
23Sportsmedicine 2016 NO.186

はじめに
　マラソン、トライアスロン、フットサ
ル、スノーボード等各種スポーツからいわ
ゆる運動会その他一般の人が参加できるス
ポーツイベントや、サッカー、プロ野球、
バスケットボール、モータースポーツその
他プロ選手等の競技を観戦すること（もち
ろん主体となるプレーヤーとしての選手は
いますが）を主な目的としたスポーツイベ
ントまで、各種様々なスポーツイベントが
日本各地で行われています。多くの人が集
まりますし、スポーツという性質上、怪我
や事故が発生する危険性は高いと言えま
す。
　たとえば、スポーツ大会で、プレーヤー
に接触して怪我をさせてしまった場合、加
害者である選手に必要な注意をしていな
かったというような過失がある場合には、
当該加害者である選手が怪我をした人に対
して損害賠償金を支払う必要があるとされ
る可能性も否定できません。しかしなが
ら、一般にルールにのっとってプレーをし
ている限り、違法とされる可能性は低いで
す。
　スポーツイベントにおける事故で、法的
責任が問題になるのは、主に、安全配慮義
務を負っている大会主催者や、施設の欠陥
を原因とする事故の場合は、施設の管理者
や所有者です。もちろん、事故が競技者本
人の不注意によることも多いため、事故を
防ぐためには、競技者本人の注意も重要で
す。

イベントの主催者
　イベントの主催者は、民法上、原則とし
て、事故の発生を予見し、それを回避する
注意義務を負います。したがって、当該施
設で事故が起こった場合に、その事故が予
見でき、回避できたにもかかわらず、イベ
ントの主催者が適切な対応を取らなかった
ために発生した場合は、当該イベントの主
催者は、安全配慮義務違反で、損害賠償義
務を負うことになります。たとえば、イベ
ントの運営になんらかの不備があり、その
ためにイベントへの参加者や観戦者が怪我
をした場合は、安全配慮義務違反として、
イベントの主催者が責任を問われることが
あり得ます。したがって、大会主催者は事
故が起こらないよう、細心の注意をはらう
必要があります。十分な注意をはらってい
れば、万一事故が起こってしまったとして
も、「過失がなかった」として、法律上の
責任を負わずに済むことになります。イベ
ントの参加者や規模、内容等にあわせて検
討する必要がありますが、事故対策として
は、具体的には、以下のようなものが考え
られます。

（1）参加者の怪我その他一般的な
　　事故対策
①救護体制を整えておく。

　どのような事故が起こり得るかあらゆる
場面を想定し、その事故が発生したとき
に、すみやかに救護できる体制を整えてお
かなければなりません。「競技を主催した
者は、その競技に関する契約に基づき、参

加者に対し、競技を実施する義務を負うこ
とは前述のとおりであるが、これに付随
し、その競技が危険を伴うものである場合
には、その参加者が、安全に競技できるよ
うに配慮し、救助を要する事態が発生した
場合には、ただちに救助すべき義務を負
う」という判例があります（大阪高判平成
３年 10 月 16 日）。
　救急車の要請、重篤な状態の競技者をど
う救急車に乗せ搬送するのか、救急車の病
院までのルート、家族等への緊急連絡体
制、事故や災害時の避難経路確保など、救
急事態に備えて、どうするのかあらかじめ
決めておく必要があります。さらに、イベ
ントの種類や規模にもよりますが、医者を
待機させる、消防署や警察との打ち合わせ
を行う、救急車を常駐させておく、後方協
力医療機関を前もって指定し、医療機関に
対してイベントがあることを事前に連絡を
しておく等の対策をとっておく必要がある
場合もあります。
　マラソン大会のように、会場が広範囲に
わたる場合は、救護本部だけでなく、コー
ス上に AED や薬等を準備したメディカル
テントを配置し、できるだけ早く救護でき
るようにしておかなければなりません。そ
の場合、メディカルテントと救護本部の連
絡を密にして、情報を一カ所に集中するこ
とにより混乱を防ぎます。
②AED（自動体外式除細動器）を設置する。

