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はじめに　（原文 p.2）
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2002 年に「スポーツにおける児童保護基準」に向けた私達の作業が本格的に開始されて以来、柔道に

おける児童の安全にも劇的な変化がみられている。この変化は私達の新しい方針、手続きにも反映さ

れている。

新しく設置された「児童保護方針・手続き」にはこのツールキットが新たに追加された。

ツールキットは運営マニュアルとして編集されており、子ども達が中心となっている柔道クラブの運

営を実践的に支援し、助言を提供するように作られている。

今後もベスト・プラクティス（最適な取り組み）の例や他の資料を継続的に追加していくつもりであ

る。もし皆様が良い例をご存じなら知らせていただきたい。

イギリス柔道連盟(BJA)

このツールキットで使われている挿絵は英国の若い柔道家達がこの文書のために特別に描いた挿絵で

ある。

注：このツールキットはイギリス柔道連盟、スコットランド柔道連盟、北アイルランド柔道連盟、

ウェールズ柔道協会の全組織のために作られた共同文書である。

このツールキットでは、BJA（イギリス柔道連盟）と書かれていたらスコットランド、北アイルラン

ド、ウェールズの柔道連盟をも含んでいる、と理解してほしい。

４つの柔道組織の間で手続き・内容が異なる場合は、関連するセクションで違いが指摘されている。

絵画コンテスト優勝者　「勝っても負けてもスマイルが一

番」Jemma10 歳　
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ボランティアと職員の採用 （原文 p.4）

他の多くのスポーツと同様に、柔道に於いても何千人ものボランティアがいないと、柔道クラブの経

営、行事や活動の運営が順調に進まず、柔道は存在できない。柔道が求める様々な役割を適切にこな

せる人々を私達は奨励していかなければならない。上手に運営される友好的なクラブは、ボランティ

アをより多く確保できるだろう。

しかし、子ども達の身体に接触する機会や虐待するためのチャンスを求めて子ども達と働こうとする

志の低い大人を見過ごしてはいけない。不適切な人たちが子どもや青少年を対象に働かないようあら

ゆる策を取る必要がある。柔道指導に適していない人々、とくに児童、障害者に接してほしくない

人々を排除するためには健全な採用・選考手続きが必要である。

適正な選考基準があれば、ある人が柔道指導に適しているかを評価できる一つの効果的な方法となり、

特に虐待を起こしうる人を阻止できる。パートタイム雇用だから、有給の雇用だから、長い年月仕事

をしていたから、または友人の友人だから、などの条件があっても、その人が「子ども達を虐待しな

い」ことにはならない。有給または無給、フルタイムまたはパートタイムの職員やボランティアを採

用する時は、同じ採用・選考手続きを毎回一貫して使うべきである。

柔道クラブでは現在の全職員のチェックを遅くとも２００８年半ばまでに行うようにしてほしい。

CRB（犯罪記録管理局）の特別開示 (Enhanced Disclosure) で誰を合法的にチェックできるか基準が

示されている。下記の人がチェック対象に含まれる。

　　１．通常の業務として（有給または無給で）18 歳未満の人たちのケア、練習、監督、単独で責任

を持って見る、などを行う人。

　　２．規制業務を行う人を監督または管理をすることが通常の業務に含まれる人。

　　３．子ども達にサービスを提供する組織の「重要人物」である人。

規制の対象となる職は、監督や子ども達の活動を指導・監視するコーチ/ボランティアまたは児童福祉

オフィサーなどの児童の安全の責任者たちである。

【訳注】2012 年に CRB と ISA(独立安全保護局)が統合し DBS (Disclosure and Barring Service:前歴

開示および前歴者就業制限機構)が設立された。規制業務に採用される人は DBS の犯罪歴調査を受ける

ことが多い。DBS の Enhanced Certificate (特別証明書) は子どもや弱者に接する仕事など注意すべき

雇用のための最高レベルの前歴チェックである。
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募集 （原文 p.5）

　  ・主要な任務に焦点をあてた職務記述または役割のプロフィールを作る。

　　・求められるスキルと経験を決める。

　　・求めたい資質を定める。

　　・クラブの目的を特定する。

　　・児童保護と機会均等に対するクラブの前向きな姿勢を示す。

　　・履歴書を使って各応募者の情報を集める。

　　・履歴書は必ず二人以上の役員が見る。

　　・応募者の身分を確認するために、パスポートや運転免許証など身分証明の文書を求める。

　　・求めているポストは特別開示（犯罪歴など）の対象であることを明確に記す。

　　　BJAまたはスコットランド柔道連盟が調査する。

犯罪経験者の採用に関する BJA 方針は Safe Landings のホームページ上にある。

このセクションにある用紙の例は www.safelandings.org.uk  のベストプラクティス・ガイドラインを

参照
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面接　（原文 p.6）

　　　・採用を決定する前に応募者全員を面接する。

　　　・役員が二人以上同席すること。

面接を行うことで応募者の履歴書に書かれた情報をさらに詳しく調べ、職務経歴に欠けている情報を

明らかにする。面接者の質問は前もって準備し、応募者が自分の経験を述べ、いろいろな状況にどう

対処するか例をあげて説明できる機会を与える。

　

応募者の技術的な能力を見極めることは重要であり、さらに子ども達の福祉に対する姿勢と責任感を

知ることも必要である。これらの情報を知るために使える質問の例を次に述べる。

　　　・児童や青少年を対象に仕事をした経験について話してほしい。

　　　・具体的事例をあげて応募者にどう対応するか尋ねる。例えば「冬の夕方、練習は終わった。

保護者はまだ子どもを迎えに来ていない。あなたはどうするか？」

応募者が「子どもと一緒に残って保護者と連絡をとろうとする」と答えることを期待している。

　　　・児童や青少年を対象に仕事をするあなたの適性に影響を与えることを知りたい。

　　　・児童や青少年を対象に仕事をするとき、問題を抱えた（苦しんでいる）子どもを扱った例は

あるか。　　　

推薦状

応募者と親戚関係ではない人から少なくとも２通の推薦状を求める。

１通は応募者の職場に関連したもの、そして可能ならもう１通はスポーツ、特に子どもの柔道に応募

者が関わっていたことを示す推薦状が好ましい。

採用が決定される前に推薦状に関する追跡調査をする。

推薦状に懸念がある場合はあなたの柔道組織の児童保護担当官に助言と指示を求めてほしい。

口頭の推薦もまったく問題ないが、受け取った情報は記録すべきである。口頭推薦の形式は Safe 

Landings(安全な着地)のホームページ、www.safelandings.org.uk にある。

採用の前に柔道クラブは BJA と連絡をとり、応募者が BJA で懲戒手続きを受けて処分や制約措置が課

せられていないか調べる。そうであった場合、その人は柔道で責任ある地位には就けない。
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犯罪記録局（CRB）の情報開示 （原文 p.7）

CRB調査は採用手続きの一つの手段である。CRB の特別開示（スコットランドでは特別開示スコット

ランドという）は BJA/スコットランド柔道連盟に対して、対象者の記録された犯罪情報を教えてくれ

る。もし応募者に性的犯罪の経歴があれば、その人は子どもと働くことに適していないことになる。

また薬物取引や人種差別の記録があれば、BJA/スコットランド柔道連盟は追加の調査をする必要があ

るかもしれない。

BJA の Safe Landings(安全な着地)のウェブサイトにある「CRB 情報開示とスコットランド情報開示

調査の結果、および政府機関からの報告に対応するための手続き」を見ていただきたい。

BJA／スコットランド柔道連盟では３，４年ごとに一定のボランティアとスタッフの CRB調査を行う。

全体の質を維持するため、ある年に調査された人々のうちの１％にあたる人が翌年無作為に抽出され

て調査を受け、情報開示が完了する。この場合 BJA／スコットランド柔道連盟は、CRB担当官が選考

後１か月以内に調査対象者の都合の良い場所と時間に訪問できるように調整する。

BJA ケース管理チームまたは柔道クラブが懲戒手続きを行った場合、BJA／スコットランド柔道連盟

は特別開示をその人に再度行うよう要請してよい。

BJA／スコットランド柔道連盟は第三者による情報開示を受け付けない。www.safelandings.org.uk　

を参照。

スタッフとボランティアの任命

柔道クラブは履歴書に示された情報、身元確認、推薦状の情報、BJA／スコットランド柔道連盟が行

う CRB 特別開示をすべて考慮する必要がある。この情報と面接・ミーティングでの結果を合わせて考

慮し、応募者をそのクラブで採用するかどうか決定する。

採用前の確認事項

・どのような資格でも実証化しなければならない。例えば指導証明書は複写を請求する。

・各柔道クラブが２００６年社会的弱者保護法（スコットランドでは２００３年児童保護法）

に準拠していること。

・各クラブで児童と社会的弱者を対象に仕事をしているすべての人々が CRB 特別開示調査（ス

コットランドでは特別開示スコットランド調査）を終了しており、さらに独立安全保護局の

チェックも行っていてほしい。BJA／スコットランド柔道連盟は各柔道クラブが存在してい

る地域の法律に準拠できるように支援を行うことが可能である。
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採用後の決定　（原文 p.8）

新しいボランティアの採用が決まると、次の行動が必要になる。

　　　・新しいボランティアはクラブの児童保護方針・手続き、ベストプラクティス（最適な取り組

み）のガイドライン、行動規範を理解し署名をする。

　　　・訓練のニーズを設定し実行する。

　　　・新しいボランティアの役割と責任に署名をする。

　　　・新しいボランティアを支援するために監督期間または指導期間を設定する。

　　　・英国スポーツコーチ児童安全保護ワークショップを修了する。

　　　・これは一般的なスポーツコーチ・ワークショップでもよいが、出来ればBJA/JS/NIJG/WJA

が運営する柔道に特定した児童の安全保護ワークショップが好ましい。

BJA の CRB 方針と手続き（スコットランド柔道連盟の CRBＳ方針と手続き）に関する追加情報は

Safe 

Landings のウェブサイトにある。

情報の保存

応募者から得た情報の機密性と安全な保存に関しては各クラブで有効な仕組みを持つ必要がある。

その仕組みには次のことが含まれる。

　　　・施錠があるロッカーに保存する。

　　　・特定の役割と責任を持った権限がある人のみに情報アクセスが限定される。

採用が決まったら以下のものをその人が採用時の地位にいる限り保存する。

　　　・履歴書のコピー

　　　・ＩＤ（身分証明書）を証明するもの

　　　・推薦状のコピー

　　　・医療健康調査を行った場合は結果のコピー

　　　・情報の特別開示が行われ採用が決定した場合は、特別開示の記録は保存せず、安全に処分す

る。

このデータの保存は１９８８年データ保存法で規定されている。法律の詳細に関しては

Information Commissioner(情報委員)に連絡を取るようにする

Information Commissioner

Wycliffe House, Water Lane

Wilmslow

Cheshire SK9 5AF

Fax.01625 524 510  Information Line:01625 545 745 http://www.dataprotection.gov.uk/
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適切な人材のチェックリスト　（原文 p.9）

