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運動会・体育祭開催時期に関する一考察―熱中症予防の視点から― 
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1．緒言 
わが国における最初の運動会は、明治 7 年（1874）

3 月に東京築地の海軍兵学寮（のちの海軍兵学校）
で開催された「競闘遊戯会」である。当時の運動会
は外国人教師によって指導されたもので、陸上競技
を中心に他の娯楽種目を加えたレクレーション的
性格の集会であった。その後、森有礼初代文部大臣
が体育の集団訓練を薦めるために全国各地の学校
で行うようになった。その後、運動会はその時代や
社会の意識を反映しながら今日まで続けられてい
る。 

これまで運動会は秋のさわやかな季節のもと開
催されることが多かったが、最近では合唱コンクー
ル等の学校行事との兼ね合いにより 9 月の初旬に
開催されることが多くなってきている。それに伴い
児童生徒が熱中症で倒れるケースが散発している。
例えば、2003 年 9 月 4 日に残暑が続く九州・西中
国地方で、運動会の練習をしていた高校生や中学生
らが相次いで熱中症で倒れ、合わせて 80 人を超え
る児童・生徒が病院に搬送された事例がある。また、
温暖化の影響により今後残暑は更に厳しくなると
思われ、運動会・体育祭の 9 月開催について再検討
する必要があると考えられる。さらに、最近の児童
生徒は、外遊びが減少し、運動する機会が減り、気
温の高い時期はクーラーの効いている部屋で過ご
すことが多い。そのような状態で夏休み明け直後に
運動会・体育祭の練習を始めると、体が暑熱環境に
馴化していないため、熱中症の発生するリスクが増
大してしまう。 

そこで、本研究では全国の熱中症事故発生事例や
茨城県の小学校･中学校･高等学校の運動会･体育祭
の開催時期について調査し、運動会･体育祭の適切
な開催時期について再考するための一資料とする
ことを目的とした。 

 
2．研究方法 

2-1 対象 

調査対象は茨城県内の公立小学校 571 校、中学校

233 校、県立高等学校 107 校とした。 

2-2 調査方法 

 各小、中、高等学校、市町村教育委員会のホーム

ページ等あるいは電話調査により運動会・体育祭に

ついての調査を行った。有効回答数は茨城県公立小

学校 379 校（66.4%）、中学校 169 校（72.5%）、高

等学校 17 校（15.8%）であった。なお、高等学校の

場合、クラスマッチが多く、クラスマッチは練習期

間を必要としないため、運動会・体育祭には含めな

いこととした。そのため、校数が少なかった。 

2-3 調査内容及び資料 

運動会･体育祭の現状について把握し、事例的に

検討するため茨城県内の公立中学校 32 校に対し、

電話による聞き取り調査を行った。有効回答数は

21 校（65.6%）であった。 

電話調査の内容は運動会・体育祭開催時期（2008
年度）、練習期間、熱中症対策とした。 

熱中症事故発生事例は、朝日新聞記事データベー

ス『聞蔵Ⅱビジュアル』の 1985 年 1 月～2008 年 12

月までの新聞収録期間を資料とし、その記事の表現

が、「日射病」、「熱射病」、「熱疲労」のほか、

「暑さによるため発生した」、「体調不良」、「め

まい」、「吐き気」、「暑さによる心不全」、「高

温による」などの記述があるもので、運動会・体育

祭当日、練習期間中に発生した場合とした。 

2-4 利用データ 

運動会･体育祭開催時期の気象データについて茨

城県気象台が公表する、水戸地域、つくば市の気象

データを利用した。2008 年 4 月 1 日～6 月 30 日、9
月 1 日～11 月 30 日の 1 日ごとの平均気温（℃）、

最高気温（℃）、平均湿度（％）、全日照時間（ｈ）、

全降水量（mm）を分析に用いた。また、Wet Bulb-Globe 
Temperature：湿球黒球温度（WBGT）を平均気温、

最高気温、平均湿度、全日照時間、全降水量から推

定し、熱中症予防のための環境評価を行った。

WBGT は日本体育協会が熱中症予防のために推奨

する評価指標である。 
WBGT 推定値（WBGTe）は以下の式で算出した。 

 

