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Safe landings 
安全な着地 
 
イギリス柔道連盟 
(British Judo Association) 
 
児童保護の方針・手続き・ガイドライン 
 
 原本は下記サイトに掲載されている。 
http://www.britishjudo.org.uk/policy/childprotection/documents/BritishJudoCPProcedur
esreleasedAug08.pdf 

 
 
     「全国柔道事故被害者の会」翻訳 
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はじめに  

 
イギリス柔道連盟「児童保護の方針・手続‐Safe Landing（安全な着地）」を皆様にご紹介
できることを大変嬉しく思います。 
柔道を行う子ども達全員に畳の上で楽しい前向きな経験をしてもらうことが、柔道にかか

わるすべての人々の責任であると私たちイギリス柔道連盟のメンバーは考えています。 
 
英国政府は、すべての子ども達が、おかれた環境や背景の違いにかかわらず、以下の状態

であることを目指しています。 
・健康である 
・安全にすごせる 
・楽しみながら成果をあげる 
・前向きな貢献ができる 
・経済的に豊かである 

 
子ども達がこの５つの状態を達成するためにスポーツがその一助となることは広く知られ

ています。 
 
私達のスポーツである柔道も上記の５項目の実現に貢献することができます。 
その一方で、私自身が子ども時代に柔道に親しんでいたこと、また私の子ども達も柔道を

行ってきたことを想うと、私達には児童を保護する法的責任に加えて、子ども達を守る道

徳的な義務があると強く感じるのです。 
 
この４年間は長い道のりでしたが、連盟の会員たちが当事者意識をもってこの作業

にあたってきたことを誇りに思います。またこれまでの成果に対しても一定の誇り

を持つことができます。しかし今後も、その時々に必要な方針と手続きの改善など、

なすべきことは出てくるでしょう。  
 
イギリス柔道連盟（BJA）は、優れた児童保護を支える柱となるのは、ベストプラクティ
スの指針と方針、明確で透明な手続き、そして有効で適切な研修プログラムであると考え

ています。２００６年に私達は「柔道における児童の安全と保護」のワークショップをス

タートさせ、以来活発な活動や情報共有を行ってきました。 
このワークショップは指導員がコーチやスタッフに研修を行う一方で、双方向のコ

ミュニ  
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ケーション手段としても機能しています。草の根レベルの会員からの懸念やニーズ

などフィードバックを得ることは非常に重要ですが、このワークショップのコミュ

ニケーション機能は迅速かつ臨機応変に会員の皆さんのニーズへの対応を可能にし

ています。  
 
British Judo では以前より、子ども達の福祉を守りながらも優秀なエリート選手を育てメ
ダルを獲得できると考えてきました。２００６年はそのメッセージを連盟会員の皆様に発

信する年となり、BJAが行う児童保護ワークショップにおいて「長期的選手育成の考え方」
の基本が導入されました。 
 
イギリス柔道連盟は２００７年に NSPCC（全国児童虐待防止協会）スポーツ児童保護基準
において中級認定を獲得いたしました。もちろんこれで目標が達成されたわけではなく、

２００８年の上級認定を目指し努力を続けて参ります。また、子ども達を守る体制を今後

も継続的に改善し、子ども達のための柔道が築けるように子供たちの声に耳を傾け彼らを

積極的に取り込んでいく努力を続けていく必要があります。 
 
スタッフやボランティアの方々とこれからも力を合わせ、スポーツにおける最も大切な責

任を果たして行く所存です。 
 
デンザイ ホワイト 
会長 
イギリス柔道連盟 
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イギリス柔道連盟は、本ガイドラインの準備、策定にあたり以下の方々からご助言、ご支
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またイギリス柔道連盟は、サッカー協会の Safe Landing Policy(安全のための方針･手続)か
ら多くのインスピレーションや実践的な助言を戴いた。サッカー協会ならびにリード･オフ

ィサーであるレイチェル・ター氏に感謝の意を表する。 
 
マリオン・ニール氏には多くの分野で寛大なご支援を戴いたが、とくに私たちの「児童の
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最後に、イギリス柔道連盟のコーチ、ボランティア、メンバーの方々からは、この文書に

何を入れて欲しいか、何を含めるべきかについて忌憚のない正直なご意見と助言を戴いた

ことを感謝する。 
 
イギリス柔道連盟全国作業部会 
 
BJA の児童保護リードオフィサーであるジュリー･ムーア氏を議長とするこのグループは
以下のメンバーによって構成されている： 

・イギリス、北アイルランド、スコットランド、ウェールズ各地域の児童保護リード

オフィサー 
・イギリス柔道カウンシル（British Judo Council）の児童保護リードオフィサー 
・BJA 開発部長 
・BJA  全国コーチ担当主任 

 
本グループの目的は英国柔道全体にかかわる児童保護問題の概要を戦略的に示し、柔道と

いうスポーツにおける児童保護のベストプラクティス（最良の実践）を共有し、さらにそ
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の指針を作成することにより、英国全土において児童保護の問題に対して一貫性のある対

応がとられるよう促進することである。 
 
組織の略称 
 
BJA British Judo Association イギリス柔道連盟 
British Judo     イギリス柔道連盟と英国各地域の柔道協会･連盟の総称 

（本文書では英国柔道連盟、英国の各柔道連盟と訳している） 
JS  Judo Scotland     スコットランド柔道連盟 
NIJF Northern Ireland Judo Federation 北アイルランド柔道連盟 
WJA Welsh Judo Association   ウェールズ柔道協会 
CMT BJA/JS/NIJF/WJA Case Management Team ケース・マネージメント・チーム 
CPSU Child Protection in Sports Unit スポーツ児童保護部門 
CRB  Criminal Records Bureau   犯罪記録局 
CWO Club Welfare Officer   各柔道クラブの福祉担当主任 
DfES  Department for Education and Science 教育科学省 
LSCB  Local Children Safeguarding Boards 地方児童保護委員会 
NSPCC National Society for the Prevention of Cruelty to Children  全国児童虐待防止

協会 
LTPD  Long Term Player Development 長期的選手育成 
LCPO   Lead Child Protection Officer 児童保護リードオフィサー 
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方針と原則 

 

方針 

 

すべての人に子どもを虐待から守るために果たせる役割がある。児童虐待、とくに

児童の性的虐待の疑いに対処することは、大変に動揺する事態であると思うが、冷

静にこの手引きを用いて、自分が何をすべきかを決めて欲しい。これらの手続きに

従って行動すれば、私たちは攻撃にさらされる子どもや青少年を守ることができる。

また、選手やコーチの立場を危うくする不適切な行動（poor practice）を特定す

ることができる。 

 

子どもを虐待から守るのはすべての大人の責任であることは広く認められている。児童虐

待と児童への性的虐待は、対処する者に強い衝撃を与える。これらの感情を理解し、そう

した感情にとらわれずにどのようなアクションをとったらよいか判断することが大事であ

る。 

 

虐待は家庭や学校、スポーツ環境など、多くの状況の中で起こることがある。子どもに危

害を加える目的であえて子どもを対象とする仕事やボランティアを積極的に求める人もい

る。柔道で仕事をしている人や柔道関連組織で働いている人は誰でも、子どもの幸福を守

り虐待を防止する役割を果たすことができる。 

 

イギリス柔道連盟は、すべての児童と青少年は年齢や文化、障害、性別、言語、人種、宗

教、性指向・性自認にかかわらず、虐待から守られる権利を持つと考えている。 

 

連盟のメンバーとスタッフ、ボランティアは、子どもたちが恐れや脅威、虐待を受けるこ

となく安全に、自分の能力の限りスポーツ活動を楽しめるように、子どもの福祉と保護に

専心している。 

 

原則 

 

児童と青少年は、私たちに危害から守ってくれることを期待する権利を持っている。

下記の原則を注意深く擁護することにより、私たちは子どもたちの福祉と発達を保

証する手助けをすることができる。 

 

・子どもの福祉が最優先の考慮事項であり、常に優先されなければならない。 

・あらゆる児童・青少年は、年齢や文化、障害、性別、言語、人種、宗教的信念、性嗜
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好・性自認にかかわらず、虐待から守られる権利を持っている。 

・私たちは虐待のあらゆる疑いや申し立てを厳粛に受けとめ、迅速に適切に対応する。 

 ・この文書では、18 歳未満を児童とし、ガイドラインの対象とする。 

 ・私たちは、子どもやその親/養育者と協力して働くことは、子どもを守るために不可欠 

  であると認識している。 

 ・イギリス柔道連盟は、児童･青少年の保護と彼らの福祉の増進に関して法定機関の役割

と 

責任を認め、スコットランドの地方児童保護局(LCSB)、地方児童保護委員会(LACPC)と

協力して働くことを約束し、その手続きに従う。 

 ・地域やクラブ、その他の組織には適切な文書を提供し、それらの組織が方針を実行で 

きるように支援する。 

 

すべてのクラブ、地域、提携団体が、そのスタッフ、コーチ、役員、管理者、親、参加者

に、児童保護の方針と手続きを採用させ遵守させることが、会員となる一つの基準である。 
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体育教育と学校スポーツクラブ・リンク （PESSCL）  

 
英国の各柔道連盟（British Judo）は学校や大学と数多くの連携を行っている。BSJA（英
国学校柔道協会）の活動のほかにも多数の放課後のクラブや地域クラブが学校施設を利用

して行われている。 
これらの学校施設を活用した柔道の多くが全国学校スポーツ戦略ならびに PESSCLのもと
で行われている。従って NSPCC-CPSU, 教育科学省、Sports England および PESSCL
の資金を受ける各スポーツ統括団体が共同で作成したガイドライン「児童安全のための全

国学校スポーツ戦略手順」の遵守が求められる。ガイドラインに関する情報は以下のサイ

トにある。www.Safelandings.org.uk  
 
スコットランドでは学校ベースの活動はスコットランド政府、地方自治体教育局、スポー

ツスコットランド、 Children 1stスポーツ児童保護部門の夫々のガイドライン、ならびに

「1998年児童保護‐共有すべき責任」、「2004年スコットランド政府‐児童･青少年の保護
基準枠組み」のガイダンスを遵守することが求められている。 
 
スポーツ組織が学校教育と連携した活動を行うとき、児童・青少年の安全と福祉に関する

懸念をどのように報告するか、また児童保護の責任を誰がどう果たすか、関係者全員がは

っきり理解していることが必須である。それは即ち、本ガイドラインに述べられた方針に

従うことである。 
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私たちの責任 

 

英国の各柔道連盟（British Judo ）は、現行の法律(1989 年と 2004 年の児童法と

2005 年児童保護法(スコットランド)を含む)の下で道徳的および法的責任を認識し、

子どもたちを守る良い実践を促進するために最善の努力をする。 

 