子ども達の安全保護を担当する人を任命する場合、適切なタイプの人材を任命することが重要である。

その場合次の項目のチェックを必ず行う。

必須基準　　　　　

　　 ・柔道における児童安全保護ワークショップおよびNSPCC クラブ福祉オフィサー傾聴ワーク

シ

　　　　ョップに出席している。（応募者の他の基準が満たされている場合は 2 つのワークショッを

着

　　　　任３か月以内に完了する条件で任命できる。）

　　　・安全で前向きな環境の中で子ども達が柔道を楽しめることを確約する。

　　　・求められた情報の照会を行える。

　　　・自己の情報開示、CRB 特別開示（スコットランドでは特別開示スコットランド）を完了

している。BJA/スコットランド柔道連盟によるチェックが行なわれ、結果が受容されている。

問題をおこした経歴があっても、子ども達を対象にした仕事から自動的に外されるわけではない。

それぞれの事例は是々非々で対応する。

BJA のホームページに犯罪経験者の採用に関する方針の詳細が載っている。

www.britishjudo.org.uk/SafeLandings

  　　・技術や知識を向上させる意欲。

　　　・子ども達を対象に仕事をした過去の経験。

　　　・「平等な機会」に関する知識と前向きな姿勢。

　　　・すべての子ども達と人々を平等に扱う。

　　　・肉体的な健康　－　仕事をこなすために必要。

　　　・精神的な安定、誠実さ、柔軟性。

望ましい基準

　　　・児童保護問題の知識がある*

　　　・児童保護法の知識がある**

　　　・必要な柔道の知識・理解がある

*任命された人はその組織の児童保護の責任を持つ人である。例えば

　　　・BJA/JS/NIJF/WJA では国レベルでの担当者は児童保護リードオフィサー（Lead Child 

Protection Officer）である。

　　　・クラブではクラブ福祉オフィサーである。

　　　・訓練キャンプではキャンプ/訓練福祉オフィサーまたはキャンプ・マネージャー。

**関心のある人が児童保護問題または法律の知識を持っていない場合、柔道を対象としたクラブ福祉

オフィサー用「児童の安全と保護」のワークショップおよびクラブ福祉オフィサー用「傾聴」

（Time to Listen）ワークショップに参加できる。　
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注：子ども達を対象にした仕事に適していないと考えられる場合、応募は拒否されるべきである。
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柔道クラブの福祉オフィサー（CWO） （原文 p.10）

英国の柔道組織は加盟クラブに福祉オフィサー(CWO)を置くように奨励している。

現在は義務ではないが（Club Mark を取得しようとするクラブは除く）2009 年にこれを見直し、

CWO を義務化する日を定める計画である。

各柔道クラブが CWO として求める人物の水準とタイプについて BJA はかなり高い基準を設けている。

従ってこのプロジェクトは短期間では完了しないと BJA は考えている。

CWO の職務と必要な能力については付録 11 を参照。

CWO は各クラブの運営委員会に所属し、安全保護がクラブに定着していることを確認する。

またクラブ全体にベストプラクティスを浸透させ、クラブの基準に照らして問題がある場合は中心と

な

って対応する。懸念が大きい問題は BJA の LCPO（児童保護リードオフィサー）に連絡する。

懸念事案の機密性は厳密に「必知事項」（need to know）とする。

CWO には次のことが求められる。

　　　・クラブの運営委員会で子ども達を代弁する。

　　　・組織の児童保護リードオフィサー（LCPO）が誰か、どのようにして接触するか

知っている。

　　　・クラブ児童の保護の問題や深刻な不適切行為（または不適切行為の再犯）があった場合は児

童保護リードオフィサー（LCPO）に連絡する。

　　　・BJA/JS/NIJF/WJA の LCPO に連絡が取れない、または緊急性の高い児童保護の問題がある

場合は、NSPCC の Helpline（スコットランドは Children 1st
　）の助言を求める。

　　　・緊急時にはその地域の児童福祉事務所Children’s Social Care（スコットランドは社会福祉事

務所 Social Services）または警察の助言を求める。

　　　・柔道クラブでは必ずBJA の「児童保護方針」を検討し実行する。旅行・トーナメント・画像

の使用などのベストプラクティス（最適な取り組み）がその中に含まれる。　　

　　　・ボランティアを募集する時は「BJA の児童保護とベストプラクティス指針」を利用し、推薦

は必ず要求して追跡調査する。

　　　・主要なボランティアとコーチは全員BJA による CRB 特別開示調査、またはＪＳによる特別

開示スコットランドの調査を受ける。

　　　・児童保護とベストプラクティスの教育プログラムがもたらす恩恵を支援し促進する。

BJA 地域(Area)の児童保護官

現在は BJA には Area の児童保護官はいないが、今後 3 年間で（2007-2010）このレベルの保護官を採

用したいと考えている。BJA の有給スタッフとボランティアで構成される。　　　　　　　　　　　
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優れた取組み（Good Practice）―正しく行う　（原文 p.11）

各柔道クラブは児童保護方針を持つ必要がある。児童保護方針が効果的であるためにはクラブの会員

が方針の意味とそれが日常の柔道でどう実践されるかを知らなければならない。

児童保護方針は上手に運営されている効果的なクラブの基盤である。

BJA 児童保護方針に署名し下記の主要方針と手続きを実行すれば、ベストプラクティス（最適な取り

組み）は当たり前のことになる。

方針チェックリスト

　　　・児童保護方針声明書

　　　・選考・採用の方針

　　　・不正告発の方針

　　　・保健・安全の方針

　　　・柔道規則（Judo Code）の促進

　　　・平等に関する方針

　　　・コーチ、選手、役員、保護者の行動規範　

柔道クラブの児童や青少年が作った柔道規則は大人が作った規則より効力と意義が大きいことが証明

されている。

これを達成するひとつの方法として、練習を一度変えてみてはどうか。子ども達に 30分与えて自分た

ちの柔道規則を書いてもらう。開始時には指導が必要かもしれないが、本質的には子ども達の方針で

ある。Ａ２用紙にそれを書き、道場の壁に貼る。子ども達は全員署名し、新入会員は参加時に署名す

る。

道場に空いた場所がある場合、保護者、役員、コーチのための同様の規則集を作ればクラブで互いの

行動に関する公的な声明ができあがる。　

手続きのチェックリスト

・指名されたクラブ福祉オフィサー

・児童・青少年の福祉に関する懸念を報告するための手続き

・苦情と懲戒手続き（付録６参照）

・選手と保護者の同意を得るための仕組み（付録１と４を参照）

・若い人たちが意見を述べて聞いてもらうための場

・保護者、選手のための情報

・今のクラブ会員や将来の会員を含むより大きな地域の組織（年齢、性別、障害、民族を代表

する組織）の代表

・旅行や宿泊滞在の手続き（15ページと 21ページを参照）

主要な方針と手続きの実行のために、さらに手引きが必要なときは BSA Safe Landings and
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Development　のホームページを参照。

導入研修　（Training）（原文 p.12）

募集活動と選考の手続きにおけるチェックは、子ども達をコーチや運営者の虐待から守るためのひと

つの方法に過ぎない。

　　*スタッフとボランティアに対して適切な研修を行い、自分達が虐待する状況に陥る可能性がある

ことを理解し敏感になるようにする。

ボランティアの入門研修　

ボランティア全員を BJA の児童保護方針・手続きを理解してもらうのは大変な仕事である。BJA はこ

の導入プロセスの展開にある戦略を作った。

BJA による研修のための全国手続き:

展開方法：短いプレゼンテーション

　　　・BJA 採用の全国レベルのスタッフ（有給または無給）で子ども達に直接的接触がない、また

は子ども達に関する意思決定権限がない人達。

　　　・監督された状況のもとで児童と接触がある臨時ボランティア（例：全国大会またはワールド

カ

ップの担当者―全国レベルで子ども達を直接監督するボランティアは含まれない。）

展開方法：ワークショップに参加　（児童を守り保護する）

　　　・児童と重要又は持続的な接触がある全職員、または児童や方針に対して意思決定を行う権限

がある全職員（例：LCPO＝児童保護リードオフィサー）

　　　・児童と重要又は持続的な接触がある全国レベルのボランティア（特定の大会、キャンプ訓練

コースで子ども達の監督を行うボランティアなど）。これらのボランティアは資格のある

コーチや福祉オフィサーなど既存の児童を担当するスタッフから選択されるであろう。保護

者が上記の役割につくこともあった。その場合は短いプレゼンテーションが研修に使われた。

　　　・すべての新しい BJA の理事（スコットランドではスコットランド柔道連盟の理事）。

　　　・BJA の CEO（最高執行責任者）（スコットランドではスコットランド柔道連の最高執行者）

　　　・BJA の委員会メンバー

　　　・有資格のコーチになろうとしている人

　　　・クラブ（または地域の）福祉担当主任に任命されたいと考えている人

　　　　（クラブ福祉担当主任とシニアコーチは傾聴(Time to Listen)ワークショップへの出席が求め

られる）
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　　　・審判、競技の役員、審査官の資格を得ようとしている人

注：本書の記載時には厳密なレベルや実行のタイムスケールは最終決定されていなかった。
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クラブ福祉オフィサーは情報パッケージで研修を　（原文 p.13）

クラブ福祉オフィサーは「BJA 児童保護方針・手続き」の研修が必要か率先して決める。しかし BJA

は次の人たちは必要だと助言したい。

　　　・ボランティアの運転手

　　　・ボランティアのビデオ・写真担当者

　　　・練習中のヘルパー。コーチになることを考えているかもしれないが、BJA はこの人をまだ注

目しておらず、コーチになるための正式な手続きを始めていない。

　　　・売店、支援コーナーのボランティア　

誰に研修が必要か考えるとき BJA は次のアドバイスを提示する 

子どもの視点で考える　－　クラブの中で子ども達が役員として見るのは誰か。「コーチの為

に出欠をとる単純な仕事をする人」も含まれるかもしれない。

CWO は基本的な研修パッケージを与えられ、これを使ってどのように研修を管理するか傾聴（Time 

to Listen）ワークショップで訓練される。

パッケージにはボランティア用に次の情報が入っている：

　　　・スポーツにおける児童保護の基本的情報

　　　・BJA の児童保護方針・手続き（印刷物または CD-Rom）

　　　・ボランティアが署名する宣言書

　　　・ボランティアが書き込んで CWO に提出する簡単なワークシート。

研修を行うためのアイディアや補助教材のガイダンスが CWO のパッケージとして提供される。

配布予定は 2009 年 8月。
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リスク管理　（原文 p.14）

活動計画を作成する場合は当然リスクの可能性を検討する。しかし自分たちが見ている子ども達や青

少

年の福祉を確実にするためには次の基本的な疑問を考えることが重要である。

　　　・何の活動か？

　　　・参加する児童／青少年の年齢は？

　　　・活動が行われる場所は？

　　　・グループに特別な配慮は必要か？

　　　・複数グループで構成されているか？（男女のグループ、いろいろな民族のグループなど）　

　　　・主催者の経験と資格は？

　　　・適切な応急手当の訓練を受けた人が必要か？

活動が行われる場所をよく知っているか、またその活動における自分の責任の範囲がわかっているか

考

えることが大切だ。例えば自分の道場か（電話、トイレ、着替える場所、応急手当の用意があるか）

ま

たは移動が必要な知らない道場か。地域のスポーツセンターには設備の種類や利用に関するガイドラ

イ

ンがあるかも知れない。また道場以外の場所では他の活動が行われているかも知れないので気を付け

る

ように。

潜在リスクを評価するときの原則はどのような活動でも同じである。それを考慮して安全確認のため

の

大人対子ども/青少年の人数比率を決める。

18 歳以上の人（スコットランドでは 16 歳以上の人）はだれでも大人であることを覚えておくように。

ボランティアまたは BJA のレベル１コーチでも 18 歳未満（スコットランドでは 16 歳未満）であるか

も知れない。彼らは法的には大人と考えることはできないので、大人対児童/青少年の比率に影響を与

え

る。しかしそのような場合、保護者に同伴するよう願うことはできる。また参加する大人たちの経験

を

考えることも重要である。明らかに BJA の資格があるコーチが来ることが最良であるが、資格コーチ

とコーチではなく監督するだけの大人の混合である可能性が高い。

詳細な情報に関しては Safe Landings ツールキットにある BJA 保健安全のガイダンス、または

www.safelandings.org.uk を参照。　

16

http://www.safelandings.org.uk/


児童・青少年を引率する遠征の計画　（原文 p.15）

この章は ASA と NSPCC の許可を得て「安全なスポーツ遠征－適正な計画のガイド」を応用して

書かれている。

はじめに

遠くで開かれる競技会に参加し、自宅を離れて旅行をすることは子ども達にとって安全かつ楽しいこ

と

でなければならない。すべての子ども達が自信を高め技術を成長させる機会となるべきである。

チームを連れてクラブから離れた競技会に参加するときは、グループの児童・青少年たちに対する注

意

義務が満たされるように最大限に考慮し計画する必要がある。

自分のクラブで小さな競技会を主催する場合は、自分のチームに対する注意義務の方針は通常の指導

や

クラブの練習と同じである。

遠征

計画

以下の項目はチームの日帰り遠征の計画と実行のための手引きである。宿泊は含まない。（p.21 を参

照）

適切な取り組み　Good Practice

　　　・役割と責任を明確に定め、チームマネージャーを任命する。

　　　・児童・青少年の管理と世話のために十分な数のスタッフがいる。（添付 5　BJA 保健安全ガ

イドラインを参照）

　　　・子ども達を移動させ監督することに対し、保護者の書面による許可を得る。

　　　・柔道規範に従って行動することに参加者が同意している。

　　　・チームの児童・青少年の責任者となるスタッフ全員が BJA 児童保護方針・手続きにしたがっ

て採用されチェックされている。（ボランティアの採用は p.5 ～p.11）

　　　・リスク評価が行われていることを確認。

　　　・柔道クラブの「ホーム連絡先」、即ち同行しないクラブのメンバーで連絡先になる人がいる。

保護者への連絡

日帰りで移動をするとき、以下の情報を明確にして保護者とチームに連絡する。

　　　・移動手段

　　　・集合場所

　　　・出発時間

　　　・帰宅時間

　　　・目的地と場所

　　　・競技会の詳細

　　　・チーム担当のマネージャーとコーチの氏名
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　　　・チームマネージャーとコーチの連絡情報