WBGTe＝0.556×平均気温＋0.228×最高気温＋

0.117×平均湿度＋0.106×全日照時間－0.00512×
全降水量－3.648 
 

日本体育協会の熱中症予防指針に従い、WBGTe
が 21℃未満を「ほぼ安全」、21℃～25℃を「注意」、

25℃～28℃を「警戒」、28℃～31℃を「厳重警戒」、

31℃以上を「運動は原則中止」とした。 

2-5 分析方法 

新聞記事から得られた運動会･体育祭時熱中症事

故発生に関する状況と、気象台資料による環境評価

および熱中症事故発生時の年度から 2008 年度まで

の期間中において体育祭が変更になった学校につ

いて調査を行った。気象台データについては事故発

生該当校所在地の最寄りの気象台から得た。 

茨城県内の公立小、中、高等学校の運動会･体育

祭開催時期やその現状について調査し、集計を行っ

た。また、開催時期の水戸市気象台、つくば市気象

台のデータを利用し、WBGTe 値を求めた。 
 
3．結果と考察 

3-1 熱中症事故発生事例 

1985～2008 年の 24 年間の熱中症事故発生件数は

36 件で、全体の熱中症者数は 689 名であった。性

別が明らかな 20 件のうち男子は 34 名、女子は 213
名であった。先行研究（2007）では、学校管理下で

は男子の方が多いという報告であったが、今回調査

した運動会・体育祭における発生事例では女子が多

かった。女子は普段運動をしていないことが多く、

男子と比べると暑さに慣れておらず、急に長い時間

運動を行ったことが原因であると考えられる。月別

発生件数は 7 月が 2 件（5.9%）、8 月が 1 件（2.9%）、
9 月が 30 件（88.2%）、10 月が 1 件（2.9%）であり、

9 月が最も高い割合を示した。中井ら（2006）の研
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究によると、WBGT が 28℃（厳重警戒）以上にな

ると熱中症の発生数が多くなると報告されている。

発生状況時の WBGTe は「厳重警戒」が 23 件（69.7%）、
「警戒」が 10 件（30.3%）であり、同様の結果とな

った。運動会・体育祭開催日が事故発生時の年度か

ら 2008 年度までの期間中において変更になった学

校は 13 校（38.2%）であった。熱中症発生時期は、

運動会・体育祭当日が 20 件、練習期間中が 11 件で

あった。 

 

3-2 運動会･体育祭開催時期 

茨城県内の公立小、中、高等学校の運動会･体育

祭開催時期は 9 月が 521 校（92.2%）と最も高い割

合であり、9 月の開催時期の内訳（小、中学校）は、

第一週目の土日が 155 校（29.4%）、第二週目が 149
校（28.2%）、第三週目が 216 校（40.9%）、第四週

目が 8 校（1.5%）であった（図 1）。小学校では 2、
3 週目、中学校では 1 週目が多かった。これは、地

域住民が運動会・体育祭に参加しやすいように時期

を前後にずらしているからであると考えられる。ま

た、年度の後半には文化祭や受験などの行事が控え

ているため、このような日程になったと思われる。 

 

3-3 運動会・体育祭の練習期間 

練習期間は 4～7日間という回答が最も多く 10校
（55.6%）、1,2 週間が 4 校（22.2%）、4 日間が 3
校（16.7%）、不明が 1 校（5.6%）であった。ほと

んどの学校が夏休み明け直後に練習を始めている

が、暑熱馴化が形成されていない状態で短期間に強

度の高い運動を行うと、熱中症発生のリスクが高く

なってしまう。体育の授業で 2 週間ほど暑さに慣れ、

さらに 2 週間程度の期間を設け、練習し運動会に備

えるというように暑熱馴化のための期間をとる必

要があると考えられる。 

 