私たちには以下の責任があると認識する： 

 ・対象とする子どもと青少年の興味と幸福を守り増進すること。 

 ・彼らを危害や差別、不注意な扱いから守るためにあらゆる分別ある実用的な手段をと 

り、彼らの権利と願いと気持ちを尊重する。 

 ・2000 年の人権法と 1988 年のデータ保護法に沿って秘密厳守を維持すべきである。 

 ・2006 年の「共に協力して子どもを守ろう」(英国政府)に従って、BJA とそのクラブは 

次のような法的義務と役割、責任を持つことを認識している。 

  ―効果的な人員募集と選考手続き―安全チェックを含む 

  ―子どもと青少年に耳を傾ける文化 

 

私たちの児童保護手続きは次のことを目指している： 

  ・私たちが対象とする子どもと青少年、そしてスタッフ、ボランティア、 

提携組織の人々に保護を提供する。 

・プロ意識と高水準の活動を支援する。 

 

運営する人の能力やスキルが備わってこそ、あらゆる手続きが有効に働くと認識している。

したがって、次のことを約束する。 

  ・より安全な人員募集を行う。 

  ・スタッフとコーチ、役員全員にサポートと適切な訓練、十分な監督(スーパーバイズ)

を提供し、親/保護者や他の組織と協力して、子どもたちのニーズと福祉を最大限に

維持する。 

・BJA コーチ資格の一部として、コーチ全員が児童保護の訓練を終了するようにする。 

 

英国の各柔道連盟（British Judo）は： 

  ・児童保護リードオフィサーを任命する。 

  ・必要な際には懲罰委員会を召集する。 

  ・虐待の可能性がある不適切な行為と虐待の申し立てに対してはすべて調査し、然る

べき場合は他の機関に委託する。 

  ・クラブの福祉担当官とクラブに対しては、柔道スタッフ/指導助手や認められた児童

保護研修指導者によるサポートと訓練、ガイダンスを提供する。 
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  ・不正行為や不適切な行為に対しては、定められた期間内に決定を下す。 

  ・決定を然るべき人々と団体に定められた期間内に通知する。 

  ・資格一時停止や懲戒、資格剥奪を受けた人々全員のリストを保管し、然るべき場合 

は、資格を失った人を関連政府機関に通告する。PoCA/PoC(S)A と 2008 年に設立され

た独立保護機関(スコットランドでは審査制度の導入が提案された)が検討するため

である。 

  ・方針の実行を監視し評価する。 
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虐待のカテゴリー 

 

身体的虐待 

 

大人または青少年が子どもを故意に身体的に傷つける、また分かっていながらそのような

怪我が起こることを防がなかった場合に起こる。殴る、揺さぶる、締め付ける(圧迫)、火

傷をさせる、噛みつく、または過度の力の使用などが含まれる。青少年にアルコールや不

適切な薬物を与えたり、そのような物質の使用を監督しない場合も該当する。 

 

柔道においては、身体的虐待はさらに次のようなことでも起こる可能性がある。 

 ・相互の同意や技術的な正当性を欠く、過度の激しい乱取り。 

 ・受け(投げられる人)を傷つけたり脅したりすることを意図する、あまりに激しく、ま

たは繰り返し行われる技能の実演。 

 ・成長期にある選手の身体能力の未熟さを軽視した過度の訓練や不適切な訓練。過度の

競争にもあてはまる。 

 ・体重別階級に合わせるために体重を下げることを強制(または示唆)すること。減量の

ためにサウナ・スーツやポリ袋を用いて脱水させることを含む。 

  これは複雑な問題で、本文書の範囲を超えるが、経験則として、子どもは健康的でバ

ランスのとれた食事をするべきで、成長過程の未熟な身体能力に合った訓練を受ける

べきである。 

彼らは成長期の体が自然に落ち着く階級で闘わなければならない。イギリス柔道連盟

の LTPD（長期的選手育成）計画とウェブサイトには、より明確なガイダンスと情報を

載せている(www.britishjudo.org.uk/technical). 

 ・罰としての不適切なレベルの身体鍛練―英国柔道連盟は、子どもに罰として練習をさ

せることは、場合によっては身体的虐待になるのみならず、誤ったメッセージを送っ

てしまうと考える。児童や青少年には、楽しむためと健康を維持するために訓練と練

習をしてもらいたい。 

 

性的虐待 

 

少女・少年は成人(男性と女性)や他の青少年によって虐待されることがある。これには、 

子どもや青少年に、性的行為に加わることを促したり強制したりする場合も含まれうる。 

子どもにポルノ写真などを見せることも性的虐待の一例である。 

 

柔道の状況では、性的虐待は次のような場合に起こりうる。 

 ・成人が訓練セッションを使い、寝技などの際に不適切でわいせつな方法で青少年にさ



14 
 

わる。 

 ・コーチやマネージャー、ボランティアが自分の権力と権威ある立場を使って、若い選

手に性的関係を強制する。 

・コーチやマネージャーが、性的行為の見返りに選手の昇級をほのめかす。 

・子どもや青少年が試合前計量で裸になったり下着になったりすることを求められる。 

 

  注：ジュニアの大会では、少年の場合は柔道ズボンで (0.5kg の重さが認められる)、

少女の場合は柔道ズボンとTシャツ(0.6kgの重さが認められる)で試合前計量しなけれ

ばならない。試合前計量は囲いのない環境で行われなければならない。 

  英国柔道連盟は、シニアの大会にも 18 歳未満の選手が出る場合があることを認識して

いる。こうした大会では、18 歳未満の選手はジュニア・ルール(上記)で試合前計量を

行う。 

 

心理的虐待 

 

青少年の心の福祉に関して当然与えられるべきケアが持続的に示されない場合、青少年が

絶えずどなられたり、脅されたり、なじられたり、いやみを言われたり、非現実的な圧力

を受けたりする場合に起こる。過保護によって青少年の社会化を妨げたり、高いパフォー

マンスを求めるあまり脅す場合もありうる。青少年は自信を失い、引きこもったり、神経

質になったりすることがある。 

 

柔道の状況では、情緒的虐待は、コーチやボランティアや親が次のようなことをするとき

に起こりうる。 

 ・公的な場や私的な場で繰り返しネガティブなフィードバックを与える。 

 ・若い選手の進歩への努力を繰り返し無視する。 

 ・若い選手に能力を超えたレベルの成績を繰り返し要求する。 

 ・勝利の価値を強調しすぎる。 

 ・若い選手に、価値がないと感じさせたり、コーチや親、その他の人々の期待を達成し

た場合にのみ価値があると感じさせる。 

 

ネグレクト 

 

食物や温度、身体的および心理的ケアに対する児童・青少年の本質的ニーズが満たされな

い場合に起こる。 

柔道に於いては、次のような場合にネグレクトが起こりうる。 

・若い選手が適切な監督なしに一人にされ放っておかれる。 

 ・若い選手が不必要な暑さや寒さにさらされる。これには減量のためにサウナ・スーツ
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やごみ袋を用いて脱水させることが含まれる。 

 ・若い選手が水分補給に必要な飲料を提供されない。 

 ・若い選手が容認できない怪我の危険にさらされる。 

・子どもが非衛生的な状況におかれる。 

 ・子どもに十分な医療ケアが与えられていない。 

 ・いじめや嘲りを受けても介入してもらえない。 

 

いじめ 

 

いじめが威力をもつ前に、柔道からいじめを追い出そう。 

 

虐待の事例によっては、年少者を虐待するのが必ずしも大人とは限らないことを認識する

ことが重要である。いじめの場合のように、虐待者が青少年である場合もある。 

 

いじめは、故意に人を傷つける行動と定義できる。他者に対する身体的および言語的いじ

めがあり、通例一定の期間繰り返し行われ、いじめられる者にとっては自分を守ることが

難しい。 

誰でもいじめのターゲットになりうるが、通例犠牲者はシャイで敏感で、おそらく心配性

で不安である。身体的理由、肥満や小柄、障害、人種や文化、宗教的信念の違いのために

仲間はずれにされる場合もある。 

 

いじめの加害者は男性である場合も女性である場合もある。いじめは学校で起こることが

多いが、監督が不足し適切でない場合はどこでも、通学や帰宅の途中、スポーツの大会、

運動場や着替え室などでも起こりうる。 

 

いじめの加害者は多様な背景をもっており、さまざまな理由でいじめを行い、自分自身が

虐待されていた場合もある。典型的な加害者は自尊心が低く、攻撃的で嫉妬深く、興奮し

やすい。重大なのは、彼らが相手を支配する力を手に入れる術を知っていることである。 

 

BJA はいじめを認知しているが、私たちは、いじめは身体的および/または心理的虐待の 

一形態でもあると感じており、特定のいじめを虐待と呼ぶことを恐れない。 

 いじめには多くのタイプがある。 

 ・身体的いじめ：殴る、蹴る、盗み。 

 ・言語的いじめ：悪口、絶え間ないからかい、いやみ、人種的、同性愛嫌悪的侮辱、脅

し、身振り。 

 ・心理的いじめ：苦しめる、携帯電話でメッセージを送る、馬鹿にする、屈辱を与える、

無視する。 
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 ・性的いじめ：望まない身体的接触や性的に傷つける言葉、着替え室でカメラ付き携帯

電話を使って選手の画像を記録する。 

 ・身体的いじめ：押す、蹴る、たたく、殴る、暴力をふるう。 

 ・人種差別：人種についての侮辱、落書き、身振り。 

・同性愛嫌悪：本人の性的指向、性的指向の話題（身近な人の）をとりあげて。 

 

柔道の状況では、いじめは次のような場合に起こりうる。 

 ・親/コーチが過度に選手を頑張らせる。 

 ・コーチが、どんな犠牲を払っても勝つという哲学を採用している。 

 ・他者をおびえさせる選手がいる。 

・人に不当な圧力をかける役員がいる。 

 

コーチは選手との関係において権力を持つ立場にあるが、この立場を乱用して 

世話をしている子どもや弱い立場の青少年をいじめてはならない。 

 

柔道においては、コーチが次のような場合にいじめが起こりうる。 

 ・過度に熱心。 

 ・身体的また言葉によるに攻撃的な行動をとる。 

 ・世話をしている選手をなじったり屈辱を与えたり無視したりする。 

 

柔道は伝統的にいじめ文化を持たない。これには多くの理由があると考えられるが、 

柔道の創設者である嘉納教授がとった訓練へのアプローチの基盤である原則が、確かに 

その核心にあることは広く受け入れられている。 

若いころあまり大きな体格でなかった嘉納師範はいじめの犠牲者となった。彼はなんと 

かして強くなりたいと思った。体力の小さい男性が怪力の男性を負かすことができる訓練 

である柔術について知ると、彼はすぐにそれを学ぼうと決めた。 

嘉納師範は技術的指導とともに道徳的訓練への注意深い考察に没頭した。ギリシャの 

アテネのパルナッソス協会で、柔道の原則と、人間の活動のあらゆる局面への適用に 

ついての講演が行われた。嘉納師範はこの講演の中で次のように述べた。 

 「まず第 1 に、道徳的文化は知的側面から追求しなければなりません。そうすると、人

は何が正しいか、何が間違っているかが分かり、複雑な状況の下でもそれをを解決し、

決定することができます。同時に、感情と意志の力の育成と、よい習慣を作ることの

重要性を忘れてはなりません。しかし、これらのことを真剣に学ぶ人は極めて少ない

ようです。私は、それは最大限の効率という原則への認識が不足しているためでもあ

ろうと思います」 

 

