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            子ども安全ネットかがわ  

第１回 総会  

令和元年１１月２３日 

時間 午前１０時から１２時 

場所 丸亀市生涯学習センター 

 

進行予定 

１ 挨拶 

２ 収支報告 

３ 活動報告 

４ 会則変更（事業年度変更） 

５ 今後の活動予定 

６ 会員の活動紹介 
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１ 子ども安全ネットかがわ活動報告 

 

１月１３日 サッカーゴール固定チェック運動 

丸亀市、善通寺市、坂出市、まんのう町、三木町などで実施 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月３日 

朝 日 新 聞 東 京 本 社 に お い て 、 朝 日 新 聞 社 協 力 の も と 開 催 さ れ た

SKJ 主催のシンポジウム 「 社 会 で 守 る 子 ど も の 安 全  〜 『 ネ ッ ト の

声 』 を 分 析 し て み て わ か っ た こ と 〜 」 に 参 加 。  

 

５月１５日  

こども環境サミットに参加（株式会社ジャクエツ主催） 

「こどもの未来のために、この国だからできること。」をテーマに、世界的に活躍を

されているデザイナー・建築家・教育者の方々などさまざまな分野の専門家を迎え、

12 講演のセミナー・トークショーを開催いたします。 

また、こども環境づくりに 100年以上向き合ってきた当社の、最新の教具・遊具・保

育用品・設計実績などを展示し、ご覧いただきます。 

丸亀市議会議員内田氏の協力のもと、四国

新聞とケーブルテレビが教育長への申し入

れを取材してくれました。 

四国新聞を見たと多くの方から声をかけて

いただきました。固定の必要性を全く知ら

なかった保護者が多数いました。 

チェックの結果報告については、山中先生

のヤフーニュースに詳しくアップしていま

す。 
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→その後、ジャクエツ高松店の展示会にも参加し、社員の方々と話をすることが

できました。今後、遊具の安全に関することで協同できることがあれば協力をお

願いするつもりです。 

 

６月１１日「プールの安全シンポジウム」 

 香川大学教授、学生、四国学院大学保育士養成コース学生、教員、保育園園長、

地方議員、PTA、レオマ、善通寺市民プール運営団体など約４５名が参加。NHK

ニュースでも紹介されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前半２５分      後半１時間４０分     第３部 ZOOM 

 

＊シンポジウムの内容は、YouTube にアップして誰でも見られるようにしてい

るので、夏休みのプール解放の前に保護者らで見るなど、どんどんシェアして活

用してください。 

 

プールの安全利用アンケートでは、

救命具の備置きがない学校が多くあ

ったり、授業で禁止されている飛び

込みを放課後の選抜の練習の際には

行っていることなど、現場の実態が

把握できた。今後、これらの課題に

ついて具体的な対策を求めていく必

要がある。 
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６月１２日 善通寺市教員研修（約１７０名参加） 

 学校での事故予防の基本的な考え方 

 日テレニュースで紹介される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月９月１０月１１月の４回にわけて、２校ずつの教員に、各論についての研

修を受けてもらいました。 

 次年度は、生徒向けの授業を行うなど、引き続き安全研修を委託できる見込み

です。 

 

善通寺市子ども課での、保育士向け安全研修 

全４回のデジタル教材＋ワークショップ（１１月２０日） 
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①保育所での事故予防の基本 

②園内（園庭・遊具を含む）での事故予防 

③園庭・園外での事故予防」 

④傷害データを活用した傷害予防の進め方 

 

＊ ①から④は有料サイトにアップされているので（４つ３０００円）、登録して

いただければ、どなたでも受講できます（９月いっぱいは子ども安全ネット

かがわの会員には無料公開されていました）。 

＊ 今後、保育所で上記と同様の安全研修を導入したいという希望があればぜひ

ご紹介ください。会員の皆さんから、地域の保育所や小学校に善通寺で行っ

たような安全研修をぜひ勧めてください。 

 

２ 今後活動予定 

（１）善通寺市での安全研修 

（２）善通寺市立東部小学校の下校見守り 

（３）学校事故後の対応マニュアル作成 

〜善通寺の事例より 

（４）丸亀市での安全研修の提案 

（５）善通寺市にハローズ物流センターができた際には、安全対策を市に要望 

（６）２月に SKJ 主催の傷害予防リーダー養成講座フォローアップ研修に登壇 

 

