
体罰等不適切な指導に関するアンケート結果について（12/13～3/28） 

 

【集計結果全体】 

①あなたは選手ですか、保護者ですか 685 件の回答 

選手 239 

保護者 446 

 

②あなたの性別を教えてください 681 件の回答 

男 273 

女 408 

 

③所属しているカテゴリーはどこですか 682 件の回答 

ミニ 280 

中学（U15 クラブを含む） 105 

高校（U18 クラブを含む） 200 

大学 26 

専門学校 1 

社会人 70 

 

④チームの所属している地区を教えてください 679 件の回答 

川崎 90 

横浜 265 

横須賀 80 

湘南 72 

平塚 27 

小田原 30 

北相 115 

 

⑤今年４月から今までに活動中、体罰はありましたか 676 件の回答 

あった 137 

なかった 539 

  



⑥どのような体罰がありましたか（複数選択可）147 件の回答 

なぐる 33 

ける 35 

たたく（ビンタ） 38 

なげる 16 

髪（かみ）の毛をつかむ 22 

耳をつかむ 20 

物やボールをなげる 75 

その他 85 

 

⑦体罰は何回くらいありましたか。147 件の回答 

１回 13 

２～４回 52 

５～１０回 15 

１０回以上 67 

 

⑧体罰を止めるように言えましたか。161 件の回答 

言えた 25 

言えなかった 136 

 

⑨今年４月から今までに活動中、暴言を吐（は）かれましたか。575 件の回答 

吐（は）かれた 284 

吐（は）かれていない 291 

 

⑩どのようなが暴言ありましたか（複数選択可）292 件の回答 

ばか 158 

死ね 35 

消えろ 57 

その他 251 

 

  



⑪暴言は何回くらいありましたか。291 件の回答 

１回 8 

２～４回 33 

５～１０回 43 

１０回以上 207 

 

⑫今年４月から今までにパワーハラスメント（監督、コーチなど上下関係を利用してのいじめ、無視など）

はありましたか。631 件の回答 

あった 219 

なかった 412 

 

⑬今年４月から今までに今までにモラルハラスメント（同級生や選手間でのいじめ、無視など）はありまし

たか。637 件の回答 

あった 146 

なかった 491 

 

⑭そのほかに伝えたいことがあれば記述してください。177 件の回答 

 

【カテゴリー別集計】 

〇ミニ総数 281 

選手 12 保護者 269 

体罰があった 5 体罰があった 59 

暴言を吐かれた 6 暴言を吐かれた 131 

暴言が１０回以上  6 暴言が１０回以上  103 

 

〇中学総数 97    

選手 25 保護者 84 

体罰があった 6 体罰があった 19 

暴言を吐かれた 13 暴言を吐かれた 40 

暴言が１０回以上  8 暴言が１０回以上  27 

 

  



〇高校総数 202    

選手 113 保護者 89 

体罰があった 27 体罰があった 23 

暴言を吐かれた 53 暴言を吐かれた 40 

暴言が１０回以上  36 暴言が１０回以上  30 

 

〇社会人・学生 総数 97   

社会人選手 71 学生選手 29 

体罰があった 0 体罰があった 2 

暴言を吐かれた 3 暴言を吐かれた 5 

暴言が１０回以上  2 暴言が１０回以上  1 

 

【伝えたいこと抜粋】(個人名、チーム名は記載していません) 

〇ミニ 

 (選手) 

・他のコーチがいても誰も助けてくれない。 

・暴言がひどすぎる。他にも精神的苦痛を感じてミニバスに来れない人もいる。 

・何をやってもコーチに怒鳴られる。練習に行ってもストレスでしかない。 

 （保護者） 

・監督から子供達に対しての指導と言う名目の暴言が多すぎます。時代錯誤もいいところ。 

・子ども健全な発達に寄り添わない指導者が多いことが残念で仕方がありません。 

・「監督」という立場を利用して、子供という弱者を気分でいじめています。 

・お昼中に外食に行き飲酒。その後、必要以上に普段より増して子供たちに絡んで怒ったり、女子へ

抱きつくなどのセクハラ。 

・怒鳴って罵倒しまくれば子どもは言うことを聞く！という指導は大間違い。 

・コーチからは一個人として見て貰えず誰かと比較され、「下手くそ、センスないな、辞めちまえ、お前

はボールを触るな、人数が居ないから仕方なく出してるだけだ」など、他にも暴言は日常的に言われます。 

・指導者の中に保護者を召使いのように扱う人がいる。モラルの面もきちんとして言ってほしい。 

・なんだその反抗的な顔は！鏡で自分の顔見てこい！最低の顔だ！などと言います。 

・上の人たちも見て見ぬ振りをしている。口頭注意だけで、それ以上の事はしてくれません。 

・指導には感謝しています。ただ、言葉の暴力やずっと立たせたままなど、いわゆる昔ながらの指導に

は疑問を感じます。 

・大会前に怪我をして罵倒された。 

・ミニバスは楽しめる所ではなかった。萎縮している。けなして追い込んで、それで出来る子とそうでな

い子がいるのに、そうでない子は何年やってんだよ。そんなのもわかんねーのかよ。話し聞いてないから

だ。帰る。と言ってかえってしまった事も多々あり。子供より子供過ぎて呆れる。 

・ただアンケートをとるだけではなく、本当に改善される方向にしていただきたいと切に願います。 

  