3-4 熱中症対策 

「水筒持参」の回答が最も多く 16 校（76.2%）、

次いで「水分補給」、「休憩時間を取る」が 6 校

（28.6%）、「テントの使用」が 4 校（19.0%）、「帽

子の持参、着用」が 3 校（14.3%）、「時間の配慮」

が 4 校（19.0%）、「その他」が 4 校（19.0%）であ

った。寄本らの実験（1982）では野外の直射日光下

での運動時には帽子の着用も体温上昇の抑制に有

用であることを示している。帽子の着用や水分補給

など熱中症が発生する前に対策をしておく必要が

あり、学校側や教職員が熱中症について意識を高め

て、指導をしっかり行う必要がある。また、熱中症 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の認識や知識を教員や生徒に広めていくことが熱
中症対策においては必要であると考えられる。 
 

3-5 熱中症予防指針 
WBGT を求めるためには湿度の値が必要だが、

他の地方気象台では湿度を計測できないため、今回
は水戸市とつくば市を対象とした。 
 2008 年水戸市の 9 月は「厳重警戒」が 1 日間、
「警戒」が 11 日間、「注意」が 14 日間であった。
10 月は「注意」が 10 日間、「ほぼ安全」が 21 日
間であった。つくば市の 9 月は「厳重警戒」が 2 日
間、「警戒」が 11 日間、「注意」が 13 日間、であ
った(図 2)。10 月は「注意」が 12 日間、「ほぼ安
全」が 18 日間であった。 

運動会・体育祭が最も多い 9 月の水戸市の平均
WBGTe は 24.26±2.66℃、平均気温は 21.94±
2.82℃、平均最高気温は 26.03±3.22℃、最高気温は
31.30℃、平均湿度は 79.60±7.00％であった。 

9 月のつくば市の平均 WBGTe は 24.75±2.65℃、
平均気温は 22.15±2.91℃、平均最高気温は 26.68
±3.74℃、最高気温は 33.00℃、平均湿度は 81.87
±7.03％であった。先行研究（2007）によると熱中
症の発生は 23℃以上から起こると報告されており、
茨城県内の運動会・体育祭は熱中症が発生する環境
の中で行っていることが明らかになった。特に 9 月
初旬の WBGTe は「厳重警戒」が水戸市で 1 日間、
つくば市では 2 日間、「警戒」が水戸市で 7 日間、
つくば市では 6 日間あり、児童・生徒の健康面を考
慮すると、この時期に運動会・体育祭を行うことは
できるだけ避けることが望まれる。一方、水戸市の
10 月の WBGTe は「ほぼ安全」が 21 日間、つくば
市では 18 日間であり、熱中症予防の視点からみる
と 10 月の方が快適に運動しやすいと思われる。し
かし、熱中症予防指針にあるように「注意」の範囲
であっても熱中症による死亡事故が発生する可能
性がある。熱中症の兆候に注意するとともに、運動
の合間に積極的に水分補給をするといった基本的
な対策を忘れてはならない。 

 
4. まとめ 
1) 熱中症事故発生事例において性別にみると女

子の熱中症発生件数が多く、運動会・体育祭に
おいても健康状態の把握、健康管理を徹底する
必要がある。 

2) 茨城県内の公立小学校の開催時期は 9月の 3週
目の土日、中学校の開催時期は 9 月の 1 週目の
土日が最も多い割合を示した。 

3) 水戸市、つくば市ともに 9 月の WBGT は「警戒」
の日が 11 日間で、熱中症を発生する可能性が
あることが明らかとなった。熱中症予防の視点
からみると、10 月の方が運動会・体育祭開催
の時期に適していると考えられる。 

 

 

0.3

59.7

2.2

92.3

7.7

0 0

37.8

0

20

40

60

80

100

一週目 二週目 三週目 四週目

(

％

）

小学校

中学校

図 1 運動会･体育祭の内訳（9月） 図 2 WBGTe による暑熱環境評価（つくば市・9月）
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