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 ツイート  シェア  ブックマーク

スケートボード、キックスケーター、⼦ども
の事故多発に親としてどう備えるべきか

スケートボード、キックスケーターで遊ぶ⼦どもの交通事故が相次いでいます。注意を︕（写真:アフロ）
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私は虐待していない 検証 揺さ
ぶられっ⼦症候群
著者︓柳原 三佳
揺さぶり虐待問題に⼀⽯を投じる渾
⾝の⼀冊

この本をさがす

新型コロナウイルス感染症まとめ

【特集】私たちはコロナとどう暮らす

「Yahoo!ニュース 個⼈」のオーサーに
よるコメントをチェック

新型コロナ感染が再拡⼤する
中、通勤や出張を命じられた
ら︖【#コロナとどう暮らす】
嶋崎量 8/4(⽕) 9:00

たかまつなな「NHKに⼊って本
当に良かった」 現在の⼼境を
明かす
鎮⽬博道 8/4(⽕) 9:49

5,000円〜

7,273円〜

6,364円〜

 Yahoo! JAPAN  ヘルプ  ウェブ検索プラごみ問題に希望︖ セブンイレブンも採⽤、海で分解する素材

キーワードを⼊⼒

新着記事⼀覧 国内 国際 経済 エンタメ スポーツ IT・科学 ライフ オーサー⼀覧

柳原三佳 | ノンフィクション作家・ジャーナリスト
8/5(⽔) 6:00

「東京オリンピック2020」で新たに追加種⽬となったスケートボード。

 公式サイトを開くと、『独創的なトリックと駆け上がるスリル。観客のボルテージは最

⾼潮へ』というキャッチコピーと共に、10代の若者たちが宙を⾼く舞うカッコイイ動画

が紹介されています。

 世界中で⼈気のスポーツに憧れを持ち、「⾃分もやってみたい︕」と、スケートボード

を買ってもらった⼦どもたちも多いのではないでしょうか。

柳原三佳の書籍情報

Yahoo! JAPAN 特設ページ

有識者・専⾨家がニュースに切り込む

個⼈アクセスランキング（国内）
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⻘信号の横断歩道で死亡事故 
執⾏猶予つきの定型判決に遺族
の怒り
柳原三佳 8/4(⽕) 6:55

