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はじめに
　少し前になりますが、平成 28 年 3 月、

「学校事故対応に関する指針」が文部科学
省から公表されました。これは、学校管理
下において事故が起こってしまった際の対
応の在り方等について指針を取り纏めたも
のです。もっとも、学校事故に限らず、ス
ポーツ事故に関しても共通するものと思い
ますので、過去の事例も紹介しながら、同
指針を参考にしてスポーツ事故発生後の対
応（救急対応は除く）の在り方について考
えたいと思います。

遠野市民センター体育館事故に 

ついて
（1）事例の紹介にあたって
　スポーツにおいては、未然に事故を防止
することも大切ですが、事故が起こった後
の事実解明や原因究明、再発防止に向けた
取組みも大変重要です。ここでは、遠野市
民センター体育館事故における事故対応に
ついて紹介したいと思います。

（2）遠野市民センター体育館事故の概要
　平成 21 年 12 月 26 日、岩手県遠野市に
ある遠野市民センター体育館の体育ホール
において、市内のサッカースポーツ少年団
に所属する当時小学校 6 年の男子児童が、
体育館の採光換気用の出窓から落下し負
傷、病院に緊急搬送され治療を受けました
が、翌 22 年 2 月 8 日に死亡しました。

（3）遠野市の対応
　かかる事故を受けて同体育館の管理者で
ある遠野市では、平成 22 年 4 月 20 日に、

3 名（弁護士、建築士、元岩手県遠野保健
福祉環境センター所長）からなる遠野市民
センター体育館事故調査委員会を設置しま
した。
　同委員会では、4 月 20 日の発足から約
2 カ月強にわたり、1 カ月に 2 回のペース
で計 6 回の委員会を開催、現地調査や関係
者へのヒアリングを経て、7 月 9 日に事故
調査委員会報告書を提出しました。報告書
では、体育館管理者である遠野市および施
設管理業者が、換気窓から人が落下すると
いう危険性を看過し、換気窓に乗らないよ
うにという注意・指導のほか、落下防止の
ための物的措置を施していなかったこと、
つまり、換気窓の管理方法に問題があった
ことが事故の原因であると結論づけまし
た。同時に、再発防止に向けた提言として、
各種施設の定期的な安全性の総点検や、適
切な利用についての注意、移動の徹底、施
設の建設・改修時における安全性の十分な
検討などを提示しました。

（4）被害者との和解による事件の終結
　平成 23 年 11 月、ご遺族から損害賠償
の請求がなされましたが、翌 24 年 3 月に
は、遠野市がご遺族に損害賠償金を支払う
などの内容で和解が成立し終了していま
す。

被害者・ご遺族のための真相究明
（1）事実関係の解明→原因究明→再発防
　　止策
　ご紹介した遠野市民センター体育館事故
のような体育施設の事故に限らず、スポー
ツにおける事故が発生した場合には、被害

者（及びそのご家族）は、被害・損害の填
補ということよりもまず、①何が起きたの
か（事実関係の解明）、②なぜ事故が起き
たのか（事故原因の究明）、③再発防止、
という点について、明らかにされることを
強く望んでいることが多いと言えます。
　裁判等の紛争になってしまうケースの多
くでは、①何が起きたのか、②なぜ事故が
起きたのか、について、十分な解明がなさ
れず、あるいは、丁寧な説明がなされない
ことが、紛争の根底にあるように思いま
す。
　したがって、スポーツ事故が発生した場
合には、まず、被害者（及びそのご家族）
の意思を確認したうえで、警察等の協力も
得ながら、一体何が起きたのか、事故発生
の経緯、事故内容を中心とした事実関係を
調査する必要があります。スポーツ事故の
場合、交通事故とは異なり、事故状況は必
ずしも記録化されるわけではなく、また、
事故現場は長くその状態が保存されるもの
ではないため、速やかに作業にとりかかる
ことが必要です。とくに、関係者の記憶も
次第に薄れていくため、ヒアリングは早期
に実施する必要があると言えます。

（2）第三者委員会の設置の有効性
　事実関係が解明された後には、なぜ、事
故が起きたのか、発生のメカニズムを究明
する必要があります。これは、有効な再発
防止策のための大前提であり、一般的な内
容に終始せず、当該事故をふまえた具体的
な原因究明が必要です。とくに、死亡等、
重大な被害が発生した場合や社会的影響が
大きい場合などには、前述の遠野市民セン
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日程／ 8 月 27 日（日）
時間／午後1 時 30 分～ 5時 
会場／早稲田大学 3 号館 301 号室（地下鉄早稲

田駅から大学正門まで徒歩 5 分）
内容／繰り返されるサッカーゴール転倒事故･組

体操事故･ムカデ競走事故から子どもを守
る悩みに答えます。科学の目で､ 事故のメ
カニズムを解明し予防のための提言を行い
ます

◆パネルディスカッション：
①「サッカー ･ハンドボールゴール転倒事故のメ
カニズムと予防のための提言」
　山中龍宏（NPO 法人 Safe Kids Japan 理事長 
小児科医師）

