
2020神奈川県バスケットボール協会　体罰等不適切な指導に関するアンケート調査結果について

自由記述について（102件回答）　※「特になし」等の記載は省略　※個人名や特定チームの表記は修正を加えてあります

1 保護者 U12（ミニバス）

・今年はコロナの影響があり活動が少ないが、昨年までは週末の練習は朝8時に家を出て帰宅は17時過ぎ。翌日試合でもあればまた一日外出し、自主
練と称して車で連れて行かれ、コンビニで夕飯を買わされそのまま21時まで練習。狂ってる。
試合などの後は長時間に及ぶ反省会。早く子供を帰宅させて欲しい。
コロナが落ち着いたら練習時間を元の通りに再開したいと指導者は言っている。
子供は家に帰れば宿題もあるし自分の時間も取りたい。
子供の集中力と体力を越える行き過ぎた練習時間と拘束時間。
連盟は子供が集中出来る時間や状況を指導者に指導したり、各チームの活動内容を把握して一日の活動時間に制限を設けるべき。

・体育館のステージ上はいつから指導者のスペースになったのか。悪天候であっても大した屋根も無い様な屋外で待機させられる主役の子供達と保護
者に対して何も思わないのか。
試合で選手に最高のパフォーマンスをさせたいなら、指導者は何を優先にすべきか考えるべき。

2 保護者 U12（ミニバス）

U12です。
JBA登録の必要性はありますか?

移籍自由です、どこのTEAMでもとうたっていますが、実際手続きは面倒、時間もかかる、移籍したいチームと現チームの指導者同士付き合いがあれ
ば移籍しづらいしプレイヤーにその自由はありません。そこは連盟の方でも気づいていると思います。結果我慢をするかバスケをやる場がなくなるこ
とになります。
指導者に言いたいことが言える人なんていないと思います。子供への影響を考えてしまうからです。実際伝えた事もありましたが、気分悪いんだけ
ど。と言われてそれ以上何も言えませんでした。ふてくされて子供にあたったりあからさまに不機嫌を表にだし態度にだす……どうなってるんだろ
うっておもうこともありますがボランティアで見てもらってるから……という思いもあります。ボランティアだからこそ責任もって見ていただきたい
です。指導者のモラル講習会とかあればいいと思います。親と指導者、子供と指導者の信頼関係があってこそのものだと思っていますのでいい方向へ
むかえばいいと思います。

3 保護者 U12（ミニバス） いろんなチームで、コーチが大きな声・怖い口調で否定的な事を言っているのを聞いていると、気が滅入ってくることがあります。
4 保護者 U12（ミニバス） コーチの上下関係にも大きい問題があるように思います。根本的な所からの改善も必要かと感じています。

5 保護者兼指導者 U12（ミニバス）

このアンケートには直接関係ないと思われるが、長年指導している驕りからか、年配指導者の態度が非常に不遜。
保護者や若年指導者をアゴで使い、数少ない部費も彼らの食事代に消えていきます。タバコまで保護者に買いに行かせています。大した指導もせず
座っているだけと思ったら、突然練習とは関係ないことで怒り始め、挙げ句若手コーチを叱る始末。電車で移動すればいいものをわざわざ車に乗り込
んで(自分は運転できないので保護者や若年コーチの車に乗せてもらっている)

それが当たり前だと思っている。昼飯もなぜかお当番さんがリクエストを聞いて買ってきてますよ。(どれだけ偉いのか)

これが貴会の長年の良き伝統でしょうか。

6 保護者 U12（ミニバス）
このご時世に、監督・コーチと一部のこどもとその親で夜中まで会食をしていた事を後日知った。謝罪と反省を述べてはいたが、心からの言葉とは受
け取れない態度だった。

7 保護者 U12（ミニバス）

コロナで活動を見る機会が減ったのですが、コロナ以前は1人のコーチの好き嫌いがみてわかるくらい差別的でした。気に入ってる子には優しく、気
に入ってない子の事は話しかけても無視、挨拶も無視など。人間なので好き嫌いは仕方ないですが、せめて部活中は大人な対応をしてほしいです。あ
と、他チームですが、試合中に、一生懸命頑張ってる子どもに暴言をはく監督がいました。熱くなるのは悪いことではありませんが、その子が泣きな
がら試合してるのをみて悲しくなりました。子どものためだとしても、言っていい事、悪い事、があると思いました。