３ 会員の皆さにご協力いただきたいこと 

（１）FB ページへのいいね 

（２）FB ページの投稿のシェア 

（３）メーリングリストの投稿への返答（感動など何でも構いません） 

（４）シンポジウムなどの開催の際には、広報の協力、当日の運営の手伝いなど 

（５）会員，寄付集め 

 

４ 事業年度の変更 

（１）現在の会則第１７条 『本会の９月１４日に始まり，翌年９月１３日とす

る。』を『４月１日に始まり、翌年３月３１日にする』に変更 

 

 



6 

 

 

 

＜主な出来事（事故など）＞ 

５月  大津市の保育園児の交通死亡事故 

    ・保育園児の散歩時の安全確保について 

     ・歩道にガードレールがない問題 

５月  川崎市の小学生無差別殺人事件 

    ・防ぎようがない？ 

    ・遺族報道について 

＜参考＞岡まゆみさんの投稿 

８月  としまえんの水上遊具の死亡事故 

９月  善通寺の小学一年生交通死亡事故 

    ・下校時の見守り（パトロール隊など） 

    ・下校時間の工夫 

    ・通学路となる道路の安全（交差点の表示，速度規制，横断歩道の設置など） 

     ＜参考資料＞市政への提言（ＳＫＪ）と回答書 

１０月 長崎県大村市の小学校で老朽化が原因で窓が落下して生徒が怪我.。 

        神戸市小学校教諭によるいじめ事件 
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川崎市殺傷事件、「我が事」と考えて 

2019-05-30 22:00:00 テーマ：ひなどり 

川崎市で発生した殺傷事件について、 

5 月 29日、ABC放送ラジオ「おはようパーソナリティ道上洋三です」と、 

故郷香川県の RNC西日本放送ラジオ「さわやかラジオ」にて、コメントさせていただきま

した。 

 ABC放送分を聞いてくれた友人がまとめてくれましたので、こちらで紹介させてくださ

い。 

 ・今回の事件は、災害、テロのようなもので、民間の一市民では防ぎようがない 

・子どもを守るために…現実的ではないが、24 時間屈強な警備員や警察官を配置したり、

シェルターに入る、 

極論としては「学校に行かない」という選択肢になってしまう。しかし、それはすべきで

はない。 

・「しょうがないこと」ととらえるのではなく「我が事」ととらえてほしい。 

・小さな身近な安全に関心を持つ 

（身近な安全とは）例えば左右確認して横断するなどといった身近なこと。 

直接的に事件とは関係ないかもしれないが、日々の安全に気を配ることで、安全意識が向

上する。 

・「子どもの安全は地域で守る」という意識を持つ 

・追い詰められている人も多い。 

潜在的に「自分なんていなくてもいい」と考えて犯行に走る人を水際で止めなければなら

ない。 

・安全啓発を行う上で新たな課題としては、 

今の日本では安全が当たり前＝安全に対する関心が低い。 

事故は誰にでも起こり得る。 

多くの人に安全に関心を持ってほしい。 

  

 【その他、言いそびれたこと】 

 今回のような事件を防止するには、自宅から学校までドア toドアのスクールバスの導入

や、警備員の配置、常に保護者が送り迎えをするといった手段も考えられます。 

https://ameblo.jp/hinadori2016/entry-12465083642.html
https://ameblo.jp/hinadori2016/theme-10098554665.html
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しかし、今の日本で、それらを実施するには予算も人も必要です。 

では教員による送迎を！という案も、ただでさえ多忙な教員に、業務外の仕事を増やすこ

とになります。 

（そして、もしこれが実現するとなっても、必ず、「子供を甘やかすな」「徒歩通学で学

ぶことも多いのだから」「運動不足になる」といった反対意見が出てくるでしょう。）  

 

個人的には、保護者や地域が、あきらめず、 

それぞれ納得する安全対策をとるしかないと思います。 

理想と現実の折り合いを付けざるを得ませんが… 

 

集団登下校の学校やバス通学の幼稚園で 

親が毎日送り迎えをすると過保護、変わった人、と思われたり、 

モンスターペアレンツ扱いをされるかもしれません。 

でも、大切な子どもを守るわけですから、動じずやるべき、意見があれば言うべきだと思

います。（これは防犯だけでなく、事故防止でも同じです。） 

  