英国柔道連盟の児童保護の方針と手続きに柔道創始者の言葉を抜粋して載せるのは奇異に 
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思えるかもしれないが、今日でも私たちのスポーツの核心にはこの哲学がある。 

嘉納は、熱心に柔道を練習すれば、人は他者を犠牲にして進歩することはできないこと、 

人生で真の進歩をもたらすのは相互の繁栄のみであることに気づくはずだと信じた。これ 

らの原則は今日のスポーツを今でも支えている。お辞儀(礼)を通して対戦者間で示され 

る尊敬にこれを見ることができる。 

 

嘉納師範は精力善用すなわち最大限の効率と、自他共栄すなわち相互の福祉と恩恵の思想 

を発展させた。私たちが互いに気づかい、いじめの文化がないのは、ひとつにはこのこと 

に由来する。 

嘉納師範は、自他共栄の中には自己の完成と人間の福祉と恩恵への貢献に努めることが含 

まれる、自己を改善しようとすることによって、自分自身をよりよく理解し、他者を 

理解するよりよい人になると述べた。 

 

英国柔道連盟は、私たちのクラブとコーチ、選手、役員、親とボランティアが柔道規約 

を遵守し、奨励し、私たちのスポーツの核心に相互福祉を保持することがいかに重要で 

あるかを強調する。このことはいくら強調しても強調しすぎることはない。 

 

いじめによって被る被害は軽く見られてしまう場合が多い。いじめは子どもや青少年に 

かなり大きな苦痛を与え、健康や発達に影響がおよぶ場合もある。極端な場合は自傷行為 

に至る場合もある。 

 

事前対策を取ろう。 

 ・柔道規約をあなたのクラブに導入し、奨励しよう。 

 ・子どもと青少年に、柔道規約に沿って自分自身の規約を書いてもらい、サインさせる。 

 ・いじめの兆候すべてを厳粛に受け取ろう。 

 ・あなたのクラブにいる全員に、オープンに何でも話せる文化があることを周知させる。

いじめが進行中であることを知っている人は誰でも、クラブの福祉担当者に知らせる

ことが望ましい。 

NSPCC の青少年調査(2000)では、いじめは苦痛と不安の最も一般的な源だと報告された。 

柔道家はいじめをしない―それは文化的なことだ―これは変えてはならない！ 

選手、親、コーチがいじめに対処するために役立つ情報が必要なときはここへアクセスを。 

www.bullying.co.uk 

 

不適切な行動（poor practice）と虐待 

 

児童虐待は感情にかかわる極めて難しい問題である。虐待の感情的な面を理解することは 

重要だが、それが取るべき行動の判断を妨げないようにすることが大事である。 
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児童虐待と児童の保護がオープンに議論されることも重要である。それにより、人々 

が問題に気が付き、子どものニーズに敏感になる環境を作り出せるからだ。 

オープンな議論は、虐待者を止める環境も作り出す。 

 

虐待を明確にして報告する環境は、子どもと青少年のためにより安全な文化 

を生み出す一助となる。 

 

柔道の場で、ある大人または同僚の行動が不適切であり、ある子供について懸念 

が生じて申立てが行われるということもあろう。 

 

不適切な行動（poor practice）は、既存の柔道規約と矛盾し、個人の権利を侵害し、最 

高水準のケアを実現できない行動が含まれる。柔道では poor practice を容認せず、不適 

切な行為があれば厳粛に処理される。時には子どもや青少年は不適切な行為あるいは虐待 

だと気づかない場合があり、不満を言わずに我慢してしまうかもしれない。例として、障 

害をもつ子どもが活動から除外されることに慣れていたり、いじめられている子どもが嘲 

笑に慣れていたりする場合である。文化に関する要求が無視されたり、自分たちの人種が 

不当に扱われたりすることに子どもが慣れている場合もある。しかしだからと言って、 

それをそのまま容認してよいことにはならない。 

 

多くの児童と青少年は不満を言うスキルや自信を欠いている。したがって、クラブの中 

の大人が子どもや青少年の代わりに主張することが重要である。言葉に出すのが大変な子 

どもたちの代わりに主張することは、彼らにとってより安全な文化を生み出すひとつの力 

となる。 

 

虐待のカテゴリーと兆候、指標についての情報は２２，２３ページ参照。 
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潜在的な弱者に気付く  

この児童保護の方針は包括的であり、児童及び青少年のニーズや背景にかかわりなく同じ

対応が取られなければならない。しかしながらイギリス柔道連盟は児童、青少年の中には

今までの経験のために不利な立場にある、またより弱い立場にある者がいることを認識し

ており、以下の事項を強調したい。 
 
障害を持つ児童、青少年 
 
障害を持つ児童や青少年は次の可能性があるため、他の児童に比べより弱い立場にある。 

・彼らを支え、守る友達がほとんどいない。 
・ コミュニケーションの違いが著しい。――言語コミュニケーションが殆ど出来ない

場合や、手話、他の方法の非言語コミュニケーションなど。 
・ 他人の偏見や誤解を受けやすい。例えば潜在的虐待者にとって障害者が「魅力的」

であることなど。 
・ 個人に対応した細やかなケアを必要とする。 
・ 言葉や行動で抵抗する能力が低い。 
・ 信じてもらえない。 
・ スポーツに参加する際に虐待者に依存している。 
・ 周囲に受容される行動がどういうものであるかを発見するために必要な仲間との

係わりがない。 
・ 医療を必要としており、それを虐待の説明(言い訳)に使われる。 

 
少数民族の児童と青少年 
 
少数民族グループ出身の児童・青少年は以下の可能性により他の児童より脆弱である。 

・ 人種差別や人種差別的態度を経験している。 
・ 責任ある地位の人たちから無視されるという人種差別を経験している。 
・ 立ち向かえばさらに虐待されると恐れている。 
・ 社会通念に影響されている。例えば、特定の文化では誰でも皆子供の扱いがうまい

とか、子どもたちをたたくなど。 
・ 溶け込むことを望み、大騒ぎしたくないと思っている。 
・ 英語を第二言語として使うまたは学んでいる。 

 
弱い立場にありながら助けを求めることが出来ないグループや人々の具体的なニーズを特

定し、資料が必要な場合には該当する柔道機関の児童保護リードオフィサーに連絡する。 
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平等研修 
 
スポーツにおける平等ワークショップ（Equity in your Coaching and A Club for All）に加
えて、地方児童保護委員会は平等研修を提供している。地方児童保護委員会を見つけるに

はあなたの地方自治体の名前を入力し「地方児童保護委員会」でウェブ検索すればよい。 
インターネットでのアクセスが出来ない場合は郵便または電話で自分が住む地方自治体に

地方児童保護委員会の連絡先を問い合わせる。 
 
リーダーの役割を担う児童と青少年 
 
柔道でリーダーの役割を担うことは楽しく、積極的な学びの経験をすることを意図してい

る。しかし、大人の柔道とジュニアの柔道の両方において、コーチ、クラブ役員、選手、

両親/観客は 18 歳未満でリーダーとなる者がまだ法的には子供だという事実を忘れがちで
ある。 
 
結果として、若いコーチ、医者、審判たちは自分たちが身体的、心理的、言葉による虐待

行為受ける可能性がある一方で、虐待的行動を取ってしまう可能性もある。この行為は大

人の柔道でもジュニア柔道でも許容できることではない。若い役員は適切な資格を持つ大

人に常に監督してもらい、他の青少年に対して一人で責任を負ってはならない。彼ら自身

もイギリス柔道連盟の児童保護方針と手続きの対象であるからだ。 
 
リーダーシップを担う児童、青少年に対して言葉による虐待や身体的、心理的虐待が与え

る潜在的有害性の大きさを認識しなければならない。 
 
クラブ役員、選手、観客が、リーダーとなっている若者達に対して適切にふるまうことを

クラブが常に確認することが重要である。 
 
大人と同様、子供たちや若者も学んでいる時には間違いを犯すことがある。過度な批判や

非協力的対応は言葉による虐待や情緒的虐待となりうる。若い役員の中には、コーチ、観

客、選手からの身体的虐待を経験している者もいる。 
 
潜在的な脆弱性を減らす 
 
児童や青少年がこれらの体験などにより不利な立場に置かれることを念頭に、すべてのク

ラブ、BJA 地域、イベントマネージャーは次のことを含めて安全な文化を創るために細心
の注意を払うことが重要である。 

・ すべての児童、青少年を理解し、コミュニケーションを取る方法を見つける。 
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・ 身体のケア、ヘルスケアにおいて常にベストプラクティス（最上の実践）を行う。 
・ 彼らの多様な文化に関する知識を持つ。 
・ 文化の相違を尊重する。 
・ 両親、保護者との関係を築き、クラブの活動に選手の家族を参加させる。 
・ 子ども、若者の機嫌、外見の様子、行動における変化を注意深く見守り、彼らのケ

アについて著しい疑いや懸念が生じた場合はその心配について家族、保護者あるい

は担当者と話し合う。 
・ 障害を持つ児童、青少年はよりいっそう脆弱であり、注意深く見守る必要があるこ

とを認識する。 
・ 若者たちがリーダーの務めをはたしている時に彼らに向けられる虐待的な行動を

許してはならない。担当者に不適切な行動（poor practice）または虐待として報告
する必要があることを認識する。 

・ 観客、選手に関するクラブの行動規範を履行する。 
・ クラブ役員は、リーダー役の児童、青少年に対しどうふるまえばよいかという見本

を示す特別な役割があることを認識する。 
 
児童、青少年のなかには柔道への参加を認める際に他の専門機関に支援と助言を求めるこ

とが必要な場合もある。児童、青少年の参加支援および、より傷つきやすい子供たちが安

全に保護され、守られるようにするために家族や教育・ 保健機関, 児童相談所、福祉事務
所、ボランティア機関、コミュニティグループに助言を求めることはクラブの強さとみな

されるべきである。 
 
若い役員にメンタリングを行うことは有効な支援である。虐待行為に直面している時やま

たその行為の継続を防ぐためには特に役に立つ。詳しい情報はイギリス柔道連盟の審判委

員会を通して入手可能である。www.britishjudo.org.uk/technical/refereeing_home.php 
 
サインと指標 
 
児童虐待の専門家でさえ虐待が起こるかもしれない状況や、すでに起きている状況を容易

に認識できない。 
英国柔道連盟スタッフ、コーチ、役員が、有給であれ、ボランティアの資格であれ、この

ような認識の専門家ではないことを私たちは承知している。 
児童や青少年は虐待を受けていることを人に話したがらないため、それぞれ大人が児童、

青少年の福利や安全が脅かされている可能性のある兆候に気付くことが大変重要だ。しか

し、はっきりしたサインはめったになく、たいていは色々な情報の断片をつなぎ合わせて、

何かがおかしいと直感的に気付かねばならない。 
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他の情報と合わせれば虐待が判明する一片の情報をあなたが持っている可能性がある。こ

