
秋田県教育庁保健体育課

学校体育・部活動班

令和４年度
 

　体育的活動中における

　事故防止について



１　体育的活動中における安全指導

２　発生しやすい傷病

３　プール施設・設備の安全管理

内　容



     「無　　　」 
　　     
     「無　　  」

事故が繰り返される要因



１　体育的活動中における安全指導

２　発生しやすい傷病

３　プール施設・設備の安全管理

内　容



 ＣＡＳＥ１

体育授業中



＜事例１＞　用具の不備

①令和４年２月３日

②バドミントン

③バドミントン支柱
　を準備中、設置場
　所を示していた女
　子生徒の右手人差
　し指に、外れた土
　台部分が落下し、
　複雑骨折

【左：締付ネジあり(正常)】　　 【右：締付ネジなし（本事案）】

凡例：①発生年月日 ②種目 ③事故状況
【支柱から土台部分が外れた状態】



体育的活動中（含む運動部活動）における事故防止の徹底について　　　　
教保ー１４０２　県教育庁保健体育課長　令和４年２月１７日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【留意事項】

（１）用具を用いる体育的活動及び競技の練習等にお
　　いては、安全管理と危険防止について、十分に配
　　慮した活動計画になっているかどうか、安全管理
　　のためのルールが徹底されているかどうか、再度
　　点検すること。
（２）定期的に施設・用具の安全点検を実施し、安全
　　管理に努めること。
（３）学校医の助言等を参考に、生徒の健康観察に努
　　めるとともに、生徒一人一人の活動前後の体調を
　　把握すること。
（４）事故発生時における救急連絡体制を整備し、関
　　係機関との連携を図ること。



＜事例２＞　自作教具の使用

①令和元年１１月２６日

②走り高跳び

③担任教諭らが園芸用品
　で自作した教具で、一
　方の支柱を手で支えて
　いた男児の左目に当た
　り、失明

凡例：①発生年月日 ②種目 ③事故状況

【事故が起きた授業で使用されたものと同じ

　種類の園芸用支柱と手芸用ゴムひも】



　安全に気をつけて、振上げ足、踏切り足の順で
着地したり、低い高さのバーから練習したりしま
しょう。また、恐怖心をなくすためにバーの代わ
りにゴムひもを使うことも有効です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小学校体育（運動領域）まるわかりハンドブック　高学年　（一部抜粋）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　体育活動を効果的に実施するため、教師が様々
な工夫をしながら多様な自作の用具を使用するこ
とは、大変意義のある取組ですが、その作成や使
用に当たっては、安全性を十分に考慮するととも
に、初めて使用する自作用具の場合は、その使用
前に、複数の教職員による安全性の点検・確認を
お願いします。

学校における体育活動中の事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶について
教保ー１２１３　県教育庁保健体育課長　令和３年２月８日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



＜事例３＞　ゴールの転倒

凡例：①発生年月日 ②種目 ③事故状況

①平成２９年１月１３日

②サッカー

③杭やひも等で固定され
　ていなかったゴールが
　倒れ、下敷きとなった
　小４男児が約４時間後
　に死亡

【校庭に設置されたゴール】

【固定されていなかったため倒れた状態】



ゴール等を移動・設置する際の留意事項

・移動時は、複数人で教師の指導の下、行う。
　（労働基準法では、満16歳未満の男子が運搬して良い重量
　　は15ｋｇ未満とされている）

・動かす時、下ろす時は、全員で声を掛け合
　い確認する。

・移動時は、無理な方向転換をしない。

・錘や固定器具等で、しっかり固定する。

・ゴールにぶら下がらない、とびつかない、
　懸垂しないという指導



 ＣＡＳＥ２

放課後・部活動中



＜事例４＞　防球ネットの倒壊

①令和３年４月２７日

②放課後の校庭

③児童数名がネットに寄
　りかかったり引っ張っ
　たりしていたところ、
　ネットの支柱が根元か
　ら折れ、下敷きとなっ
　た児童２名のうち、頭
　に当たった１名が死亡

凡例：①発生年月日 ②場所 ③事故状況

【根元から折れ、倒れた防球ネットの支柱】



＜事例４＞　防球ネットの倒壊

【対策】
①「本当に大丈夫だろうか？」という意識
②子どもたちへの安全指導・安全教育
③施設設備の安全点検におけるマンネリ化の防止

【教諭等を対象に白石市教委が開いた安全点検講習会（令和３年７月）】

　一級建築士が設備点検のポイントを説明した。

【令和４年２月４日（金）秋田魁新報】



＜事例５＞　ハンマー投げの事故

①平成２９年１２月２０日

②部活動中のグラウンド

③陸上部員が投げたハンマ
　ーが逸れ、隣接するサッ
　カー場で練習をしていた
　サッカー部員の頭部に当
　たり死亡

凡例：①発生年月日 ②場所 ③事故状況



＜事例５＞　ハンマー投げの事故

【要因】
・顧問の不在
・陸上部員の確認不足
・男子部員が女子用の
　ハンマーを使用

【対策】
ルールの策定と徹底
・練習状況の把握
・練習時間をずらす
・施設設備や用具の安
　全確認
・ネット等での隔離　等



ハンドボール等のゴールの転倒による事故防止について
　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ庁政策課学校体育室　 平成２９年１月１３日