8 保護者 U12（ミニバス）

コロナ禍においてチームの活動に多少制限がかかったとしても、全ては指導者目線で行われているため、会場校の保護者は一日中駆り出され、50人な
ら活動出来るとギリギリまで体育館に入れられ対外試合にはゾロゾロ引率させられ、指導者が暖かい体育館や車の中でコーヒーを飲んでいる間、保護
者や選手は一日寒空の下に置かれていました。
（選手の体調管理を真夏も真冬も気にしないで指導者だけ体育館に居るのは通常時もですが。）
元々、練習を休むのにも法事と病気以外は許さないと休みの理由を部長（保護者）に聞き出させ、休んだ日数をチェックし一覧を見て試合に出すか出
さないかを決めていると子供に直接言う指導者です。
コロナ禍でもそのスタンスは変わりませんでしたので、不安を抱えて自己防衛のため休みたかった保護者も子供から休んだら試合に出してもらえない
と言われ休ませることは出来ませんでした。
そして現在指導者の子供が六年生のため、コロナ禍だとしてもとにかく試合も練習もさせたいとして通常のスケジュールのもと年末まで活動していま
した。
土日祝の三連休は全て練習や試合を入れ、子供たちが熱を出し休み明けに学校を休むこともしばしばあります。
冬季休校中も年末に3校合同練習試合を急遽組み、一年の会合だとして保護者も集めてビンゴ大会を開催しました。
我が子が所属しているのはクラブチームでも何でもなく、小学校の体育館でやっている地域のミニバスです。

ばかあほ死ね等の暴言まではありませんが、高圧的な態度や休んだら試合に出さない等の子供が困る発言や、休む理由のチェックなど、型にはまった
パワハラだけがパワハラなのかと疑問に思うことが日常的に行われています。
昔は許された、と時代の変化が理解できない指導者が多く、他チームにはイスを蹴りながら怒鳴っている指導者も居ます。
このようなアンケートを取っていても現場は改善されず、バスケを嫌いになり辞めていく子も広く見れば後を経ちません。
日本でバスケが流行らない理由、ミニバスの指導者から原因は始まっているのではないかと思うくらいです。
我が子は来年6年生、あと一年我慢して行かせるか、親のストレス、家族のストレスの根源でもあるので今年こそ辞めさせるか毎年悩んでますが、も
ちろん今年も悩んでいます。

9 保護者 U12（ミニバス） コロナ感染が拡大しているなか全く自粛もせず練習や練習試合をやる

10 指導者 U12（ミニバス）

ジュニア　中学年から下の指導は　真に難しい。モチベーションの上がっている選手　保護者は　問題ないが、逆の選手　保護者のモチベーション
を、あげていくには、相当の苦労が伴う。時間も相当必要。
モチベーションが高い選手からすると
不要な時間となってしまう。
選手間のアンバランスをチーム内で　抱えた場合の指導は　本当に難しい。

11 保護者 U12（ミニバス）
その日毎で指導者の言う事が違う。それが出来ないと怒鳴られる。
お気に入りは練習来なくても試合に普通に出すので、子供に努力しても無駄なんだと言われた事があり戸惑った。

12 保護者 U12（ミニバス） チームコーチではなくて、練習相手チームのコーチ陣が威圧感あります

13 保護者 U12（ミニバス）
チーム移籍が可能になったけれど、コーチ間の繋がりなどで結局移籍する人は何か問題がある人という扱いをされることを匂わされた。そもそもコー
チに求心力がないから移籍という人も多いのに。なんて閉鎖的なんだろうと思い、移籍したくても踏み出せない。移籍するなら連盟登録していない
チームを選ぶことになるだろう

14 保護者 U12（ミニバス）

ミニと中学に子どもが所属しています。
どちらの指導者も熱心にやってくれているので、昨年一昨年のアンケートを読み、悲しい気持ちになりました。
ミニは低学年・高学年で、試合数の差はあるけれど、なんとか練習時間の確保のことも考えて(もちろんガイドラインに沿った時間で)動いてくれてい
ます。
中学も、経験者・未経験者を差別することなく指導してくださっているので、とてもいい先生だと思います。

