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請求手続きに関する書類について請求手続きに関する書類について請求手続きに関する書類について請求手続きに関する書類について
★ 給付金請求様式が一部新しくなりました。
　給付金請求様式のうち、「医療等の状況」（業務方法書別記様式第7別紙3（3）、別紙3（4））及び
「障害診断書」の様式が新しくなりました。新様式は、学校安全Webの「様式ダウンロード」
（本紙裏表紙参照）に掲載していますので、ご活用ください（審査に必要な事項が証明されて
いれば、旧様式でご提出いただいても差し支えありません。）。

★ 部活動の計画表が省略できるようになりました。
　平成31年4月請求分から、平常授業がある日に加えて休日等に行われた部活動についても、活動場所にかか
わらず、部活動の計画表を省略することができます。
　なお、部活動以外の課外指導については、従来どおり、休日等に行われた場合は、課外指導計画表を添付して
いただきます。
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医療費 障害見舞金 死亡見舞金
学校内 学校外 学校内 学校外 学校内 学校外

部活動 不要 不要 不要 不要 不要 要

部活動以外の課外指導 要 要 不要 不要 要 要

変更となりました！

※上表で不要とされている場合でも、審査上必要がある場合は、添付していただきます。

【計画表の提出の要・不要（学校休業日の課外指導の場合）】

「医療等の状況」
別紙３（３）

「医療等の状況」
別紙３（４）

障　害　診　断　書

柔道整復師
あん摩・マッサージ・指圧師用 はり師・きゅう師用 障害見舞金申請用
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平成30年度委託事業～取組と成果～平成30年度委託事業～取組と成果～
［報 告］

Ⅰスポーツ庁委託事業 学校における体育活動での事故防止対策推進事業Ⅰスポーツ庁委託事業 学校における体育活動での事故防止対策推進事業

＜セミナー・実技講習会の様子＞

　本事業は平成30年度で5年目を迎え、学校の体育活動中における事故防止の意識啓発と更なる取組の充実に
資することを目的に、近年発生した重大事故事例の発生原因、背景及び再発防止のために留意すべき点や方策
について、医療関係者・大学・スポーツ関係者と連携して調査・研究・分析を行いました。

　全国12箇所で開催し、合計2,630名にご参加いただきました。参加者アンケートでは、「専門的な立場の方
のお話が聞けて大変参考になった。」などの意見をいただき、好評のうちに終了しました。

■ セミナー 「学校でのスポーツ事故を防ぐために」

詳細は学校安全Webをご覧ください！

2019年度もセミナーを開催する予定です。

詳細は、決定次第、学校安全Web及び学校安全ナビ等でお知らせします！

〈開催内容〉　事業概要説明、パネルディスカッション、意見交換
　▶ 医師、弁護士、大学教授をはじめ多彩な講師陣による発表、参加者との意見交換を行いました。
　▶ 実技講習会では、運動会等で指導に当たる方々を対象に実技指導を行いました。

〈開催地及び開催日、参加者数〉
平成30年度　※は実技講習会

開催地 開催時期
  兵庫県※ 8月
山口県 10月
福島県 10月
青森県 10月
石川県 10月
神奈川県 11月
佐賀県 11月
鳥取県 11月
滋賀県 11月
三重県 11月
愛媛県 12月
大分県 12月
群馬県 12月

※は実技講習会2019 年度開催予定県

開催地 開催日 参加者数
富山市 10/3 180名
盛岡市 11/2 207名
鳴門市 11/7 311名
大田市 11/21 139名
甲府市 11/30 154名
宮崎市 12/7 265名
京都市 12/11 125名
岐阜市 12/14 261名
宇都宮市 1/11 219名
長崎市 1/25 586名
  福岡市※ 2/5 75名
  上尾市※ 2/6 108名
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全て学校安全Webで公開中です。

■ 事業成果物（①～⑤は、全国の教育委員会等に配布）

Ⅱ文部科学省委託事業 学校安全資料作成のための調査研究事業Ⅱ文部科学省委託事業 学校安全資料作成のための調査研究事業
　本事業では、平成29年3月に「第2次学校安全の推進に関する計画」の策定や「学習指導要領」
の改訂等が行われたことを受け、それらを踏まえた学校安全資料作成のために調査研究を行い
ました。成果物として、「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」を、最新の知見を反映させ
て改訂し、全国の教育委員会、学校等に配布しました。

下記の「文部科学省 学校安全ポータルサイト」からダウンロードできます。

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu03_h31.pdf

①セミナー冊子（A4判、134ページ）

③熱中症を予防しよう－知って防ごう熱中症－
　　　　　　　　　　　　    　　  （A4判、8ページ）

④映像資料（DVD）熱中症を予防しよう
　　　  －知って防ごう熱中症－ （11分 18秒）

②成果報告書（A4判、232ページ）

パネリストの発表要旨をま
とめました。
「体育活動における死亡を
含む重大事故の傾向」も掲
載しています。

パネリスト発表資料をはじ
め、各セミナー会場での質疑
応答、熱中症事故防止現地
調査概要、本事業の総括を
まとめました。

ひと目で分かる熱中症対応
フローチャートはじめ、最
新の統計情報、熱中症発生
のメカニズム等を踏まえた
改訂版としました。

学校屋外プールにおける熱中症発生の実態を調査・分析
し、事例や留意点等をまとめました。（小・中学校に配布）

最新の知見を踏まえリニューアルし、学校現場で掲示
しやすいB2判のポスターとしました。

児童生徒の熱中症対策のた
めに、最新の知見を取り入
れた内容としました。暑くな
る前に、ぜひご覧ください。

（詳細本紙6ページ）

⑤学校屋外プールにおける熱中症対策
　　　　　　　　　　　　    　　  （A4判、8ページ） ⑥熱中症対応フロー ポスター（B2判）



　JSC学校安全部では、学校安全の専門家監修の下、災害共済給付データや事例を交えて校種別に
作成した事故防止に役立つ「教材カード」を作成し、学校安全Webで公開しています。タイムリー
なテーマを選定し、毎月掲載していますが、今回は、今すぐ使える熱中症をテーマとしたカードから、
発生状況、予防の原則などポイントをピックアップしてご紹介します。「知って防ごう熱中症」を
合言葉に、正しく理解し、学校の管理下で起こる熱中症を予防しましょう！