　　　・チームのメンバーのための連絡情報と医療情報

　　　・必要な道具

　　　・必要経費、即ち移動の経費、競技参加費、小遣い

交通　（原文 p.16）

自家用車

青少年の柔道はボランティアと保護者の支援なくしては成り立たず、自家用車が遠方のイベントへの

交

通手段として頻繁に使用される。BJA はこれを認識している。

児童青少年を練習会、遠方のイベントに移動させるために、コーチ、クラブのボランティア、チーム

マ

ネージャー、審判、大会の役員は、いかなる時も自家用車を使用しないように BJA は強く助言する。

（保護者が子どもの移動用に使う場合、またクラブが準備したのではなく保護者同士で合意して他の

選

手を移動させる場合の自家用車は除く。）

もし理由が何であれ自家用車が唯一の移動方法である場合は次のガイドラインを守ること：　

　　　・運転者は乗客の安全を守る。

　　　・運転者は車が道路上の使用に適しており、免許が有効で保険に入っていることを確認する。

　　　・運転者はシートベルト付きの車を使用し、乗客は移動中必ずシートベルトを着用する。

　　　・若年の選手を移動させる時には、運転者は法的な義務を理解している。

　　　・保護者は子どもが他の大人の車で移動するときは書面の許可を提出する。

　　　　（添付 4参照）

　　　・出発/到着時間は保護者などに明確に伝える。

　　　・運転者は自分の子どもではない他の子ども・青少年と単独で自動車に乗らない。緊急事態で

他人の子と二人だけで車に乗らなければならない時は必ずその子どもを後部座席に乗せる。

これは緊急時のみであり、通常では容認できない。

　　　・運転者は３ページの採用手続きに従って採用される。

車・運転者を雇用する場合　

遠方のイベントのために移動手段を採用するときは次の点を念頭におく：

　　　・乗客の安全

　　　・運転者の能力と運転者が有効な免許を保有していること

　　　・運転者の運転時間と運転しない時間も含めた一日の拘束時間

　　　・複数の運転者が必要か

　　　・旅行の種類、交通状況、天気、クラブから子ども達を移動させる時の適切な保険

　　　・移動時間、距離、中継地点

　　　・監督の必要性
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　　　・障害者を含むチームである場合、移動が適切か

　　　・運転者は休憩をとる必要があり、また緊急手続きを知っている必要がある。
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法的側面　（原文 p.17）

　　　・車両が道路走行に適している。

　　　・運転者が移動中は車両の責任者となる。　

　　　・三人以上の人数の３歳から１５歳の青少年を移動する時のバスやミニバスには、法律に適合

したシートベルトが各人用に装備されていなければならない。環境省の「ミニバスとバスの

シートベルト；利用者・運営者へのアドバイス」www.roads.detr.gov.uk　を参照。

　　　・車椅子が利用できるミニバスに車椅子の固定装置がある。

　　　・グループのミニバス運転者はミニバスの運転と乗客管理の研修を受けている。

管理

　　　・全てのスタッフは、有給でも無給でも、5～11ページの採用手続きに従って集められチェック

される。

　　　・チーム担当のスタッフの中に、BJA 児童保護方針・手続きを理解し研修を受けた人が指名さ

れて参加している。（BJA の児童保護ワークショップに参加していればこの要件は満たされ

る。）

　　　・男子のみのグループ、または女子のみのグループには少なくとも一人同性のスタッフがいる。

　　　・保護者が同伴していない児童がいるときは、同性のスタッフが必ずグループにいる。

役割と責任

　　　・スタッフ全員がチーム内の自分の役割と責任を明確に理解している。

　　　・可能な場合はヘッドコーチとチームマネージャーを任命する。ヘッドコーチとコーチはチー

ムの練習と競技管理の責任者となり、チームマネージャーと他のスタッフはその他の必要な

サポートの責任者となる。

　　　・スタッフ全員が以下の項目を理解しているか確認するために研修プログラムを必ず行う：

　　・BJA 児童保護方針・手続き／「安全な着地」（Safe Landings）

　　　・倫理的問題

　　　・行動規範　

　　　・スタッフ全員に、連絡、医療情報、旅程を含めた完全な日程を説明する。

　　　・保護者が大会を観戦する場合は、チームがスタッフの責任下にあり保護者はそれを妨げては

ならないことを明確に指摘する。

　　　・名簿を作成し、点呼がどこでもとれるようにする。
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子ども達の迎え　（原文 p.18）

柔道の活動から子ども達を迎えるときの方針を柔道クラブは作成し公開する。方針には年齢、活動の

場所、時間、活動の内容が記述される。

迎えが遅れる

迎えが遅くなる場合、クラブには自宅まで子どもを送る責任がないことを保護者に伝える。

スタッフ/ボランティアは次のことをする：

　　　・迎えが遅いときは保護者に連絡をとってみる。

　　　・クラブにある子ども・青少年に関する情報を調べる。

　　　・他の連絡者、連絡番号に連絡をとってみる。

　　　・同意された迎えの場所で子どもと、可能な限り他のスタッフ/ボランティアも一緒に迎えを待

つ。

　　　・迎えが遅れるときの方針を保護者に再度伝える。

スタッフ/ボランティアがすべきでないこと：

　　　・子ども・青少年を自宅または他の場所に連れていく。

　　　・子ども・青少年に車内または他の場所で自分と二人だけで待つように言う。

　　　・保護者の許可なしに子ども・青少年を他の人と自宅に帰す。

スタッフと選手の比率

チームの安全のため、どのような遠征の移動でも選手の世話ができる充分なスタッフ人数

を準備することが重要である。次の事柄が考慮される必要がある。

　　　・特別な宗教・文化の要求がある選手がいる場合、その性別、年齢、能力

　　　・特別なニーズ、医療の必要性または障害がある選手

　　　・移動の期間

　　　・選手の能力、想定されるふるまい

　　　・チームのマネージャー、助手、コーチ、専門スタッフの人数

　　　・子どもたちを監督するスタッフの経験

　　　・緊急時対応に十分な数のスタッフ人数（最低二人）

　　　・８歳より上の児童チームに対しては最低限１対１０の比率が必要

　　　・上記の要素により児童・青少年に対するスタッフ比率を高める必要性があるかどうか

　　　・８歳以下の児童チームに対しては１対８が最低限の比率で、児童数は１グループ２６人以下
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移動中の管理　　（原文 p.19）

　　　・チームのマネージャーは常に選手とスタッフに責任を持ち、「秩序ある行動」を維持しなけ

ればならない。

　　　・運転者は監督責任を持つべきでない。

　　　・チームのメンバー全員とスタッフは車内の緊急時の対応（例えば非常口ドア）を理解してい

る。

チームのマネージャーは以下のことを考慮する

　　　・二階建てバスに必要な管理、例えば各階に一人監督者を置く。

　　　・道路を横断するときのグループの安全管理。

　　　・チーム移動中の基本原則を明解にする。事故の主な原因は不作法な振る舞いである。

　　　・十分な回数の監督下の休憩

　　　・故障または事故が起きたら、チームとスタッフはチームマネージャーの管理・監督に従う。

　　　・車両の乗降時にはチームの点呼を行う。

注：宿泊付きの遠征ではスタッフが自分達の役割を前もって理解していることが重要である。方針の

文

書にある「Safe Sport Events」（安全なスポーツイベント）を参照できるようにする。

緊急時の対応

　　　・医療問診票に書き込み、保護者が署名してクラブに提出する。

　　　・医療情報の詳細や他の関連情報を一人のスタッフが持参する。

　　　・スタッフは子ども達の特殊な医療状態を常に認識していなければならない。

　　　・スタッフは救急サービスに連絡できるよう、また最低の応急処置ができるよう体制を整えて

いる。

　　　・スタッフは良識的な保護者のように行動する注意義務がある。

　　　・スタッフは命にかかわる緊急時には人命救助を行う必要がある。
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緊急事態がおきた場合：　（原文 p.20）

　　　・緊急事態の状況と被害者の氏名を確認する。

　　　・残りのメンバーの安全を確保し監督下におく。

　　　・グループ全員が状況を把握し、緊急時の手続きに従っているか確認する。

　　　・スタッフ一人が被害者と共に病院に行くようにする。

　　　・必要な場合は警察に連絡する。　

　　　・事故報告用紙に記入する。

　　　・グループ全員がマスコミに話をしないよう確認する。

　　　・マスコミからの質問はすべて BJA 本部の BJA コミュニケーション部長/広報部長が管理する。

スコットランドはスコットランド柔道連盟の最高責任者が管理する。

　　　・チームとスタッフは事件について話し合わない。

　　　・道場の連絡係（ホーム・コンタクト）に連絡し、以下のことをしてもらう。

　　　・保護者に連絡を取り逐次状況を伝える。

　　　・クラブのスタッフと連絡をとる。 必要なら BJA（スコットランドはスコットランド柔道連

盟） と連絡をとる。

　　　・必要な場合はマスコミ連絡係と連絡をとる。

　　　・保険会社に事故の報告をする。必要であれば適切な用紙を使用する。

保険

BJA のクラブ、メンバー、コーチは会員になると保険の補償が適用される。しかし移動と医療の補償

は含まれていない。

補償の詳細と追加補償のための連絡先に関しては BJA のサイトを参照する。

www.britishjudo.org.uk/membership/insurance.php
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宿泊を伴う移動　（原文 p.21）

はじめに

旅行の計画を立てるときは、必要条件をすべて満たすように十分な時間をかけることが重要

である。以下の行動プランを実行する。

　　　・移動の目的を明確にする

　　　・旅行の日程は？

　　　・旅行の場所は？

　　　・ビザが必要か確認する。

　　　・旅行によってはワクチンや抗マラリヤ薬のような旅行前の投薬が必要な場合がある。

　　　・移動の期間は？

　　　・柔道と宿泊のための適切な場所と設備を特定する。

　　　・誰が参加するか？　―選手

　　　　　　　　　　　 ―スタッフ

　　　・経費は？

　　　・小遣いの額はいくら？

　　　・リスク評価を行う

　　　・必要な保険の補償範囲は？

　　　・選手の管理　―　柔道をしている時間とそれ以外の時間

　　　・適切な宿泊施設

　　　・すべての食事の手配

　　　・到着時にプログラムとルールを見直すためのグループ・ミーティングを開く

　　　・グループ・ミーティング、スタッフ・ミーティングを毎日開く。問題を話し合い、解決する

機会になる。

　　　・保護者との連絡

　　　・その国の文化的伝統の調査を忘れないように。これはグループとしてどのような服装を持参

するか（例えばイスラム諸国など）という点に影響することがある。

　　　・英語圏外の諸国ではコミュニケーションの障壁があることを考慮する。

　　　

