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はしがき

本書を手に取った読者諸氏は、誰でも乳幼児の時期においてさまざまな出

来事を乗り越えて過ごし、現在を迎えているわけであるが、振り返ってみて、

いろいろな危険、出来事を慎重に、あるいは偶然に回避してきたという感慨

を抱くことはないであろうか。筆者は、本書の執筆時71歳になるが、昔を朧

気ながら思い出すと、あれこれなんとか無事に過ごしたなとの思いと家族ら

周囲の人々に感謝の思いに駆られることがある。

偶然の出会いから胎児となり、胎児の時期や出産の時期を無事に過ごすだ

けでも大変であるが、乳児、幼児の時期においては、運命（偶然）、生命力、

病気、事故等に直接、間接にかかわり、親らの監護・養育、生命力・体力、

日頃の用心・注意、偶然の事情等からこれを克服し、成人を迎えることが多

い。他方、乳幼児の中には、死亡し、怪我をし、育児放棄され、虐待される

等し、不幸な事態に陥ることもある。現代社会においては、筆者が生まれた

昭和25年頃とは異なり、乳幼児の健全な成長を支える社会・医療制度は格段

に向上し、整備されているが、家族の規模の縮小、家族生活の変化、乳幼児

の養育の社会化の拡大、社会環境上のリスクの拡大等の事情がみられ（親等

の子育ての不安、知識不足も増大しているようである）、乳幼児の病気、事故等

は、新たな内容・態様に変化しつつ発生し続けている。

本書は、乳幼児の病気、事故等の防止対策を論ずるものではなく、教育・

保育施設、社会施設、その他の場所において病気、事故等に遭った乳幼児、

その親らがその責任が施設の運営者等にあるとし、損害賠償を請求した訴訟

の判決のうち法律雑誌に掲載されたものを集め（乳幼児が遭遇する事故として

は、交通事故が最も多いと推測されるが、交通事故において運転者のみの責任を

追及した判決は検討から除外している）、その概要と意義を検討し、紹介する

ものである。本書で紹介する判決は、事故等が発生した後において損害賠償

責任を追及するものであり、各判決が指摘する各種の施設の運営者等の責任

やその前提となる注意義務等は、損害賠償を認めるための論理であり、実際

に事故等の防止対策として採用することができないか、困難であることも少

なくないし、そもそも判決があったからといって事故に遭遇した乳幼児が元
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の状態に戻るわけではない。

乳幼児にとっては乳幼児の病気、事故等に遭遇し、不幸な事態に陥らない

ことが必要であるが、事故等の防止のためには、日頃から、乳幼児の年齢、

病気、毎日の体調、体力・理解力、行動の習性、親らの監護・養育・注意、

乳幼児の置かれる各種の施設の特性、自然環境等の諸事情に配慮して活動さ

せ、生活させることが極めて重要である。この場合、教育・保育施設、社会

施設、その他の乳幼児支援のための諸制度の整備、充実を図ることが重要で

はあるものの、限度があることはいうまでもない。乳幼児が巻き込まれる事

故等の中には、不可抗力、自然災害、偶然といった原因によることも少なく

ないが、乳幼児の安全を確保するには、日頃生活を共にする親らの家族の監

護、養育、注意、見守りが最も基本的で、重要であることは、過去と同様で

あるだけでなく、変貌が急激で著しい現代社会においては社会環境、家族と

の生活環境によるリスクが変化し、拡大していることに照らすと、親らの注

意力、見守り力が一層重要になっているように考えられる。

本書は、乳幼児が事故等に遭った場合の損害賠償に関する判決の内容と意

義を検討し、紹介するものであり、判決の意義もさまざまなものがあり、判

決によって事故等が直ちに防止されるものではないが、具体的な事故等を通

じて乳幼児に対するリスクの内容・程度を理解するのに役立つことを期待し

て、執筆したものである。乳幼児を取り巻く社会環境、家族との生活環境は、

時代によって変化しているものであり、この変化に伴って乳幼児のリスクも

変化、拡大するものであるから、社会も、家族もこれらの現実的なリスクを

的確に認識し、迅速に対応する姿勢が必要になっている。

なお、個人的な事柄であるが、筆者の病弱な幼児・児童の時期を無事に過

ごすことができたのは亡き祖母（アキノ）のお陰であり、感謝をもって本書

を執筆したものである。

本書の出版にあたっては、民事法研究会編集部の南伸太郎氏にお世話にな

ったものであり、感謝申し上げたい。

　令和 3年盛夏

� 升 田　　純
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2　教育・保育施設等における昭和40年代の裁判例 

