における練習中に、
合宿参加者が他の一般利用者（合宿とは関
係のないスキー客）と接触するなどしてケ
ガを負わせるといった事案があります。そ
の場合に、指導者にはそのケガを負った人
に対しても責任が発生するのでしょうか。
　指導者には合宿の参加生徒、児童に対し
て、その技術レベルに応じて、必要な注
意・指導をする義務が求められます。仮
に、それが不十分であったために、合宿参
加者の行為に起因し第三者にケガなどの損
害が発生した場合には、当該第三者に対し
ても責任を負う可能性が否定できません。
　指導者としては、合宿の参加者の安全を
確保すべき義務があるのみならず、参加者
への指導を通じて、第三者への損害が発生
することも防止すべき一定の責任があると
考えられます（東京地裁　平成 26 年 10
月 21 日判決参照）。

（3）道具、施設について
　合宿や遠征の場合には、普段慣れ親しん
だグラウンドや道具を使うのではなく、合
宿先、遠征先のグラウンドや道具を使うこ
とになります。
　指導者にはもともと使用する施設や道具
の安全性について確認する義務が認められ
ますが、普段と異なる施設、道具を使用す
るにあたっても、事前にその安全性を慎重
に確認する必要があります。
　そのため、施設や道具に不具合があって
事故が発生したような場合、指導者には、
その道具や施設の安全性の確認を怠ってい
れば、その義務違反が問われる可能性があ
ります。

（4）事故の場合の体制の確保
　合宿は普段の練習場所を離れて練習や試
合を行うことになります。
　そのため、事故やケガが発生した場合
に、普段と同様の病院を利用することはで
きません。
　指導者としては、万が一事故やケガが発
生した場合に備えて、練習場所の付近にど
ういった医療機関があるのか、当該医療機
関の医療設備、その病院への連絡手段、移
動手段の確保が必要となってきます。ま
た、それらを合宿の参加者にも周知してお
く必要があります。
　そして、実際になんらかの事故が発生し
た場合には、その、準備してある連絡手段
や移動手段を用いて病院への連絡や移動

（搬送）をする必要があります。

熱中症
　合宿や遠征は、夏休みに実施されること
が多く、暑熱の環境下において練習や試合
が行われることが多く認められます。
　現在では、熱中症による死傷事故の危険
性については、広く報道されるなどして、
一般人にも認識されるようになってきまし
た。
　特に運動の指導にあたる立場の方々は一
般人以上に、暑熱環境下における運動によ
る発汗と体温の上昇によって熱中症が発症
するおそれについて十分に理解しておく必
要があります。
　『スポーツ活動中の熱中症予防ガイド
ブック』（日本体育協会発行）や、独立行
政法人日本スポーツ振興センターが発行す
る『体育活動における熱中症予防について
調査研究報告書』など参考となる資料が存
在するので、指導にあたる方は、このよう
な情報に目を通して指導の際に役立てるよ
うにしていただきたいと思います。
　熱中症についても参考となる裁判例を紹
介します。

【神戸地裁　平成 22年 5月 19日判決】
　柔道部の夏合宿に参加していた中学 1 年
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生の生徒が、合宿 2 日目に武道館内での練
習を終えた後、入浴後に意識を喪失し、救
急搬送先の病院で死亡した事案です。
　この判決では、一般論として、学校の教
師は、部活動の実施に際して生徒の生命、
身体に危険が及ばないように配慮すべき注
意義務を負っていることを指摘し、柔道部
員に熱中症が疑われる症状が診られた場合
には、直ちに練習を中止して、涼しい居場
所で安静にさせ、冷却その他の対応低下処
置などの応急措置をとり、必要に応じて、
速やかに医療機関に搬送すべき義務がある
としました。
　この生徒は、練習中の午後 4 時 30 分頃、
突然座り込み、顧問教諭らに対して、「イ
ンフルエンザっぽいです」と高熱を伴う体
調不良を訴えました。
　判決では、当日の武道館における柔道練
習が暑熱環境下での運動であると認められ
ること、生徒から水を飲みたいとの訴えの
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あったこと、午前 9 時頃から断続的に練
習をしていたこと、柔道上級者と組み合っ
て練習することが多かったことなどを挙
げ、顧問教諭らは、激しい全身運動により
当該生徒が疲労しており、体温が著しく上
昇している可能性があることを十分に認識
予見できたと指摘しています。
　そのうえで、顧問教諭らは熱中症の脱水
症状と対応上昇に対処するための応急処置
として直ちに練習を中止させ、水分および
電解質の補給と体温の低下のための処置を
取るべき注意義務を負っていたのに、これ
を怠り、何らの措置をとることなく練習を
継続させたとして、その責任を認めていま
す。

　暑熱環境下での練習には常に熱中症の危
険が伴うこと、当該選手の体調を注意深く
観察すること（それまでの練習等、疲労の
蓄積等）、選手が無理をする可能性などを

考慮して、指導者の側から強制的にでも練
習を中止させるなどの措置をとることが必
要であると考えられます。

最後に
　合宿や遠征には、その期間、競技に集中
して没頭することができたり、親の保護を
離れ集団生活を通じて心身ともに成長する
という大きなメリットが認められます。
　他方で、その分疲労が蓄積したり、日常
生活とは異なる環境にあることから、指導
者の側では、いっそう慎重に選手の状態を
把握、確認する必要が生じます。
　合宿先の環境に応じて、臨機応変に対応
することが求められると言えるでしょう。
　事故のないよう安全性を確保したうえ
で、思い切り競技に打ち込めるよう環境を
整えてもらえればと思います。
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