 何か大きな事件事故が起こった時だけ防犯意識が盛り上がるのではなく、 

各人に大きな負担にならない範囲で、長期的に実施できるように考えていきましょう。 

 

岡 まゆみ 5 月 10 日 ·  

大津の事故、現場に来た方々へのインタビューや、自宅の様子など伝える報道がされてい

ます。 

同じ経験ではないですが、以下、私の経験からの気持ちです。自分語りしてすみません。 

遺族のお家の様子、取材なんかいりません。 

少なくとも今は事故と関係ないです。 

（池袋の事故のように、ご主人が自ら記者会するなら別です。） 

夫の事故が起こった翌朝。 

前日の突然の知らせから、これが夢か現実かもわからないまま、通夜の準備などが容赦な

く並行します。 

そんな時、我が家はマンションだったので、記者さんが居住階を○○1から順にインターホ

ンを押して我が家のことを取材していました。 

https://www.facebook.com/mayumi.oka.129?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB_HUgKPMR_ohHPMzOFH0QATBvvLB-_KX071z0w6je_K7T7ytbgLBzce_qzruI1KgwWdPog8fVz3EXY&hc_ref=ARRk0lZU4o7iDNmVPTCRZCw6kaFpXVwI-KZw3N-3FU5fmP_nux8NdjRqTVJbJt_GpvQ&fref=nf
https://www.facebook.com/mayumi.oka.129/posts/2029109727212109
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それが我が家に到達した時、 

「今、お話することは何もありません」とお応えしました。 

でも、事件後の興奮のせいか、訳知り顔に応える近隣住民がいたのです。我が家のことた

いして知らないのに。夫の友達や、職場の方が夫の人となりについて応えていたことは、

むしろ、真摯に応えてくれてありがたかったのですが。 

ただ、我が家のことを知りもしない人が饒舌に取材に応えていたことには、憤りを感じま

した。ご本人は親しいつもりだったのか、家族構成やマンション理事会役員だったこと、

夫の性格まで、語っておられたようです。「正義感が強い人だった」とか。いや、あんた

絶対そこまで知らんやろ、みたいな。 

事故当日、遺体の確認に行った警察署から始まり、自宅、自宅周辺、葬儀場にも夫と私た

ち遺族のことを取材に来ていました。そんな取材を避けながら過ごした、発狂しそうな数

日間でした。絶望の淵にいて、私の生きている意味はなくなったとも思っていました。そ

の時、子育てをしないといけないから生きたといっても過言ではありません。今回の事故

は、お子様を亡くされています。この世でこれ以上ない悲しみです。 

しかし、事故後、私と対面して、腰を据えて話を聞いてくださり、事故の再発防止の観点

で記事を出してくれたのは 2 社のみ。 

遺族がマスコミに求めるのは、亡くなった者の人となりや悲しむ遺族の様子を伝えること

以上に、二度と不幸なことが起こらないように社会に訴えかけてくれることです。 

また、もし今後、何か事故や被害者、加害者、遺族について、インタビューを受けること

がありましたら、ペラペラと他人の家庭のことを話さずにいてほしいです。 

【遺族取材について話す機会ありますか？】 

先日の、事故遺族に関する報道についての私の思いに、多くの反響がありました。 

今、大津の事故がきっかけでこれまでで遺族報道のあり方について最も強く問題視されて

います。 

夫の事故で、取材される側になって以来、遺族や被害者側の報道のされ方に関心があり、

ずっと注目してみてきたので、断言できます。（何の自信⁈） 

それでもおそらく、この事故報道が落ち着くとともに、今の遺族報道について問題視する

空気も沈静化していくと思います。あるいは、さらにセンセーショナルな事件事故が起こ

れば、今回の事故自体がすぐに忘れられるかもしれません。 
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社会的関心が高いうちに、遺族取材や事件事故報道について、これまでの私の経験をどこ

かでお話し、我が事として考えていただけるところはないかと思っています。 

例えば、メディアに関する学科がある大学•専門学校の授業など、これから報道に携わる

若い方々向けに… 

ですが、そんな需要があるかどうかもわかりません。（ないかも） 

もし、話を聞きたいと思ってくださる方がおられましたら、メッセンジャーやコメント欄

などにご連絡いただけましたら幸いです。 

ちなみに、私自身は、事故後は取材を受けましたし、遺族報道絶対 NG！とは思っていませ

ん。遺族の生活を無視した報道、第三者へインタビューして個人情報を聞き出したり、つ

い言ってしまう人、過度に悲劇「だけ」を強調するような報道の仕方に問題があると思っ

ています。 
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サッカーゴール等の転倒事故を防ぐ ～その７～ 