れはよく、ジグゾーパズルのピースを組み立てて行くことに例えられる。 
幾つかのピースを組み合わせて行くことで本当の姿を理解し始めることが出来るのだ。 
 
子どもや若者が虐待されているかどうか判断するのはあなたの仕事ではないーしか

しあなたには懸念を他の人と共有する責任がある。  
 
あなたは子どもや若者の人生でパズルのピースに気付く立場にいるただ一人の大人

かもしれない。  
 
次の表は虐待時に現われる可能性のある身体的、行動上のサインを示している。明白で具

体的なものもあれば、一般的なものもある。しかし、これらの兆候のどれもが、家族の死、

ペットの死、家族の不在、学校での問題というような他のもっともらしい説明がつけられ

るかもしれないのでその点に注意する必要がある。しかし、長期間にわたって説明のつか

ない変化が重なれば疑問視することを忘れてはならない。心配の場合はクラブの福祉担当

役員か自分の団体の児童保護リードオフィサーに相談してほしい。 
 
子どもや若者が持つ障害や文化の相違を懸念払拭の理由にしてはならない。これはあなた

が下す判断ではない。 
 
決して他の人が問題を見つけて対処してくれると思ってはいけない  
 
行動しないという選択肢はない。  
 
 
虐待の種類 身体的兆候 行動上の兆候 
身体的虐待 原因不明で異常なあざ、指、絆創膏、

噛んだ跡、けが、タバコの焦げ跡、

骨折、火傷、歯の欠損。動作が不自

由な子どもが負わないような負傷。 

接触へのおびえ、攻撃、機嫌、逃げ

る、帰宅を恐れる、着替えや服を脱

ぐことを嫌がる、ふさぎ込む、引き

こもる、萎縮、他者をいじめる、虐

待する。 
ネグレクト 恒常的空腹、体に合わないまたはふ

さわしくない服、体重の変化、放置

状態、軽度の感染症の繰り返し、補

聴器、眼鏡、吸入器を与えられてい

ない。 

恒常的疲労、遅刻、欠席、友達が殆

どいない、いつも独り、大人の仲間

を捜し求める、または人々から遠ざ

かる、窃盗、所持金がない、親や保

護者が世話をせず、無関心。 
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性的虐待 性器痛、掻痒、出血、あざ、（膿など

の）分泌、胃痛、不快感、妊娠、失

禁、尿路感染、性感染症、膣炎、肛

門痛 

ある者に対する明らかな恐れ、悪

夢、逃げる、年齢に不適切な性的に

露骨な知識や行動、夜尿症、摂食問

題、薬物乱用、説明できないお金や

贈り物、不適切なマスターベーショ

ン、他者への性的接近、おもちゃと

の性的ゲーム 
いじめ 体重変化、説明できない怪我やあざ、

胃痛、頭痛、失禁、睡眠障害、抜か

れた髪。 

友達作りが困難、学校/サッカーへの
不安、無断欠席、引きこもり、落ち

込み、怒り、不機嫌、自殺未遂、成

績・パフォーマンス低下、お金や所

持品が無くなったとの報告、家族か

らの盗み、e メールや携帯メールを
見るのが苦痛で不安。 

心理的虐待 体重変化、成長/発達の欠如、原因不
明の発話障害、自傷、子どもの年齢

や性別や文化に不適当な服装。 

競技出来ない、間違いを恐れる、両

親に告げることを恐れる、引きこも

る、説明のつかない発話・言語障害、

友達がほとんどいない。 
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子どもの話を聞く  

 
英国柔道連盟の信念―英国柔道連盟は世界で最も優れた厳格な方針を策定し、厳しくスタ

ッフやコーチ、ボランティアを審査することができる。さらに安全を最大限確保するため

の様々な手続きを導入することもできる。しかし我々のスポーツの文化、すなわち英国柔

道連盟の考え方や行動が、虐待の可能性や懸念について自由に話すことを妨げてしまうな

ら、あるいは子ども達が被害を訴えられない環境を作り出してしまうなら、連盟の方針、

審査、手続きは限られた価値しかない。 
 
これまでの事件から集めた情報によると、子どもは平均して７回躊躇したあと実際に訴え

る、あるいは話をする、ということが示されている。 
子どもから虐待を受けていると言われたら、あるいはその可能性があるとの情報が伝わっ

たとき、その情報を受けた人は以下の行動をとるべきである。 
 
子どもの福祉のために正しい行動をとる 
（頭文字をとると CHOOSING RIGHT 正しい選択 となる） 
行うべきこと 

C Calm down 子どもが安心するように落ち着いて対応する。 

H Honest 虐待を止める為には他の人に話す必要があることを正直に説明する。 

O Offer support 訴えた子どもが悪いのではなく、正しいことをしたのだ、と子どもを支
える。 

O Out of the public domain 公にしない。秘密を守り、情報は児童保護のために必要な人
にのみ開示する。 

S Serious 真剣に受け止めていることを子どもに伝える。 

I Immediate medical treatment 医療手当てが必要な場合は直ちに病院に連れて行くか
救急車を呼ぶ。医師に児童保護の問題であることを伝える。 

N Note 児童の話を直ちに書き留める。本文書 p.３９に記録票の書式がある。児童・少年
の発言を誘導しない。また質問は最小限にとどめ、発言内容を明確にする質問に限定す

る。 

G Guideline ガイドラインに従うこと。柔道における児童虐待および不適切な行動(poor 
practice)への対処方法に関しては pp.２９‐３０のフローチャートを参照する。 

 
行ってはならないこと 

R Rush 性急な行動が適切でない場合もある。性的虐待の場合は許可があるまで入浴やシ
ャワーを控える。洗浄で貴重な証拠が消滅する可能性がある。 
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I Involve 両親・保護者に関わってもらうこと。 英国柔道連盟職員の大半が、子ども

の虐待を受け止める親を支えるスキルを持っていない。児童虐待の疑いがある場合、

必ず警察や児童相談所の指導のもとで親または保護者に連絡をする。 

N Guarantee 成果を保障する、あるいは実現不可能な約束をする。 

G Horror 怖がらせること。 子どもは安心させる必要があり、感情的な対応、子ども

本人の責任追及や発言の否定は不要。 

T Take sole responsibility 自分ひとりで責任を果たそうとすること。必ず相談または
連絡をして適切な対応をする。 

 
情報の記録 ‐ 明瞭・簡潔に  
 
情報を児童相談所または警察に連絡する必要が生じる場合がある。 
・後日、法的手続きがとられる可能性があるので情報は正確に記録する。 
・児童相談所や警察への電話連絡は、24 時間以内または可能な限り早急に書面の形で記録
を残す。 

・疑念を伝えた警察、児童相談所の担当者の氏名、職位および連絡の日時を記録する。 
・情報はデータ保護法にしたがって安全に保管する。 
・情報は「必要な人にのみ開示」の原則を厳密に守る。 
・付録１「児童保護記録票」に情報を記入しクラブの福祉担当者に送付する。クラブ福祉

担当者はクラブが所属する柔道組織のケース・マネージメント・チームに送る。 
 
心配なことがある ‐ その時どうすればよいか？ 
 
子どもが虐待を受けているかどうか、自分の責任で判断する必要はない。しかし、

心配なことがある時には、あなたを支援してくれる人たちがいる。  

 
イギリス柔道連盟の一員として働く者には、スタッフでもボランティアでも、虐待の有無

を判断するという責任はない。 
しかしながら、懸念がある場合には、適切な機関が調査を行って児童を保護できるように

私たちがまず行動をとる責任がある。 
児童相談所（スコットランドでは社会サービス事務所）は１９８９年児童法および２００

４年児童保護法（スコットランドでは２００３年児童保護法）によって児童の福祉を保障

する義務を負っている。児童保護の委託を受けた児童相談所では職員が調査を行う法的義

務がある。調査は、児童本人や家族の話を聞くこと、児童を知る人たちから話を聞くこと

などで、さらに犯罪の訴えがある場合には警察と合同で行われる。 
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親または保護者が自分達の子どもに関して心配なことがある場合、私たちは常に親・保護

者と連携して取り組むことを基本姿勢としている。当初の気がかりな状況を解明するため

に両親や保護者と話すことは重要である。例えばその結果、子どもが沈んで引きこもって

いる原因が、家族に不幸があったためと判明することもある。 
 
しかしその一方で両親や保護者と情報を共有すると児童のリスクがかえって高くなる場合

もある。親または保護者が虐待をしている、あるいは事態に適切に対応できない状態だと

いった場合である。 
このような時には、児童相談所に速やかに連絡をすれば、児童相談所が両親や保護者への

対応の方法、タイミングなどを決定してくれる。 
 
心配事を伝えた児童相談所の担当者の氏名、職位と連絡した日時を必ず控えておく。可能

な場合には２４時間以内に連絡の詳細を書面で記録しておく。BJA の児童保護記録のコピ
ーもその一部となる。 
 
心配事は各状況に応じた児童保護担当者に伝える：  
・クラブで  
あなたが柔道クラブのスタッフである場合はクラブの福祉担当者に伝える。また、ク

ラブのコーチあるいは上級の指導者である場合はクラブの会長に報告する。 
・学校で  
あなたが学校のカリキュラムの一環として柔道に関わっている場合、児童保護担当の

教師に伝える。さらに詳細な情報が必要な場合は、「子どもの安全のための全国学校ス

ポーツ戦略手順」や PESSCL（体育と学校スポーツリンク）ガイドラインが以下のサ
イトから入手できる。 
www.britishjudo.org.uk/SafeLandings スコットランドでは地方自治体教育省ガイド
ラインを参照。 
・市町村のプログラム  
市町村のレクリエーションプログラムに関与している場合はそのプログラム管理者に

伝える。 
・遠征中の場合  
競技大会への参加、合宿などで本拠地から離れた地域にいる場合は、チームの監督、

上級コーチ、合宿監督者などに伝える 
 
上記の場合、必ず地域の児童相談所または NSPCCから適切なアドバイスを得る。 
 
・児童保護の担当者に対して懸念がある場合は、地域の児童相談所、警察または

NSPCC（全国児童虐待防止協会）に連絡し、懸念を伝える。 
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児童相談所の電話番号は市町村機関のリストに、また警察の電話番号は一般の電話帳に

載っている。NSPCCには２４時間無料でかけられるヘルプラインがある。名前を名乗る
方が良いが、匿名での連絡も可能である。 
 
児童相談所は地域によって名称が多少異なる場合があるので、電話番号を調べるときに

は注意をしてほしい。 
Papworth Publishing という会社が児童福祉関係の組織の情報を整備しており、
Sherwood Diary というサイトには地域の児童福祉関係の全組織と時間外の連絡先が掲
載されている。www.sherwooddiaries.co.uk/index.htm 電話連絡の場合は01268510123。 
 