リスク評価

事故を防ぐには計画立案がカギとなる。旅行の計画立案にはリスク評価が本質的な要素となる。

　　　・子ども達を混乱した状況に置かないようにする。そうなると受容できないレベルのリスクを

負うかもしれない。

　　　・次のことを考える：

　　　　　・どのような危険があるか？

　　　　　・危険にさらされるのは誰か？

　　　　　・リスクを減らすためにどのような安全措置を取ることが出来るか？

　　　　　・チームのマネージャーは安全措置を実行できるか？

　　　　　・緊急事態が起きたときにどのように対応をするか？
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クラブとの連絡（ホーム・コンタクト） （原文 p.22）

　　　・チームとスタッフの名簿と宿泊先の連絡番号・住所をクラブに残す。

　　　・チームとスタッフ全員の緊急時連絡番号が記録されていることを確認する。

宿泊施設

　　　・宿泊先で行動規範と規律の方針をスタッフと話しあう。

　　　・部屋に衛星放送が備わっている場合、不適切な番組が視聴できるかもしれない。

　　　　視聴できないような手配が可能か調べる。

　　　・追加料金、破損、鍵の紛失に対する宿泊施設の対応を調べる。

　　　・すべての宿泊施設は清潔で、十分な数のトイレや入浴設備が使えなければならない。

容認できないこと：

　　　－複数の選手がひとつのベッドを共有する。

　　　－男女の選手が同じ部屋を共有する。

　　　－スタッフと選手が同じ部屋を共有する。

　　　・宿泊設備がどのような所でも、チームのマネージャーは選手の安全を確認する。

　　　・車椅子の使用者がいる場合、建物、部屋、浴室へのアクセスを調べる。

　　　・障害がある選手のニーズが対応されているか確認する。

　　　・選手たちは、スタッフがどの部屋にいてどのように連絡できるか分かっている。

保護者との連絡

子ども・青少年を遠征に連れて行く前に保護者と選手とのミーティングを準備し、旅行の詳細を伝え

る。

保護者は以下の情報を理解し、書面に書かれた情報を受け取る。

　　　・旅行の目的

　　　・チームマネージャーの氏名と連絡の詳細

　　　・スタッフ全員の氏名

　　　・クラブに残った連絡係の氏名と連絡番号

　　　・会場への往復、大会中の移動に関する詳細

　　　・宿泊施設の詳細、住所と連絡番号

　　　・可能な限り詳細な旅行の日程

・持ち物リスト　

　　　・緊急時手続きと電話連絡　　　　

　　　・スタッフと選手の行動規範

　　　・福祉手続きと児童保護手続き　　

　　　・推定コスト　　　　　　

　　　・手付金の支払い日

　　　・小遣い

　　　・保険の詳細
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保護者/保護者に求める情報 （原文 p.23）

　　　・署名をした行動規範の同意書と具体的な医療情報

　　　・食事に関する特別な配慮の必要性

　　　・応急医療手当への同意

　　　・料金支払いの同意

　　　・子どもの欧州健康保険カードを入手するように保護者に依頼する。Ｅ１１１の代わりになる。

　　　

選手の準備

旅行の前に選手達と会い、以下のことに同意を得る：

　　　・行為及び行動規範

　　　・緊急手続き

　　　・選手達への期待

　　　・スタッフの役割と責任

　　　・ホームシックになった場合のサポート

　　　・困ったとき、打ち明けて相談したいときのサポート　

子ども達とスタッフからのフィードバック

旅行から戻ったら、子ども達とスタッフに何が楽しかったか、何を変えたいか尋ねる。

これは来年の計画策定に役立つ。子ども達は楽しくするための良いアイディアを持っている。耳を傾

け、

楽しいアイディアを安全なものにしよう。
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子どもたちのケアをする時の適切な行動　（原文 p.24）

クラブの活動とそれを取り巻く環境で「適切な行動」を促進すれば、子どもたちの潜在的なリスクを

減らし、スタッフやボランティアを守ることができる。

子どもたちと活動するときは常に人目にふれる状態でいること。

子どもと二人だけで行動しない。

身体的接触　

柔道ではコーチと子ども・青少年との間にある程度の身体的接触が必要になる。コーチは教える、

励ます、守るまたは慰めるときに身体的接触を行うかもしれない。

　　　・コーチは 18 歳未満の選手を相手に技術の実地説明をしないように。二人の選手がその動きを

実演するようコーチが導く方法がより好ましい。とくに寝技においては。

　　　・柔道の身体的接触は常に子どもの必要性を満たすために行われなければならない。大人の

ニーズではない。大人はスポーツの技術やスキルを発展させる目的のためだけに身体的接触

を使ってよい。クラブのコーチは選手の技術の必要性を話し合い、その選手の練習プランに

合意することが重要である。例えば体の大きい 14・15 歳の選手は、クラブの他の選手には出

来ない高度な乱取りが必要かもしれない。

　　　　

　　　　コーチたちが協力して一緒に一部の子ども達の練習プランを決め、実行すれば「技術」の名

の元に虐待が行われるリスクを最小限に抑えられる。身体的な接触の目的は事前に説明し、

同意を得なければならない。

コーチ、子ども、青少年または保護者が練習に関して懸念や心配を示した時には、即座に対

応

する、ということを特に強調したい。

身体的な接触は次の場合にも必要かも知れない。

　　　・負傷の治療

　　　・負傷の予防

おとなは子どもに身体的接触の理由を説明する。緊急時以外は子どもに許可を得る。

身体的接触は秘密裡に行わない。また他者から見えない場所で行わない。

性器、臀部、胸の接触は行わない。

　　　・可能な限り、更衣室では保護者が子どもの責任者となる。

　　　・更衣室で子ども達の集団が監督される場合、その集団の性別により最低二人の男性または二

人の女性が監督する。

　　　・男女一緒に更衣室を使用しない。

　　　・大人と子どもは監督者なしに更衣室を共有しない。

　　　・大人も子どもも畳の横では着替えをしない。
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　　　・BJA競技マニュアル（http://www.britishjudo.org.uk/competitions/general.php） に示され

ている BJA 計量手続きに必ず従う。選手の性別により男性または女性の役員が計量を行う。

スクリーンで区切った、または男女別の設備で行う。（詳細については BJA競技マニュアル

または BJA トーナメントを参照）

　　　・男女混合のチームが移動する場合、男性と女性のスタッフが必ず同行すること。15ページの

「遠征の計画」を参照。 また以下も参照： （原文 p.25）

　　　　NSPCC “Safe Sport Away – A Guide to Good Planning”

        NSPCC “Safe Sports Events” ISBN 184228-035-X http://www.thecpsu.org.uk

注：　－　一般的なルールとして以下のことは行わない：

　　　・他の人々から離れて一人だけで子ども達と過ごす。

　　　・たとえ短時間でも一人だけで子ども達を連れて自動車で移動する。

　　　・子ども達を自分の家に連れていき、自分たちだけで時間を過ごす。　

上記の状況が避けられない場合は、責任者または子どもの保護者が了承し同意していること。

決して行なってはいけないこと：

　　　・荒っぽい、体を使った性的に刺激するようなゲームやバカ騒ぎ。

　　　・子どもと同じ部屋に泊まる。

　　　・不適切な体の触り方をする。

　　　・子どもが不適切な言語表現を使っても止めない。

　　　・子どもに対して、例え冗談にしても性的なコメントをする。

　　　・子どもの申し立てを取り上げず、記録せず、行動しない。

　　　・子ども達が自分で出来る個人的なことをやってあげる。

　　　・監督なしに、子どもを自分の家に滞在させる。

　　　・子どもまたは大人に対して自分の特権地位を乱用する。

　　　・参加者に恥をかかせ、当惑させ、傷つけて自尊心を失わせる。

　　　・お気に入りの子を作る。

　　　・脅す、または言葉で虐待する。

　　　・自分だけで若い選手や障害のある成人に会おうとする。

子ども達があなたの助けを必要とするときはきちんと世話をしましょう。

スタッフやボランティアとして子どもに個人的なことをする必要があるかもしれない。特に子どもが

低年齢の場合や障害を持っている場合に起こりうる。

　　　・子どもの保護者の了解と同意を得てから行う。

　　　・子どもが自分に完全に依存している場合にはきちんと対応し、子どもに自分が何をやってあ

げているのか説明して可能な限り選択肢を与える。特に服の着替えや体に触れる場合など。

　　　・子どもの世話をしている時に、もしうっかり子どもに怪我をさせる、子どもを動揺させてし

まう、自分の行動で子どもが性的に興奮している、自分が行なったことを誤解する、などが
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あったら即座に同僚に報告して記録する。できる限り早く保護者に伝える。

信頼関係　（p.26）

年齢の高い選手またはスタッフが、グループに参加している他のメンバーに与える影響を過小評価し

てならない。（Ｕ 18、スコットランドではＵ 16、がリーダーシップを取っている。）競争の要素が係

わるとき、年齢の高い者が低年齢の者の成功や失敗にある程度責任があると、低年齢選手の高年齢者

への依存が増加する。従ってボランティアは信頼を悪用しないよう自分の責任を認識することが重要

である。

グループの参加者とボランティアの間には真の良い関係がある。しかしスタッフやボランティアが信

頼される立場にあるときに、個人的な関係が生まれてはならない。

青少年たちの間では親密な関係が生まれることがあり、何の害も生じないことが多いと BJA は認識し

ている。しかし虐待にあった子どもや青少年は、他の子どもや青少年から虐待やいじめを受け易いと

いうことも認識している。「信頼に基づく関係」の概念は大人だけでなく柔道でリーダーとなる青少

年たちにも適用される。

“相互の信頼関係の根幹に両者間の力の不均衡（年齢、経験、立場、身体的力など）があるならば、

その不均衡がなくなるまで両者の間に性的関係が生まれてはならない。”

注：16 歳から 18 歳の若者はある種の性的活動に関しては法的に合意が認められている。しかし法律に

よっては（1989 年児童法では）子どもとして分類されている。

成人の弱者を単純に定義づけることはできない。しかし信頼されているという立場と成人の弱者性は

悪用してはならない。この原則は、性的指向にかかわらず適用される。同性愛でも異性愛でも、信頼

関係がある時には性的関係は認められない。

2000 年性的犯罪(修正)法には、信頼される立場にある人とその人の権限下にある 18 歳未満との性的活

動を違法とする提案が含まれている。

信頼関係は、ある当事者が他者に対して権限または影響力のある地位を持つことと説明できる。信頼

関係の範囲内で二人の間に良好な関係が始まることがあるだろう。しかし性的関係が始まるならば、

信頼関係は終わりにしなければいけない。

信頼の悪用と性的または他の虐待

自由な同意によらない性的関係は犯罪である。信頼の悪用による性的関係は表面上同意されていると

見えるかも知れないが、当事者間の相対的な力関係があるため容認できないのである。

信頼の悪用に関する規範

信頼のつながりがある人たちの性的関係に関する行動規範は次の目的をもつ：　

　　　・不平等で潜在的に害を及ぼす関係から青少年や潜在的弱者を守る。
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　　　・信頼される立場にある人が、意図的にまたは誤って性的関係に陥らないように守る

　　　　ため、どのような行動なら認められるかという明確で実行可能な助言を与える。

信頼の悪用に関するイギリス柔道の規範 （原文 p.27）

信頼の悪用に関する BIJ の規範

　　　・信頼される地位にある人と指導される生徒との間で、性的関係につながる可能性がある挙動

は避けなければならない。

　　　・信頼に基づく関係の中での性的関係は、信頼関係が継続する限り容認されない。

　　　・コーチ、スタッフ、ボランティア、マネージャーなどが世話をしている相手に害を与えうる

行為があれば、組織の全員はそれに対して懸念を表明する義務がある。それによって自分の

地位を損なうことはない。

　　　・信頼規範の違反に関する申し立ては、BJA ケース・マネージメント・チームの苦情と懲罰手

続きに従って調査される。　

　