・具体的な指導をせずに自分の思い通りにならないと人格を否定するような発言（お前は末期癌だか

らどうしょうもない、へたくそで弱虫だから駄目だ等）を行っております。選手が常に指導者の顔色を窺っ

ており伸び伸び楽しくプレーできず委縮してます。 

・指導者が選手に対する罵詈雑言が酷くて聞くに耐えられない状況です。ミスをした選手に対しては練

習をさせず、練習中ずっと体育館の入り口に立たされたりしております。試合中も常に選手の批判と暴

言ばかりです。 

・次何かあったら、警察にすぐに通報したいと思っています。 

・今後はチーム間移籍を認めて、父母会・指導者も選ばれるようなチーム作りを目指してレベルアップ

してほしいです。 

・チーム間移籍を認めて欲しい。指導者の良し悪しで辞めたくても辞めれないのは困る。 

・パワーハラスメントがひどいと思います。無視をしたり、試合結果がきにいらなくて、4時間走らせたこ

ともあります。 

・日常的に暴力暴言がありました。その監督をいまだにかばっている保護者がいます。ありえない事だ

と思います。 

・移籍ができないから我慢している。移籍ができないのが暴力、パワハラ等が無くならない一番の理

由。もっと連盟は考えて欲しい。 

・練習、試合に限らず常に暴言、指導の一貫性の無さに子供が振り回されており、子供がバスケ嫌い

になりそうで不安です。 

・試合中、対戦相手のチームコーチなどの暴言の方が非常に気になります。 

・権力がある方の横柄な態度も度を超えると如何なものかと思います。 

・馬鹿野郎や帰れ、辞めちまえ！などは当たり前に言われてます。クラブチームでも無いのに、お前は

クビだ！と言ってる時もあります。今の子供は、怒鳴りつけて凹ませても奮起する昭和の子供達とは違

いますので、もっと励ましながら気持ちを盛り上げて戦いに挑ませていく方が良いかと思いますが、年齢

的なものがありどうしても怒鳴ってしまう様です。試合中に呼びつける行為は、相手チームにも失礼だし、

選手本人の気持ちが折れることにしか繋がらないと思います。指導者も人間ですからその時その時の

感情があるのは理解しています。ですが、指導者という立場的なことを考えて、相手は小学生なのだか

ら言い方に気をつけて欲しいと常々思っております。楽しい事だけでは試合に勝っていけないのも分かり

ますが、初心に返って言葉使いを改善していただけたら良いなと思います。まずは怒鳴るのを止めても

らいたいです。 

・子供たちが楽しく真剣にバスケットボールに向き合っていけることを願っております。 

・コーチのパワハラは酷いです。お願いです、助けてください。 

・バスケ大好きな子供がやりたくないと言うようになってきてます。口を開けば暴言しかありません。 

・小学生に対して指導が厳しすぎる。中学はバスケをやりたくないとのこと。 

・指導方法が古すぎる。時代に合った指導はどうなのか。練習をみていて、コーチからの言葉が親にと

って心に突き刺さり辛いことが多々あります。 

・試合中、選手達が萎縮するような暴言は頻繁に見られる。 

・プレーに対する指示はありがたいが、個人を否定するような言い方は気を付けて欲しい。 

・コーチが感情的になりやすく暴言が酷い。子どもが指示通りに動けないと、｢バカなの？おまえら脳

み空っぽなんじゃない？｣、時々死ねとも言われる事もあると子どもが話していた。 



・指導者は身内だけでなく、部外者にも常に見られている意識を持ち、指導者としてふさわしい振る舞

いをしてもらいたい。 

・ある日の練習に参加したところ、選手一人ずつ、指導者に自分の駄目な所と課題を伝えに行くという

事が課されていた。指導者は子どもが話をしに行っても足を組みスマホをいじりながら目を合わせず威

圧的な態度で座っており、勇気を出して子どもが話し始めても「はあ？」「何が？」などという声がけで応

じていた。泣いている子も沢山いた。 

・小学生の子に対して、否定的な言動、失敗した事を攻め続ける、お前は出来ない、お前のせいで負

けた、お前の代わりはいくらでもいる、もういらない、バカなど。試合で失敗すると試合に出さない、理由

も言わない、話しかけもしない、しまいには子供は萎縮して自信をなくし、体調を崩し、頭痛や腹痛、夜寝

てる時夢を見て泣いて起きる。などありました。 

・コーチに関しては 見本となって挨拶をするべきなのに 誰とも目も合わすことも話す事もしません さ

らには 壁に寄りかかりポケットに手を突っ込んで教えています。 子供達のバスケとプレイヤーとしての

将来は小学生の頃の基礎から成り立つと思います。 

・益子直美さんが監督とコーチは選手を怒らないというルールの小学生のバレーボール大会を開催し

ていると聞きました。素晴らしい取り組みです。ミニバスでも出来ないでしょうか。子供がミニバスを始め

た当初、他チームも含め、指導者の怒鳴り声に耳を疑いました。今の時代にそぐわない、悪しき慣習で

す。 

・ミニの指導者の質が気になります。クラブチームとの練習試合や有料のクリニック等に行くと、指導

者の言動が全く違うことがよくわかり、複雑な気持ちになります。 

・本当にミニバスの監督から子供達への暴言は酷いです。見ていて吐き気がします。ボランティアなの

で保護者もなかなか意見出来ないようで。監査する部署を作って欲しいです。私はプレイヤーでもあり保

護者でもあり、指導もしております。現状が残念過ぎてどうにかしたいです。 

・兄弟は別のスポーツやってましたがミニバスの指導者のモラルのなさに驚きました。ミニバスに魅力

を全く感じません。 

・ミニのコーチはどのチームも威圧的で感情的でひどい。子供たちはまだまだ精神的にも未熟なのに

人格を潰す気なのかと思う。 

・「友情、微笑み、フェアプレー」とはなんなのか？子供達が、バスケが嫌いになってしまうのでは？ 

・父親コーチの自身の子供への指導中の暴力があります。蹴る、つき押す、暴言。他の選手にはあり

ませんが、その現場を目の当たりにし萎縮していました。『俺は怖いんだからみんな言うこと聞けよ。』と

いうような無言の圧力を感じました。又、自分の子供に怒って何が悪いという様子でした。 