中国からの「謎の種⼦」はハイ
ビスカス、アサガオ、ラベンダ
ーなど14種
⽊村正⼈ 8/3(⽉) 17:24

「おかねのけいさんできませ
ん」男性⾃殺︓追い詰めたのは
⾃治会か、私たちか
碓井真史 7/31(⾦) 20:24

たかまつなな「NHKを辞めた
今、思うこと」ロングインタビ
ュー
鎮⽬博道 8/3(⽉) 14:45

岩⼿初の感染者に中傷殺到︓新
型コロナの⼼への攻撃と戦おう
碓井真史 8/1(⼟) 19:21

コロナ第⼆波には50歳以上の外
出禁⽌令か 2度⽬の都市封鎖
回避に英政府が検討
⽊村正⼈ 8/3(⽉) 12:00

Twitter⼤規模ハック、17歳は
なぜたった2週間で逮捕された
のか︖
平和博 8/3(⽉) 8:00

停電発⽣時、取るべき対応
は︖ ⾝の安全を守り乗り切る
ポイント
中澤幸介 8/4(⽕) 9:00

もっと⾒る

39歳。ITエンジニア。⽔泳で体を鍛えて、ひと
りスノーボードを楽しんでいます〜オネット会
員その14〜

「10年債利回りはマイナスに転じるか」⽜さん
熊さんの本⽇の債券（朝）2020年8⽉5⽇

菊地慶剛のスポーツメディア・リテラシー
vol.33

セオリー ⼀部
店舗限定 Multi
Flower Flare
Midi Dress
\48,400
\33,880

「東京オリンピック2020」を紹介するNHKのサイトより

■スケートボード使⽤中の重⼤事故多発

 しかし、その⼀⽅で痛ましい事故のニュースも相次いでいます。

 今年6⽉23⽇には、東京都世⽥⾕区の信号のない交差点で、スケートボードに乗ってい

た5歳の幼稚園児がワゴン⾞にはねられ、頭や胸を強く打って死亡する事故が発⽣しまし

た。

『東京新聞』（2020.6.25）によると、逮捕された運転⼿（47）は、「男の⼦を⾒た

が、⽬を離して⾞を発進してしまった」と供述しているとのことです。

 スケートボード乗⾞中に発⽣した⼦どもの交通事故を検索すると、このほかにも多数の

ニュースが出てきます。

●2015年7⽉23⽇、⽇光市の市道交差点で⼩5男児が軽乗⽤⾞にはねられ全⾝を強

く打って死亡

●2012年5⽉6⽇、江⼾川区で、⼩3⼥児が路線バスと衝突し頭を強く打って死亡

●2011年5⽉5⽇、⿅嶋市で、⼩6男児が軽乗⽤⾞にはねられ頭を強く打って重体

●2008年4⽉1⽇、さいたま市で、⼩5男児がトラックにひかれ全⾝を強く打って死

亡

無料相談︕交通事故に強い弁護⼠

koutsujiko.support

PR
| ＜無料相談・着⼿⾦０円＞フル
サポートで弁護⼠への依頼が初め
ての⽅でも安⼼︕

Yahoo! JAPAN広告 

個⼈の書き⼿も有料ニュースを配信中

https://news.yahoo.co.jp/byline/yanagiharamika/20200804-00191565/
https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20200803-00191514/
https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20200731-00191058/
https://news.yahoo.co.jp/byline/shizumehiromichi/20200803-00191487/
https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20200801-00191190/
https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20200803-00191406/
https://news.yahoo.co.jp/byline/kazuhirotaira/20200803-00191358/
https://news.yahoo.co.jp/byline/nakazawakosuke/20200804-00187708/
https://news.yahoo.co.jp/ranking/access/byline
https://news.yahoo.co.jp/byline/toyoomiya/20200805-00191763/
https://news.yahoo.co.jp/byline/kubotahiroyuki/20200805-00191760/
https://news.yahoo.co.jp/byline/kikuchiyoshitaka/20200804-00191703/
https://cat.jp.as.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=yejl0wsibOGIJCNUsAUxjuhmN7MPsA6k8N2B3tGT3RMqS6kqej1Y0EHzOjkm4kXjVBYZpz_Bka1SMN92zhvRC3p8FD8pNQTA2U41ifcAR3skOyYlqcWUZ3pzPZhUJVi90szLXE1vr9pxGQncrOdU3-NYUZDnlbI5pUIkvmAz1x_wytDu4ybzIR89z7DJd-ak-vG430-7BO9Jp6q2LNI7oFQWeHzPHbNcLAS0S2H-8mQPftYchBtd095-bsL7YWALFrT_9p0x5QOu5POnKbBWFqBrS3u9Vsxg9ZzRXp6IQhAT1YZ6fmwcVCYdUrHj5LEc6FtS-Q&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.theory.co.jp%2F