社会福祉局や警察、全国児童虐待防止協会に連絡すべきかどうかがはっきりしない場合、

あるいは心配事が明らかな虐待ではないが不適切な行動（poor practice）である場合には、
各地域の柔道組織に連絡をする。 
・イングランドとウェールズ ‐ イギリス柔道連盟の児童保護リードオフィサー 
・北アイルランド ‐ 北アイルランド柔道連盟の児童保護リードオフィサー 
・スコットランド ‐ スコットランド柔道連盟の児童保護リードオフィサー 

児童相談所または警察に委託する場合、必ず柔道組織の児童保護リードオフィサーにも

情報を伝える。 
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内部通報  

職員またはボランティアに対する虐待の申し立て 
 
内部通報は早期警告の制度である。ある組織の中で誤った行為、不適切な行為が行われて

いることを明らかにし、懸念を表明することである。 
子どもの虐待は家庭の外でも起こりうる。これは慎重に扱うべき難しい問題であるが、こ

れまでに組織、制度のなかで児童虐待は実際に起きており、したがってスポーツ、社会活

動などの環境でも起こりうるのである。 
虐待は子どもたちを相手に仕事をしているどのような人によっても起こりうる。有給の職

員、柔道クラブのボランティア、クラブのヘルパー、競技会や合宿の指導者、コーチなど

の誰もがかかわる可能性がある。 
最近の調査によると、家庭外の公の場での虐待は「一度限り」で終わることはめったにな

いという。柔道関係者はその可能性を認識し、あらゆる申し立てを真剣に受け止めて適切

な行動をとることが極めて重要である。 
 
職員またはボランティアによる虐待行為またはその可能性が発見されても、実際に通報す

るとなると難しい面もあり、他の職員やボランティアの間にも不安が広がるものである。

しかし、職員やボランティアによる児童虐待やハラスメントの疑いは、すべて直ちに報告

されなければならない。 
 
英国柔道連盟に所属するすべての組織は、同僚が児童虐待を行っているまたはその

可能性があるという懸念を、善意で報告する職員･ボランティアを全面的に支援し保

護する。  
善意により通報をする権利は、１９９８年公共利益開示法で保障されている。即ち、

通報することで通報者の組織内の地位が影響を受けることはない。  
通報者が警察、児童福祉機関またはＮＳＰＣＣに直接通告することもできる。 
 
疑いの報告 ‐ 何をすればよいのか 
 
児童が職員･ボランティアから虐待を受けているかもしれないという疑いはクラブの福祉

担当主任、また主任が不在の場合は福祉担当者に報告する。 
クラブの福祉担当主任は申し立てを児童相談所に付託する。児童相談所から警察に連絡が行く

場合もある。福祉担当主任は、クラブが所属する柔道連盟組織の児童保護リードオフィサーに

通告する。児童相談所からのアドバイスに従って、児童の保護者に直ちに連絡をする。 
すべての関係者間で秘密が厳守されるよう、また調査の完全性が担保されるようあらゆる

努力を尽くす必要がある。本件が他の機関に付託される場合は付託先を所属する柔道連盟
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組織に速やかに連絡する。 
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 柔道における不適切な行動（poor practice）の可能性に対処する

柔道の場で、ある大人の青少年に対する態度に疑いがあ

るとき 

児童が直ちに医療処置が必要なときは救急車を

手配し、医師に児童虐待の懸念がある旨を伝える  
 

クラブの福祉主任に懸念を報告し、福祉担当主任

は  
・英国柔道連盟（BJ）の児童保護記録書式に記入する。 

・BJの児童保護リードオフィサーに報告する。 

・緊急を要する疑い（BJ の児童保護リードオフィサー

が不在）の場合は直ちに児童相談所、警察に通報し報

告書のコピーを 24 時間以内に送る。BJ の児童保護

リードオフィサーにも送る。 

英国柔道連盟児童保護リードオフィサー 

英国柔道連盟児童保護ケースマネージメントチーム（CMT）がどちらの経路をとるか決定 

軽度の「不適切な行動」の申し立て  

クラブに差し戻し、その後の手続きに関し

て助言する 

・ 苦情手続き 

・ 懲戒処分手続き 

・ それ以上の手続きはなし 

可能な結果  

・ 証拠不十分により事件は成立しない 

・ 当事者間の合意で苦情が解決 

・ 研修/メンタリングを行う事に合意 

・ より深刻な懸念が判明し、BJAの CMT

に差し戻される 

 

深刻な｢不適切な行動｣、広範な影響を及

ぼす「不適切な行動」、児童虐待の申立て 
可能性のある手続き 

・ 児童保護調査 

・ 刑事捜査・手続き 

・ 懲戒処分手続きに関する調査―被申立

人は一時停職になる可能性もある 

可能な結果 

・ 証拠不十分により成立しない 

・ 深刻度が軽い‐苦情手続きに送る 

・ 懲戒処分の審判‐訓戒/会員剥奪 
・ 民事手続き 

           不服申し立て 
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柔道環境の外での児童虐待の可能性に対処する

柔道クラブの外で児童が虐待を受けているのではな

いか心配がある場合 

児童が直ちに医療処置が必要なときは救急車を手

配し、医師に児童虐待の懸念がある旨を伝える 

心配事をクラブ福祉担当主任/英国柔道連盟児童保護リード

オフィサーに報告する。これらの担当者は児童相談所また

は警察に直ちに通報する。 

児童の話の内容と自分が目撃したことをすべて記録する。

できれば日付と時間も記録する。 

クラブの福祉担当主任/英国柔道連盟児動保護リー

ドオフィサーが不在の時は直ちに児童相談所又は

警察に通報する。 

両親に心配事・事件について話すことが適切かどうか児童

相談所または警察と話し合う。 

英国柔道連盟の児童保護記録票に書き込

みコピーを適切な外部機関と英国柔道連

盟の児童保護リードオフィサーに送る。  

柔道クラブの外で児童が虐待を受けているのではな

いか心配がある場合 

柔道クラブの外で児童が虐待を受けているのではない

か心配がある場合 
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次に何が起こるか？― 調査  
 
柔道のボランティア、コーチ、役員またはスタッフに対して虐待の苦情があったとき、次

の三種類の調査が行われる可能性がある： 
１． 犯罪捜査 
２． 児童保護調査 
３． 柔道組織のケース・マネージメント・チームによる懲戒処分調査 

 
ケース・マネージメント・チームは、警察と児童相談所が調査を行っている間、虐待の訴

えを受けた人の会員資格を一時的に停止すべきかどうかを決める。場合によっては、調査

への影響を避けるため、会員資格を停止しないよう当局が希望することもある。 
 
警察と児童相談所による調査の結果は懲戒処分調査に報告される。 
 
調査の結果、申し立てのあった案件が明らかに不適切な行動 (poor practice)であった場合
はイギリス柔道連盟の児童保護手続きがとられる。 
 
警察あるいは児童相談所の調査結果にかかわらず、英国柔道連盟は該当する苦情処理･懲戒

処分手続きの下ですべての案件を評価し、当人が会員、職員またはボランティアに復帰し

てよいか、そしてどのように本件を慎重に扱うか決定する。 
この決定は、警察が十分な証拠を挙げられなかった場合とくに難しくなる。その際は、柔

道組織が持っている情報に基づいて決定を下すことになり、「蓋然性の優位」によって申し

立てが正しい確率がより高いとの示唆がでることもありうる。 
 
児童の福祉が常に最優先されるべきである。 
児童、保護者、スタッフに対してどのような支援が適切であるか考える必要がある。 
 
過去の虐待の申し立て 
 
虐待が起きた後、ある期間が過ぎてから申し立てが行われることがある。例えば今は既に

成人であるが、子どものときにスタッフの一人に虐待を受け、そのスタッフが現在も子ど

も相手の仕事をしている場合などである。  
 
そのような場合、申し立てには上記と同じ手続きがとられる。 
理由は、そのスタッフが柔道の場または他の場で、他の子どもたちに対して危害を及ぼす

リスクがあるからである。 
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違反行為によっては、児童に危害を及ぼすリスクがあるとみなされて、イギリス柔道連盟

の賞あるいは地位を剥奪されることもある。イギリス柔道連盟ウェブサイトの Safe 
landings にある犯罪記録局（CRB）ポジティブリスト/スコットランド開示（DS）リスト
および法定機関から送られてくる報告への対応手順を参照。 
 
支援の提供 
 
BJA/JS/NIJF/JAは、同僚の児童虐待を通告した通報者に対し、例えその疑いが事実無根で
あったと判明しても以下の方法で支援する： 

・児童保護リードオフィサーによる支援 
・ケース・マネージメント・チームによる支援 
・独立した専門機関の連絡先の詳細 
・NSPCCヘルプライン 
・NSPCCスポーツ児童保護部門 
 

また、BJA/JS/NIJF/JAに対して児童虐待・不適切な行動が通告された後、子どもたち、青
少年たち、保護者、ボランティア、スタッフにとってどのような支援を受けることが適切

であるか考慮される。 
 
虐待を打ち明けてくれた子どもや少年に対応することは決して容易なことではない。対応

する側も動揺し不安になるだろう。秘密厳守は何にも増して重要である。しかし、打ち明

けられた者も何らかの支援を必要とすると BJA/JS/NIJF/JA は考える。付録２（参考連絡
先）に虐待等を打ち明けられた人のための支援グループ、ヘルプライン情報が掲載されて

いる。 
 
また虐待･不適切な行為を受けた児童･青少年、およびその保護者が適切な機関および

BJA/JS/NIJF/JAから支援を受けられるようあらゆる努力を尽くす。 虐待経験者に対する
支援グループとヘルプラインのリストが付録２に掲載されている。 
 
BJA/JS/NIJF/WJAは、不適切な行動に対する苦情や虐待の申し立てをされた人に対しても、
どのような支援が適切であるか考慮する。支援グループ、ヘルプラインの情報は付録２に

掲載。 
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イギリス柔道連盟(BJA) ケース・マネージメント・チームの手続

き  

 
・  イギリス柔道連盟 (BJA) ‐  ケース・マネージメント・チームのメンバー  

BJA児童保護リードオフィサー 
BJA 開発部長 
BJA 苦情処理委員会議長 

・  スコットランド柔道連盟 (JS) ‐  ケース・マネージメント・チームのメンバー  
JS 児童保護リードオフィサー 
JS 最高執行責任者 
JS 指導・訓練マネージャー 

・  ウェールズ柔道協会 (WJA) ‐  ケース・マネージメント・チームのメンバー  
WJA 児童保護リードオフィサー 

  WJA 職員 
  WJA 規格委員会議長 

・  北アイルランド柔道連盟（NIJF）‐  ケース・マネージメント・チームのメン
バー  
    NIJF 児童保護リードオフィサー 
    BJA 児童保護リード 
    NIJF 営業部長/議長 
 