・どこの試合会場に行っても、指導者の暴言を聞かないことはありません。子供たちのために状況の

改善を求めます。 

・監督の暴言が酷すぎて子供達が萎縮してしまい楽しくバスケットボールが出来てない。監督自身、バ

スケットボールの経験がない事から指導についても、まったく利にかなってない上、保護者は指導に口を

出すなと。ミニの年代はチームも選べ無いことも影響しているのでしょうか？私自身、社会人チームの責

任者及び指導者の登録をしており県協会から指導についての注意が出ているのも知ってますが、その

通知が出た後も何も変わらないのは、暴言を吐こうが暴力を振るおうがバレないと思ってるようにしか思

えない。コーチライセンスの剥奪等の処分も検討をしていただきたい。 

・ミニバスの移籍問題を見直ししてほしい 



・精神的にダメージが強くエスカレートしてきています。 

・過去にパワハラ、モラハラを連盟に訴えた保護者がいた事により、チーム内の苦情は連盟に訴えて

はいけないときつく口止めされた。その約束を守らず連盟に訴えた保護者は指導者、チーム内の一部の

保護者に約束違反だと厳しく責められた。 

・ただの保護者が勘違いしてコーチをやっていい気になっている。バスケの技術、指導力、人としても

低レベルな奴に何を指導できるのか？小学生への指導はもちろん、せっかくコーチとして入ってくれた大

人にも審判を「いい加減覚えろ」など言ってしまう。ボランティアとはいえ自分が望んでコーチになったの

ならバスケの指導面も小学生の精神衛生面も考えてもらいたい。ミスをした子どもはバカにしたように怒

鳴る、上手な子にはダメ出しばかりの罵倒。コーチを見ていると、BASKETBALL の B は BAKA の B！と

言われても仕方ないと思ってしまう。わが子がそんな BAKA なスポーツを好きになってしまった事が残念

でならない！協会に相談窓口がある？そんなの知ってる人いるのか？なぜバスケ界はこんなに心の汚

い大人がいるのか？そんな奴がコーチしていると心の汚い子どもが増える。そんな奴しかコーチをやら

ない過酷なものなのか？保護者と不倫しているコーチ殿、不倫相手の子どもを贔しているが、チームの

小学生にもバレてますよ～。ライセンスは、講習を受けたら取得出来るそうですね？いいのですか？そ

んな簡単に取得させてしまって…そうやって勘違いコーチを産み出しているのは協会なのではないです

か？ばか、頭わりーな、バスケわかってねーな等々…コーチへそのまま怒鳴り返してやりたい言葉だ。ミ

ニバス卒業まで残りわずか…このわずかな時間をわが子は我慢出来るのか、私たち親がコーチを罵倒

して退団することになるのか。近隣校枠のせいで苦しめられた 6 年間だった。この先近隣校枠がなくなる

のならば、それはそれで不愉快極まりない！小学生をバカにするな！ 

・幸い体罰やいじめ等の問題には直面しておりませんが、全く逆の立ち位置で不適切な指導と感じて

いるのでアンケートに投稿させていただいております。それはチームの移籍ができないこと。指導方針等

に不満があっても移籍のできないミニバスのルールは即効改善すべきであると考えます。挨拶一つでき

るようにならない子供たちを見て痛感しています。指導者を選べない、指導者が現行のルールに守られ

精進しない環境こそ他の体罰問題にも関わる重大な問題と考えます。移籍が可能になれば無能な指導

者は淘汰されるはず。ご一考ください。 

・火曜日木曜日土曜日 21 時までの練習なので、そこから片付けて、挨拶して帰り、それから夕飯作っ

てたべて、お風呂入って宿題やって、明日の準備するといつも 23 時に小学生が寝てる。帰りたくてもみ

んなが帰らないので言えない。試合に出してもらえなくなるから。 

・問題となっているコーチが改善することなく指導を続けているのが現状です。教育者でもなければ、

これまで道を外れたことしてきた人間がバスケを指導できても、心も含めた教育的な指導が行えるので

しょうか。コーチライセンスも中途半端に技術指導するのではなく、年代に合わせた指導を提唱するべき

だと思います。人間性が終わっている指導者が地区には多いです。 

・笑顔、ほほえみ、フェアプレイ？ミニバスの現状はほど遠いと思います。コーチとしての資質に疑問を

抱きながら、そんな人間に罵倒されまくるわが子たち、間もなくミニバスを卒業しますが、12 歳の傷つい

た心はこの先癒えるのだろうか？コーチはミニバスを自分のストレス発散場所にしているだけではない

か？コーチ自身の指導力の低さには本人は気付いてないようだが、「頭わりーな、下手くそ、バスケわか

ってねーな」こんな事ばかり言われて、子どもは上達するのでしょうか？萎縮してしまうのではないでしょ

うか？ケガに対する知識のないコーチでも大丈夫なのですか？ケガをした子どもを罵倒する。大袈裟

だ！痛がりだ！弱虫！こんな言葉ばかり吐き捨てて、子ども達の心が傷付くとは考えないのでしょう



か？わがチームのメインコーチはテーピングも巻けませんよ。応急処置なんて出来ませんよ。お陰さま

で大怪我するようなハードなメニューもないので練習中のケガはほとんどないですが。ボランティアでコ

ーチをしてもらうような活動は廃止し、全てスクールにし月謝制のチームになることで、コーチの質もある

程度上がり暴言、体罰などはなくなるのではないでしょうか？私は月謝を払ってでも子どもに良い環境で

良いコーチの元で、子どもが好きなバスケを楽しめる方を望みたかった。こんなコーチの元では、やはり

子ども達にも思いやり、優しさは育ちませんね。自分より弱い子をバカにする、優しく教えるのではなくき

つく偉そうに言う。そういう子が増えてしまうのも残念ながら納得ですよね。その結果ミニバスやってる子

は性格悪いと言われてしまう。公式戦でもベンチから狂ったように怒鳴りまくるコーチに、他のチームのコ

ーチや審判は注意出来ないのでしょうか？他チームのことには関わりたくないのですか？バカが始まっ

た～と笑ってるだけですよね？私たち保護者はどこへ訴えるべきか、警察なのか？大きなストレスを感じ

ながら過ごしています。そしてまた週末はミニバスだ…親子で耐えよう！と言い合って練習へ向かう私た