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https://cat.jp.as.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=E4CmxgsibOGIJCNUsAUxjuhmN7MPsA6k8N2B3tGT3RMqS6kqej1Y0EHzOjkm4kXjVBYZpz_Bka1SMN92zhvRC3p8FD8pNQTA2U41ifcAR3skOyYlqcWUZ3pzPZhUJVi90szLXE1vr9pxGQncrOdU3-NYUZCjQs0YUf0M5v1SD4gpw5MEIY54ufkjQpqYLyNlMzhJ5W24la2n8INTCA0IAplYIrel4-SySiTwpk-5oJRwC0Mszw7QDTnwYhyk19ZIHmRLS4UhSUx09zcYfPqNpr7nOy-0yhucb37BlTfrqYbwN6j0h0Ki8wblUIMp-gQd0-4ioeY1uBmrqhm7jFp2NWlUKlM&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.theory.co.jp%2Fshop%2Fitem%2F019970007%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Ddsp%26utm_campaign%3Dcppf_tl
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https://rd.ane.yahoo.co.jp/rd?ep=AxoIKl8AAG1RGpi75o9otEgM1k29rfyhwi6tMT2KfPRBSr2yoc5d-HzbLl2OchUaThQuMv9zmwUqdiUEzXYHEpvcSMVJQUoswqjv8MjRTEfp5Hylf_ZTIJ8ObgXJXY1205_KzJ4ZVrSbIyWyf8n-cyI0RG41zWu_XsoBg-7gz2-aXEAO6vzkmiEIWatRst8f5aCSWrY-KMsChX229SbYxhQIIkDSB_5iBRm4LRJ5xja4dlG8u7d0P6jSkwOWr84oZVvfGO-h6CFaV80ek8pxLMFpPGQ1J1QStuAWpQ4hzPVTCZPt3BO0eOdXSxC3fy9UI4WNhOgYSr7jK4ZBI0bWVDt7-_ueP6STvgLXwMLvm6N1Oqbhy9sIAQ6zATbw5mm_uoeuhei9xCyl3jF0wNzWSatswX_GU3sgOiXxDU59kO0dKejYKSINDDifne95y7mH4XFuThsI6MLq1yQaKnRzIJpxbBJTRH4nlYR5xElOnuDTziFCMIms-w6dmaz7797mxNBn1Q-U1PxinVCrTxiNiJLv3dmcBNDTOkGMBs8jJhUtNrh6pEPYeI7X0yj0EtUF-ZnvoyR_VjgX579_VvFKvy2Iq0rYJxLum4pA0TXBjzrIBEBPDHU43LeJRZ3VRZy29TVos6ZP1o1CnkywB5yf0M2l35ZSAchmCijqI11hJ03Vh4D050jgAaNbu6mO_s3aXuKd9Hs86mtWEp1k2YJIw4Cgdm9Ht4pKIz1x_ibWaM1JETmvIXnsiSE6bErnAHQIm1qDCvSU0vMt_qAW6VSjI_Ai-suXXmFzSluNXfdpCl3neb-JNL4oOHL4Q2JFShPeM3pNag-jZg5KTSifJm6olMra6_j6boaGmMZQHH_hGISpz3SCFaOHZ79fSMco_CYwE41UuE_vCG4l_ukr077NP7M8t3O_HPV8BeV1iBwR_PU1GSShRu440hidFIvAZQcN3RdQ2y4otFfTXVUZRtg0PEUwuw2AfanqeJzIgJd22-U4fB_kSTVx3RFwe2yNbTN06a-lNo9uKy_bq11eqgW_xAXme6PzOLOpjhzKON6YnAIyUTjaajgQhhPp0uUvN7NPGugnUhZf2WPMkcuv9ASUX15q5uHtoXgScS9nYYzghupdPQssBO1kE0hz5uggy2IUIwSPwAI5n1H9juzEXbkCP1vH1laJCrhvy19ROwNuFinMn1CKu1d1mHPqCLpVXTCV6MH9N7Dn4UpP&v=5
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四角形