山中龍宏  | 小児科医／NPO 法人 Safe Kids Japan 理事長 7/20(土) 10:00 
これまで 6回にわたって、サッカーゴール等の固定の問題について書いてきた。 

サッカーゴール等の転倒事故を防ぐ ～その１～ 

同 ～その２～ 

同 ～その３～ 

同 ～その４～ 

同 ～その５～ 

同 ～その６～ 

 2018年 1月から、効果的なゴールの固定チェックの方法として、インターネッ

トを活用したシステムを考え、サッカーゴール等の固定状況を写真に撮って送っ

てもらう活動「フォトシェアリング」を開始した。2018年度は中学校 4校から写

真を送っていただいた。 

 2019年 1月 13 日から、2回目のゴール固定チェックの呼びかけを行った。リー

フレットも作成し、梅崎さんから分けていただいたひまわりの種も配布した。約 1

か月間、ゴールの固定状況を写真に撮って Safe Kids Japan（以下、SKJ）に送っ

てもらうよう依頼したが、今回はなんと 1枚の写真も送られてこなかった！ 

この 1年半の活動 

 これまでの 1年半、何も活動しなかったわけではない。SKJに写真を送ってもら

う活動だけでは予防にはつながらないと考え、2018年 5月、Ｓ市とＨ市の教育委

員会を訪問し、サッカーゴール等の固定状況を写真に撮って送ってもらうシステ

ムを提案、教員の研修会で話もしたが、フォトシェアリングの実施にはつながら

なかった。また、スポーツ庁の担当部署にサッカーゴール等の固定チェックシス

テムを提案し、各教育委員会に指示してもらいたいと依頼したが、それはスポー

ツ庁の仕事ではないので難しい、と言われてしまった。 

https://rdsig.yahoo.co.jp/_ylt=A2RiuNmk47pdSjwAmcAxEv17/RV=2/RE=1572615461/RH=cmRzaWcueWFob28uY28uanA-/RB=PSKT5Fw8DJcoccf2HiAvwE3OQTk-/RU=aHR0cHM6Ly9uZXdzLnlhaG9vLmNvLmpwL2J5bGluZS95YW1hbmFrYXRhdHN1aGlyby8A/RK=0/RS=R0Sfx4CpgkUgpC4OtN1mOQze0fo-
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamanakatatsuhiro/20180105-00080115/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamanakatatsuhiro/20180113-00080403/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamanakatatsuhiro/20180128-00080945/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamanakatatsuhiro/20180830-00094670/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamanakatatsuhiro/20180830-00094670/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamanakatatsuhiro/20190113-00111018/
https://safekidsjapan.org/project/%e3%80%90%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%91%e3%81%94%e6%8a%95%e7%a8%bf%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%84%e3%81%9f%e5%86%99%e7%9c%9f/
https://safekidsjapan.org/project/%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%90%91%e3%81%91%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%8c%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e5%9b%ba%e5%ae%9a/
https://safekidsjapan.org/project/%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%90%91%e3%81%91%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%8c%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e5%9b%ba%e5%ae%9a/
https://rdsig.yahoo.co.jp/_ylt=A2RiuNmk47pdSjwAmsAxEv17/RV=2/RE=1572615461/RH=cmRzaWcueWFob28uY28uanA-/RB=PSKT5Fw8DJcoccf2HiAvwE3OQTk-/RU=aHR0cHM6Ly9uZXdzLnlhaG9vLmNvLmpwL2J5bGluZS95YW1hbmFrYXRhdHN1aGlyby8A/RK=0/RS=R0Sfx4CpgkUgpC4OtN1mOQze0fo-
https://rdsig.yahoo.co.jp/_ylt=A2RiuNmk47pdSjwAmsAxEv17/RV=2/RE=1572615461/RH=cmRzaWcueWFob28uY28uanA-/RB=PSKT5Fw8DJcoccf2HiAvwE3OQTk-/RU=aHR0cHM6Ly9uZXdzLnlhaG9vLmNvLmpwL2J5bGluZS95YW1hbmFrYXRhdHN1aGlyby8A/RK=0/RS=R0Sfx4CpgkUgpC4OtN1mOQze0fo-
https://rdsig.yahoo.co.jp/_ylt=A2RiuNmk47pdSjwAmsAxEv17/RV=2/RE=1572615461/RH=cmRzaWcueWFob28uY28uanA-/RB=PSKT5Fw8DJcoccf2HiAvwE3OQTk-/RU=aHR0cHM6Ly9uZXdzLnlhaG9vLmNvLmpwL2J5bGluZS95YW1hbmFrYXRhdHN1aGlyby8A/RK=0/RS=R0Sfx4CpgkUgpC4OtN1mOQze0fo-
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 一方、ある国会議員に相談したところ、校長会で話をする機会を持つことがで