　心疾患による事故を防ぐためにとても有
効で、実際に AED によって救命された例
もたくさんあります。設置をするだけでな
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く、AED の使用方法を熟知した地元医師
会、消防署、ボランティア団体、大学生な
どの応援を要請したり、救命講習会を開く
などして、AED を実際に使えるようにし
ておかなければなりません。
③イベントへの参加申込書、イベントのパン

フレット、ウェブサイトなどに、起こり得

る事故、その予防方法（睡眠を十分にとる

こと、体調を確認すること、少しでも異常

があれば出場しないこと、水分補給、天候

対策など）、事故が起こってしまった場合の

対処方法を告知する。

　参加申込書の注意事項は読まない参加者
も多くいると思いますので、さらに開会式
等でアナウンスして注意を喚起したほうが
事故を防ぐことに役にたちます。
④当日の体調に関する質問票に回答すること

をイベントへの参加の要件とし、質問票を

提出しなかったり、体調が悪い場合はイベ

ントに参加できないことにする。

　これにより事故を防ぐことができます
し、万一体調が悪いにも関わらず虚偽の回
答をしてイベントに参加し、それが原因で
怪我をする等の事故が起きた場合、大会主
催者が責任を問われるリスクを低くするこ
とができます。
⑤接触事故や衝突事故が起こらないよう注意

して、受付、参加者が競技やウォーミング

アップをする場所や時間を設定する。

　競技中の人と競技を終えた人や準備中の
人が衝突したりする事故も起こっています
ので、会場を設定する時点で注意します。
⑥イベント中の事故に関しては、全て自己責

任とし、大会の主催者は一切責任を負わな

い旨の誓約書に署名させる。

　この誓約書に署名させることにより、参
加者に自分の責任で参加しなければならな
いということを自覚させ、事故が起こる確
率を減らすことができます。また、主催者
にとっては、参加者が誓約書に署名したた
め、怪我等をしても、仕方ないとあきらめ
て訴訟を提起されない可能性が高くなると
いうメリットもあります。ただし、この誓
約書は裁判になれば無効とされる可能性が

高いので、この書面に署名させたから責任
を負わなくてもいいということにはなりま
せん。安全対策を十分にしておく必要があ
ります。
⑦合同の準備体操をする。

　ウォーミングアップをするだけでも防げ
る怪我があります。怪我の予防に必要な準
備体操を知らない参加者も多くいらっしゃ
るかもしれませんので、合同での準備体操
をすることにより、怪我の発生を防ぐこと
ができます。
⑧使用する器具に欠陥があったり、設置方法・

使用方法に誤りがないか確認する。

　当該イベントで使用する器具に欠陥あっ
たり、その設置方法や使用方法に誤りがあ
り、それが事故につながった場合は、大会
主催者の責任とされる場合がありますの
で、きちんと確認するようにしてくださ
い。
⑨保険に加入すること。

　いくら注意をしていても事故が発生して
しまうことはあります。万一の場合に備え
て保険に加入しておくべきです。ただ、重
大な事故の場合、一般的な保険ではそれを
カバーできるだけの金額はでない場合があ
ります。
　また事故の場合は金銭では解決できない
問題が起こり得るので、保険に入っている
からと安心せずに、事故が起こらないよう
注意をすることが大切です。

（2）観戦者の事故対策
　スポーツイベントには、実際にスポーツ
をする人だけでなく、観戦に来る人もいま
す。イベントの主催者は、これらの人にも
事故が起こらないよう、配慮する必要があ
ります。観客の安全のためには、上記参加
者の怪我に対する対策に加え、以下のもの
があります。

①競技者、競技役員、補助員以外の人が、実

際に競技が行われている部分に立ち入らな

いようロープを張ったり、立て札を建て、

禁止・制限する。立ち入り禁止場所には、

わかりやすい看板と立てたり、テープを貼っ

たりして、立ち入りが禁止されていること

を明確にする。

②公道その他一般の人が使う場所を使用する

場合には、交通規制その他スポーツイベン

トが行われることを告知する。

　スポーツイベントが行われていることを
知らないと、一般の人が突然飛び出したり
して、参加者との接触事故が起こることが
あります。これを防ぐために、そこでス
ポーツイベントが行われることを事前に告
知し、行われているときもそれがわかるよ
うにします。
③観戦者に対して、幼児から目や手を離さな