BJA は 2003 年性犯罪法における「信頼の地位」関連の協議結果を待っている。法律のこの領域の

管轄権がコーチにも拡大適応されるかどうかが決定される。

「18 歳以上の人が 18 歳未満の児童に対し特別に信頼される地位にある場合、その児童と性的活動を

行うことは犯罪である。「信頼される地位」とは、監督する人、教える人、助言をする人、世話をす

る

人、が含まれる。（2003 年性犯罪法）」

BJA/JS/NIJF/WJA　は 2003 年性犯罪法のこの原則を適用する。

信頼される、または権限を持つ地位にある人が（有給でも無給でも）、児童・青少年と個人

的な、または不適切な関係にある場合、BJA 信頼悪用の規範の違反と見なし処罰される。
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大会やイベントでの写真機・撮影機器の使用 （原文 p.28）

原則

イギリス柔道連盟は 18 歳未満の児童・青少年に安全な環境を提供して行きたい。

そのための重要な要素として、資料、マスコミ発表、インターネットなどで児童や青少年の画像が不

適切に使用されないようにあらゆる保護手段を取る必要がある。

主要な懸念事項

柔道のウェブサイトや他の出版物に児童・青少年の写真を掲載することには直接的または間接的な

リスクがあり、懸念が抱かれている。ガイドラインに記されている原則に従い、指針を採用すれば、

写真や画像記録が撮影・保存される時に、児童・青少年を守るための最良の環境を備えることができ

る。

ガイドラインでは次の分野に焦点をあてる：

　　　・児童・青少年の写真または記録画像の出版

　　　・柔道イベントでの撮影機器の使用

　　　・指導の補助としてビデオ機器を使用

そして以下の原則を採用する：

　　　・柔道に参加する子ども達の利益と福祉が最重要である。

　　　・子ども達の画像を撮影するか否か、またどのように画像が使われるかは保護者と子ども達に

決定する権利がある。

　　　・子ども達の画像撮影と使用に対して保護者と子ども達が書面で同意する。

　　　・画像は柔道の最良の原理と姿、例えば公平さと楽しさを伝える。

　・画像は決して性的であったり悪用されたりしないよう、また明らかな誤解・誤用の可能性が

ないように配慮をする。

　・画像は正式に許可された人が撮影する。例えば特定イベントのために承認された人など。

　　　・子ども達の画像は全て安全に保存される。

　　　・ウェブサイトで画像が使用される場合、詳細な情報があることで、虐待者になりうる人が子

どもに接触しやすくならないよう特に気を付ける。
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画像の発表－忘れてはならない簡単なルール （原文 p.29）

　　　・選手と保護者が画像の撮影と使用の許可を書面で同意するよう求める。これで画像がそのス

ポーツを表すためにどう使用されるか認識できる。同意書がひとつの方法として使える。

　　　・選手の氏名が使われる場合は写真の使用を避ける。

　　　・写真が使われる場合は氏名を使用しない。児童・青少年の個人情報（メールアドレス、電話

番号、住所など）は決して発表しない。

・適切な服を着た選手の画像のみ使用し（トラックスーツ、柔道着((Ｔシャツ/ショーツ/スカー

トも含む))、柔道着以外の服）不適切な画像利用のリスクを避ける。

　　　・特定の児童ではなく、活動に焦点を合わせるようにして、可能な場合には柔道に参加してい

る様々な子ども達や青少年の写真を使用する。例えば：

　　　　　　・男の子と女の子　　・少数民族の選手　　・障害がある子ども・青少年

画像に子ども達の柔道参加の良い面が反映されるようにする。（喜び、競争など）

柔道イベントにおける写真・映像撮影機器の使用

英国の柔道連盟は、保護者または観客が競技中の選手の写真またはビデオ映像を撮影することを禁止

し

たくない。しかし、スポーツ競技に来て子どもや青少年の不適切な写真やビデオ撮影をする人々がい

る

という証拠が出ている。全てのクラブや地域はこの可能性に注目し警戒をしてほしい。イベントの最

中

に懸念が生じた場合はクラブ/地域の福祉担当官またはトーナメントの主催者に報告してほしい。

イベントにカメラマンを採用しマスコミを招待している場合、児童保護に関して主催者が彼らに

何を期待しているかを、彼らが理解していることが重要である。

以下のことを行う：

　　　・選手と保護者にカメラマンがいることを伝え、写真や映像を撮影し公表することに関して

　　　　同意書を提出してもらう。

　　　・画像を撮られることに同意していない児童や青少年がいれば、マスコミのカメラマンがそれ

を認識できるようなシステムが導入されている。

　　　・適切な写真内容や選手の行動を、カメラマンに明確に説明する。

　　　・カメラマンには名札（IDカード）を渡し、常時身に着けているようにしてもらう。

　　　・イベント中は監督なしに選手と接触させず、一対一の撮影も許可しない。

　　　・撮影セッションをイベントの外や選手の家で行なわない。

保護者や観客がイベントで写真やビデオ撮影をする場合は、主催者が何を望んでいるかを必ず知らせ

る。

　　　・カメラ付き携帯も含め、イベント中に撮影機器を使用したい保護者と観客は登録してもらう。

　　　・懸念や心配がある場合は組織委員会に報告できることを選手や観客に伝える。
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　　　・不適切で厚かましい撮影は福祉担当官、イベント組織委員に報告してもらい、児童保護の問

題と同様に記録する。
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プロのカメラマン／映像・ビデオのオペレーター　（原文 p.30）

イベントの記録を取る人は、記録する詳細と職業証明をイベント組織に提出し認定してもらう。出来

れ

ばイベントの 5日前に依頼する。

学生またはアマチュアの写真家・映像・ビデオオペレーターがイベントの記録を取りたい場合は、学

生

証かクラブ登録証と、イベント参加の動機、画像をどう使用する予定かを記したクラブや教育機関か

ら

の手紙を提出して認定を求める。

写真・映像・ビデオ機器を使用したい観客は、全員イベントの主催者に登録する。

認定手続き

個人の氏名、住所、クラブを記録するシステムを作る。専門職はイベントの開始前に登録し身分証明

の

詳細も記録する。出来ればイベント前に認定の発行者が専門職の身分証明の詳細をチェックする。

登録に関して、イベント主催者は認定された者を識別できるように、認定当日に身分証明のラベルを

発

行することを考えるべきである。　　　　　　　　　　

不正な複製をさけるために、識別ラベルは各イベントごとに変更する必要がある。

イギリス柔道連盟は 2008 年に英国全体のビデオ・写真認定体制を開始した。詳細と申請書はウェブ

サイト　www.britishjudo/SafeLandings  にある。

情報公開

写真・ビデオ・映像機器の登録に関する具体的詳細は、イベントのプログラムで目立つように公表し

イベントの開始前に公共システムで発表する。これらの制約は全ての競技と昇級審査に適用される。

推奨される表現：

「BJA の『安全な着地　方針と手続き』Safelandings Policies & Procedures に従い、ビデオ・写真撮

影を希望する者は、事前にトーナメント管理デスクでスタッフに詳細を登録するよう求めます。」

登録用紙－付録２と３

コーチングの補助として写真・映像機器を使用

イギリス柔道連盟は、コーチが指導を行うときにビデオが適切な補助となることを認めており、この

手

段が子ども達のスポーツ技術の向上に役立ってほしいと希望している。イギリス柔道連盟の方針の目

的

は、写真やビデオを撮影する人達による不適切な画像の使用から子どもや障害者を守ることである。

しかし、画像を利用する場合には児童と保護者が書面による同意を提出し、指導プログラムの一部で

あ

34

http://www.britishjudo/SafeLandings


るとの理解があることを確認してほしい。その場合画像は安全に保管する。ビデオ機器の利用とビデ

オ

画像の保存に関する情報は、登録用紙に同意を求める部分に含むことができる。

　　　・選手と保護者は映像の目的が指導の補助であることを認識しているよう確認する。

子どもの映像・写真を撮影する前に保護者から書面による同意を得る。

同意書の見本－付録１

　　　・選手が不適切な映像撮影から確実に保護されるように、クラブ福祉オフィサーともう１人責

任ある承認された大人がその場に居ること

　　　・不適切な利用を回避するために、ビデオ画像を安全に保管する。

　　　　　　　　　　　　　　　

ウェブサイト上の画像 （原文 p.31）　　　

スポーツのウェブサイト上での画像の使用によって、子どもや障害者が直接危険にさらされることが

懸

念されている。個人情報を伴う子ども達の写真、例えば「X君はＹ学校またはＹ柔道クラブのメン

バー

でバイオリン演奏が好き」と書いてあると、その子どもを特定できてしまう。このような追加情報は

子

どもにいたずらしようと企む人が利用できる。

さらに写真の内容は不適切に修正されて使われることがある。修正画像が児童ポルノのサイトに掲載

さ

れた証拠がある。

イギリス柔道連盟は次のガイドラインを主張する：

　　　・個人の氏名を写真に付記しない。簡単なルールは：

　　　　　　　＊選手の氏名が出るときは写真を使わない。

　　　　　　　＊写真が使われるときは氏名を載せない。

　　　　　　　＊グループ写真では子どもの危険度が減る。

　　　・青少年の画像を使用するときは保護者の書面による同意を得る。そうすることで保護者が自

分の子どもの写真が柔道のためにどのように使用されるか確認できる。

　　　・選手に画像を使用してよいか許可を得る。それによって自分の画像がどのように柔道のため

に使われるか確認できる。

適切な服装の選手のみ対象とし、不適切な画像使用のリスクを減らす。

保護者への助言　

良いコーチは指導する選手達と強力な信頼関係を築いており、コーチと選手の関係が成功するために

信

頼関係は不可欠である。
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しかし、保護者として次のことをチェックしてほしい：

　　　・クラブ/組織が児童保護方針を発表しており、児童と参加者が被害から保護されている。　

　　　・心配を伝えることができる手続きがあり福祉担当官がいる。

　　　・コーチとボランティアは慎重に採用され、適切な資質を持っている。責任者であるコーチは

最低レベル２の資格があるコーチである。

　　　・コーチは子ども達と仕事をする適性が評価されているか。

　　　・子ども達と障害者の体に直接触れるケアのための適切な手続きがあるか。例えばトイレ使用

時の介助手順、その監督など。

　　　・クラブはスタッフやボランティアに定期的に研修を行うか。

　　　・イベントへの旅行準備のためにルールがあるか。

　　　・保護者は見学や参加することを制限されていないか。子ども達に練習の話をするように奨励

し、子ども達が状況に不満がある場合、それを伝える方法がわかっているようにする。

　　　・練習を参観し、他の保護者と話をする。子ども達は満足しているか。平等に参加し、活動を

行っているか？保護者は子ども達に練習に出席するように促さないといけないか、または練

習を楽しみにしているか。

　　　・入門時に十分な情報が子どもと保護者に提供されているか。児童保護を含む追加の情報が掲

載される掲示板があるか。
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付録　１　（原文 p.32）

写真またはビデオ使用のための同意書サンプル

(保護者および子ども達)

〔（クラブまたは組織の名称を記入）〕はスポーツにおいて子ども達すべての福祉と安全の確保が必

要であることを認識している。

児童保護方針に従い、保護者と子ども達の同意なしには子ども達の写真、ビデオ、または他の映像を

撮ることを許可しない。

（クラブまたは組織の名称）は写真の使用に関するガイダンスに従う。ガイダンスのコピーはイギリ

ス柔道連盟から入手出来る。

（クラブまたは組織の名称）はこれらの映像がその意図した目的の為にのみ使用されるようあらゆる

措置を講じる。

もしこれらの映像が不適切に使用されていることに気づいたなら、早急に(クラブまたは組織の名称）

に通知して欲しい。

私(保護者)は(クラブ/組織名)に対し（子ども名）の写真撮影、ビデオ撮影に同意します

署名　　　　　　　　　　　日付

私(子ども名)は(クラブ/組織)に対し柔道活動時の自分の写真撮影、ビデオ撮影に同意します

署名　　　　　　　　　　　日付
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付録２　（原文 p.33）