このような問題の対策には慎重さが求められる上、懲戒に係わる公の聴聞でのトラウマや

苦しさから児童及び弱い立場におかれた成人を守るためにも、状況に応じて 
英国柔道連盟では下記の手続きをとる。 
 
ケース・マネージメント・チーム（以下 CMT）は必要と思われる時に懲罰委員会を任命す
る。 
 
不正行為疑惑の通告、あるいは子どもたちと働く上で適性に疑いがあるとの情報は 
所属クラブ、出廷報告、就職採用時個人調査、雇用主からの通知等、あらゆる情報源から

寄せられ、問題となる行為が多岐にわたる可能性がある。 
従って、CMTは事例ごとに各々事実関係を検討した上で、不正行為があったのか、 
懸念に対する懲戒処分が必要かどうかを考慮する。 
 
報告された行為に特定の任務遂行上なんら適性上の問題がないと決定された場合、 
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CMTは特に対策はとらず、当人に通告を受理したことと決定内容を忠告するにとどめる。 
 
懲罰委員会招集の必要がなくても、一定の再訓練や教育を受けるのが望ましいと CMTが決
定する場合もある。 
決定を受けた者は即座に文面による表明を行う権利を有し、また後日再度不正行為の通告

を受けたときも同権利は留保される。また CMTは２度目の報告を受理する際に先の提出文
書の事実を考慮する権利を留保する。 
 
通告内容において柔道の場での個人の適性が問題になっていると判明した場合、 
CMTは下記の通り手続きを進める。 
 

・ 被疑者に通告を受理した旨を伝え、関連する懲罰委員会での聴聞、もしくは 
法的および/または雇用上の処置等 CMTが知る情報を通知する。 
CMTは、調査が続く間被疑者の任務を仮停止する決定をしたかどうかを報告する。 
また、必要に応じて地域、クラブ、関連組織に報告する。 

・ 総ての調査が済み次第、被疑者には CMTに提出された全報告書のコピーが 
渡される。 

・ 被疑者は文面による説明の提出を求められる。本人の願いがあれば、当人を知る

ものからの表明、照会や証言を付記できる。 
 
総ての報告書は３人以上で構成される懲罰委員会に提出される。 
委員会は下記の通り構成される。 
 
  A グループ  
  次のグループいずれかから、少なくともメンバー２名を選出する。 

・ BJA/JS/NIJF/WJA の所長 ‐ どの所長でも良いが会長は不可。 
・ BJA/JS/NIJF/WJA 最高執行責任者 

３名の委員会は Aグループからメンバー３名まで選出できるが 
Bグループからはメンバー１名に限られる。 

Ｂグループ  
次のグループからメンバー1名を選出する 
・ BJA  苦情処理委員会 （ＣＭＴのメンバーである委員会議長は含まない。） 
・ BJA イングランド地域会長 
・ BJA 地域事務局（ホーム・カウンティ事務局も含む。） 
・ BJA カウンシル・メンバー 
 
委員会メンバーは被疑者と地理的に同一地域、地方からは選出できない。 
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委員会はイギリス柔道連盟の規約に基づき、協会からの除名処分も含め、適切と思われる

いかなる処罰をも科す権限を持つ。 
 
被疑者は希望すれば、委員会に口頭での証言または事実表明を行うことができる。被疑者

の友人、親族、職場組織を代表する職員もしくは法定代理人が被疑者に付き添うことがで

きる。 
事実表明終了後、委員会では問題の個人が現在のポストに不適任かどうかを決定する。 
不適任となれば、会員資格を一時停止、もしくは除名処分を決める。 
被疑者には CMTから書面にて被疑者に科せられる制約が通知される。この情報はコピーさ
れ各柔道組織、イギリス柔道カウンシル（BJC）、柔道愛好家協会（AJA）の児童保護リー
ドオフィサーに通知される。 
 
CMTは情報の共有が妥当だとみなされる時には、しかるべきクラブや委員会と情報を共有
出来る。委員会には情報共有の手順がある。（セ‐フランディング〈安全な着地〉ツールキ

ットを参照のこと。）www.safeguardings.org.uk でも閲覧できる。 
 
問題の行動が、目標基準に達していない行動であるが活動を禁止する必要はないと判断さ

れた場合は 委員会は文書で今後の行動に関する警告を発し、さらに現在の任務やポスト

を維持するための制約/基準を課する。例として追加訓練を受けることや監督指導下におか
れる期間などが挙げられる。 
 
英国柔道連盟、連盟所属全クラブ、管轄地域及び関連団体は他のスポーツ管理組織が同様

の不正行為に対して科した制裁を尊重し実行する。 
 
委員会は児童または弱い立場の成人を担当するのに不適切であるとみなされた人物の詳細

を危険人物登録へ回付できる。（POCA/POVAリスト 99・PoC(S)A）また、2008年秋設立
の新独立保護機関に回付できる。（イングランド、スコットランド両地方で登録可能） 
 
不服申し立て  
 
告発を受けた者は委員会から科せられた処罰に対し不服申立を行う権利がある。委員会か

ら通知を受けた日から 7 日以内にイギリス柔道連盟(スコットランドではスコットランド柔
道連盟)の最高執行責任者宛に申立をし、受理されなければならない。申立の根拠を明記し
た上、手数料 50ポンドを申立書に添える。不服申し立てが認められた際には手数料は還付
される。特殊な事情により申立が否認された場合でも委員会は状況に応じて手数料の全額

もしくは一部を返金できる。 
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申し立て審理委員会は以下の通り構成される。 
 

A グループ  
次のグループいずれかから、少なくともメンバー２名を選出する。 
・ BJA/JS/NIJF/WJA の所長 ‐ 会長も含む。 
・ BJA/JS/NIJF/WJA 最高執行責任者 

３名の委員会はAグループから３名まで選出できるがBグループからは１名に限られる。 
 
Ｂグループ  
次のグループからメンバー1名を選出する。 
・ BJA  苦情処理委員会 （ＣＭＴのメンバーである委員会議長は含まない。） 
・ BJA イングランド地域会長 
・ BJA 地域事務局（ホーム・カウンティ事務局も含む。） 
・ BJA カウンシル・メンバー 
 

申立審理委員会メンバーは告発を受けた者と地理的に同一地域地方からは選出できない。

また懲罰委員会のメンバーが申立審理委員会に加わることは出来ない。 
 

 
苦情処理に要する時間  
 
CMTは速やかに苦情処理をすることの重要性を認識している。 
苦情はリスク評価を行い出来る限り速やかに対応し、優先順位の高いものから処理する。 
 
CMTは不適切な行為に対する苦情に対し、苦情受理後 3ヶ月以内に判断を下すよう努める。
しかしながら、独自の処理プロセスを持つ外部機関からの情報を必要とする場合もあるこ

とを認識しておくべきであり、ケース・マネージメント・チームの手続きに遅れが生じる

こともある。 
 
全事案において、CMTは苦情を申し出た者に最新の苦情処理状況を伝える。 
 
守秘義務  

 
関係者全員の秘密が守られるようあらゆる努力をする。 
情報は知る必要のある者にのみ伝えられるものとする。  
すなわち下記の者が含まれる。 

・ CMTメンバー 



38 
 

・ 虐待を受けたとされている者の保護者 
・ 申し立てをした者 
・ 児童相談所、警察 
・ イギリス柔道連盟内の担当役員、法律顧問など。 
・ 嫌疑の掛かった違反者 (違反者が子供の場合は保護者) 

 
情報はイギリス柔道連盟（BJA）本部中心に保管され、（適切な場合にはスコットランド柔
道連盟本部保管）指定された者だけがアクセスできる安全な場所に保存される。1984年情
報保護法令に沿って、情報は正確を期し、定期的に更新され、関連性のあるものが安全に

確保される。 
 
通知  
 
英国柔道連盟は告発をした者が所属するクラブおよび告発された者が所属するクラブに結

果を通知し、地域の児童相談所・社会福祉事務所および告発された者が所属するスポーツ

専門組織にも結果を通知する。 
 
違反者の記録   
 
英国柔道連盟は懲戒処分、禁止処分、制約又は警告を受けた違反者の極秘記録を保存する。 
 
全関連組織、地域およびクラブは書面での依頼により、記録を調べてもらう権利を有する。

記録へのアクセスは指定された者に限られる。（CMTのメンバー）。 
 
英国柔道連盟は児童を担当するには不適任とされた人物の詳細を児童保護法リスト 
(POCA 児童保護法/保健部門)、スコットランドでは児童保護スコットランド法リストに加
えるべきか検討してもらう為、回付する。 
 
英国柔道連盟は児童を担当するには不適任とされた人物の詳細を、2008年秋開設の独立保
護機関(ISA)に回付する。 
 
責任  
 
英国柔道連盟は告発した側、告発を受けた側、いずれの側が要した手数料、諸経費の負担

責任を一切負わない。いずれの側による損害や苦痛への賠償金を支払う義務はない。 
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その後に必要な支援  
 

・ 児童、保護者、スタッフにどのような支援が適切か考慮する必要がある。 
ヘルプライン、支援グループやオープン集会を活用して、オープンな文化風土を

保ち、立ち直らせることが出来る。英国カウンセリング協会の指導書はこのよう

な分野に役立つかもしれない。 
 

・ 虐待の嫌疑がかかった違反者にどのような支援が適切か考慮する必要がある。 
 
付録２の支援情報を参照。 
 
連絡先の詳細  
 
児童相談所  
児童相談所・社会福祉事務所の電話番号は地域機関のリストに載っている。 
児童相談所の名称は地域によって多少の違いがあるのを憶えていてほしい。スコットラン

ドでも同様に多少の違いがある。 
 
＜以下の組織の連絡先‐電話、ファックス番号、メールアドレス‐は原文 p.28を参照＞ 
 
北アイルランド連絡先電話番号 
警察 
北アイルランド警察 
NSPCC 全国児童虐待防止協会 
イギリス柔道連盟 
スコットランド柔道協会 
ウェールズ柔道協会 
北アイルランド柔道連盟 
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付録１ 

イギリス柔道連盟児童保護事件の報告書式 

 

子どもの詳細 

名  姓  

出生地  性別 M     F  

親/養育者の名前  

住所  

郵便番号  

電話番号  

民族/人種  

次のリストから児童の民族を最もよく表すカテゴリーを選び、適切な個所にチェックしてください。 

A1 イギリス人 A2 アイルランド人 A3 他の背景を持つ白人 

B1 白人とカリブ

系黒人 

B2 白人とアフリカ

系黒人 

B3 白人とアジア系 B4 他の背景を持つ混血(記入し

てください)           

C1 インド人 C2 パキスタン人 C3 バングラデッシ

ュ人 

C4 他の背景を持つアジア人(記

入してください)          

D1 カリブ系 D2 アフリカ系 D3 他の背景を持つ黒人(記入してください)          