ちは…残りわずかで卒業しますが、ミニバスに良い思い出は全くありません。移籍できなかった、移籍す

る勇気がなかった事に後悔しかありません。ミニバスってサッカー、野球よりめんどくさいらしいよ…と聞

いた 6年前の友人からのアドバイスの通りでした。今後、このようなアンケートでチーム名、コーチの実名

を調査するような機会がありましたらぜひ回答させていただきます。ミニバス、バスケ界の評判がこれ以

上悪くなりませんように！そして未来ある子ども達がコーチとしても人間としても尊敬できる大人と出会え

ますように期待します！ 

・飲酒をしての子供達への罵声。保護者へのセクハラ。食事代を出させる。 

・例えば、試合会場として小学校の体育館を使用する際、全ての場合で保護者が準備した椅子に踏

ん反り返って座り、机には保護者が準備した飲物等をひろげ試合を眺めている。選手は屋外に追いやら

れ待機等を強いられる。即刻、ステージ上を選手や保護者、関心のある児童等に明け渡し、バスケット

ボールの発展に寄与されたい。 

・指導者が選手、保護者に怒鳴る。協会の目的に反していると考える。勘違いも甚だしい。主役は選

手・保護者であり、決して指導者ではない。協会は目的達成のためにこういう指導者を追放し、常に低姿

勢を貫くべきと考える。 

・指導者のモラル欠如が甚だしい。所構わず保護者へのセクハラが横行している。子供が見ている目

の前で、尻、胸を触るなどの行為を繰り返している。セクハラされている保護者が気の毒でならない。更

には保護者(母親)のズボンを無理やり脱がそうとする。本人はふざけているつもりなのだろうが、立派な

ハラスメントだ。ハラスメントを受けた保護者は家庭で子供に何と説明しているのだろうかと思うと、切な

すぎる。また、アルコールの問題も横行している。指導者が練習、試合、関係なく昼食時にアルコールを

摂取している。飲酒後に呂律の回らない口調で部員、保護者へ高圧的な態度で接しているのを見ると、

人格を疑ってしまう。指導者という立場を自覚しているのだろうか。こんな状況でも、子供にバスケを習わ

せたいと思う保護者は、我慢してミニバスに通わせているが、他に選択肢は無いのかと常々考えている。

まともな考えを持った指導者の基で我が子を指導して欲しいと熱望している。いったい、どのチームに通

わせれば、真っ当な指導者にバスケを指導してもらえるのか、私たち保護者にはわからない。私たち保

護者が指導者を信頼出来ていないという状況が、歪な関係を作り上げている。 

  



・選手・保護者は、協会が養成、育成した指導者に、気分次第で怒鳴られたり、使われてたりするのは

大きな間違い。協会がそれを容認しているのであれば直ちに考えを改めるべき。尊重すべきは選手・保

護者の意向であり、決して指導者ではない。選手・保護者等による通報により、指導者・審判員の追放す

る制度を確立されたい。 

・ミニバスという心身ともに未熟な年齢層を指導するには、あまりにも練習方法やメンタル面で勉強不

足などによる不適切な指導をする監督·コーチが多いと感じます。団、指導者を選べない環境が様々なハ

ラスメントの温床になっているのではないでしょうか。熱意やプライドのない指導、レベルの高すぎる言葉

での指導、子どもだから適当な指導でもわからないだろう、など個々の子どもの身の丈にあっていない

指導やアドバイスがなされる事が、子どもにとってはとてもストレスになり悩んだり苦しむ原因になってい

ます。それを言えない指導者と子ども(その保護者)の関係もあります。指導者がボランティアだからでし

ょうか。環境(所属する団)を選べればバスケを好きでいられる子が沢山いるのも事実です。ミニバスはバ

スケへの入り口。どんな子もその入り口でバスケを楽しめなければバスケ嫌いな子が増えるだけで、将

来のバスケ界にプラスはありません。子ども自身が自分が居たいミニバスチームを常に選べる日が早く

来て欲しいです。 

・選抜選考にかけられる際、あの子は言うこと聞かないから選ばないで下さいと指導者から協会、連

盟の人に言いきちんとした選考がされなかった。指導者の個人的感情で、またそれを信じてきちんとした

選考を行わなかった協会、連盟の人達はこのままその立場で良いのか？きちんと判断できる人間が必

要ではないかと思う。 

・学区による所属チームの限定化は即刻廃止されたい。志望者の囲い込みは指導者があぐらをかく

原因。志望者に自由がもたらされれば不良な指導者の指導機会が減少し淘汰に向かうと考える。会場と

なる小学校が示す所属児童の割合は、児童の減少と生涯スポーツの推進の観点等から、安全面や所

属児童が当該小学校を使用する機会が大幅に損なわれることはないと考えるため、貴会目的達成のた

め、関係機関との交渉、調整にあたられたい。 

・学区によるチーム選択の限定は、廃止されたい。指導者がでかい面をされるのが不愉快。 

・学区でチームが限定されることをやめてほしい。児童に自由な機会がなければ業界の発展はない。

限定化廃止の動きが遅ければ、児童の貴重な時間は奪われ、質の悪い指導者により、児童への良質で

健全な普及啓発の機会は奪われる。喫緊の課題として貴会にあっては取り組まれたい。 

・指導者による利己的で高慢な指導をする方がほとんど。他の業界を見渡してもこれほどの発生率は

ない。即刻追放されたい 

・指導者の語調、言質、性格がとにかく悪い。 

・指導力不足を棚に上げ他の所為にする方がとにかく多い。責任を取れない姿勢は貴会による過去

からの指導の賜物か、バスケットボールというスポーツの特性によるものか。今すぐ指導者を追放して下

さい 

・トラベリングについて、ミニでは違反で高校では違反ではないことが、ウィンターカップを見てもわかる。

審判はどこをみているのか。協会は統一的な適用を謳っても、現場では曖昧になっている。これでは普

及しない。審判の質向上を求める 

・児童、保護者は屋外で待機、指導者は小学校の体育館のステージ等で暖をとりながら、椅子に踏ん

反り返って待機。児童、保護者ファーストを求め、指導者の屋内、ステージ等からの追放を求める 

  