15 保護者 U12（ミニバス）
ミニバスはどうも体質の古いところが多く、現在の指導方針にそぐわなかったりすることが多い傾向にあると感じます。また、コーチ陣も昔からの指
導方法をする方も多く、言葉使いへの気遣いやコーチ自身の訓練、成長が急務であると感じます。

16 保護者 U12（ミニバス）
ミニバスは長年やってるスタッフ、コーチが正しい風潮があるので、そこはなんとかしたい。
神様のように君臨されております。

17 保護者 U12（ミニバス）

モラルハラスメントについて｢ない｣と答えたが、同級生やチームメイト内での練習において、｢一緒にやろ｣の声掛けに対しての｢やだ｣はいじめに入る
のか？子どもにとって｢あの子は下手だから一緒にやるのはやだなぁ｣と思う事はあってもいいのは思うが、そういうやり取りがある事を指導者が見抜
けているのかな？と思う事があった。ペアで練習する事も多々ある中で、奇数の人数だと子どもたち同士で自発的にペアを変えようと思うのは難しい
かなと思う。子どもの人数が多いと指導者もなかなか目が行き届かない事もあるだろう。お当番の保護者が気がついても指導者に声をかけたらいいの
か、子どもたちに声をかけたらいいのか、子どもたちが寂しい気持ちにならないようにしてあげたい。

18 保護者 U12（ミニバス）

移籍しました。
アシスタントコーチが必要以上に身辺調査を勝手にし、その後、コーチの娘を通して、娘がチームで無視を受けると言う虐めに会いました。今も会っ
ています。辞めたくないので虐めに耐えながら練習等に参加していますが
移籍してきたので強くも言えずに辛い日々を過ごしています。
救いは監督が良く教えてくれて気にかけてくれている事です。

19 保護者 U12（ミニバス） 横浜市の学校開放の規制のため3チームを集めることができない。本来第三者がやるべき審判TOを含めた試合が困難で困っている。

20 保護者 U12（ミニバス）
監督・コーチの私物（バッシュ・着替えなど）を保護者が持ち帰り自宅で保管するなどチームの私物化でしか無いです。上げれば切りが無い程色々と
あり過ぎるので、このようなチームはいい加減チーム名を公表すべきだと思います。

21 保護者 U12（ミニバス）

監督の態度に問題があると考えます。深夜まで飲酒し二日酔い状態で練習や試合に来る、些細なことですぐに怒鳴り散らす、試合中に寝る、背が高い
選手が好きとのことで、えこひいきとも捉えかけない不可解な采配が多い、審判や他のチームの監督、コーチ等に無礼な言動を取る、空気を読まない
発言が多い、連絡事項を忘れて他人に迷惑を掛けてしまったにも関わらず逆ギレをして子どもの前で怒鳴る、大人として恥ずかしいです。社会人とし
てのマナーやモラル、常識に欠けていると思います。このような人に子どもを指導する資格はないと考えます。指導者としての適格に明らかに欠けて
おり、子どもたちも保護者も皆、この方が今後も監督を続けることに疑問を感じています。

22 保護者 U12（ミニバス） 去年チャレンジ・フレンドシップcupの県大会の試合球を試合後、監督自ら盗んで保護者に隠させて、持ち帰って来た。これは、窃盗だと思います。

23 保護者 U12（ミニバス）

今のチームは考え方が古く
若いコーチ(保護者コーチ)や保護者がかなり大変な思いをしている
これは地域にも言える事だと思うが
もっとバスケットチームに入りやすい環境を作らないとミニバスは衰退していきそうな気がします。
周りがそれを分かっているため
子供たちが集まらない現状もある。
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24 保護者 U12（ミニバス）

昨年も回答させていただきました。自チームでは暴言、暴力ないものの、今年の少ない対外試合でさえ、聞くにたえない暴言が多くありました。非常
に多くのチームです。
体罰に関してはなくなっていると思います。けど、大人の根本的な意識が変わっていないように思います。だから暴言が減りません。重要なのは子ど
もの健やかな心身の成長だと、私は思っています。
昨年から変化は感じられません。県協会はこの現状をどう受け止めているのでしょうか。指導の一環と思われているのでしょうか。
子どものため、またバスケットボールの発展のためにも、ミニバス指導者の方の根本的な意識が変わることを強く望みます。