E1 中国人 E2 他の背景を持つ(記入してください)          

障害者 

1995 年の障害者差別条例では、障害者を「持続的な身体的、または知的(精神的)障害をもち、正常な日々

の活動を行う能力に長期間の影響が及んでいる人」と定義しています。 

児童の障害の性質を最もよく説明する記述を選び、適切な個所にチェックしてください。 

A 視覚障害 B 聴覚障害 C 身体障害 D 学習障害 

E 多重障害 F その他(記入してください)          

 

あなたについての詳細 

名  姓  

地位  クラブ  

**自宅住所  

郵便番号  電話番号  
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事件の詳細 

事件の日付と時間  

あなたは自分自身の心配について報告するのですか？それとも誰か別の人の心配に対

応しているのですか？ 

私自身の心配を報告します。 

 

誰か別の人の心配に対応しています。 

誰か別の人の心配に対応している場合は、その人たちの名前とクラブでの地位を教え

てください。 

名前  電話番号  

日付や時間、発生の場所など、事件の詳細と、あなたが心配なことを教えてください。 

 

もし児童があなたに言ったことで心配になったのでしたら、日付や時間、発生場所な

ど、正確に何を言われたか、詳しく教えてください。 

 

これまで取られたアクションについて、詳しく教えてください。 
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連絡した外部機関 

警察 はい     

いいえ   

「はい」の場合 

どこの警察ですか 

 

名前と連絡番号 受け取ったアドバイスの詳細 

  

児童相談所・社会

福祉事務所 

はい     

いいえ   

「はい」の場合どこの 

相談所ですか 

 

名前と連絡番号 受け取ったアドバイスの詳細 

  

BJA 児童保護主

任 

はい     

いいえ   

 

名前と連絡番号 受け取ったアドバイスの詳細 

  

地方自治体 はい     

いいえ   

「はい」の場合どこの 

地方自治体ですか 

 

名前と連絡番号 受け取ったアドバイスの詳細 

  

その他 

(NSPCC など) 

はい     

いいえ   

「はい」の場合どこの 

団体ですか 

 

名前と連絡番号 受け取ったアドバイスの詳細 

  

 

署名  

名前(印字)  

日付  

注：電話の後で、この書式のコピーを児童相談所/警察に送らなければなりません。 

情報は「必要な人のみに開示」の原則にもとづき、子どもを守る目的に限定して秘密厳守

を徹底してください。知る必要がある人以外の人と、この事件について話し合わないでく

ださい。あなたの柔道組織の児童保護リードオフィサーに戻してください。 
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付録３  
 
全国学校スポーツ戦略  

子どもの安全のための手順  

 

学校および全国学校スポーツ戦略に参加するスポーツクラブと組織へのガイドライン 

 

１．  序  

 

・この手順は児童保護の報告手続きと、各スポーツ総括団体（NGB），スポーツク
ラブ、学校、地方自治体児童相談所内の教育雇用省関連サービス部門の間で行

われるべき情報共有について明確にする。 

・この手順は具体的には、学校と連携してスポーツ活動の実施を行う、また全国

学校スポーツ戦略（PESSCL）のスポーツ活動の実施を支援しているスポーツ
クラブにかかわる。 

・この手順は子どもを相手に仕事をする人に対する虐待の申立ての取扱いに関す

る政府ガイダンスに従う。(脚２) 
  ・この手順は以下の組織の承諾を受けている。 

   NSPCC(全国児童虐待防止協会)スポーツ児童保護部門、教育雇用訓練省、文化
省、スポーツイングランド(イギリススポーツ評議会)、青年スポーツ財団、
PESSCLが資金援助している各スポーツ総括団体など。 

 

全国学校スポーツ戦略（PESSCL）についてのより詳しい情報は次のサイトから 

入手できる。 

www.teachernet.gov.uk/pe 
www.gov.uk/sport/school_sport  （schoolと sportの間に _ ） 

www.thecpsu.org.uk 

 

 

2. 価値基準と原則 

   

・児童の福祉が最重要である。 

  ・全ての組織は Every Child Matters: Change for Children（脚３）の枠組み（健
康である、安全にすごせる、楽しみながら成果をあげる、前向きな貢献ができる）

の中で確認された結論に沿って児童のためのサービスを組み立てる。この手順は

具体的には児童が｢安全にすごせる｣という結論にかかわる。 

・児童・青少年は安全で、支援が受けられる楽しい環境でスポーツに参加する権利
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がある。 

  ・全ての児童は年齢、文化、能力、性別、言語、人種、宗教的信条、性自認・性指

向にかかわらず、虐待からの保護をうける権利がある。 

  ・すべての体育授業や学校スポーツ体験は、児童に焦点をあてた取り組み方で行わ

れる。 

  ・不適切な行動や虐待についての懸念は全て真剣にうけとめられ、迅速に一貫性を

もって適切に対処される。 

  ・全国学校スポーツ戦略に参加する全ての成人はこの手順と所属する組織の児童保

護手続きに従って懸念に対応し報告する責任がある。 

 

注：懸念が生じた環境が全国学校スポーツ戦略と関連のない場面であったり、懸念

のあるコーチが認定各スポーツ総括団体の傘下に入っていない場合には、スタッ

フと体育教師は学校と地方自治体の児童保護手続きを必ず理解し従うようにす

る。 

 

  ・児童のためにスポーツや体育活動を実施することに係る人と組織は児童の安全と

福祉の向上に貢献できる特別の立場にある。 

  ・体育授業や学校スポーツ中の児童について責任がある全ての組織、クラブ、個人

は必ず充分な能力を持ち、Working Together to Safeguard Children(2006)(脚
４)のガイダンスに沿った適切な訓練と教育を受けていなければならない。児童
に安全で実りの多い経験をさせるためである。 

  ・保護者、子ども・青少年と協力することは必須である。 

  ・子どもの話をよく聞き、彼らの参加する権利を重んじることは最重要である。 

・情報の共有にあたっては、個人の権利を尊重し、現行の法律にのっとって守秘の

原則を守る。 

 

３．責任  

 

教育雇用訓練省の児童の安全と福祉向上のためのガイダンス(脚５)は次のように述べてい
る： 

「学校理事会は授業時間内と時間外の学校の建物と敷地の使用を管理する。但し、学校理

事会以外の者が建物と敷地の使用を管理することを許可する信託証書がある場合、管理の

移行について合意が成立している場合を除く。」 

更に： 

｢学校理事会が学校職員の監督・管理の下にサービスや活動を直接行う時は、学校の児童保

護の取り決めを適用する。学校以外の団体が単独でサービスを行う場合には、(学校の)理事
会はその団体が児童の安全と保護に関して適切な方針と手続きを実施していること、そし
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てこれらの件について必要に応じて学校と連絡をとる手はずを整えていることを確認す

る。｣ 

 

このガイダンスに基づいて以下のことが求められる：  

・学校と連携するスポーツクラブの福祉担当主任は、学校の児童保護の担当教師および助

言の付与、ケースの監視にあたっている地方自治体の担当官の氏名と連絡先を知ってい

なければならない。(脚６) 
・スポーツ活動の実施を委託するためにスポーツクラブと契約を結ぶ又は依頼する学校は

そのクラブが最低限の児童保護の質的保証基準(スポーツクラブの基準はクラブマーク、
または同等の各スポーツ総括団体の認定)を満たすことを確認する責任がある。基準の対
象範囲は募集と採用、児童保護の方針と手続き、苦情と懲戒手続き、管理組織である。 

 

注：スポーツ総括団体によってはクラブ認定システムの最低基準をより高く設定している

ところがある。このためクラブマークの基準には達しているが、各スポーツ総括団体のク

ラブ認定にむけて｢努力中｣のクラブもある。(脚７) 
 

・学校は次の事を確実に行なう。 

・学校はスポーツクラブの福祉担当主任と各スポーツ総括団体の児童保護リード

オフィサー（スポーツによっては郡・地区の児童保護担当者）の名前と連絡先

を知っていること。 

    ・スポーツクラブの福祉担当主任は学校の児童保護担当教師と地方自治体の担当 

官の氏名と連絡先を知っていること、そして体育やスポーツ活動を教えている 

コーチや個人にその氏名、連絡先を提供できるようにすること。 

 

２２のスポーツ総括団体が全国学校スポーツ戦略の遂行のためにスポーツイングランドか 

ら資金を提供されている。既に資金提供をうけているスポーツ総括団体、ならびに郡スポ 

ーツパートナーシップ４５団体に対する今後の資金提供は、スポーツ児童安全保護基準（ 

Standards for Safeguarding & Protecting Children in Sport) (脚８)の達成度によって決ま 

る。 

スポーツ児童保護安全基準と全国学校スポーツ戦略（PESSCL）の児童保護ガイダンス 

にいてのより詳しい情報は Child Protection in Sport Unit (スポーツ児童保護部門)の 

サイトから入手できる： 

www.thecpsu.co.uk  左手メニューの中の National School Sport Strategy (PESSCL) 
のリンクをクリックする。 
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４．全国学校スポーツ戦略の実施に係わっている人の行動についての懸念  

 

全ての地方自治体は信頼を必要とする職位で働く人に対する申立の取扱いに関して児童相

談所の方針と手続きを政府のガイダンスに沿って定めている。(脚９) 全ての地方自治体と
教育機関は地方児童保護委員会(Local Safeguarding Children Board, LSCB)の包括的なガ
イドラインに沿った児童保護方針と手続きを定めている。児童虐待や不適切な行為の可能

性の申立や懸念が発生した場合には、地方自治体の担当官は教育的環境で起きた懸念の事

例に対し助言を与え監視する責任者として、その届け出を受理した担当者から情報の報告

を受けなくてはならない。報告の手続きはその事例や懸念が生じた環境によって規定され

ている： 

 

・ 学校、教育的環境で生じた懸念や申立は学校の担当教師あるいは地方自治体の担当

官に報告する。報告を受けた時点でその懸念が地方自治体の児童相談所に委託すべ

き程度を超えているか否かをできるだけ早く決定する。 

 

  ・スポーツクラブ、非教育的環境で生じた懸念や事例はクラブの福祉主任か各スポー 

ツ総括団体の児童保護リードオフィサーに報告する。報告を受けたら、地方自治体

の担当官と共にその懸念が地方自治体の児童相談所に委託すべき程度を超えている

か否かをできるだけ早く決定する。 

 

  ・児童の安全や福祉に対する懸念が緊急である場合は、政府のガイダンス What to do 
if You’re Worried a Child is Being Abused (DoH et al, 2003) (脚１０)に従って直接
警察か地方自治体の児童相談所に迅速に委託する。 

 

・全ての届け出はできるだけ迅速に地方自治体の担当官に伝えられる。担当官は手続

きを管理し、その懸念を各スポーツ総括団体の児童保護オフィサーと適切に話し合

い意見交換する責任を負う。 

 