ハンドボール等のゴールの転倒による事故防止について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教保－１４５３ 教育長　平成２９年１月２０日

＜通知文書＞

学校における体育活動中の事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶に
ついて　　　　　　　　　　　教保ー１２１３　保健体育課長　令和３年２月８日

体育的活動中（含む運動部活動）における事故防止の徹底について
　　　　　　　　　　　　　 　　　教保ー１４０２　保健体育課長　令和４年２月１７日

運動部活動中でのハンマー投げによる死亡事故について
　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ庁政策課学校体育室　 平成２９年１２月２２日

運動部活動中でのハンマー投げによる死亡事故について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　教保－１３４７ 教育長　平成２９年１２月２２日

投てき種目指導上の留意事項について
　　　　　　　　　　　秋田県高等学校体育連盟陸上競技専門部　 平成２８年１２月８日



 令和３年度　校種別における体育的活動
 時の災害発生状況（秋田県）

体　育
（保健体育）

体育的　　　　
クラブ活動

学　校
行　事　　　　　

体育的
部活動

水　泳
指　導

小 学 校  ４１４ １３  ３４ ７ ０

中 学 校 ４８８  - ５８ ９８５ ０

高等学校  ２６８ - ６５ １０７５ -

合 計 １１７０ １３ １５７ ２０６７ ０

単位：件
【独立行政法人日本スポーツ振興センター調べ】

令和４年４月４日現在



安全教育

安全管理

①自身の人為的要因
②他人からの人為的要因
③運動やスポーツの特性による要因
④体力・技能や発達の段階による要因

⑤活動計画や安全対策による要因
⑥施設・設備・用具等の要因
⑦自然現象や自然環境等の要因
⑧複合的な要因

事故の要因



児童生徒の意識を高めるための取組

児童生徒の　　　　　　　　　　　　の育成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危険予測・危険回避能力

■「体育と保健の一層の関連」を図った指導
　の充実

　・オリエンテーションでの指導
　　→　各体育分野や各運動領域での種目の
　　　　特性、事故事例
　   　　「どのような場面で」      
　　 　　「どのような行為で」　
　　 　　「なぜ危険なのか」

　・毎時間の学習における指導



「学びに向かう力、人間性等」
○健康・安全
・体調の変化、場所の安全確認、　
  目的に応じた使用等
「思考力、判断力、表現力等」
・運動に必要な準備運動や自己
  が取り組む補助運動を選ぶ等

・ねらいや体力の程度に応じた
  適切な強度、時間、回数、
  頻度などを考慮した組合せ
・ゆっくり　→　素早く
  小さい動き　→　大きい動き
  易しい動き　→　難しい動き

・特性や目的に適した運動や
　スポーツの選択
・発達の段階に応じた強度、
　時間、頻度に配慮した計画
　の立案
・体調、施設や用具の安全の
　事前確認
・準備運動や整理運動の適切
　な実施

・傷害は、人的要因、環境要因
　及びそれらの相互の関わりに
　よって発生すること

体育と保健の一層の関連を図った指導の充実(例)

Ａ～Ｇ 運動領域 保　健

Ａ 体つくり運動

Ｈ 体育理論



　  

体
育
施
設
・
設
備
・
用
具 

　
定　
　

期

学期に１回以上
・児童生徒の実態に応じた指導計画・内容の検討
・気象状況への適切な対処
・緊急時の体制整備

月に１回

・全ての体育施設・設備・用具の破損及び保管状
　況の確認
・関係運動部活動顧問と連携した確認
・必要に応じて業者への点検依頼

臨

時

体育的行事の前
後、災害時など
必要に応じて

・使用する体育施設・設備・用具の破損及び保管
　状況の確認
・暴風雨・地震等などの自然災害時の確認
・関係運動部活動顧問と連携した確認

日

常

体育事業及び運
動部活動の活動
ごと

・使用する体育施設・設備・用具の破損及び保管
　状況の確認
・移動式設備・用具の固定状況の確認
・体育設備・用具等の取扱い方に関する事前指導
・習慣化の工夫と継続的実施