25 保護者 U12（ミニバス） 子どもたちを貶すことで反発心が生まれ成長するという考えは辞めてほしい

26 保護者 U12（ミニバス）
子どもの所属しているチームはコーチが多くいますが、ライセンスを取得しているコーチはおそらくほんの僅かではないかと思います。ヘッドコーチ
でさえ、ライセンスを持っておらず、ただ怒鳴る、ただ足腰を鍛えるといった昭和の指導です。
JBAの指針を踏まえた指導ができるよう、指導者のライセンス取得を義務付けてほしいです。

27 保護者 U12（ミニバス）

子ども達は理不尽なパワハラを受けながら練習していると思う。
チーム方針という名目で指導者が気に入るプレイをしないと試合から下げて子供に対して指導という名目で嫌味や文句や暴言を言ったりする。
参加させずにずっと立たせてたり、ずっと走らせてたりしたこともあった。
指導という名目で憂さ晴らしやいじめをしているようにしかみえない。
心を傷つけるような言葉をいう指導は認めるべきではないと思います。

毎回指導者の気分や機嫌で言ってることが変わる。
ひいきしている子と気に入らない子によって怒る内容が変わる。一貫性が全くない。
気に入らない子は指導者のいじめの標的にされる。主力の学年の部員が何人か辞めたりもあった。顔のことや体形のことを言ってることもあった。

保護者やこどもがもっと簡単に相談できるようなサイトなども作ってほしい。
親に言えないようなこどももたくさんいると思う。
怒鳴って子供たちのバスケが上手くなるんでしょうか？

28 コーチ U12（ミニバス） 子供たち間でのイジメ等の対処、解決方法

29 指導者 U12（ミニバス）
子供のラフプレーに対して、何も対応をしないチームがありました。勢い余ったプレーでは無く、レイアップシュート時に肩から体当たりしたにも関
わらず、子供も指導者も謝りませんでした。日大アメフト部問題を彷彿させる行為に見えましたので、このような行為についても、厳しく指導してい
ただきたいと思います。

30 保護者 U12（ミニバス）

子供の所属している、女性コーチ(主に男子の指導)は子供を自分が好き、嫌いで指導をし、嫌いな子には無視、睨みつける、上級コーチが不在の時は
気に入らない子供に対して練習中粗探し続け、ずっと叱り続ける、事の前後を確認せず怒鳴りつける(プレー以外の事)、プレーの事では無い事で高学
年を呼び出す時もあえてベスメンの6年だけ(自分の気に入らない子はベンチ選手)と、同じ6年のベンチ選手は呼ばない、お気に入りの子だけに練習、
試合ノートを書かせ、個別指導をするなど、目に余る行為が何年も続いています。監督や上のコーチは彼女に注意をしたりもしていますが、全く変わ
らず、練習、試合ノートの個別指導に関しては、監督からの注意後、影でやるようになっています。
彼女のせいでバスケを辞めてしまった子どももいます。なんとか改善をと思いますが、何せ、保護者会代表はご自身の子供はお気に入りに入っている
為他の子どもがひどい仕打ちをされていても見て見ぬふり、他の指導者もたまなや注意はしますが、大体見て見ぬ振りですし、部の性質上、保護者の
指導者へ対する口出しはご法度となっています。自分の子はあまり被害には遭っていませんが、見ていて心が痛みます。
直接指導などはしていただかなくて結構ですが(犯人探しが始まるため)このような意見があったという事を連盟で発信していただければと思います。
長文、乱文失礼しました。
よろしくお願い致します。

31 保護者 U12（ミニバス）
市の指導者間で移籍不可を申し合わせていると噂さが聞こえたり、旧態然の指導者が優位な立場であると勘違いしている方が多い。選手ファーストと
程遠い。

32 保護者 U12（ミニバス）
指導者と親との揉め事で指導者が辞めましたが、外部派遣の指導が来てない状況です(現在も)   選手の会長､保護者の親が観ていますが、めちゃくちゃ
なやり方をしていて困っています。仲の悪い親など無視。特に自分の娘ばかり試合に出し褒めまくる。選手を試合に出さない。来年のベストメンバー
を子供にベラベラと話し入れない子供の士気は下がる、やめたいなど意見多数出ている状況です。どうにかしていただきたい。