きた。2019年 5月に開催された各県の校長が集まる全国連合小学校長会総会と全

日本中学校長会総会で、それぞれ 15分間話をさせていただいた。ここに出席され

た校長先生方から、それぞれの県の校長先生方にサッカーゴール等の固定の必要

性が伝達されると聞いているが、現場まできちんと伝わるかはわからない。 

子ども安全ネットかがわの活動 

 最近、「子ども安全ネットかがわ」で、サッカーゴールの固定チェック活動を

展開されたと聞いた。すばらしい活動で、感銘を受けた。そこでこの会の代表で

ある仙頭 真希子さんにお願いして、活動報告を書いていただいた。以下に、それ

を紹介する。 

「子ども安全ネットかがわのサッカーゴール固定チェックの日の活動」 

 香川県の弁護士の仙頭 真希子です。私は、2017年 4月に善通寺市内の保育園で

当時３歳だった女の子が園庭の遊具に首を挟まれ、のちに亡くなった事件に衝撃

を受け、子どもの事故や犯罪被害を予防するための活動をする団体として、2018

年 9月、「 子ども安全ネットかがわ」を設立しました。 

 子ども安全ネットかがわでは、NPO法人 Safe Kids Japan が決めた 1月 13日、

「サッカーゴール固定チェックの日」に合わせて、県内の小中学校に啓発活動を

行いました。 

 サッカーゴールが転倒し、下敷きになってこどもが亡くなるという事故が 2004

年と 2017年の同じ 1月 13 日に起きていること、ケガをしている事故が毎年数十

件起こっていることを知りました。 

 事故が起こるたびに、文科省から何度も固定するようにという通達が出ている

にもかかわらず、同じ事故が繰り返し起こり続けているということでした。人類

史上、初めて起こった事故であれば誰も予測できなかった「まさかの出来事」と

言えるかもしれませんが、これだけ繰り返し起きている事故を予防できなかった

となると、大切な命が失われてからではどんなに悔やんでも悔やみきれません。 
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 私たちは、香川県内では、サッカーゴールが転倒し、下敷きになって亡くなる