1

▲

配達トラックによる傷害事故

【事案の概要】（大阪地判昭和43・ 5 ・ 2 判時524号57頁）

X（女児）は、Y1 の運営する幼稚園の園児であり、Y2 は園長であったと

ころ、Y3 が幼稚園の注文した牛乳の配達のために軽トラックを運転し、園

庭内を進行中、保育時間中の Xに接触し、傷害を負わせたため、Xが Y1、

Y2 に対して不法行為、債務不履行、自動車損害賠償保障法（自賠法） 3条に

基づき、Y3 に対して自賠法 3条、不法行為に基づき損害賠償を請求した。

本判決は、Y1、Y2 の不法行為を否定し、Y2 の運行供用者責任を否定した

が、Y1 の安全保護債務違反による債務不履行責任を肯定し、Y3 の軽トラッ

クの運転に係る不法行為責任を肯定し、Y1、Y3 に対する請求を認容し、Y2
に対する請求を棄却した。

【判　旨】
三、被告Y1、Y2 は、単に園児用牛乳の注文者たるに過ぎず、事故車の運行支配、

運行利益が同被告らに帰属していたとは認められない。

又同被告らに、本件事故発生の原因として、これと相当因果関係にたつ注意義

務違反があったと認めるに足る証拠もない。（原告は、園庭への自動車乗入れを黙

認した義務違反を主張するが、経営者もしくは園長に、一般に常に園庭への自動

車乗入れを禁止する義務があるとは認められず、右乗入れ禁止制限等の義務の存

否は当該場合における個別的具体的状況に応じて判断すべきものと考えられると

ころ、本件事故当時、同被告らはいずれも在園していなかったことが明らかであ

るので右主張は認められない）。

従って同被告らは、自賠法 3条、民法709条いづれの責任も負わないものといわ

なければならない。

尤も、原告は、昭和40年 4 月 A幼稚園に 1 年保育児として入園し、本件当日も

園児として登園し、その保育時間中に本件事故に遭遇したものである。してみれ

ば、同幼稚園経営者たる被告Y1 は、園児保護者との間の幼稚園入園に際しての幼

2 　教育・保育施設等における 
昭和40年代の裁判例
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第１章　教育・保育施設等における乳幼児事故をめぐる裁判例 

児保育委託契約にもとづき、その保育時間在園中は、園児を保育し、適当な環境

を与えその心身の発達を助長することに努め、これを安全に保護すべき債務を負

うものというべきであって、本件事故による右債務不履行の責任は免れないもの

といわなければならない。

被告 Y2 は、被告 Y1 の被用者たる同園園長であって経営者と認めるに足る証拠

はない。従って被告Y2 は右の責任も負わない。

【判決の実務上の意義】

本件は、幼稚園の園児が園内において、牛乳を運送していたトラックに接

触し、負傷したため、園児が幼稚園の経営者、園長に対して損害賠償責任を

追及した事件である（ほかに、トラックの運転手の損害賠償責任も追及されたが、

運転手は、幼稚園の職員ではなく、幼稚園の注文に応じて牛乳を運送していたも

のである）。本件では、幼稚園の経営者、園長の債務不履行責任、不法行為

責任、運行供用者責任が主として問題になったものである。

本判決は、幼稚園の経営者、園長の不法行為責任、運行供用者責任を否定

したこと、幼稚園の経営者は、園児の保護者との間の幼稚園入園に際しての

幼児保育委託契約に基づき、その保育時間在園中は、園児を保育し、適当な

環境を与えその心身の発達を助長することに努め、これを安全に保護すべき

債務を負うとしたこと、幼稚園の経営者には本件事故につき安全保護債務の

不履行よる債務不履行責任は免れないとしたこと、園長には債務不履行責任

は認められないとしたことに特徴がある。本判決は、比較的古い時期のもの

であるが、幼稚園の園児の保育時間内、保育園の在園中の事故について、幼

稚園の経営者の園児に対する安全保護義務を認めたものである。本判決は、

現在の法理を前提とすると、その名称はともかく、安全配慮義務と実質的に

同じ義務を認めるものである。また、本判決は、幼稚園内において第三者で

ある牛乳の運送者の偶発的な不法行為につき幼稚園の経営者につき安全保護

義務違反による債務不履行責任を肯定したものであるが、この事案を前提とし

て幼稚園にそのような義務違反を認めることにはなお疑問が残るところである。

2

▲

やかんの熱湯による傷害事故

【事案の概要】（東京地判昭和45・ 5 ・ 7 判時612号66頁）

X1（当時、 5歳）は、Y1 教会の運営する幼稚園の園児であったところ、担
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2　教育・保育施設等における昭和40年代の裁判例 