いよう、注意喚起と監督を行う。

④ボールなどが、観客席に飛び込まないよう、

飛び込むとしてもそれが大きな怪我につな

がらないよう対策をとる。

　ネットを張る、観客に危険があること、
および、その対策を具体的に知らせる、
ボール等が飛んで来たときに観客が気づく
ように笛を吹く等の対策をとる、危険な場
所に幼児を入り込まないようにする、等の
対策が考えられます。

（3）施設の欠陥等を主原因とする
　　事故対策
①イベント開催場所に欠陥がないかどうか、

事前に点検する。

　建築物等であれば、もし欠陥があれば、
修理をしたり、または立て札やコーン等
で、そこに近づかないように注意をしてお
きます。
　また、野球等ボールが観客席に飛び込む
ような競技では、ネットを適切に張るよう
にします。
②外でイベントが行われる場合は、地面に穴

があいていないか、レーキなどが置きっぱ

なしになっていないか、増水していて転覆

の危険がないか等コース等試用場所全体に

ついて問題がないか確認する。

　安全性が不十分な個所を修理し、無駄な
ものは片づけ、修理が無理な場合は、①と
同様立て札やコーン等でそこに近づかない
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よう注意をしておきます。
　たとえば、川のイベントで増水等で危険
であれば、中止を検討します。

（4）天候・自然対策
①熱中症

　水分補給や給食のためのエイドステー
ションを設置し、参加者に対して水を飲む
必要性について告知をします。
②低体温症

　低体温症について、注意と予防策を、参
加者に周知します。
③雷雨

　大会主催者は、雷雨の危険性を参加者に
周知し、場合に応じてすみやかにイベント
を中止・中断し、参加者を避難させます。
そのため、事前に雷雨があった場合に参加
者をどう避難させるか等について準備して
おく必要があります。

施設管理者
　土地の工作物がその種類に応じて通常備
えるべき安全な性状または設備を欠いてい
る場合、その占有者（工作物を事実上支配
する者で、その瑕疵を修補し、損害発生を
防止しうる者）が、損害の発生を防止する
に足るだけの注意をしていないとして、当

該占有者に、被害者に対してその損害を賠
償する責任があるとされています。
　施設管理者は、原則としてこの占有者に
該当する場合がほとんどだと思われます。
したがって、スポーツイベントの開催中
に、施設の欠陥を原因として事故が発生し
た場合は、当該施設の管理者が責任を問わ
れることになります。
　施設管理者が法的責任を負わないように
するためには、「損害の発生を防止するに
足るだけの注意」をする必要があるという
ことになります。すなわち、施設管理者
は、スポーツイベントの開催に際し、施設
に欠陥がないかどうか十分に点検し、損害
の発生を防止するに足るだけの注意をしな
ければなりません。たとえば、水泳大会で
は、プールの脱衣場の床が濡れて滑りやす
くなっていないかまで注意します。
　また、施設の管理者が、その利用者に対
して、直接利用させる関係にある場合、ス
ポーツ施設の管理者は、当該施設を利用さ
せる契約に付随する義務として、安全配慮
義務として、事故の発生を予見し、それを
回避する注意義務を負います。その場合
は、上記主催者と同様の対策をしなければ
ならないことになります。

参加者
　事故を防ぐためには、参加者が自ら事故
が起こらないように対策をとっておくこと
がとても重要です。以下のものが考えられ
ます。
①体調を管理する。

　病気の場合はもちろん参加するべきでは
ないですし、睡眠不足や二日酔いで参加し
ないようにします。
②体調が悪ければ、途中でも休んだり、参加

を取りやめる。熱中症や低体温症にも注意

する。

③水分補給・栄養補給

④接触事故や衝突事故を防ぐために、安全な

場所を確保する。

まとめ
　スポーツイベントに限らず、全般的に言
えることですが、いったん事故が起こって
しまうと、金銭では、いくら支払われても
回復できない場合があります。まずは事故
が起こらないよう細心の注意を払い、万一
起こってしまった場合でも、それが重大
な、特に回復不可能な損害をもたらさない
よう、適切な対応をとることを心がけるよ
うにしてください。

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

スポーツ法政策研究会

※会の詳細はもちろん、入会申し込みも下記アドレスからご利用いただけます。

http://sports-law-seisaku.jp/contact.html
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