イギリス柔道連盟　－イベントのビデオ/写真利用登録用紙　

イベント名 イベントの期日

申請者氏名 事務局記入欄

提出身分証明書類の種類

(該当する場合)身分証明書の提出要請はイベント主催

者の判断による）

住所

映像・写真撮影の

理由

　　　　保護者 　　　　報道

子どもの氏名 出版社　/　報道機関の名称

　　　コーチ 　　　　その他

選手の氏名

（クラブを代表して多数の選手を撮影する

場合は選手人数を記入する）

詳細

クラブ名

提供した情報は私が知る限り正確である。柔道イベントでビデオ・写真機の使用に関してイギリス柔

道連盟の方針に従う。

申請者署名：　　　　　　　　　　　　　日付：

注意

大会組織者は大会でビデオ・写真の撮影許可を拒否する権利を保有する。

この用紙は一般的な写真撮影には必要ないが、望遠またはズームレンズの使用には記入し提出する必

要がある。使用する機器に拘わらず、保護者の明確な許可なしに競技以外の場所で子どもの画像を撮

影してはならない。

登録用紙を BJA 本部に送付する必要はない。ただし大会に対して苦情や質問がある場合は BJA が登録

用紙の提出を求めるため、大会組織者は提出された用紙を保管しておくこと。

身分証明書の提示は大会組織委員の判断により要求される。報道関係の申請者に対しては報道ＩＤ

カードの提示を求めるよう推奨している。

これらの用紙に関しては「子ども」は 18 歳以下の選手を指している。

<切り取り線>

…………………………………………………………………………………………………………

ビデオ/カメラ使用の登録

……………………（氏名）は………………（イベントの日付）に……………………..（イベント名）で

撮影を行うことを登録した。上記の者は…………………..（保護者/コーチ/報道/その他）として登録を

行った。

大会組織委員の署名：　　　　　　　　　　　　　　　日付：

38



申請者がイベント中に要求された場合提出する用紙
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付録４（原文 p.35）

保護者の同意書

選手の氏名 生年月日

緊急時に保護者に連絡するための詳細情報

氏名 選手との関係　　　　

住所

郵便番号

電話（自宅） 電話（職場）

電話（携帯） Eメール

保護者/保護者に連絡できない場合、他の連絡先

氏名 選手との関係

住所

郵便番号

電話（自宅） 電話（職場）

電話（携帯） Ｅメール

緊急事態においては（クラブ・組織名記入）の代表者が私の代わりに子どもに関して行動することを

認め、私が不在でも医療または法務機関が求める同意書に署名することを認める。

また必要であれば私の子どもが薬物検査を受けることに同意する。

（クラブ・組織名記入）のボランティアが運転する車両で子どもを移動させる必要があるかも知れな

い。クラブが BJA 安全な着地/児童保護方針・手続きの中のボランティア採用指針に従っていると理解

したうえで、私の子どもがこの移動手段を使うことに同意する。

私の子どもが（クラブ・組織名記入）主催の大会で選択した体重クラスの上限体重を超えている場合

は、（クラブ・組織名記入）柔道クラブのコーチが安全で適切と考えるなら、（そして大会組織委員

が許可するなら）子どもを次の体重クラスに移動させることを認める。

柔道クラブのコーチが子どもを次の体重クラスに移動させることが安全かつ適切でないと考える場合

は、大会を棄権させることに同意する。

保護者の署名：

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付
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付録　５ （原文 p.36）

イギリス柔道連盟

健康および安全ガイダンス　

イギリス柔道連盟は、英国における柔道というスポーツの競技統括団体として認定されている。連盟

の主要な活動は柔道を管理、促進、コントロール、規制し、発展させることである。

柔道は指導や練習，等級づけ、試合、セミナー、ミーティング、フォーラムその他を通して行われる。

異なった地域の環境すべてに対応出来るただ一つの健康と安全の方針を作り出すのは不可能である。

それ故、方針を作る過程においてすべての人の助力が必要となる。管理組織として私達は、柔道とい

うスポーツを行うにあたり順守しなければならない多くの最低基準とガイドラインを設けた。

このガイダンスシートの目的は、ある開催地と競技会に特化した「健康と安全の方針」の起草に必要

な関連情報をすべて提供することである。BJAのウェブサイトには適用できる文書が多数載っており、

要請があれば印刷物も入手可能である。

この参考資料と基本的な最低基準により包括的な方針が定まるものと確信する。

最低基準

　・最低指導資格レベル—http://www.britishjudo.org.uk/technical_home.php

  ・監督の比率**－クラブでは監督者１名につき２０名の生徒、学校では３０名までとする。

　　　この文書では、「学校での柔道」とは学校のカリキュラムの一環としての柔道、または学校の

敷地内における朝食・昼食休み、放課後の柔道クラブのことと定義する。

　　　**上記は柔道の監督の比率だが、クラブ/コーチは守るべき最低限の「一般的な監督比率」があ

ることも忘れてはならない。The NSPCC Child Protection in Sport Unitのウェブサイトに

最

新のガイドラインがある。http://www.thecpsu.org.uk/document/Ratios2007.doc

　・マット基準―マットは EN12503-3:2001に適合したものでなければならない。畳は足元はしっかり

していながら十分な緩衝性がなければならない。クラブや競技会には１立方メートルにつき 230㎏

の密度を推奨する。マットの表面は裂けたりボロボロに破れたりしていてはならず、活動中に滑

ら

ないよう土台が強くないといけない。

　・マットスペース基準―活動の種類および練習や乱取りの激しさの度合いに応じて、十分なスペー

ス

が必要である。これは参加するのに安全な広さを確保しなければならないからである。

推奨されるマットスペースは生徒一人につき 2㎡である。

方針文書（Policy Documents）：

・BJA指導倫理規定文書（BJA Coaching Code of Ethics Document）

www.britishjudo.org.uk/technical/technical_home.php

・BJA 安全な着地　方針と手続き（BJA Safelandings Policies & Procedures）
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  www.britishjudo.org.uk/policy/childprotection/procedures.php

・すべての児童保護と公正に関する 資料は以下参照（All Child Protection and Equity）

　　www.britishjudo.org.uk/Safelandings

・平等声明（Equality Statement）

www.britishjuo.org.uk/policy/equity_policy.php

・競技ハンドブック（Competition Handbook）

  www.britishjudo.org.uk/competitions/guiancedocs.php

「健康と安全の方針」を完璧にするには特定の開催地やイベントのリスク評価を行わなければならな

い。　簡単なリスク評価テンプレートは以下を参照のこと。

　・www.britishjudo.org.uk/development/ResourcesPage.php　　

リスク評価がなされれば、上記の方針文書と最低基準を使って個別の「健康と安全の方針」を作成す

ることが可能となる。

私達はこの参考文書が役に立つことを願い、柔道という偉大なスポーツに各道場が安全で楽しい場を

提供出来るよう将来緊密に協力し合いたい。
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付録　６　（原文 p.37）

クラブ苦情手続き

多くのクラブでは選手、観客、コーチ、職員のための行動規範がすでに定められている。もしまだ行

動規範を実行していないなら今すぐ始めよう―柔道に於いてこれは柔道規範に従うのと同様に簡単な

こ

とだ。行動規範は、それを支える懲戒プロセスがあって初めて有効となる。クラブは公正で一貫性を

持つことが極めて重要だ。行動規範を選手や保護者達に公表し、クラブ加入の一環として署名を求め

るクラブもある。

懲罰に関し以下のオプションが考えられる：

　　・口頭での厳重注意

　　・書面での厳重注意

　　・練習から指定回数除外

　　・クラブの旅行と競技会またはその一方からの排除

懲罰は上記にように厳罰化していくか、または軽い懲罰を組み合わせるとよい。

ひとたび決定がなされると、それを覆すのは難しい。追加制裁を加える、または制裁の数や期間を増

やすことの方がはるかに容易である。

苦情プロセスをもつ

クラブや柔道の理念が明確であり、選手、保護者、コーチ、職員に対して柔道やクラブが何を提供し、

彼らから何を期待するかが明確であるならば、苦情を少なくすることができる。

ほとんどの苦情はクラブ方針や手続きを照会して処理することができる。　しかしこの方法で満足が

いかない場合はこれらに対処する手続きが必要となる。

以下のオプションが考えられる：

・苦情はまずCWO（福祉オフィサー）に提出出来る。あるいは問題が技術的なものである場合、懸案

事項

は適任のコーチにも提出出来る。

・苦情はクラブの会長または委員会宛てとすることも出来る。苦情を書面で出すよう要請出来る。

・不服申し立ての手段があるべきで、クラブ委員会がこれにあたってもよい。不服申し立ての結果は

最

終的なものとなる。　

・クラブの委員会で不当な取扱いを受けたと感じた場合、BJA  Areaに（スコットランドではスコット

ランド柔道連盟, 北アイルランドでは北アイルランド柔道連盟、ウェールズではウェールズ柔道協

会）、そして最終的に BJA 苦情・行動委員会に苦情申し立てをする権利があることを忘れないで欲し

い。

注：注意してほしいこととして、すべてのクラブは BJAの懲戒プロセス*を認識していなければならな

い。このプロセスに基づいて報告が受理された後、罰が必要か決定する。クラブが決定する制裁は、

BJA 苦情・行動委員会が事案を扱う時間を考慮する必要がある。選手、コーチや職員に対する案件で、
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クラブによる行動を BJAが考慮することを期待してはならない。

*公平を期するためにスコットランド柔道連盟、北アイルランド柔道連盟及びウェールズ柔道協会は深

刻な懲戒事案を BJA苦情・行動委員会に委ねることができる。
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付録　７　（原文 p.38）

イギリス柔道連盟（BJA）

クラブ福祉オフィサー(CWO)