・例えば 9 時から 17 時までというような長時間の練習または断続的な試合、TO の禁止を求める。児

童の体力、集中力は長続きしない。所属地区にはそのような長時間活動を強いるチームがある。疲れた

体には免疫力も低下し体調を崩しやすい。 

・児童の拘束時間は多くても半日するよう求める。平日も忙しく過ごす児童には息抜きが必要。休みの

日に指導者に理不尽に怒鳴られるのも悲惨。練習等の時間が指導者の都合で長時間に設定されてい

る。貴会統一方針で長時間拘束を禁止されたい 

・いい加減に小学校体育館のステージ上等の空間を児童、保護者に明け渡せ。指導者の利己的な姿

勢には辟易する。冬場、児童が屋外で待機をさせられるのはどう考えても筋違い。児童や保護者の健康

維持を第一に考えよ 

・試合等が終了し用無しの児童、保護者に対し指導者が指導者自身の用が済むまで、児童、保護者

の待機を求めてきた。一人で帰れないのか。長時間付き合わされる身にもなってみろ。低学年は試合に

も出れずただ付き合わされるだけ。児童優先を強く求める 

・子供は人質ですか？仕返しは子供に行きます。保護者は何も言えません。セクハラ酷いです。抱き

ついてきたり、お尻や胸、足を触る。他の保護者が見てる前で堂々とやります。保護者はホステスではあ

りません。虫唾が走ります。 

・吐いても走るのを辞めさせてはくれない。夏は水分を取らせてもくれなかった。 

・所属チームの指導者は穏やかな方でしたので、6 年間のびのびとプレーすることができました。しか

し、○○地区 U-12 の指導者は暴言で有名な方でした。親子で練習の意義を感じることができず、練習

にはあまり参加することができませんでした。連盟には、指導者個々の質についてよく知っていただき、

適切な采配をしていただきたいと思います。 

・大きな男性に上から理不尽に、耳を疑うような暴言を吐かれ、耳元で笛を吹かれ、恐怖しかなかった

ようです。チームメイトがひどい目に合ってるのを見せるのも虐待です。子どもは、チームを辞めてしまい

ました。移籍できない今のルールでは、心ないコーチのいる学区の 4 校の子どもたちの可能性を、バス

ケットボール協会は放棄したと同じではないでしょうか。指導者たち馴れ合い、暴言を許容する雰囲気も

あり、内部での是正は不可能に思います。 

・試合中に、ミスをした 1 人を標的にし、お前がやるから負けるんだ状態が続き、本人たちはやる気を

削がれ、やらなくなる 

・先日、地域の交流戦に参加させて頂きました。他のチームの女子高生コーチについて、どちらへご

相談したら良いのかわからず、こちらにコメントさせて頂きます。上半身の下着を着用されてると思うので

すが先日は私服の際も審判着の際も胸がはっきりと見える状態でした。他チームの子供たちも噂してお

りました。保護者間でも噂になっておりました。健全なはずのミニバス活動の中で、コーチの着用してい

る物があまりにも無頓着でとても不快な気分になりました。そのチームには女性コーチは 1 人と聞きまし

た。思春期を迎える子供たちの活動の中で、あまりにもコーチとしての意識の無さ、女性としての意識の

無さに愕然とさせられました。暴言、暴力だけ止まらず指導者としての身だしなみも必要であると強く感じ

ております。もちろん素晴らしく私どもが考える理想のコーチもたくさんおられますが、一部のダメコーチ

はミニバス協会から追放されるべきだと考えます。 

  



・ミニバスの試合で、敗戦後「おまえのせいで負けた」とチームメイトの面前で罵られ、翌日の試合から

しばらく出場の機会をはく奪された子がいました。子供も親も辛く相当苦しんでいましたがひたすら耐え

るほか手立てがありませんでした。普段の練習量も多く、土日祝日は朝から丸一日、平日も夜 9 時過ぎ

まで練習があったり、対外試合等の遠征もとても多いです。コーチ陣への過度な練習時間等の改善要

望は一切できませんでした。意見をすると、虐げられ子ども親も出場機会を失い、不利益を被ることにな

るからです。精神的につらい子供も多かったと思います。完全に勝利至上主義のチームになってしまい、

卒業まで何とか耐えるだけになりました。卒業後はもうやりたくないといっているそうです。今回このよう

な意見を申し出る機会を設けていただきありがとうございました。 

・昨年８月でミニバスをやめた保護者です。なので統計に入れられないのではないかと思いますが、ア

ンケートさせていただきました。アップの練習でまじめにやってないからと、午前中いっぱいずっと体育館

隅でストレッチのみ。殴るや蹴るはないですが、こういうのも体罰になりませんか？また、見込みがある

子、返事がしっかりしている子は念入りに教え、そうでない子との差は激しい。１年たってもまともな練習

をさせてもらえない子もいた。本年度中でないが、練習試合の日の昼食時に飲酒をする。負けるとまじめ

に練習していない子供のせいにする。黙認されないよう、もっとわかりやすく訴えれる場所があればいい

と思います。 

・チーム内で監督が聖教新聞の勧誘を費用は監督が持つからと言って勧誘していました。歴代でも同

様のことがあったようで、断ると態度が一変したようです。また、役員は例年新聞を取ってもらっていると

言って知らない人は鵜呑みにして受けてしまっているようです。 

 