 被害者は⼦どもだけではありません。

 2020年1⽉13⽇には、那須塩原市でスケートボードに乗っていた22歳の男性会社員が

後ろから来た軽乗⽤⾞にはねられ、頭を強く打って死亡する事故が発⽣しています。

■キックスケーターも深刻な事故の当事者に

 スケートボードと並んで数年前から⼈気なのが、地⾯を⾜でけりながら進むハンドル付

きのキックスケーターです。

 8⽉に⼊ってすぐに⾶び込んできたのは、このニュースでした。

'''『キックスケーターに乗り ワゴン⾞にひかれ9歳男児重体 横浜市中

区』'''（2020.8.2／FNNプライムオンライン）

 記事によると、8⽉1⽇午後1時前、横浜市中区の信号機のない交差点でキックスケータ

ーに乗っていた9歳の男の⼦が、ワゴン⾞にひかれ、意識不明の重体となっているとのこ

とです。

 キックスケーターはスケートボードに⽐べると乗りやすいためか、こちらも⼦どもが死

傷する重⼤事故が繰り返し発⽣しています。

●2015年4⽉6⽇、福岡市博多区で、⼩３男児が⾞にはねられ頭を強く打って死亡

●2014年10⽉28⽇、津市の市道で、⼩1男児が買い物帰りの⺟親の軽乗⽤⾞とぶつ

かり、頭を強く打って死亡

●2013年8⽉14⽇、北海道厚沢部町で、祖⽗宅に帰省中の⼩3男児が乗⽤⾞にはね

られ頭を強く打ち意識不明の重体

●2013年8⽉6⽇、横浜市の市道交差点で、⼩1男児がトラックにはねられ、頭など

を強く打って死亡

 これらは、報道されている事故のごく⼀部にすぎません。

 ⾞との衝突だけでなく、バランスを崩して単独転倒し、頭や顔⾯に重傷を負うケースも

多発しているため、消費者庁も注意を呼び掛けています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d7297d1200343931ed267a410a262cfd880adf19?fbclid=IwAR0z2Qs2CtzOxykcElWH7BYGLBB1dBN32ZsXzitHLMBQE41hzamKzkJGjQ