33 指導者 U12（ミニバス）
指導者ばかり批判なことを言われていますが、スポーツをする上で勝敗は付き物で批判されることも承知だと思っています。ですが、保護者のモラル
ももう少し重要視したほうがよいと思います。

34 保護者 U12（ミニバス）
指導方法が古すぎて現代の流れに合わない。こどもたちに理解しやすい練習などが出来ていないので、全体的なバスケ力が上がっていない気がする。
指導者の適正力検査を兼ねて抜き打ちで立ち入り査察も必要なのではと思います。

35 指導者 U12（ミニバス） 私の知る限りでは、体罰暴言は著しく減少している。アンケートの質問の答えが分かりづらいところが3カ所あります。

36 保護者 U12（ミニバス）
練習試合において審判としてお手伝いをしました。その時に対戦相手から試合中に「酷い審判だ」「ふざけている」と言った暴言を吐かれました。私
自信、ライセンスが高く技術も有るわけではありませんので、判定に反省点も多くあるのは事実です。ですが、練習試合で手伝い程度の審判に感情的
になり暴言を吐くのは遺憾です。これを目上の人だから、偉い人だから、といって許さないようにしていただきたいと思います。

37 コーチ U12（ミニバス）
試合中の指導がもはや暴言としか受け取れない方がまだいることが残念です。
また、ミニバスで10人以下の登録の場合は試合の日に病欠が出ても8人居れば成立として頂きたい。この様な場合において病欠の選手に後々イジメが
発生してしまう事が強く懸念されます。

38 コーチ U12（ミニバス）
試合中の指導がもはや暴言としか受け取れない方がまだいることが残念です。
また、ミニバスで10人以下の登録の場合は試合の日に病欠が出ても8人居れば成立として頂きたい。この様な場合において病欠の選手に後々イジメが
発生してしまう事が強く懸念されます。

39 コーチ U12（ミニバス） 試合等が少なくなり、テーブルオフィシャルが怪しく、不安

40 コーチ U12（ミニバス）
自分が所属しているチームでは、全く問題ないが、他のチームを見ていると、保護者が激しく罵倒している場面が多く、とても見苦しい。子どもも萎
縮しているように見える。指導者だけの問題ではないように感じる。

41 指導者 U12（ミニバス）

審判に対しての暴言が酷い
特に古豪と言われる役員チーム

移籍は結局、上手な子が他のチームで良い成績を残したいと言う保護者都合な結果になっている

マンツーマンルールを逆手に取るオフェンスが増えてる。団体競技でなく個人競技になってるミニバス。結局、旗を上げられるのはチームディフェン
スを頑張った方。オフェンスに関する項目が今年追加されたが全然浸透無し。この逆手に取るチームがいる事により何人のエース級の選手が潰されて
きたか。

42 保護者 U12（ミニバス）

審判をやってくださっているのは感謝しています。お休みを削ってくださっているのも。
でも、俺に頼まなきゃ試合参加できねーんだぞ、頼まねーと審判やってやんねーぞ
と子供に言い、団の代表や保護者、監督を脅すような事はどこでもあったり、当たり前で、審判を餌に言いなりにならないといけないものなのでしょ
うか？

43 保護者 U12（ミニバス）
新型コロナウィルスの影響で、活動自体に制限が有る為、例年との比較は難しいですが、指導者の暴言は無くなりました。
選手・指導者・保護者が『バスケットを一緒に楽しむ』という印象を持っています。

44 保護者 U12（ミニバス）

新型コロナウイルス感染拡大防止に対し、意識の低い親御さんが多いように感じます。
クラブ内でのアルコール消毒や検温など出来る最低限の事はやっていますが、監督コーチ含め祝勝会として大人数で会食し、夜中近くまで子供達を同
席させる親御さんもいました。
クラブ内で手紙による謝罪があったものの特別な計らいで許して欲しいなどと身勝手極まりない内容でした。
手紙が配布されるまでも参加者は練習に参加し、体調を崩す生徒が何人かいました。
子供なのでPCR検査等は受けていないと思います。