〇中学 

 （選手） 

 ・親から何か言うと、暴言のターゲットが自分になるので、親には先生には言わないで言ってある。 

 ・お前が出てるから、負けたと言われた。先生に伝えたが、本人からの謝罪は全くなかった。 

 （保護者） 

 ・中学の顧問の体罰（言葉中心）で娘はバスケットを続けることができなくなりました。何も変わらない団

体にはうんざりです。 

 ・最近の北相は体罰が減った分、親として聞いてて心が痛む暴言はたくさんあります この機会に協会

の方には体罰暴言を止めるよう指導していただきたいです。 

 ・熱血が行き過ぎ、センターの指導でみぞおちにパンチして、もう立てないのか、必要ない帰れ、親には

言うなと口止めをされた。うちの子供には「お前は最後の大会を怪我で出なかったのは根性がないから

だ。出ようと思えば出たはずだ。お前なんかもともとチームのメンバーではない。」など１時間に亘り説教

をされ、泣き続けて反論すらできず、学業に集中できず支障をきたしています。 

 ・今年の夏にあまりにひどかったので校長先生や教育委員会に相談をしましたが改善はされることなく、

３年生の最後の試合においてはほとんど無視をされていました。このままなかったことにされ、自分たち

の行動を省みることなく、後輩たちが同じようにひどい仕打ちを受けているのを黙ってみていることしかで

きないのが無念でなりません。 

  

  