［特 集］

ポイント1！　夏が来る前から熱中症は発生している！！ ポイント1！　夏が来る前から熱中症は発生している！！ 
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ポイント2！　中学校・高等学校の部活中が多い！！ ポイント2！　中学校・高等学校の部活中が多い！！ 

ポイント3！　5つの予防の原則を守ろう！！ ポイント3！　5つの予防の原則を守ろう！！ 

知って防ごう熱中症知って防ごう熱中症

中学校・高等学校、場合別
学校種別

幼稚園・幼連・保育所等
0.7％

各教科等
7.2%

課外指導
（体育的部活動）

71.4%

学校行事
17.6%

その他
3.7％小学校

9.6%

中学校
42.3%

高等学校
47.4%

85％超が
中学校・高等学校
85％超が

中学校・高等学校

特に

「学校の管理下の災害 [平成29年版 ]」医療費給付割合より

1月　 2月　 3月　 4月　 5月　 6月　 7月　 8月　 9月　 10月　 11月　 12月
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平成28年（総数4,713件）
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※秋や冬でも
　発生することがあります。

7月、8月はもちろん、
5月、6月でも400～500件も
発生しています！

全学校種総数（幼稚園・保育所等含む）
平成 27、28 年度災害共済給付データ（医療費）より

月別の熱中症発生状況

1 2 3 4 5環境条件を把握し、
それに応じた運動、
水分補給を行うこと

暑さに徐々に
慣らしていくこと

個人の条件を考慮
すること

※肥満傾向の人、体力の低い人、
暑さに慣れていない人

※服装は軽装とし、吸湿性や
通気性の良い素材にする。
帽子をかぶる。

服装に気をつける
こと

具合が悪くなった
場合には早めに
運動を中止、必要
な処置をすること

令和元年5月号の教材カードもあわせてご覧ください！

死亡事故も
発生しています！

急に気温や湿度が上がっ
たときは要注意です！
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学校安全Web、YouTubeでも
ご覧になれます！

映像資料（DVD）のご紹介映像資料（DVD）のご紹介

　学校の管理下における熱中症死亡事故は、ほとんどが体育・スポーツ活動によるもので、それほど高くない
気温（25 ～ 30℃）でも湿度が高い場合に発生しています。「熱中症発生のメカニズム」、「発生してしまった場
合の処置の留意点」、「熱中症予防のための5つの原則」、「学校や競技団体が実施している取組事例」等につい
て、分かりやすく解説しています。

■ 熱中症を予防しよう－知って防ごう熱中症－ （11分 18秒） 

いずれも、教職員の研修や、中学生、高校生の授業でも活用いただける内容となっています！

NEW!

映像資料（DVD） 
スポーツ庁委託事業「学校での
スポーツ事故を防ぐために」



【日本スポーツ振興センター学校安全部地域担当窓口一覧】
部署名 FAX番号 担当地域（問合せ先電話番号） 住所

仙台給付課

給付第二課

名古屋給付課

大阪給付課

広島給付課

福岡給付課

北海道・青森・岩手（022-716-2107）
宮城・秋田・山形・福島（022-716-2108）
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉（03-5410-9162）
東京・神奈川・新潟・山梨・長野（03-5410-9163）
福井・愛知・三重（052-533-7822）
富山・石川・岐阜・静岡（052-533-7823）
大阪・奈良・和歌山（06-6456-3602）
滋賀・京都・兵庫（06-6456-3603）
鳥取・島根・岡山・広島・山口（082-511-2956）
徳島・香川・愛媛・高知（082-511-2957）
福岡・鹿児島・沖縄（092-738-8725）
佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎（092-738-8726）

〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉1丁目5番15号
日本生命仙台勾当台南ビル8階

〒107-0061
東京都港区北青山2丁目8番35号

〒450-0001
愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47番1号
名古屋国際センタービル16階
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号
大阪駅前第4ビル7階
〒730-0011
広島県広島市中区基町9番32号
広島市水道局基町庁舎10階
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神4丁目8番10号
都久志会館5階   

022-264-7633

03-5410-9136

052-562-0688

06-6456-3666

082-222-2827

092-771-7763

学校安全Ｗｅｂをご活用ください！学校安全Ｗｅｂをご活用ください！

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/URL 学校安全Web 検  索検  索

学校安全Webでは、災害共済給付の制度・請求手続きや学校安全に役立つ情報を掲載しています！

災害共済給付制度について

学校安全について

様式ダウンロード
給付金の請求に必要な申請
書類やチラシ等を掲載して
います。2ページでご紹介し
た「医療等の状況」等の新様
式も掲載しています。

1

1

「学校でのスポーツ事故を
防ぐために」（スポーツ庁委
託事業）の取組・成果物等は
こちらからご覧いただけます。

2

教材カード
毎月更新しています。時宜に
かなったテーマで、すぐにご
活用いただけます。

3

よくあるご質問
学校安全や災害共済給付の
請求事務についてよくあるご
質問を掲載しています。

4

4

2

3

発行日：令和元年6月（第36号）　
編集・発行：独立行政法人日本スポーツ振興センター　学校安全部（安全支援課）　