体罰とは関係のない話になってしまいましたが、コロナ禍で自粛や我慢をしている子供や保護者も沢山います。
その中で何とかバスケをやらせてあげたい。そのためにできることがもっとあるのではないかと思い書かせていただきました。

45 コーチ U12（ミニバス）
川崎地区は未だJBA登録していないチームがほとんどで、子供の未来を潰している。
県協会等からも登録必須にするようにしてほしい。
コーチライセンスも取らない素人だらけ。

46 保護者 U12（ミニバス） 他チームの監督が怒りすぎて、気分が悪くなりました。
47 指導者 U12（ミニバス） 体罰や暴言などの不適切な指導は減少しましたか？のご質問ですが、行っていない！の項目も必要なのでは？
48 保護者 U12（ミニバス） 大会をすぐ中止にしないで欲しい。感染症対策を最大限に強化して開催する努力をしてほしい。
49 保護者 U12（ミニバス） 男女のチームだが、あるコーチが女子しか教えない。男子はたんなる駒扱い。
50 保護者 U12（ミニバス） 怒鳴ることをやめてほしい。自分が一番えらいと思っている。保護者が言っても変わらない。

51 保護者 U12（ミニバス）
特定されると怖いので詳しくは言えませんが、かなり傷ついていて、同級生の半数しか残っていません。平塚女子だけで、チーム数も限られるので、
くれぐれもよろしくお願いします。

52 保護者 U12（ミニバス） コーチの選手への暴言等や保護者に対する保険勧誘を止めさせてください。
53 指導者 U12（ミニバス） 保護者のモラハラ対策も必要、やってはいけないという協会からのアナウンスが必要
54 指導者 U12（ミニバス） 北相西地区において審判、コミッショナーへの暴言が目立つ
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55 保護者 U12（ミニバス）

娘のチームの指導者は練習でも試合でも、少しでも自分の思い通りにいかない場面になると子供たちに威圧的な言動で接します。
子供たちは声を荒げる指導者に委縮し、失敗を恐れて消極的なプレーしかできません。自らの指導者としての器に疑いを持てず、思い通りに動かない
選手を責めることでしか解決法を持たない指導者です。
殴る蹴るをしなければマシでしょうか？
世間で揶揄されているとおり「ミニバスってそういうもの」でしょうか？
移籍やクラブチームに入るなどの選択肢もありますが、多くの保護者が現チームの指導に不満があっても何も言わないのは、子供から仲間を奪いたく
ないからです。はっきり言ってそれがバスケットボールである必要はありません。
プロの選手を目指さない選手は必要ないというのなら、今すぐ辞めます。

先日、練習中にナンバーチェックを忘れた子だけに腕立て伏せをさせていました。腕立て伏せをさせることでナンバーチェックをするのでしょうか。
水を飲みたいと言った子に「ダメだ」と言っている場面も見たことがあります。論外ではないでしょうか。
チームの指導者は横浜市連盟の理事をされていますが、この指導方法は容認されているということでしょうか。
バスケットボールに関わらず、スポーツは選手たちのものです。
現場の指導者がそれを理解出来なければ、組織の仕組みをを変えたところで何も変わりません。

たかが保護者の意見ですが何かのお役に立てば幸いです。

56 保護者 U12（ミニバス） コーチが子供たちの意見や関連メンバーとのコミュニケーションを全くとらずに独断で運営しており、周囲からの意見等は聞き入れていない。

57 指導者 U12（ミニバス） 練習、試合をまた禁止にしたほうが良い。

58 保護者 U15（中学）

１月の県新人大会を中止にすべきです。バスケは接触なしでは成り立たないスポーツであり、県外のバスケ部でのクラスターの例にあるように、常に
クラスター感染の危険に晒されています。消毒の徹底や分散会場などの対策をするそうですが、感染拡大を社会で止めようとしてる中あまりにお粗末
な対策であると言わざるを得ません。学校行事などが次々と中止になる中、なぜ部活動だけは知らん顔で活動を継続しているのでしょうか。子供やそ
の保護者にも怖さを感じてる方が多くいます。プレーヤーやその保護者の思いを無視し、自分の指導の快感を優先させる指導者の存在がいる環境がこ
れまで体罰やハラスメントの温床になってきたのではないでしょうか。お分かりだと思いますが、プレーヤーもそのプレーヤーを人質に取られている
保護者も大会への参加を簡単に拒否することはできません。冬休みの練習試合は中止という通達が出たそうですが、県大会参加チームの中には隠れて
練習試合をしたり長時間練習をするところが必ず出るでしょう。指導者が自身の権力を笠に着て、プレーヤーやその家庭を危険に晒すのは体罰やハラ
スメントの構図と同じではないでしょうか。協会や中体連が大会を強行しようする姿勢についても、社会全体で感染拡大を抑えていこうする今の状況
に逆行しています。まだ夏の大会があります。焦らず、この新人戦で我慢をして感染拡大を防ぎ、夏の大会につなげるべきであると考えます。協会や
中体連のご英断を期待しております。