子どもを一人も出さないようにすることを目標にしました。 

 まずは、私の事務所のある丸亀市の教育委員会に出向き、教育長にお会いして

直接要望書（下記）を手渡し、サッカーゴールの固定チェックを行って欲しいと

申し入れました。教育長は、中学校の校長時代に起こった静岡の中学校でサッカ

ーゴールの下敷きになって生徒が亡くなり、数日後に校長が自殺した事件につい

て「あれは衝撃的な事件だった」と話し、固定チェックの重要性を理解してくだ

さいました。 

 NPO法人 Safe Kids Japan の３つの提言のうち、軽いゴールの開発を学校に提言

するのは適していないため、移動は教員が安全を確保した上で行うという内容に

変更しました。 

 丸亀市教育委員会では、年に１回、学校設備の点検を行っており、その際にサ

ッカーゴールもチェックしているということでしたが、市内の小・中学校に要望

書、提言を配布し、全校から写真つきの報告書を集めてくれました。 

 丸亀市内の小学校は 17校、中学校は 5校です。離島の小・中学校にはサッカー

ゴールがありませんでしたが、それ以外は小学校１校を除いてサッカーゴールが

ありました。小学校のうち 1校はゴールが老朽化したため使用しなくなり、現在

は小さいハンドボール用のゴールを使っていました。小学校のうち 2校は常設で

はなく、普段は校庭のすみに倒しておいて三角コーンで囲って児童が近づけない

ようにしてあり、使うときだけ出してきて杭で固定しているということでした。

小学校のうち 1校は、校庭に常設して固定してあるゴールのほかに、一回り小さ

いゴールがあり、スポーツ少年団が使うときだけ設置していました。このスポ少

用のゴールに固定具がなかったため、この機会に固定用の重りを購入したという

報告がありました。残り 13校は常設、杭で固定していました。うち 1校は縦のバ

ーにクッションを巻きつける対策までしていました。 

 中学校 2校は、使うときだけ出してきて杭で固定し（移動は部活のときに生徒

がしている様子でした）、残り 3校は常設、杭で固定でした。このほか、善通寺
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市教育委員会、まんのう町教育委員会にも出向き、教育長にお会いして、固定チ

ェックの申し入れを行いました。 

  

 私の地元である善通寺市は、小学校が 8校、中学校が 2校あります。地元の小

学校については、サッカーゴールが杭でしっかり固定されていることを私自身で

も確認していました。教育委員会は、全ての小中学校に要望書を配布し、提言 1

から 3 を実施したかどうかの報告を一週間後にはまとめてくれました。報告書を

見ると、ほとんどの学校で、全校集会などで生徒たちに注意喚起をしてくれてい

ました。 

 坂出市は、子ども安全ネットかがわの会員である市議会議員の方が教育委員会

に申し入れを行い、結果の報告を受けてくれました。 

 今回、啓発活動を通じて、多くの方にサッカーゴール転倒事故のことを話しま

したが、ほとんどの方はゴールが固定されているかどうかを知らず、そのことを

考えたこともなかったということでした。中には、スポーツ少年団でサッカーを

教えているけれど、固定はしていないと話していた保護者もいました。 

 これ以外にも、県内のプロサッカーチーム、カマタマーレ讃岐に協力してもら

い、サッカーゴールにぶら下がったり、よりかかると危険であることを子どもた

ちに啓発してもらえないかと知人を介してお願いしてみましたが、事情があって

実現できませんでした。 

 事故予防は、子どもに関わる一人でも多くの大人が正しい知識を持つこと、子

ども自身が危険性を理解して危機回避行動を取ることが大切です。今後も、子ど

もの事故が起こりにくい社会を目指して、一歩一歩啓発活動を続けて行きたいと

思います。 

おわりに 

 最近のニュースで、畑一面に咲きそろったひまわりの大きな花の写真を見るこ

とがある。皆さんに配布した「ひまわりの種」は、花を咲かせただろうか。私

も、ひまわりの種を分けてもらい、庭の片隅の陽が当たる場所に植えた。現在、
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背丈は 40cm くらいの高さまで成長したが、花が咲く気配はない。私のサッカーゴ

ールの固定活動の不調に呼応しているのだろうか。 

 これまで、データに基づいて課題を明確にし、有効と思われる対策を提案した

が、現場には受け入れられなかった。一方、香川県では個人が取り組み、きちん

と成果が出た。一人でもがんばればできることを知った。今回の取り組みではっ

きりわかったのは、何かしようとする場合は、 

１ 決定権がある人を探し、その人にアプローチすること 

２ 活動結果を、数値で確認すること 

である。 

 我々の戦略は失敗に終わっているが、今回の成功事例を参考にして今後の活動

に活かしたいと考えている。 

【参考】要望書（「子ども安全ネットかがわ」） 

香川県内の公立小学校、中学校、高校 

学校長 各位                       平成３１年１月 

1 月 13日はサッカーゴール等固定チェックの日です 

前略 

 子ども安全ネットかがわ代表の弁護士の仙頭 真希子です。当団体では、防ぐこ

とができる事故や犯罪で命を落とす子どもが一人も出ないようにしたいという思

いから、子どもの事故、犯罪被害の予防のための活動を行っています。 

 学校における体育・スポーツ関連の事故を予防するためのプロジェクトを行っ

ている NPO法人 Safe Kids Japan（事故による傷害予防の専門団体）が、1月 13

日をサッカーゴール等固定チェックの日と定めています。 

 福岡県大川市の小学校で 2017 年 1月 13日、体育の授業中にゴールポストが倒

れて４年生の男児が下敷きになり死亡する事故が起きました。この事故で、校長

や教頭ら学校関係者６人が業務上過失致死の疑いで福岡地検に書類送検されてい

ます。 

 ニュースによると「男児はゴールキーパーをしていた際、得点時にネットにぶ

ら下がり、弾みでゴールが倒れた。留め具が外れ、固定されていなかった。同校
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は点検表を基に、月 1回と授業前にゴールポストの点検をする決まりだったが、