・気に入らない子どもを無視をしたり、『おまえには部活をやる資格がない』『おまえのせいで負けた』など、

心無い言葉を浴びせてきました。指導者である前に、教育者にもかかわらず、そのような言葉を使い、子

ども達を萎縮させています。いけないことをしたのであればしっかり叱って頂いても構わないけれど、人

格否定までされる覚えはないです。 

 ・練習試合先で他チームの顧問がチームの生徒に詰め寄り強い口調で女生徒に指導していた。その

内容は人間否定するような暴言も多数含まれていた。 

 ・複数の先生に、娘含め複数の生徒が、辞めちまえ、いらないなどと大声で試合中に怒鳴られていま

す。 

 ・クラブチームの指導者は子供の成長を助けて頂けると実感しました。 

 ・大会等でも暴言を吐いている指導者が本当に多いので、何とか改善出来ないものでしょうか… 

 ・子供の話を全く聞いてもらえず、疑問を質問すれば反抗と捉えられ指導もされず、練習試合すらまと

もに出してもらえない状況で精神的に病んでしまう所まで行ってしまう状況でした。知識がない学校教員

が顧問をする事に疑問を感じざるを得ない一年でした。 

 ・忙しいのはわかりますが子供達が何かを聞くと忙しいと怒ったりするのは違うと思うです。 

 ・バスケに力を入れてる中学校の為 監督が越境を勧める。現に越境の生徒は部活の 1/3 在籍。中学

校の部活動なのに下手な子供には入部を渋る。 

 ・指導者の感情や指導の伴わない暴言などの元で部活を続けていかなくてはいけない子供がいること。

指導者としての人格、指導力の向上を希望します。 

・ミニバスも中学もある程度の学区内で選択できたらいいなと思います。神奈川はクラブチームも少なく

ユースの状態などを考えると他県に比べて諸々遅れていると感じます。U15 のリーグ戦など新たな取り

組みはみられますが参加状況や内容をみると形だけになっているようでした。 

・コーチは自分の娘がいる時イジメがありながらコーチをし自分の娘を贔屓し私の娘はイジメに耐えきれ

ず学校も休みがちに、ストレスで中学時代はずっと病院に通っていた、それなのにまだコーチをしてると

は有り得ない 

・。体罰こそないものの子供への暴言は本当に酷いです。遠征先から帰れと行ったり、練習中見学もさ

せず別の場所に一日いさせる等、教育者がやることでしょうか。うざい、消えろ等自分より弱い立場に言

うのは弱いものいじめ、パワハラです。子供を預けてる以上、親は無力です。このアンケートで是非顧問

の実態を知って頂きたいと思います。 

・娘はいい加減な顧問に耐え切れず引退試合直前に辞めることになりましたが、顧問、チームメイト、誰

にもなぜ辞めるのか？さえ、聞いてもらえませんでした。しかも、娘は泣きながら辞めたのに、校長は詳

しい経緯を他の保護者に伝えず、娘が弱かったことになりました。納得いかずに教育委員会からも指導

するように依頼しましたが、7 月 7 日、9 月 25 日に話をする準備をしている、と、言われただけで 7 ヶ月

何も連絡ありません。このまま何も対応せずに卒業させるのでしょう。その状況をぜひ公表して欲しいで

す。何が問題なのかは記録、録音は出来ています 

・いい指導者にめぐりあえているのかもしれませんが、選手目線での対応をしていると感じます。ただし

練習が基本的なものやドリルを実施する際は単純な練習はつまらないためやらないことは練習を中止し

背景を伝えているようです。丁寧な分物足りない点がありますが、結果ではなく選手の次のステージでも

バスケができる雰囲気でいます。もちろん、OB/OG も積極的に訪問し支援している。そういう活動にでき

ることを切に願います。 



〇高校 

 （選手） 

 ・胸ぐらをつかまれ、恫喝された、下手くそ、帰れ、辞めろ等、毎日言われ、ぶかつへ行くのが苦痛。 

 ・試合中とかタイムアウトおよびピリオド終わりに調子が悪いと暴言をはかれる。バカなど。 

 ・私のようにいじめで精神疾患になり、高校バスケを諦めた人間がいることをわかってほしいです。 

 ・休みが少なく遠征が多いため交通費がかかりすぎて困ってます。 

 ・とても尊敬できる先生で感謝してます。 

 ・部活を辞めたいのに辞めさせてもらえない。 

 ・自分がされたんじゃなくて女バスの先生が自分が嫌いな子を必要以上に精神的に干していた。見て

る方がいやな気持ちになった。 

 ・先生部活に来ないから自分が頑張ってる姿見てもらえない上に試合も出させて貰えません。 

 ・オープンキャンパスで練習を休むと伝えたらどうせ受からないから行く意味ないと言われた。僕自身

教師の暴言などのストレスの影響で部活を辞めました。 

 ・嫌だったが、坊主にさせられた。 

 ・外部コーチの一昔前の固定概念に捕われた暴言がとまらず苦悩しています。 

（保護者） 

 ・パワハラ等があった場合、どこにどうやって伝えればいいのかが分からないまま時間が過ぎてしまっ

たことが何度もありました。具体的にどうすればいいのかをホームページのわかりやすい所に載せてほ

しいです。顧問がもし県内の有力者だった場合揉み消されたりするのではないかという噂もあとをたちま

せん。協会側が子供の味方だと言うスタンスを全面に出してください。 

 ・遠征の際、昼食時に別行動を取り、飲酒してそのあと指導している顧問がいます。そのため暴言を吐

き、胸ぐらをつかみ、突き飛ばしていました。 

 ・胸ぐらをつかんで突き放す、胸ぐらを突き飛ばすのは体罰ですか？もはや体罰の定義がわかりませ

ん。 

 ・このアンケートを取って、結果をどのように顧問の方々に伝えるのですか？暴言、体罰もどき、飲酒を

している顧問に、その結果はあまり意味が無いのではないかと思います。もっと具体的に、直接どこに相

談すればいいのかを生徒、保護者側に示してください。このままでは子ども達が壊れてしまいます。 

 ・あからさまな体罰ではなく、計算してギリギリの事をしてくる顧問がいるということもあるのです。本当

にあることです。対策をよろしくお願い致します。 

 ・試合に出さないと脅迫したり指導者の好き嫌いで選抜に出したり出さなかったり指導者の権力を使っ

ての対応が多すぎる。非常に残念です。 

 ・全然練習に出てこないくせにやってるアピールが酷く、人の意見を全く聞かない。 

 ・何故か、バスケットボールに関係する人は、指導者も選手も保護者も教員も観客も、興奮しやすく、言

葉が荒れる傾向にある。熱くなっていることを否定しないが、それを周囲が見ていて、誤解をされること

がとても目立つ。 

 ・厳しい指導(能力の向上)と生活面の指導(礼儀、敬う誠心、道具を大切にする心など) 親以上に親身

に怒るタイミング・誉めるタイミングを見極めて下さって、感謝している。 

 ・負けた試合後に俺の時間を返せ、明日から指導しない、お前たちの顔見なくてせいせいする等暴言、

胸ぐらをつかんでの恫喝等、日常茶飯事そこに信頼関係は築けないと思います。 



 ・バスケ部顧問から毎日暴言を吐かれ耐えられなくなり 11月より、部活に出ていない。 

 ・スポーツする前に、人であってほしい。 

 ・ミニバスや高校の試合を見に行くと、暴言を吐く指導者をよく見かけます。協会の役員もその場で聞

いているのに変わりません。指導者を指導できるような体制を構築した方が良いと思います。被害者は

弱いので報復を恐れて我慢するしかありません。 

・中間結果が出ましたが、顧問や指導者にどのようにしてこの結果は周知されるのでしょうか。間違いな

く懲戒免職相当の顧問ですが、辞めさせたくない場合、ただ子供たちに謝罪し、出直して欲しい場合も協

会に連絡していいのでしょうか。 

・このアンケートは指導者 1 人 1 人にも必要ではありませんか？試合会場で他校の体罰、暴言を目にし

ても何も対応しない（教師同士の上下関係や同期同士の馴れ合いなどで）方ばかりで驚きます。匿名で

同じアンケートを行って公表して頂きたいと思います。 

・公立高校の部活なので、学業が優先だと思いますが、定期テストなどに関係なく練習を優先させるの

は止めて欲しい。下校時間も守られず、朝練習もほぼ毎日。バスケ以外はしなくても良いのか？高校生

はプロアスリートではありません。こんなことをしているのは学校ではバスケ部だけです。土日も全て部

活の為、検定試験なども受けられません。休むとかなりしつこく説教されるそうです。本人はバスケをす

る場が部活しかない為、部活に振り回されても続けています。 

・今は静かですが、以前は完全なパワハラがありました。暴言どころか人として全否定され、練習には参

加させてもらえず、説教は酷いときは 3 時間。試合に負けた罰則として、校外 40 周程走らないと練習し

てはいけない、自分が担任である学年の前では何もなかったかのように演技をしろ！など、数え切れな

いほどの事をさらました。娘の学年の全員が同じ事をされ、毎日泣きながら帰宅する日々。最悪な事態

（自殺）になる前になんとかしないと…と、先生に話をしましたが聞き入れてもらえず。結局、全員やめる

ことにしました。子供達は大好きなバスケが続けられないなら我慢すると話したこともありましたが、最後

は「限界」と。保護者の方々私達が話をしても聞く耳持ちません。他学校の保護者や選手が試合会場で

その様子をみていて「教育委員会へ訴えるべき」とまで言ってくれたほどです。辞めた今でも絶対に許せ

ない出来事です。 

・女性の顧問が、自分に媚びる人にだけ優しい。お気に入りの子のみ露骨なひいき、かばいがひどい。

同じことしても自分のお気に入りだと怒らない。気に入らないと何かしら理由をこじつけて試合に出さない。

そしてヒステリックのため、みんなが顔色見て意見も言えず、部活どころじゃない。気を使いながら部活し

てる。 

  

【まとめ・今後の取り組み】 

 今回のアンケートにより、バスケットボールを楽しく伸び伸びとプレーできていない現状が数多く確認さ

れました。また、中間発表後にはさらに多くのご意見をいただきました。 

 このような現状を踏まえ、新年度からは日本協会の指示により様々なルール変更があります。しかし、

ルールに縛られるのではなく、プレーヤーのために最善を尽くしていただきたいと思います。 

当協会では、引き続きアンケートを実施していく所存です。皆様のご協力を引き続きお願いいたします。 

 選手・保護者の皆様には泣き寝入りすることなく、困ったことがあれば相談してください。相談窓口は最

後に記載します。 

   



【指導者の暴言・暴力・過度な負担に関わる緊急提言】  JBA  U12部会報告より 

 

