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
orange100percent580105
プレミアム会員
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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
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
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柳原三佳の書籍情報
私は虐待していない
ぶられっ⼦症候群

検証 揺さ

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

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）

7,273円〜

「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

5,000円〜

6,364円〜

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。

Yahoo! JAPAN 特設ページ
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
有識者・専⾨家がニュースに切り込む
「Yahoo!ニュース 個⼈」のオーサーに
よるコメントをチェック
個⼈アクセスランキング（国内）

1

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

2

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

3

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

4

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

5

「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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

PR 無料相談︕交通事故に強い弁護⼠
「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

| ＜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︕

koutsujiko.support
Yahoo! JAPAN広告

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。

もっと⾒る

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。

個⼈の書き⼿も有料ニュースを配信中
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

●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

セオリー ⼀部
店舗限定 Multi
Flower Flare
Midi Dress

\48,400
\33,880

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。

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

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。

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。
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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。

 mika.yanagihara.7

oﬃcial site
柳原三佳・公式WEBサイト

柳原三佳の最近の記事
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
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
ですか︖ 7/19(⽇) 15:12

息⼦奪われた⽗「⽢すぎる刑に⾵⽳

危険な「巻き込み事故」に執⾏猶予は必要

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

スケートボード

⼦どもの事故

428 フォロワー

2,308 フォロワー

10,784 フォロワー
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..
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