59 指導者 U15（中学）

U12のチームで体罰を行っているチームがあると聞いています。試合時のベンチでの暴言などを目の当たりにすると、閉ざされたチームでの練習時な
どはもっとひどいのだろうなと思います。移籍が可能になったことで、そのチームをやめた選手がいる話も聞いています。でも、おともだちがいるか
らやめたくないと我慢している選手もいると聞きます。移籍する選手が出ても指導方法を変えているとは全く思えません。アンケートの結果がたとえ
その指導者に伝えられたとしても変わらないように思います。傍から見ているだけですが子どもたちへの愛情があるようには思えません。見ていてい
つも胸が痛いです。ベンチワークも本当に劣悪で、試合で何度もテクニカルファウルを取り上げられています。でも指導者の口から「やりかたをかえ
るつもりはない」と実際に言っているのを聞きました。チームに所属していたことのある保護者から「監督の生活費は私たちが支えている」と言って
いるのを聞いたこともあります。お金のことに関しても正常ではないのかなと思っています。大きな組織、大きな力をもって、そのチームの指導者に
対して然るべき対応が1日も早くされることを願っています。

60 コーチ U15（中学）
u14と各中学校との出場に関して、曖昧な登録出場は子供達の苦痛になっている。
運営上の都合だけであれば、中止しにすべきであろう。u14クラブチームだけの大会であれば納得出来る。

61 保護者 U15（中学）
クラブチーム登録と中学登録について、トラブルが多いです。
クラブチーム登録でも中体連主催の試合に出られるということですが、先生たちに周知徹底されていないことと、感情として嫌なようです。
あの学校はOKだけど、あの学校は先生が許してくれないというようなことがないようにお願いしたいです。

62 顧問 U15（中学）
ベテランの先生で、立場のある方ほど、試合中の選手へ暴言と取られてもおかしくない声掛けがあると感じています。若手の先生方では、その方へ何
も言えないのでどうしたらよいかわかりません。

63 保護者 U15（中学）
何かあっても言えば試合から外されるリスクを抱える学校の部活での問題は根深い。何度問題を起こして学校は把握していても先生ははずされない。
子供にとっては一度きりのそれぞれの大会、一年一年。先生の実験代ではありません。

64 選手 U15（中学） 協会による抜打ち監査が必要だと思います。

65 指導者 U15（中学）
個人的に見える範囲での回答になっています。
生徒間において様々な交流があると思いますが、いじめに繋がる様なことは無かった、無いと考えています。

66 選手 U15（中学） 顧問が新型コロナ対策を心がけていない
67 保護者 U15（中学） 顧問による個人的メールのやりとり。

68 選手 U15（中学）
今でもパワハラコーチは辞めてないです。
指摘された人はどうなったのかちゃんと
報告して欲しいです。

69 保護者 U15（中学） 男子バスケットボール部の顧問の暴言が酷いと聞いています。保護者から学校へ報告しているようですが、協会としても動いてほしいです。
70 選手 U15（中学） 部活の前に体に不調がでます。
71 保護者 U15（中学） 良い指導者とはどの様な態度等なのか？良い指導者と一度話して色々感じたい。
72 保護者 U15（中学） 練習量が圧倒的に少な過ぎて、子供達のモチベーションがさがってしまっている。

73 選手 U18（高校）
3年間スリーメンだけの練習はつまりません。たまに試合形式やりますが、それでミスしてめちゃくちゃ暴言吐かれてしまうのは意味がわからない。
練習させてくれないから。