 

過日行われました全国部会長会議で全ての報告・協議に先立ちまして行われたのが，JBA 裁定委員

会委員 合田雄治郎氏（弁護士）によります「暴言・暴力等の防止に向けた取り組みについて」と題しまし

た講義です。 

これにつきまして，山本副部会長より，「暴言・暴力等について，バスケットボール競技は，日本スポー

ツ協会に寄せられるクレーム件数が，他の競技に比べて非常に多い。危機感をもって改善に取り組むべ

きだと考えている」と説明がなされました。「本件は，緊急かつ最重要課題であることから，本日は JBA 

裁定委員会委員であり，日本スポーツ協会の相談窓口も務められている合田先生をお招きし，暴言・暴

力等の防止に向けた取り組みについてお話しいただきますので，皆さんも理解を深めていただきたい」と

伝えられました。 

そして，JBA 裁定委員会委員である合田雄治郎氏より，「スポーツ指導における暴力等不適切行為

について」の実態および起きた際の対応について，事例を用いながら説明がなされました。 

主な内容は以下の通りです。 

・現状として，日本スポーツ協会に寄せられる苦情件数はバスケットボールが最も多く，中でもミニバ

スに関する件数が大半を占めている。 

・暴力が許されないのは違法だからである。 

・同意があれば許されるとなれば，子供は同意せざるを得なくなる。本人や保護者の同意があった場

合でも，暴力は許されない行為である。 

・指導者の不適切な行為に対する損害賠償額は 3 億円以上になることがある。 

・体罰は懲戒権をもっているもの（＝教員）の行為であり，教員以外に体罰はない。すなわち，体罰で

はなく暴行である。（もちろん，体罰も違法である。） 

・厳しい指導＝厳しい練習ではない。指導者が達成すべきは，スポーツの楽しみを教え，自立したアス

リートを育てることである。 

・ハラスメントは行為者の意思ではなく，受けた相手が嫌だと感じれば成立する。指導者と競技者には

上下関係があるので不適切な行為はパワハラにあたると考えられる。 

・いじめは絶対に静観しない。いじめられている子供から話を聞くことが先決である。 

・もしも起こってしまったら，JBA 規程に則り，JBA 指導の下，都道府県協会が調査，裁定委員会案

件となる。警察への被害届が出された場合は，警察の調査（捜査）となる。警察が調査しない部分に関し

ては，都道府県協会が請け負う。いずれも，調査内容を裁定委員会が審議，処分を下す。 

・違法行為となれば，訴訟において訴えが認められることはない。 

最後に，吉田部会長より，現在，JBA としても制度的にまとめているところであり，12 月に行われる 

JBA の理事会承認後に都道府県協会に展開し，来年度から実施していきたいと説明がなされました。 

また，現状で何か事象があった場合は，都道府県協会へ報告を挙げていただくとともに，何かお困り

の際は，遠慮なく JBA に相談してほしい旨の補足説明がなされました。 

以上の内容から，日本のスポーツの中で最悪の環境にあるのが，このミニバスケットボールを取り巻く

ものであるということを肝に銘じ，これまで当たり前のように行ってきた（行われてきた）指導をもう一度振

り返り，指導者の暴言・暴力を，協会，指導者，保護者（観客も含む）一体となり，子供たちに関わる全て



の大人たちの協力のもと，断固たる決意で根絶することを目指すものであります。 

プレイヤーズファーストが謳われております。大人たちの満足や名誉のために子供たちにミニバスケッ

トボールをさせることのないようお願いいたします。また，「子供たちが勝ちたいというから」という大義名

分を振りかざし，過度な負荷を子供たちにかけることのないようお願いいたします。（これには，指導者が

保護者へ過度な負担を強いることも含まれます。）子供たちの環境は，子供たちの健やかな成長を願い，

周囲の大人たちで整えます。 

  



【相談窓口】 

 

一般社団法人 神奈川県バスケットボール協会 

電話番号 045-534-6135 

受付時間 平日 10時 00分から 18時 15分まで 

 

公益財団法人 神奈川県体育協会内 ☆相談窓口ホットライン 

Ⅰ．電話番号 ０４５－３１４－００１０  

受付時間 ： 平日の火曜日及び金曜日の９時～１６時３０分（週２日） 

Ⅱ．相談内容の範囲 

 (１)身体的・精神的暴力行為等に関すること 

 (２)身体的・精神的セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントに 関すること 

 (３)ドーピング防止及び薬物乱用に関すること 

 (４)不適切な経理処理及び不正行為に関すること 

 (５)その他、法令違反に関すること 

Ⅲ．利用対象者 

 (１)神奈川県体育協会加盟団体の登録者及びその関係者等 

 (２)神奈川県スポーツ少年団の登録者及びその関係者等 

 (３)神奈川県総合型スポーツクラブネットワークに加盟している総合型 地域スポーツクラブ関係者等 

 (４)神奈川県体育協会及び加盟団体役職員 

Ⅳ．電話以外の相談方法と受付時間 

 (１)電子メール いつでも受付けます ｓｏｕｍ．ｋｉｋａｋｕ．ｋａｎａｇａｗａｋｅｎ＠ｊａｐａｎ-ｓｐｏｒｔｓ．ｏｒ．ｊｐ 

 (２)ファックス いつでも受付けます 電話番号 ： ０４５－３１１－０６３７ 

 (３)書面 いつでも受付けます 

 (４)面会 電話相談日（火曜日・金曜日）に事前予約し、面会日 は火曜日～金曜日の９時～１６時３０

分の間 

 

県教育委員会教育局 体罰相談窓口 

電話番号 045-210-8315 

受付時間 平日 8時 30分から 17時 15分まで 

※土・日・祝日・年末年始は、受け付けておりません。 

 

県立総合教育センター 24時間子ども SOSダイヤル  

電話番号 0120-0-78310 0466-81-8111 

受付時間 24時間・365日 

※いじめ以外に体罰の相談にも応じます。 

 