・懸念に対してどんな措置をとるか(児童虐待の恐れがあるとして対応するか、不適切
な行動として対応するか)の決定は各スポーツ総括団体の児童保護リードオフィサー
と地方自治体の担当官の話し合い、会議の後で下される。但し、児童の安全・福祉

に緊急の懸念がある時はこの限りではない。 

 

・郡スポーツパートナーシップ（County Sports Partnerships）（CSP）が全国学校
スポーツ戦略の活動の中でコーチやスポーツクラブの活動を促進したり、支援、認

可に積極的な役割を果たしている場合は、CSP の児童保護オフィサーは如何なる懸
念についても知らされるべきで、これらの懸念に対してとる措置の決定の全過程に
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参加すべきである。 

 

・ 警察、或いは地方自治体の児童相談所が申し立ての調査を行うことになった場合、

戦略会議を開いて児童保護の調査を計画し、苦情の内容、申し立てがなされた個人

に適用する懲戒手続きを明確にする。各スポーツ総括団体の児童保護オフィサー

（場合に応じて、CSP の児童保護オフィサー）は児童保護のすべての戦略会議に
参加すべきである。 

 

・ 届け出は所定の事例・届け出記録票を用いて記録される。全ての関係者は所属する

機関の記録手続きを使う。 

 

・事例・届け出記録票のコピーは地方自治体の担当官と その届け出が法定機関にな

された場合には地方自治体の児童相談所、警察に送付される。(脚１１) 懸念が各 
スポーツ総括団体傘下のクラブ、コーチ、ボランティアについてであれば、記録票

のコピーを各スポーツ総括団体の児童保護リードオフィサーにも送る。不適切な行

動、虐待の疑いの通報管理については、地方自治体の担当官が全体的な責任を負う。 

 

・各スポーツ総括団体の児童保護リードオフィサーは、全国学校スポーツ戦略の実施

に係わる NGB傘下のクラブ、コーチ、ボランティアに関する児童保護通報後にとら
れる全ての措置について常に報告を受けねばならない。 

 

・申し立てがあった個人を一時的に職務停止にするかどうかの決定がなされたら、懲

戒手続は正式な児童保護の手続きの結論を待つことになる。 

 

・４８ページのフローチャートは、全国学校スポーツ戦略の実施にかかわる全ての個

人 (教師、コーチ、従業員、ボランティア)の行動に対して懸念が生じたとき、それ
に対してとられるプロセスを体系的に示している。 

 

・通報があった時にとられるプロセスはいくつかある。 
 犯罪捜査と法的手続き 

 児童がサービスを必要としているか、保護を必要としているかについての地方   

   自治体の児童相談所による調査と評価 

 学校と個人間に直接的な雇用関係があれば、地方自治体の懲戒手続き 

 スポーツクラブや各スポーツ総括団体の職員、コーチ、ボランティアについて 

の懸念であれば、各スポーツ総括団体の懲戒手続き 

 各スポーツ総括団体、学校、地方自治体は如何なる調査と決定の過程でも協力

する必要がある。(脚１２) 
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 その人に子どもを相手にする仕事を続ける適性があるか疑わしい時は 

 次のリストを参照する。 

  DfES List 99 :（ 学校の被雇用者について） (Department for Education 

 and Science 教育科学省) 
  Protection of Children Act（POCA）(児童保護法)のリスト：（スポーツクラ

ブ、各スポーツ総括団体の従業員やボランティアで、懲戒手続きの調査結果

によりそのスポーツクラブで仕事をすることを禁じられた者について） 

 新たな措置はとらない。 

 

５・フローチャート  

     （次のページ） 
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５．全国学校スポーツ戦略 NSSS の実施に係わる人の行動や実践について心配がある

ときのフローチャート

全国学校スポーツ戦略の環境に

おいて児童の福祉または大人の

行動に関して心配ごとがある 

成人の行動についての心配 

スポーツクラブの環境

の中で起きた心配 

もし子どもの安全や福祉に対

して緊急の心配がある場合は、

警察または地方自治体の児童

部門に直接通報する。 

学校や教育機関で起きた心配 

事件または心配をクラブの福祉担当

者か NGB(統括団体)児童保護リード

オフィサーに直ちに報告する。これら

の人に連絡できない場合は指定され

た地方自治体の担当官に連絡する。 

決められた NGBの書式で、事件と心配

を記録し、NGB 児童保護リードオフィ

サーにコピーを送るか手渡す。 

児童虐待の疑いまたはリ

スクがある場合 

通報の処理に責任を持つ

指定された地方自治体の

役人に事件と心配を報告

し、書かれた記録をコピー

して渡してください。 

事件または懸念を学校の児童保護

担当者か校長に直ちに報告する。こ

れらの人に連絡できない場合は、地

方自治体の担当官に連絡する。 

定められた書式で、事件と心配事を記

録し、学校の担当者か校長にコピーを

送るまたは手渡す。 

 
Poor practice が疑われる場

合 

直ちに警察か地方自治体の

児童福祉事務所に付託し、

48 時間以内に書面の報告書

を彼らに送る。 

児童保護調査または刑

事手続き   

決定されれば、その手続

きがとられる 

虐待が疑われる場合、複数機関の

方略ミーティング、または議論 

子どもの安全や福祉に対して緊

急の心配がある場合、警察か地方

自治体の児童部門に直接通報す

べきである。 

地方自治体と NGB 児童保護主任との間

で心配事について議論して、誰が調査と

懲戒処分手続きの処理を主導するか、結

果をどのように共有するか合意する。 

地方自治体/NGBの処置 

・地方自治体の懲戒処分プロセス 

 (学校雇用者とボランティア) 

・NGBの懲戒処分(スポーツクラブ 

か NGB雇用者、ボランティア) 

・それ以上のアクションなし 

・結果について地方自治体と NGBが

適切な情報を共有する 

・子どものために働く者としてふさわ

しくないとみなす場合は List 

99/POCA(児童保護法)リストに送

る。 

虐待が疑われる場合は多機

関で戦略会議を開く。 
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６・全国学校スポーツ戦略外の環境での児童福祉についての懸念  

 

児童の福祉に懸念がある場合、或いは児童が虐待に苦しんでいると訴えたり、その根拠と

なる情報が明らかにされた場合は、その組織の担当者にできるだけ早く報告することが必

須である。 

 

懸念がスポーツクラブで生じた場合：クラブの福祉担当主任か各スポーツ総括団体の児童

保護リードオフィサーに児童保護の懸念を報告する。各スポーツ総括団体の児童保護手続

きに従う。 

懸念が学校で生じた場合：学校の福祉担当者か地方自治体の担当官に児童保護の懸念を報

告する。学校の児童保護の手続きに従う。 

 

・児童の安全、福祉に緊急の懸念がある場合、或いはあなたの組織に児童保護担当主任

が不在の場合、児童から話を聞いた人または虐待を発見した人はその地方の自治体の

児童相談所か警察に速やかに連絡をとる。 

・法定機関と児童保護担当官が保護者にどう情報を伝えるかを決め、あなたが 

取るべき行動を助言してくれる。 

・通報は所定の通報記録票を用いて記録する。さらに全関係者は各々の組織の手続き 
に従って記録する。 

・この通報が法定機関にされた場合は、あなたの組織の児童保護リードオフィサーと、

地方自治体の児童相談所または警察に通報記録票のコピーを送る。如何なる通報に

ついても詳細(日付、時間、誰に届け出たのか)とあなたが受けた助言とを記録する。 
・知る必要がある人にのみ知らせ、秘密保持を守る。 

・この手順に関しては５０ページのフローチャートを参照。 

 

懸念のある子どもを守るために個人がどう行動すべきかについての基本的なガイダンが次

の文書に載っている。 

Working Together to Safeguard Children (2006) (脚１３) 
What to do if You’re Worried A Child is Being Abused (DoH et al,2003) 

  (脚１４) (Department of Health  保健省) 
 

 

 

 

 

 

 



51 
 

７．フローチャート 

全国学校スポーツ戦略 NSSS の範囲外で発生した児童福祉についての心配 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国学校スポーツ戦略の範囲外

での児童福祉についての心配 

直ちに警察か地方自

治体の児童福祉事務

所に通報する 

はい 
子どもの安全と福祉に対して緊急

の心配がありますか？ 

いいえ 

児童保護の担当者に心配事を連絡する。 

・学校雇用者/ボランティアの場合： 

 学校の担当者または校長に心配事を相談。 

・スポーツクラブの雇用者/ボランティアの場合： 

 クラブの福祉担当者またはスポーツ NGB 児童保護リードオフ

ィサーに心配事を相談する。 

まだ心配している もう心配していない 

直ちに地方自治体の児童相談所・福祉事務所に

委託する。心配事と委託に関する詳細を、所定

の英国/地方自治体の書式で記録し、この書面記

録を地方自治体の児童福祉事務所に 48 時間以

内に送る。 

心配事を所定の NGB/地方自治体の書式で記録

し、NGB児童保護リードオフィサー、または指

定された地方自治体の担当者に送る又は手渡

す。この子どもについて将来再度（または別件

の）心配が生じた時、リスク/心配の全体像を理

解する情報として重要かもしれない。 

この文書のコピーを NGB 児童保護 

リードオフィサーか地方自治体の担当

者に直ちに送る/手渡す。 
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付録４ 

 

用語解説  

一部のみ翻訳。 ( )内は本文中で使用した訳語。 

 

Child Protection Officer （児童福祉担当官  児童福祉担当主任） 

組織の中で児童保護の方針や手続きの実施をコーディネートする役割を担う。有給

またはボランティア。 

 

Concern （懸念 心配なこと 心配事） 

子どもが助けまたは保護を必要としているかもしれないという疑い、確信。本ガイ

ドラインでは、ある大人または児童が他の児童にたいして実際にまたは潜在的に害

を及ぼすとの疑い・確信を含む。 

 

Poor Practice （不適切な行動 不適切な行為） 

   この文脈では以下のように定義ができるが、これに限定されるわけではない。 

・ 行動規範に規定されている行動や実践に反する行動、実践。 

・ そのスポーツで定義されているプロとしての基準や指導力にそぐわない行動。 

・ 異議を唱えなければ、子どもの安全、発達、福祉が危険に曝される行動。 

  ・ 要求される行動・パフォーマンスの基準を満たさない行動の中で、基準からの逸脱

が重大ではないもの。 

 

Vulnerable （脆弱 弱い立場にある 弱者） 

   攻撃、危害にさらされている。（Oxford Dictionary より） 

 

Welfare （福祉） 

   個人またはグループの健康、幸福、豊かさ。ニーズがある人の基本的な身体的、物

質的豊かさを促進するための行動と手続き。 

 

 

翻訳者  春日洋子 芦田博子 白井多恵子 寺林貴美子 登張真稲                       

本書の翻訳は上記 5 名による献身的ボランティア精神により完成されたものであり、 

5 名には深く謝意を表します。 

本文中の全ての文責は、「全国柔道事故被害者の会」小林恵子にあります。 


