
は　し　が　き

　独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、学校の管理下における児童生徒等の災害（負

傷・疾病、障害又は死亡）に対して災害共済給付（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給）

を行っています。

　また、災害共済給付業務によって得られる事例の収集、分析、調査研究、関連情報の提供な

ど児童生徒等の安全を確保するための支援業務を行い、研究成果の公表・普及活動を行ってい

ます。

　本書は、平成26年度に災害共済給付を行う際に得られたデータの結果をまとめたものです。

　平成26年度の傾向は、災害共済給付を行った負傷・疾病の発生件数が、108万8,487件（平成

25年度：109万7,377件）で、前年度と比較して減少しました。

　また、給付件数は、医療費が210万8,820件（平成25年度：210万1,306件）、障害見舞金が409

件（平成25年度：380件）、死亡見舞金が51件（平成25年度：63件）であり、前年度と比較して、

死亡見舞金の件数は減少しましたが、医療費・障害見舞金の件数は増加しました。

　災害には、予期できないものや防ぐことが非常に困難な事例がある一方、前もって危険の予

測が可能なものや、事故後の対応を的確に行えば、被害を最小限に抑えることが可能なものが

あります。本書によって事故のメカニズムを知り、安全教育の参考資料として、関係者の皆様

にご活用されることを願っております。

　なお、本書内の「学校生活における事故防止の留意点」では、東京女子体育大学　戸田芳雄

教授をはじめ多くの先生方に、専門的な見地から執筆をしていただきました。

　ここに、ご協力をいただいた先生方に対し、心より感謝申し上げます。

　平成27年11月

� 独立行政法人日本スポーツ振興センター

� 学校安全部
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