イギリス柔道連盟のすべてのクラブにクラブ福祉オフィサー(CWO)を置く必要がある。

クラブの全員がＣＷＯは誰であり、どのように連絡がとれるか知っているようにする。

クラブが離れた場所で大会または行事を主催する場合、そのための担当者を指名することを勧める。

クラブは CWO を支持し、クラブの管理委員会で CWO は正式な役割を持つ。子ども達の福祉、快適さ

を確保することがクラブ全体の責任であり、全員が役割を持つ。

CWO は委員会に対しそのやり方を助言し、監視・調査されるようにする。

この役割があるため、全てのクラブ CWO は BJA の児童保護作業部会が任命する前に特別開示 CRB

（スコットランドでは特別開示スコットランド）を終了する必要がある。

福祉オフィサーに必要な能力

　　・基本的な管理作業　―　記録の保管

　　・基本的な助言と支援の提供

　　・子どもに焦点を当てた姿勢　－　親しみやすいと思われることが必要

　　・コミュニケーション能力がある　　

クラブ福祉オフィサーはそのクラブのコーチではなく、またコーチと関係がある者でないことを推奨

したい。

必要な知識

　　・児童保護に関する基本的な法律、政府の指導、国家の枠組みの基礎知識

　　・法定機関（児童福祉事務所/スコットランドではソーシャルサービス、警察、NSPCC/スコット

ランででは Children 1st
）と地方児童保護委員会 LSCB の役割と責任に関する基本的知識

　　・児童保護の管理と報告手続きに関する地域の体制

　　・不適切な行動と虐待　－　子どもたちに害を与える行為

　　・児童・青少年の福祉を守るためのクラブの役割と責任　―　クラブ福祉オフィサーの役割の限

界

　　・児童・青少年を守るためのクラブの方針と手続き

　　・実践を支える基本的価値観と原則

　　・平等に関する課題と児童保護を認識している

推奨する知識

　　・子どもを虐待するために、虐待をする人はどのように特定のクラブを狙い準備をするのか、基

礎

　　　知識をもつ。適切な行動と予防の知識。

ＣＷＯが取得する必要がある２つのコースに上記の課題の研修がすべて含まれている。

45



 職務明細（原文 p.39）

・クラブの児童・青少年の安全保護を支援する。

クラブ福祉オフィサーはBJA児童保護作業部会からガイダンスを受けられる。

BJA  と JudoScotlandはクラブ福祉オフィサーが役割を果たせるよう適切な研修と手助けを提供する。

・クラブが児童保護計画を実施できるように支援する。

・子どもの福祉、不適切な行動、虐待などの懸念がある時、スタッフ/ボランティア、保護者、児童・青

少年からの最初の連絡先になる。

クラブ福祉オフィサーはBJAの方針と手続き、特に報告手続きに従う責任がある。適切な記録を維持す

ること、情報を素早く丁寧に評価し、明確にし、必要に応じて追加の情報を得ることが求められる。

心配事に疑いや不確実な点があれば、地域の児童福祉事務所（スコットランドでは社会福祉事務

所）、保健局、NAPCC（スコットランドではChildren1st）などの法的児童保護機関に初めに相談

しておく。

・地域の児童福祉事務所（スコットランドでは社会福祉事務所）、警察などの法的な児童保護機

関に直ちに照会する。子どもが虐待されたかどうかを決めるのはクラブの役割ではない。児童福祉事

務所と警察またはNSPCCの仕事である。

　・イギリス柔道連盟の児童保護リードオフィサー（スコットランドでは JudoScotlandの児童保護リード

オフィサー）に懸念を報告する。

　・全国レベルの全国児童保護リードオフィサー（BJA/JS/NIJF/WJAそれぞれの）との最初の接点に

なる。

　・地域の児童福祉事務所（スコットランドでは社会福祉事務所）、警察の詳細な連絡先を用意す

る。また地域児童保護委員会の方針と手続きを得るためにも準備する。児童福祉事務所、警察、

地域児童保護委員会の方針と手続きの入手方法を用意しておく。地域、全国レベルのヘルプ・ラ

インの詳細な連絡先を用意し、クラブ内で公表する。

　・クラブの計画に合ったベストプラクティス（最良の方法）、行動規範を促進する。子ども、若者、保

護者と協力してクラブメンバー全員の行動を展開させる、例えば「虐待反対の方針」を作るなど。

　・クラブの児童保護研修プランに従うことを確認し促進する。

クラブ福祉オフィサーはどのような研修が受けられるか全員が認識していることを確認し、クラブの管理

委員会と協力して研修の要求に応じられるようにする。

　・クラブの管理委員会と共に機密性が維持されるようにする。

　・差別禁止活動を促進する。児童・青少年の福祉を守る為に、クラブは方針、手続き、計画の中で

差別禁止の行動をとることを明確に示す。また「公平の方針」を持つ。

研修要件

　・児童の安全と保護　―　3時間のワークショップ

　・NSPCC　傾聴ワークショップ

付録　８　（原文 p.40）　

イギリス柔道連盟
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クラブ福祉オフィサー（CWO）登録用紙

クラブ名 クラブ番号

CWO氏名

CWO住所

CWO郵便番号

CWO電話番号

CWO携帯電話

CWOメールアドレス

BJA ライセンス番号（ある

人のみ）

資格

選択

以下の研修に出席した：

　＊柔道における子どもの安全保護

　＊ＵＫスポーツ指導者―児童の安全保護

　＊その他の児童保護に係わる適切な研修

証明書のコピーを同封する。（出席していない研修は棒線で削除）

□

上記の研修に出席していない。 □

私は福祉オフィサーの職務明細と必要な能力の記載を読み、BJA クラブ福祉オフィサーの役割を理解

しました。

氏名…………………………………………　日付……………………….........

クラブ福祉オフィサー

私は……………….柔道クラブの会長として上記の者をクラブの福祉オフィサーとすることを承認しま

す。

氏名…………………………………………  日付………………………………

クラブ会長

クラブ事務所記入欄

特別開示証明書
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付録　９　（原文 p.41）

イギリス柔道連盟

ボランティア研修

新しいボランティアは、適切な研修を受けることが推奨される。次のプロセスは新しい（そして現在

の）ボランティアにとって望ましいプロセスである。

１． クラブ内での役割により CRB/CRBS犯罪履歴調査を受ける。

２． 柔道向けの児童安全保護ワークショップ、または一般コーチ用の安全保護ワークショップ

コース、あるいはスポーツ従事者の為の児童保護意識を高めるコースに出席する。

３． BJA児童保護方針と手続 Safe Landingsを読む。これはクラブの福祉オフィサーが所持してい

るか、または BJAウェブサイトの Safe Landingsから入手出来る。

４． 自分の役割に関係するすべての行動規範に注意を払う。

（上記２．は若い選手と関わるすべてのコーチ、審判、トーナメント職員、チームのマネージャーに

推奨される。他のボランティアも出席すればためになるし、大いに歓迎される。）

柔道ボランティアとしての活動に深く感謝している。貢献できる時間数に係わらず、ボランティアと

しての支援をありがたく思う。

児童保護

　

英国の大半のスポーツグループは子ども達を指導し楽しませる一方、他の組織のように子ども達への

リスク軽減の方針と手続きを持つべきである。

ほぼ全ての柔道クラブは福祉オフィサーを任命するよう要請されている。福祉オフィサーは方針と手

続が順守されるよう努め、虐待が疑われる場合、中心的なオフィサーとして報告を受けて行動する。

虐待が起こっているかを決めるのはクラブ内（またはクラブ外）の誰かの責任ではない。

しかし疑惑を報告するのはクラブ（またはクラブ外）のみんなの責任である。

虐待が起こったか調査をして決定するのは法的機関(警察、児童福祉事務所/スコットランドで

は社会福祉事務所）の責任となる。

しかし、自分たちが何も行動を起こさないという選択肢はない。
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付録　９　cont. （p.42）

児童虐待の種類

児童虐待の種類には身体的虐待と性的虐待があると、多くの人が考える。しかしこれは答えの一部分

にすぎない。

一般に認知された児童虐待の種類には以下のものがある。

訳注：厚生省による日本の分類は 4つで、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待（言葉による脅し，無視、

兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対し暴力をふるう）となっている。

　　

・身体的虐待                          

　　・感情的虐待

　　・ネグレクト（保護の怠慢、拒否）

　　・性的虐待

　　・いじめ
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各クラブには BJAの児童保護方針及び手続き「Safe Landings」が置いてある。自分が、困った、変だ

と感じた時何をすればよいかわかるように、この機会を利用してこの文書を見て欲しい。

柔道をしている時にあなたが楽しく安全であることが重要だとイギリス柔道連盟は考えている

あなたやあなたの友達みんなにとってクラブが楽しくなるようにするには、あなたやコーチはどうしなければいけないかお話し

したい。

コーチは柔道であなたが楽しく安全であることを確かなものとするためにそこに居る。

どのように行なうか？

コーチは：

　・私（生徒）に柔道を教える資格がある

　・勝つこと、目標を達成することより私のことを優先する

　・私を脅して何かをさせようとしない

　・私を個人として扱ってくれる

　・良いお手本である

　・柔道を楽しくしてくれる！！

　・私を不愉快にさせるようなものの言い方を絶対にしない

・私に必要なマットやその他の備品が必ず安全であるようにして

くれる　

もし技術を教えるため身体的接触が必要ならコーチはまずこのことを私に説明し、

私が絶対に不安を感じないようにしてくれる。もし身体的接触に不安を感じるな

ら、私には NOという権利がある。

柔道家として大切なのはあなたがお手本となることだ。つまり柔道を教え

てくれるコーチや他の柔道家を以下のように尊敬することである：

　・コーチがやりなさいという事を柔道規則の範囲内で受け入れる。

　・練習や試合は準備をして時間を守って臨む

　・コーチ、審判、職員、クラブのヘルパー達に対して侮辱的なコメントを

したり、罵ったりしない　

　・柔道規範に従い、他の柔道家をいじめない。いじめるグループにも入

らない。（いじめとは、罵る、叩く、押す、所有物を盗み壊す、噂を

広める、脅す、悪意ある eメールを送るなどである）

何かが心配？

自分で抱え込まないでほしい。頼れる人が必ずいる。保護者

や、先生、クラブ福祉オフィサー、

スクールカウンセラー、医者や学校の看護師のようによく知

っていて、信頼のおけるおとなに話してみよう。

もし話せる人がいなければ 0800 1111 の CHILDLINE　に連絡してください

上記は BJA が子ども達や青少年に発行するイギリス柔道連盟等級証書（British Judo Association 

Grade Certificates）の裏面である。しかしクラブの福祉オフィサーには果たせる役割があるので、連

絡することを忘れないでほしい。

方針　（原文 43ページ）

イギリス柔道連盟は、すべての子どもや青少年は、年齢、文化、身体障害、性別、言語、人種、宗教

的信念そして性同一性がいかなるものであれ、虐待から保護される権利があると考える。

子ども達が恐怖感、脅し、または虐待なしに安全にスポーツ活動を全力で楽しめるように連盟のメン

バー、スタッフやボランティアは子ども達の福祉や保護に尽力する。

原則

子ども達や青少年は、危害から自分達を守るよう私達に求める権利がある。この原則をしっかり守る

ことにより、私達は彼らの福祉と発展を確かなものにできる。

　　・子どもの福祉は常に最優先事項である。

　　・年齢、文化、身体障害、性別、言語、人種、宗教信念あるいは性同一性に関係なく、すべての



子どもと青少年には虐待から保護される権利がある。

　　・虐待の疑惑と申立てすべてを私達は真摯に受けとめ、速やかに適切に対応する。

　　・この文書では 18 歳未満の者は、全て子どもとみなされる。

　　・子ども達・保護者と連携して取り組むことが子ども達の保護のために極めて重要である。

　　・イギリス柔道連盟は、子ども達や青少年の保護と福祉促進に関する法定機関の役割・責任を認

識し、地方児童保護委員会（LCSB/LACPC）と全面的に協力して、その手続きに従う。

　　・地方地域、クラブやその他の組織には「方針」を確実に実施出来るように適切な資料や支援が

提供される。

すべてのクラブ、地域や関連団体は、メンバーシップの規範として、スタッフ、コーチ、職員、役員、

保護者及び参加者に「保護方針と手続き」に従い守るよう求める。

公平

イギリス柔道連盟は、すべての人々が年齢、性別、身体障害、人種、民族，信条、肌の色、性的指向

あるいは社会背景に関係なく、あらゆるレベルで、またあらゆる役割で柔道に参加出来る真に平等な

機会をもつよう尽力する。

この原則が守られていないと感じた場合はクラブ福祉オフィサーに報告してほしい。



付録１０ (原文 p.44)　　

機密性

児童、青少年と仕事をするボランティアの個人情報

イギリス柔道連盟は子どもの福祉と保護に熱心に取り組んでいる。イギリス柔道連盟または所属する

柔道クラブで権限を持つ者は、個人情報開示用紙に記入する必要がある。

私達は若い選手の福祉に重大な責任を持ち、全国的な運営機関としてその責任を負うことを示さなけ

ればならない。

用紙記入日はメンバーの個人ライセンス記録に記録され、５年後に更新の督促が行われる。個人情報

開示に関する通信は BJA 本部の会員サービスの長あてに内密に送る。

スポーツにおける児童保護は、関係当局や機関が考慮中の課題であり、私達は高いケアの水準を維持

するために、必要な場合は助言を受け入れ、自分達の手続きを調整していく。

刑事犯罪で有罪判決を受けたことがあるか？　はい/いいえ

「はい」の場合は有罪判決の詳細を書く：

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

注：1974 年犯罪者更生法（例外修正令１９８６年）を修正した 1974 年犯罪者更生法（例外）1975 年

命令に規定されているように、技術的に消滅前科となったこと、警告、書面による注意、懲戒をすべ

て申告する。

社会福祉の部門で（児童福祉事務所またはスコットランドの社会福祉事務所で）子ども達に実際にま

たは潜在的にリスクがある人として知られているか。　　はい/いいえ

「はい」の場合は詳細を書く：

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

子どもの虐待に関して（スポーツまたは他の組織の運営機関から）懲戒処分を受けたことがあるか。

はい/いいえ

「はい」の場合は詳細を書く：

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….