国⺠⽣活センターのサイトより抜粋

■スケートボードやキックスケーターも「道路交通法」で規制

 さて、こうした事故の報道が出ると、⽬につくのは事故を起こしたドライバーに対する

同情の声です。

 もちろん、事故の状況は1件ずつ異なるため、現場を⾒ずにそうした評価をすることは

厳に慎まなければなりませんが、逆に⾔えばこれは、⾞通りの多い⼀般道で⼦どもをスケ

ートボードやキックスケーターに乗せている保護者に対する疑問の声でもあります。

 では、こうした乗り物（遊具）を⼦どもに与える場合、親はどのようなことに気をつけ

なければならないのでしょうか︖

 交通事故裁判を多数⼿がけ、ご⾃⾝も3⼈の男の⼦の⽗親である、だいち法律事務所の

藤本⼀郎弁護⼠に伺いました。

――そもそもスケートボードやキックスケーターという遊具は、道路上でどのような分類

をされるのでしょうか。

藤本（以下同） 「⾃転⾞は『軽⾞両』ですが、スケートボードやキックスケーターは原

則、『歩⾏者』と同じ扱いです。しかし、道路交通法（76条4項3号）では『交通のひん

https://daichi-lo.com/


ぱんな道路』で、『球戯やローラースケート』等の⾏為を禁⽌しています。スケートボー

ドやキックスケーターもこれに類する⾏為ですので、⾞や⼈の通りが多い場所で乗ること

は道交法で禁⽌されていることになります。実際に、スケートボードで⾞の通⾏を妨げ、

道交法違反で摘発されたケース（⼤⼈ですが）もあります。

――スケートボードやキックスケーターで⼦どもが⾶び出し、事故になった場合、過失割

合はどのようになりますか。

「状況によっては⼦どもの側の過失が⼤きいと判断されることもあります。その場合は、

受けとれる賠償⾦も過失割合に応じて減額されます」

――過去の事故例をみると、多くの⼦どもが頭部にダメージを受けています。こうした場

合、命が助かっても重度の後遺障害が残ることもあります。

「はい、脳を損傷すると、残念ながら重い後遺障害が残ることが少なくありません。その

場合は、⻑年にわたって、治療費や介護に多くの費⽤がかかります。こうしたケースで相

⼿から⼗分な賠償を受けられないということになると、ご本⼈だけでなく、ご家族も⼤変

なことになります。また、相⼿の⾞が任意保険に⼊っていないこともあるのです。万⼀に

備えて、傷害保険や⽣命保険で⾃ら備える必要があるでしょう」

――逆に、スケートボードやキックスケーターが歩⾏者や⾃転⾞にぶつかってけがをさせ

てしまうといった事故も⼼配ですね。

「そうですね。実際に⼩学⽣が運転する⾃転⾞が⼥性に衝突した事故で、裁判所が9500

万円を超える賠償命令を下した事例もありました。たとえ遊具であっても、それを与える

際には、⼦どもが重⼤事故の加害者になることも想定し、他⼈に損害を与えたときに⽀払

われる賠償責任保険をかけておくべきです」

――⼦ども⾃⾝はどんなことに気を付けるべきでしょうか。

「まず、頭をヘルメットで守り、膝や肘はプロテクターで守る。そして、⾞通りの多い道

や坂道は絶対に避け、安全な場所で乗ることですね。最近は専⽤のパークも開設されてい

るようですから、そうした場所を利⽤するのもよいでしょう。また、低学年の間は、必ず

保護者が⾒守ることも⼤切です。夏休みは外で遊ぶ時間が増えますので、この時期は特に

気を付けてください」

――ありがとうございました。

 藤本弁護⼠が指摘するように、夏休みのこの時期は⼦どもたちが⽇中に外で遊ぶ機会が

増えます。

 旅⾏や帰省などで慣れない道路を⾏き来することもあるでしょう。

 スケートボードやキックスケーターを⼦どもに与えている保護者の⽅々は、道路で遊ぶ

ことの危険性をしっかりと伝えてください。

 また、⼦どもは⾝⻑が低いため、死⾓に⼊りやすいと⾔われています。
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柳原三佳
ノンフィクション作家・ジャーナリスト

交通事故、冤罪、死因究明制度等をテーマに執筆。著書に「開成をつくった男、佐野⿍」「私は虐待し
ていない 検証 揺さぶられっ⼦症候群」「⾃動⾞保険の落とし⽳」「柴⽝マイちゃんへの⼿紙」「泥
だらけのカルテ」「焼かれる前に語れ」「家族のもとへ、あなたを帰す」「交通事故被害者は⼆度泣か
される」「遺品 あなたを失った代わりに」「死因究明」「裁判官を信じるな」など多数。「巻⼦の⾔
霊〜愛と命を紡いだある夫婦の物語」はＮＨＫで、「⽰談交渉⼈裏ファイル」はＴＢＳでドラマ化。書
道師範。剣道⼆段。趣味は料理、バイク、ガーデニング、古道具集め。趣味が⾼じて⾃宅に古⺠家を移
築。

⻘信号の横断歩道で死亡事故 執⾏猶予つきの定型判決に遺族の怒り
8/4(⽕) 6:55

バイク⾛⾏で⽂化財の「錦帯橋」が破損  こんなとき、⾃動⾞保険は使える︖
7/28(⽕) 6:07

カーナビ⾒ながら左折で登校中の8歳即死 息⼦奪われた⽗「⽢すぎる刑に⾵⽳
開けたい」 7/20(⽉) 6:14

⻘信号の横断歩道で奪われた娘の命 危険な「巻き込み事故」に執⾏猶予は必要
ですか︖ 7/19(⽇) 15:12

柳原三佳の記事⼀覧へ(130)

おすすめのテーマ フォローとは︖

柳原三佳
428 フォロワー

スケートボード
2,308 フォロワー

⼦どもの事故
10,784 フォロワー

あわせて読みたい

 ツイート  シェア  ブックマーク

 ドライバーの皆さんは、住宅街や⽣活道路、公園の近く、また⾒通しの悪い交差点など

ですぐ⽌まれるよう、⼗分に速度を落として⾛⾏するようにしてください。

mika.yanagihara.7

柳原三佳の最近の記事

篠原涼⼦さんと市村
正親さんが「コロナ
禍」で別居〜夫婦の
「同居」義務に違反...

⻘信号の横断歩道で
死亡事故 執⾏猶予
つきの定型判決に遺
族の怒り(柳原三佳)...

北朝鮮の都市で連続
爆発…３９⼈死傷、
警備隊⻑を逮捕(⾼英
起) ...

『ポビドンヨードに
よるうがいは新型コ
ロナを改善させる』
は本当か︖医師が解...

江川卓がいたから誕
⽣した若⼤将・原⾠
徳 その1(楊順⾏)

『イソジン』などポ
ビドンヨード含有う
がい薬、フリマアプ
リでの転売に注意。...

死 亡 の ⼥ 児 は な ぜ
「無⼾籍」になって
しまったのか〜「無
⼾籍者」が⽣まれる...

「おかねのけいさん
できません」男性⾃
殺︓追い詰めたのは
⾃治会か、私たちか...
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