【参考】学校安全参考資料（文部科学省）等

学校安全点検の区分(種類)と時期等



①　スポーツの事故防止に関する理解と熱意、危機管理の視
　点を踏まえた日常の安全管理及び指導の実施
１

②　スポーツの各種目の正しい指導方法・内容・ルール、環
　境条件の把握、審判の方法の理解と徹底及び事故の事例・
　傾向等の理解
１

③　健康診断結果の把握と事後措置及び関係者の情報の共有
１

④　緊急連絡及び救急体制の確立及び救急用品・ＡＥＤ等の
　整備と活用
１

⑤　事前、運動中、事後の健康観察
１

⑥　危機管理の徹底

事故や事件などによる外傷は必ず防止できる

事故防止対策





１　体育的活動中における安全指導

２　発生しやすい傷病

３　プール施設・設備の安全管理

内　容



 ＣＡＳＥ１

熱中症



Ｒ３　校種別における熱中症発生状況【秋田県】

【独立行政法人日本スポーツ振興センター調べ】

単位：件



暑さ指数（ＷＢＧＴ）の活用

【熱中症環境保健マニュアル2022】



環境省
熱中症予防情報サイト
https://www.wbgt.env.go.jp/

・情報提供は４月下旬の
　予定

・全国のほか、知りたい
　地域の暑さ指数を検索
　できる

・熱中症警戒アラートや
　暑さ指数のメール配信
　サービスもある



発表時の予防
行動

・令和３年４月下旬から全国を
　対象に運用開始

・熱中症の危険性が極めて高く
　なると予測された際に、危険
　な暑さへの注意を呼びかけ、
　予防行動を促すための情報

熱中症警戒アラート
の活用



独立行政法人日本スポーツ振興センター　学校安全Ｗeb「スポーツ事故防止ハンドブック」より



熱中症環境保健マニュアル2022の活用

【構成】
Ⅰ．熱中症とは何か
　　→熱中症の基本知識
Ⅱ．熱中症になったときには
　　→症状と対処方法
Ⅲ．熱中症を防ぐためには
　　→状況別の注意事項
Ⅳ．熱中症に関する保健指導
　　→保健指導の在り方等
【改訂のポイント】
・熱中症アラートについての
　記載
・自然災害時や「新しい生活
　様式」での注意事項を記載