宣言書  （原文 p.45） 

私が提出した情報は正確であり、変更がある場合は変更後１０日以内に柔道の児童保護リードオフィ

サーに伝えることを宣言する。

署名 日付

氏名(活字体で）

過去に使用した姓(活字体

で)

住所

郵便番号

生年月日 出生地

BJA クラブ名

番号

柔道の児童保護リードオフィサー 

　　イングランドとウェールズ　－　イギリス柔道連盟、児童保護リードオフィサー

　　British Judo Association, Lead Child Protection Officer

    Suite B, Loughborough Tech Centre, Epinal Way, Loughborough LE11 3GE

    北アイルランド　－　北アイルランド柔道連盟、児童保護リードオフィサー

    Northern Irland Judo Federation, Lead Child Protection Officer

    House of Sport, 2a Upper Malone Road, Belfast BT9 5LA

    スコットランド　－　スコットランド柔道連盟、児童保護リードオフィサー

　　Judo Scotland, Lead Child Protection Officer

    Adventure Centre, South Platt Hill, Ratho, Newbridge EH28 8AA



付録　１１（原文 p.46）

挑発的な行動の管理ガイドライン

子ども達とスポーツ活動を行うスタッフやボランティアは、子どもの挑発的行動に向き合わなければ

な

らない時がある。

このガイドラインの目標は良い行動を促進し、先を見越して対処することにより子ども達が自身の行

動

を管理できるよう支援することである。スタッフやボランティアが使ってよい方策や制裁措置を示し、

決して行ってはならない制裁を特定する。

ガイドラインには子ども達の考えや提案も含まれている。

ガイドラインは次の原則に基づいている。

　　・子どもの福祉が最優先である。

　　・柔道活動に関わる全ての人に(子ども達、コーチ/ボランティア、保護者を含む）、要求される

行動基準および容認出来ない行動に対するクラブや組織の対応プロセスについて、はっきりし

たガイドラインが示されるべきである。

　　・子ども達は、有害で、虐待的、屈辱的または下品な扱いは決して受けてはならない。

　　・特殊な事情、例えば医学的・心理的状態により挑発的な行動をとる子ども達がいる。病気や精

神状態の結果として挑戦的な行動をとる子ども達がいる。そのためコーチは具体的なまたは追

加のガイダンスが必要かもしれない。活動の計画を立てる時にこのようなニーズや他の特別な

ニーズについて保護者および子どもと話し合い、適切なアプローチに同意を得て、必要なら追

加の支援を児童の社会ケアサービスなど外部機関から受けるようにする。

　　・スポーツはすべての子ども達や青少年の人生経験や成果に多大な貢献をすることが出来る。ど

の子の参加も支援すべきだが、他の子ども達の安全が保てない特別な場合のみ、その子をクラ

ブの活動から除外する。

　　　　

活動計画

　　良いコーチングの実践にはグループ全体のセッション計画が必要であるが、そのグループ内の個々の選

手のニーズも考慮に入れなければならない。セッション計画の一部として、コーチはグループのメン

バーの誰かが過去において、活動や他の参加者、周囲の状況に関してトラブルがあったか、また将来

ありそうかよく考えなければならない。

スタッフやボランティアがリスクの存在に気付いた場合は、セッション、イベント、または活動が行

われる前に、そのリスクを管理する方策について合意が出来ていなければならない。挑発的行動に充

分対処し、グループメンバーやスタッフ・ボランティアを守って、セッションを安全に管理し支援し

ていく。そのために大人が何人必要か決めておくことが必要だ。　

　

追加的な管理や専門家の見解や支援が必要な子どもたちのニーズ・行動については、保護者、また必



要に応じ青少年も加わって話し合うべきである。子どもや青少年が安全に参加できるようサポートす

るため、クラブは保護者、そして必要ならば外部機関とも連携して取り組まねばならない。

容認できる行動及び容認できない行動の合意 (原文 p.47)

スタッフ、ボランティア、子ども達、青少年そして保護者は、何が容認できて何が容認できない行動

なのか(行為規範）、そして容認できない行動に対して適用される制裁の範囲について、合意声明の作

成を行うべきだ。これはシーズンの始め、遠征の前または宿泊キャンプでの歓迎セッションの一部と

して行うことができる。

行動と管理の問題は、権利と責任との関連において定期的にスタッフ、ボランティア、保護者そして

子ども達と話し合う。クラブ活動参加を管理する行動規範を、子ども達がグループとして作成するよ

う求められた場合、クラブ内の大人から押し付けられた規則より、グループの賛同を得て理にかなっ

た実用的な「規則」を作り出す傾向がある。このような規範が作成された時には、グループの各メン

バーは署名をし、新しいメンバーは加入時にそれに署名をする。

挑発的な行動の管理

挑発的な行動に対応する際には、対応が常に行動に釣り合ったもので、できるだけ早く実行され、子

どもと保護者に十分説明されなければならない。好ましくない行動や挑発的な行動を示す子ども達に

対応する際には、スタッフやボランティアは次の選択肢を考えてほしい。

　　　・タイムアウト・・グループや個人の活動から一定時間の活動禁止

　　・修理修復

・返却弁償

　　　・行動強化・・良い行動は褒め、好ましくない行動は責任を取らせる

　　　・事態の改善・・子どもと十分話し合う　

　　　・スタッフ/ボランティアによる監督の強化

・問題を起こした子どもたちが、将来も継続的に参加できるように、その子と個人的な“契

約”

または取り決めをする

　　　・制裁または処罰・・例えば遠征に行かせない

　　　・子どもの要求に適切に対応するために他の機関と連携して、より一層の専門家サポートを求

める。例えば児童福祉事務所に照会してサポートを得る、その子どもに担当者がいれば話し

合う、管理の方法について子どもの学校と話をする、などである。(ただし子どもが危険に瀕

している、保護が必要であるという場合を除き、保護者の同意が必ず必要である。) 

・一時的あるいは永久脱会

子どもの行動管理の手段として次のことは決して許されない：

　　　・体罰または体罰をするという脅し

　　　・子どもへの話しかけや交流の拒絶



　　　・食物、水を与えず、更衣室や洗面所などの利用禁止

　　　・言葉による脅しやあざけり

スタッフとボランティアは頻繁な制裁が必要なすべての子どものニーズを再検討すべきだ。再検討に

は

子ども、保護者が加わり、場合によっては子どもと家族をサポートしサービスを提供する人々も加

わっ

て、子どもの今後の参加について十分な情報に基づいた決定がなされるようにする。最後の手段とし

て、

子どもが自身自分や他者に大きなリスクや危険を及ぼし続けるなら、その子どもはグループやクラブ

の

活動から一時的に参加停止あるいは除外される可能性がある。

付録　１１　cont.(原文 p.48)

身体的介入

子どもが自分や他者を傷つける、または物品を破壊することを防ぐために絶対必要な場合を除き身体

的

介入は常に避けなければならない。あらゆる形態の身体的介入は挑発的行動をコントロールする幅広

い

アプローチの一部であるべきだ。

ある行為を防ぐための身体接触は常に意識的な意思決定の結果であるべきで、リアクションであって

はならない。身体的介入をする前に、スタッフやボランティアは「これは状況を管理して安全を確保

するための唯一の選択肢だろうか」と自分に問いかけるべきだ。もし、子ども/青少年に身体的介入を

しなければならない時は、子ども達を怪我させないために、必要最小限の制止で、他のすべての方策

を尽くした後にのみ使われることが適切な行動である。このような場合には、子ども達や青少年が介

入の理由を理解して受け入れることが調査からわかっている。

　

次のことを常に考えなければならない：

　　・臀部，性器、胸への接触は避ける。スタッフ/ボランティアは性的だと思われかねない行動をし

てはならない。

　　・どのような形の身体的介入も、懸念される行動を起こした子どもにとって最善の効果を出す必

要がある。

　　・スタッフやボランティアは状況を考え、身体的介入をしなかった場合のリスクと身体的介入を

した場合のリスクを比較する。

　　・身体的介入の程度や内容は、生徒の行動と予想される危害/損傷の性質に常に釣り合ったもので

あるべきだ。



　　・あらゆる形態の身体的介入はほどよい力加減でのみ行われなければならない。すなわち人への

危害や物への重大な損傷を防ぐのに必要な最小限の力を最短時間行使する。

　　・スタッフ/ボランティアは、子ども達や自分達を不当なリスクにさらすような身体的介入は決し

てしてはならない。

　　・スタッフ/ボランティアは、決して罰として身体的介入を行ってはならない。

　　・身体的介入には、意図的に苦痛を与えることが含まれてはならない。

　　　　　・子ども達に身体的介入を必要としそうなニーズや行動があると判断された時には、保護者と話

し合い、必要な場合は外部機関(例えば児童福祉事務所)からの助言を求め、あるいは連携して、

子どもや若者が安全に参加できるようにサポートする。これには相応の訓練を受けたサポート

ワーカー/ボランティアを要請したり、身体的介入時のスタッフ/ボランティアのトレーニング

を利用したりすることが含まれる。

身体的介入を行ったときは、そのあと出来るだけ早く、関係するスタッフ/ボランティアが事故報告書

用紙を使って記録し、クラブ福祉/児童保護オフィサーに提出する。

子どもの視点　(原文 p.49)　　　　　　　　　　　　 

身体的介入が強い感情を引き起こすことは子ども達や青少年の話から明らかである。子ども達はおそ

らく肉体的にも感情的にも傷ついたままだろう。　直接その状況にかかわっていない子どもでさえ、

自分にも将来起こるだろうと怯え、また他の子どもたちに起きたことを見て動揺しているかもしれな

い。

身体的介入が行われた後には必ずスタッフ/ボランティア、子どもと保護者に素早く報告を行う。関係

者の健康と感情が安定していることを確認し、必要なら継続的支援を提供する。スタッフ/ボランティ

ア、子ども達や保護者は、静かで安全な環境で、何が起きたか話し合う機会を与えられなければなら

ない。子どものニーズについて、またグループや活動へ引き続き安全に参加できるように、その子ど

もおよび保護者と話し合うことも必要である。

スタッフとボランティアが挑発的行動の管理に関する組織/クラブのガイダンスを理解し、それによっ

て介入のやり方や実行の指針がはっきりわかるようにすることが重要だ。

挑発的行動管理の方針　

結論として、子ども達や青少年をケアする義務のある組織はみな、挑発的行動管理についての方針や

手続きを作成し実行するか、またはこれを自分達の児童保護方針に組み込むことを考えなければなら

ない。そこには以下のことをはっきり提示しなければならない。

　　・スタッフ/ボランティアと参加者に求められる行動の基準。

　　・好ましくない行動に組織はどのように対応するか。

　　・「リスクの大きい行動」に組織はどのように対応するのか。これは子どもや若者に、いつス

タッフが挑発的行動を止めるために介入するかというメッセージを伝え、さらにトラブルを避



ける為の選択肢（例えばタイムアウトつまり一定時間の隔離）について説明する。

　　・子ども達が拘束される状況。子どもの拘束を行う決定は断固として子どもの安全に基づくもの

であり、決して罰として行ったり、指示に従わせるために行なってはならない。

　　・スタッフ/ボランティアが利用出来るガイダンス、情報、またはトレーニング。特に挑発的行動

を示す子どもがクラブの活動に参加できるようサポートする場合に役立つもの。

　　・どのような場合に外部機関にサポートを要請するか、または懸念事項の対処で連絡を取るか。

例えば、児童福祉事務所、警察。

　　・挑発的行動への対応の後に何が起こるか。各組織には子どもとスタッフの身体的および感情的

安定を確認する仕組み、記録に関するガイダンス、誰に報告するか、また記録と監視のための

システムが必要である。

この冊子は「スポーツに於ける安全な環境創り、スコットランド管理機関子ども保護ガイドライン

Creating a Safe Environment in Sport, Scottish Governing　Bodies Child Protection 

Guidelines」(スポーツスコットランド/Children 1st）を基に作成されている。
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