74 保護者 U18（高校） コロナについて、指導者の正しい理解を求めたい。かけがえない命を預かっているという認識を強く持って欲しい。

75 保護者 U18（高校） コロナの中、無観客試合のはずが、新人戦時、引退した3年生まで観戦に来ていて、チームアップ時などにアドバイスして、試合中応援席にいたと聞
きました。保護者も見に行きたい中我慢している状況で、この行為について県側は把握されていらっしゃいますか？

76 保護者 U18（高校） コロナ禍での練習試合等の活動

77 選手 U18（高校）
コロナ禍の中でoffなしで一日練習しかなく、6:30から20:00まで、年末年始合わせて3日間しかoffがないのは体も持たないし精神的にも辛く、何より感
染して多くの人に迷惑をかけてしまうのではないかと不安。いい加減考えて欲しい。また、選手はマスクしろと言う割に自分(顧問)はしないで大声を
出したりしているのも気になる。選手からも保護者からも学校からも言われているのにも関わらず何も改善されないからどうにかして欲しい。

78 指導者 U18（高校） ご苦労様です

79 保護者 U18（高校）
学校側と話しました。
また体罰が起こると相談に行きます。

80 保護者 U18（高校） 監督の不適切な行動、言動によって残念ながら部活を辞めざるを得ませんでした。

81 保護者 U18（高校）
緊急事態宣言が発出されるのに新人戦県大会を強行するのは間違っています。これはよその国から見たら虐待だと思います。もし感染して後遺症が
残ったら大好きなバスケも出来なくなってしまいます。県大会は延期にして下さい。

82 選手 U18（高校） 顧問からの選手に対しての差別が学校でも問題になるぐらい酷い

83 保護者 U18（高校）

市立船橋と日大土浦のクラスターは衝撃です。バスケは感染リスクの高いスポーツ。春の緊急事態宣言時より感染者数が増加し、市中感染も広まって
るのに、コロナ前と同じように練習も試合もするのは異常。今すぐ年内の練習試合は中止するよう通達するべきです！
そして民間の抗原検査などを活用して安心安全に活動できるように学校に提案して下さい。

84 指導者 U18（高校）
試合に行くと、ガイドラインに反している言動が頻繁にみられる。暴言でテクニカルなどの取り決めがあったはずだが、ベテランの発言力の強そうな
顧問相手だと、審判は何も注意しない（できないのかもしれないが）。組織として自浄作用が働くとは思えない。

85 選手 U18（高校） 自分たちがTOをしている際に、試合をしていた女の先生が選手、審判に向けての暴言がひどく、会場で浮いていました。審判のワッペン的には上の
先生のようですが、教員である前に一人の人間としてどうかと感じました。

86 保護者 U18（高校） 他県に連日試合に行くので健康よりも成績を優先という方針が悲しいです。
87 保護者 U18（高校） 問題がありすぎるので改善して欲しい。

88 指導者 フリー

「U12 カテゴリー移籍申請書は不要のため即刻廃止されたい。選手の自由が全くない。選手がチームを辞めるのに理由を記載して移籍元チームに承諾
をとり貴会に承認を得る必要がどこにある」という昨年のU12の保護者意見に大賛成！
「サッカーの、ようにカテゴリーを、増やし1 部、2 部、3 部のように、公式試合のカテゴリー数が増えることを望みます」というU18の保護者の意見
に大賛成！
リーグ戦文化の醸成をU15でかかげてなかったけ？
　教員コーチは時世がら、体罰や暴言は大分減ったようですが、U12には、相変わらず悲しい意見が多いですね。内輪では、改善できない数年前の協
会と同じかな？いっそ、サッカー協会のコーチに見回り指導を仰いではいかがでしょうか。JBA会長もまだバレー界の名プレイヤー三屋さんだし！

89 選手 社会人

ミニバスです。
新しいチームに入れるっといっても、場所も遠くなります。
1校1チーム制が結局、悪い体制、嫌な指導者から変わらない。

また、ミニバス時代毎年のこの調査の事を保護者はしりませんでした。
だから、伝える機会もありません。
ミニバスチームには、保護者に必ず流すように伝えるべきです。
指導者、役員さん、レベルで止まっているから。

90 指導者 社会人連盟 指導者認定ライセンスに必要なお金がかかりすぎる。安価で提供可能な方法を検討して欲しいです。