2018の改訂版



【構成】
１．はじめに

２．学校の管理下におけるプー
　　ルでの熱中症発生の実態及
　　び事例（小・中学校）
（１）年度別　（２）状況別
（３）場合別　（４）事例

３．熱中症予防のための留意点
（１）水中での活動の留意点
（２）プールサイドでの活動（見学・
　　監視を含む）の留意点

４．プールでの熱中症を発生さ
　　せないために
（１）施設等による対策
（２）事前指導による対策
（３）更衣室等の対策

５．あとがき



熱中症予防の留意点



熱中症対策例



熱中症対策例（コロナ対策追加）



 ＣＡＳＥ２

心停止（突然死）



Ｒ２　学校管理下における死亡発生状況【全国】

【独立行政法人日本スポーツ振興センター調べ】
単位：件



心停止（突然死）予防の１０か条

独立行政法人日本スポーツ振興センター　学校安全Ｗeb「スポーツ事故防止ハンドブック」より



安全に関する「知識及び技能」の内容

Ｇ保健（２）けがの防止（イ）けがの手当

＜小学校　保健領域＞

＜中学校　保健分野＞

（３）傷害の防止
　　　（エ）応急手当の意義と実際

＜高等学校　科目保健＞

（２）安全な社会生活（イ）応急手当　　　　



独立行政法人日本スポーツ振興センター　学校安全Ｗeb「スポーツ事故防止ハンドブック」より



ＡＥＤ学校内の設置推奨場所
日本循環器学会ＡＥＤ検討委員会より

①人目に付きやすい場所、児童生徒も含め、毎日目にする場所とする。

　設置場所を示す看板を掲示する。　

②学校内のどの場所からも片道１分以内で取りに行ける場所。

　１台で不可能な場合は、台数を増やして対応する。

③運動が行われるグランド、プール、体育館など心停止が発生しやすい

　場所へのアクセスを考慮する。

　雨に濡れる場所や気温が極端に高い低い場所は避ける。

④保管場所は、２４時間、３６５日アクセス可能な状態にする。

　※児童生徒の活動時は、可能な状態にしておく。

⑤運動会や試合などの開催時には、随時その近くにＡＥＤを移動する。

　一時的にレンタルも考慮する。マラソン大会では、複数配置の場所に

　加え、自転車での携行も考慮する。

※ＡＥＤ保守の観点から、電極や電池の交換を怠らないことも重要です。



 ＣＡＳＥ３

頭頸部外傷



体育活動中の死因別・障害種別給付件数

（Ｈ１３～Ｒ２）

突然死等 頭頸部外傷 その他

体育活動中の死因別・障害種別給付件数

　　　　　　　　【参考】令和３年度スポーツ庁委託事業

　　　　　　　　　　　「学校でのスポーツ事故を防ぐために」

355件

54.2％193件

29.5％

107件

16.3％

・学校の管理下で２０年間（Ｈ
　１３～Ｒ２）に発生した体育
　活動中（体育の授業、運動部
　活動、体育的行事等）におけ
　る事故

・災害共済給付の死亡見舞金、
　障害見舞金のうち、第１級～
　第３級を給付した事例６５５
　件が対象



頭頸部外傷対応の１０か条

独立行政法人日本スポーツ振興センター　学校安全Ｗeb「スポーツ事故防止ハンドブック」より



独立行政法人日本スポーツ振興センター　学校安全Ｗeb「スポーツ事故防止ハンドブック」より



 ＣＡＳＥ３

歯・口・眼



歯・口のけがを防ぐための１０か条

独立行政法人日本スポーツ振興センター　学校安全Ｗeb「スポーツ事故防止ハンドブック」より



独立行政法人日本スポーツ振興センター　学校安全Ｗeb「スポーツ事故防止ハンドブック」より



眼の外傷予防のポイント

独立行政法人日本スポーツ振興センター　学校安全Ｗeb「スポーツ事故防止ハンドブック」より



独立行政法人日本スポーツ振興センター　学校安全Ｗeb「スポーツ事故防止ハンドブック」より



     「無　　　」 
　　     
     「無　　　」

知

理

事故が繰り返される要因



④　スポーツ事故防止ハンドブック

各資料の掲載サイト

③　日本スポーツ振興センター　学校安全Ｗｅｂ
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anz
en_school/R2handbook/handbook_A5.pdf

①　環境省　熱中症予防情報サイト
https://www.wbgt.env.go.jp

②　熱中症環境保健マニュアル2022
https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php



内　容

１　体育的活動中における安全指導

２　発生しやすい傷病

３　プール施設・設備の安全管理



埼玉県ふじみ野市
大井プールでの

死亡事故
【平成１８年７月３１日発生】

　平成１９年４月２日文部科
学省スポーツ・青少年局長決
定による『スポーツ施設等安
全管理講習会実施要綱』の趣
旨に基づき、平成１９年５月
１７日に秋田県水泳プール安
全管理講習会を実施。

プール施設・設備の安全管理について



平成１９年５月１７日に
開催した秋田県水泳プー
ル安全管理講習会で全学
校に配布

プールの安全基準
のための施設基準

事故を未然に防ぐ
安全管理

プールの
　　安全標準指針

https://www.mext.go.jp/sports
/content/1306538_01_1.pdf



学校における水泳
プールの保健衛生
管理

https://www.gakkohoken.jp/b
ooks/archives/202



※排（環）水口について

吸い込み事故を未然に防止するため、
排（環）水口の蓋等をネジ、ボルト
等で固定させるとともに、配管の取
り付け口には吸い込み防止金具等を
設置するなど、

二重構造の安全対策を施すことが必
要である。　

プールの安全利用のための施設基準



プール施設・設備の安全管理について



吸い込み防止金具及び取り付けの例



※　プール使用期間前の点検と日常の点
　検について、点検チェックシートを用
　いて点検・整備を確実に行うこと。

　　・排（環）水口蓋の固定　
　　・固定しているネジ、ボルトのゆるみ等
　　・吸い込み防止金具の腐食等
　　・管理日誌の活用（３年以上保管）

事故を未然に防ぐ安全管理







・緊急対応の内容及び連絡体制を整備する。

・排（環）水口の異常が発見された場合は、　　　

　循環または起流ポンプを停止することが必

　要である。　　

・訓練の実施とともに、緊急時の初動心得の

　掲示、始業時に行うミーティングにおける

　確認等により周知徹底する。  　

緊急時への対応について



プールを安全に管理するためには、排（環）

水口の位置等危険箇所の表示、プール利用に

際しての注意・禁止事項、毎日の点検結果等

を、利用者の見やすい場所に見やすい大きさ

で掲示することが望ましい。  　

点検結果の掲示について

児童生徒に事前指導と周知を！



【構成】
Ⅰ　学校の管理下における水泳
　　事故の現状

Ⅱ　安全のための管理・指導の
　　組織

Ⅲ　水泳の安全管理

Ⅳ　水辺活動における事故防止

Ⅴ　救助方法と応急手当

Ⅵ　水死・溺死の原因

Ⅶ　飛び込み(スタート)の危険
　　性とその防止

Ⅷ　水泳事故と損害賠償

参考資料



ハインリッヒ（ヒヤリ・ハット）の法則



秋田県教育庁保健体育課

学校体育・部活動班

ご清聴ありがとう

ございました。