当教諭Y2 が保育室内において熱湯を入れたやかんを床においていた際、X1
がやかんにつまづいて転倒し、流出した熱湯を浴びて負傷し、熱傷性瘢痕

ケロイドの後遺症が残ったため、X1、両親 X2、X3 が Y1 らに対して不法行

為に基づき損害賠償を請求した。

本判決は、熱湯の入ったやかんを床上に置いたり、救急措置として鋏で着

衣を切り離すべきところ、漫然と着衣を脱がせたりしたY2 に重大な過失が

認められる等とし、Y1 らの不法行為を認め、請求を認容した。

【判　旨】
二　以上認定の事実によれば、被告Y2 が 5 才前後の幼児のいる保育室の床上に

熱湯の入っているやかんを置いたことは、園児の安全を守るため充分の注意を尽

くすべき立場にあるものとして、重大な過失であるといわねばならない。もっと

も、《証拠略》によると被告 Y2 が園児に対しやかんに気をつけるよう注意を与え

ていたことが認められ、右認定に反する証拠はないけれども、 5 才前後の幼児に

対し口頭で右のような注意を与えていただけでは、到底園児の安全を守る義務を

はたしたとは解することはできない。次に被告Y2 は、広範囲の皮膚の熱傷により

皮膚が着衣に密着していた場合の救急措置として鋏で着衣を切り裂く等の方法に

より皮膚がはがれないように万全の注意を払うべきであったのに、前認定のとお

り漫然と着衣を脱がせたことも、同被告の右注意義務に違反する重大な過失であ

るといわねばならない。被告 Y2 が原告 X1 の着衣を途中まで脱がせた後、水で受

傷部位を冷やしながら更に着衣を脱がせたという前認定の事情も右過失の程度を

軽減せしめるものということはできない。

【判決の実務上の意義】

本件は、幼稚園の園児が保育室内の床に置かれたやかん（熱湯が入ってい

た）につまづいて転倒し、流出した熱湯を浴びて負傷したため、園児、両親

が幼稚園の運営者、やかんを置いた教諭に対して損害賠償責任を追及した事

件である。本件では、教諭が熱湯を入れたやかんを保育室内の床に置いたこ

と、園児が走っていてやかんにつまづいたこと、園児が熱湯を浴びて熱傷性

瘢痕ケロイドの後遺症が残ったこと、幼稚園の運営者らの不法行為責任、使

用者責任の成否が問題になったこと、両親の損害賠償請求の当否が問題にな

ったことに特徴がある。

本判決は、幼稚園の教諭に園児の安全を守る義務を認めたこと、幼稚園の
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第１章　教育・保育施設等における乳幼児事故をめぐる裁判例 

教諭が 5才前後の幼児のいる保育室の床上に熱湯の入っているやかんを置い

たことは、園児の安全を守るため充分の注意を尽くすべき立場にあるものと

して、重大な過失であるとしたこと、教諭が園児に口頭で注意を与えていた

だけでは、安全を守る義務を果たしていたとはいえないとしたこと、教諭が

広範囲の皮膚の熱傷により皮膚が着衣に密着していた場合の救急措置として

鋏で着衣を切り裂く等の方法により皮膚がはがれないように万全の注意を払

うべきであったのに、漫然と着衣を脱がせたことも、この注意義務に違反す

る重大な過失であるとしたこと、両親のうち、父親の治療費等の負担、母親

の逸失利益の損害を認めたものの、慰謝料の損害を否定したこと、教諭の不

法行為責任、幼稚園の運営者の使用者責任を肯定したことに特徴がある。本

判決は、幼稚園における前記の事故について幼稚園の運営者、教諭の損害賠

償責任を肯定した事例判断として参考になるが、この事案については、現在

であれば、幼稚園の運営者の安全配慮義務違反による債務不履行責任も主張

されるものと考えられる。

3

▲

やかんの熱湯による傷害事故

【事案の概要】（徳島地判昭和45・10・16判タ260号296頁）

X（小学校 1 年生）は、Y1 町の運営する小学校に通学中、教室内のダルマ

型石炭ストーブ（周囲には、事故防止用の柵、金網等は設置されていなかった）

の上に置かれていたやかんを持ち出し（担当教諭 Y2 は、ストーブ、やかんの

取扱いにつき常々注意を与えていたし、Xもこれを理解し、承知していた）、運ぶ

途中、渡り廊下の敷石につまづき転倒し、熱湯を浴びて火傷したため、X

がY1、Y2 に対して不法行為に基づき損害賠償を請求した。

本判決は、Y2 の不法行為を否定し、請求を棄却した。

【判　旨】
以上の事実関係によれば、本件事故は直接的には原告 Xが日頃の教えやきまり

に反し、勝手にストーブの上のやかんを持ち出し、これを運ぶ途中、運悪く渡り

廊下の敷石につまづき転倒したことに因って生じたものではあるが（但し、被告

Y2 が、原告 Xにこのような仕事を命じた、との原告らの主張は認め難い）、さら

にその経由を考えてみると、 1 つにはストーブの設置場所（従って、やかんの置

き場所）または設置方法自体に何ら安全柵等を施すことなく、それが児童の自由
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