2016年 11 月以降は実施していなかった。」とのことでした。 

 そこで、当団体としても県内全ての学校に対し、別紙の対策を求めます。 

 お忙しいところ恐れ入りますが、今一度、校庭のサッカーゴール等の固定の確

認と子どもたちへの周知をお願い致します。 

※ 1月 13 日に NPO法人 Safe Kids Japanの WEBサイトにリーフレットがアップ

されますので、そちらもご活用ください。 

＜ゴール等の転倒を予防するために＞ 

提言１：ぶら下がらない、懸垂しない 

固定されていないゴールのクロスバー（横木）やネットに一人でもぶら下がると

ゴールが転倒する危険があります。バーやネットは子どもがぶら下がりたくなる

形状です。また、テレビで見るサッカーの試合で選手が得点に歓喜してバーにぶ

ら下がっているのを見て、子どもが真似をすることも考えられます。テレビ中継

されている試合では、ゴールは確実に固定されているので、固定されていないゴ

ールで同じことをしないよう子どもたちに注意喚起してください。 

  

提言２：杭で固定する（次善策：100ｋｇ以上の重りで固定する） 

人は跳びつきたくなる・揺らしたくなる欲求があるので、一人が跳びついても

（40kgf発生）転倒しにくいようにします。突風（瞬間最大風速 30m/秒で、平均

風速だと 15～20m/秒）では 100kgfの力がかかります。 

ゴールの奥行が 60cm 程度と危険なゴールも存在しています。 

簡単に固定できる製品（重りや杭）が開発・販売されていますので、こういった

製品を利用する必要があります。 

提言３：移動は教員が安全を確保した上で行う 

ゴールを倒すこと自体がきわめて危険な作業です。転倒時は、1.8トン（アルミ

製）～3トン（鉄製）程度の力が発生する危険があります。これは頭蓋骨骨折する

レベル（350～500kgf）を大きく上回る力で、実際に亡くなった方も多数います。

移動のためにゴールを倒す作業は、本来設置業者が行う危険な作業です。生徒に

運搬させず、教員が安全を確保した上で行うようにしてください。 

                                以 上 
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大川小の津波訴訟 石巻市と宮城県の上告棄却 最高裁 

2019 年 10 月 11 日 17 時 00 分 

【２審判決の特徴 2 児童の安全確保義務】 

このように、学校側に高いレベルの防災対策を求める前提としたのが、学校に

は、「学校保健安全法」によって児童の安全を確保する義務があると、明確に判

断したことです。これが２つ目の特徴です。校長や教頭らは、義務教育で児童を

預かる以上、一般の住民よりも防災に対してはるかに高い知識や経験が必要だと

しました。大川小学校が津波ハザードマップで浸水予想区域に含まれていなかっ

たことについて「児童の安全に直接関わるため、独自の立場から信頼性を検討す

べきだった」などと指摘しています。 

 

【２審の特徴３ 行政にも責任】 

３つ目の特徴は、校長など教育現場だけにとどめず、教育委員会や行政の防災担

当部局の関与にまで踏み込み、「市の教育委員会は学校の対策に不備があれば指

導すべき義務があるのに怠った」と指摘したことです。 

 

【全国の学校現場に影響か】 

こうした２審の判断を最高裁が維持したことで、学校側の事前の防災対策が足り

ないと、災害で被害が出たときに賠償責任を負うケースがあることが明確になっ

たと言えます。今後、全国の教育現場に影響を与える可能性があります。児童や

保護者にとっては子どもたちの安全確保に重きを置いた司法判断で、学校や行政

がどのように受け止め、対策が進められるかが注目されます。 

 

校舎の老朽化が原因か…長崎県大村市の小学校で窓が外れ女子児童がケガ 

9 日、長崎県大村市の竹松小学校で校舎の窓(幅約 90センチ、高さ約 60センチ)がサッシ

ごとはずれ、外にいた小学 4年生の女子児童がケガをしました。大村市教育委員会は事故

の原因を、校舎の老朽化とみています。女子児童は背骨を骨折したおそれがあり、11日病

院で精密検査を受けるということです。 

 