②「組立体操（タワー､ ピラミッド）事故のメカ
ニズムと予防のための提言」

シンポジウム『これで防げる学校体育 ･スポーツ事故』

基礎から学ぶ「スポーツと法」

ター体育館事故のように、関係する専門分
野の外部専門家による第三者委員会を設置
し、中立性・公平性を確保したうえで調査
することが有効と言えます。
　ここで注意しなければいけないのは、

“なんちゃって第三者委員会”にならない
ことです。第三者委員会は、その言葉の響
きから、公平中立な第三者による客観性の
担保された調査が当然に実施されると考え
られがちですが、実際には、被害者あるい
は周囲の批判を一時的にかわすためだけに
設置された第三者委員会（これを“なんち
ゃって第三者委員会”と呼びます）も少な
からず存在します。
　第三者委員会を設置する場合には、その
人選において公平・中立なメンバーを選出
することはもちろんのこと、十分な調査、
証拠に基づいた客観性の担保された調査を
行うことが求められます。
　前述の遠野市民センター体育館事故で
は、この調査委員会による調査がしっかり
としたものであったからこそ、最終的に和
解という解決に至ったのであろうと考えて
います。その意味で、同事案はスポーツ事
故における事後対応を考えるうえでの好例
と言えるでしょう。
　十分な事実解明・事故原因の調査が完了
した暁には、その結果を被害者にわかりや
すく説明することが必要です。丁寧な説明
が行われることが、被害者との間の信頼関
係を保ち、紛争の深刻化を防ぐことに資す
ると考えます。

再発防止の観点から
　前述した被害者・ご遺族のための真相究
明は、同じような事故を繰り返さない、と
いう再発防止の観点からも重要です。事実
関係を解明し、なぜこのような事故が起き
たのか、事故発生のメカニズムを科学的に
分析することにより、事故予防ための具体
的な施策を導くことが可能となります。こ
のような科学的分析を怠り、ただ事故予防
を呼びかけても、有効な対策にはなりえま
せん。

言うは易く行うは難し……
　以上、事故発生後の対応についてご紹介
しましたが、これを実際に遂行していくに
あたっては難しい問題もあります。
　例えば、医療の世界では、平成 27 年 10
月 1 日から、医療事故の再発を防止し、医
療の安全を確保するための「医療事故調査
制度」が開始されました。これは、患者が
予期せず亡くなったなどの一定の事由が生
じた場合に、医療機関側が第三者機関であ
る医療事故調査・支援センターに事故発生
の報告を行い、自ら事故原因などの院内調
査を実施、その結果を前記第三者機関に報
告するというものです。
　医療の分野は、一見するとスポーツ分野
よりも事故調査の仕組みが制度化され進ん
でいるように見えますが、事故を起こした
医療機関自ら（外部の専門家を入れること
が義務とはされていません）が調査を行う
ために調査の中立性・透明性が確保される
のかという問題や、さらには、調査の結果
について遺族には「説明」はされますが、
報告書等書面の提供は義務付けられていま
せん。その背景には、書面等を交付した場
合には、訴訟の場で証拠として責任追及の
材料にされるのではないか、ということが
あります。
　スポーツの分野でも同じような議論が考
えられ、責任追及をおそれるあまり、事実
関係の解明、事故原因の究明に関係者の協

力が十分に得られない可能性が考えられま
す。前述した第三者委員会といえども強制
力は行使することはできないため、任意の
協力を得られない場合には限界がありま
す。
　そうすると、前述したような被害者・ご
遺族の満足は得られませんし、再発防止の
観点からも、十分な知見を獲得することが
できません。事故が起きないことが一番で
すが、万が一事故が起きてしまったら、そ
の事故から学び、同じ過ちを繰り返さない
ための対策を講じる必要があるにもかかわ
らず、責任追及をおそれるあまり、真相が
究明されず、再び同じような事故が繰り返
されてしまうのです。
　人間の心理として、責任追及をおそれて
真実を語らないことはある意味当然のこと
であり、それを無理強いすることは問題で
すし、そのようにして語られた内容の真実
性には疑いが残ります。
　そうであれば、被害者の救済、繰り返さ
れる事故の再発防止という観点から、関係
者が萎縮せずに真実を語ることのできる制
度づくりを考える必要があるのではないで
しょうか。
　今後、先に紹介した医療事故調査制度な
ど他分野の事故調査制度を参考にしなが
ら、実効性のあるスポーツ事故調査制度に
ついて考えていきたいと思っています。

　三宅良輔（日本体育大学体育学部体操研究室教授）
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提言」
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　阿部新治郞（神奈川県弁護士会）

※講師・プログラムの内容は変更になる場合もございます。

対象／興味のある方はどなたでも参加可
参加費／無料
問い合わせ／
　中島成総合法律事務所　弁護士 多賀 啓
　TEL：03-3575-5011


