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セミナー参加申込み受付中です！セミナー参加申込み受付中です！
『学校でのスポーツ事故を防ぐために』『学校でのスポーツ事故を防ぐために』

　6 年目となる今年は、8 月の兵庫会場を皮切りに、全国
13箇所で開催します。
　医療関係者、スポーツ事故や学校安全を専門とする大学
教授や弁護士、スポーツ関係者が、体育活動中の事故に関
して幅広い発表テーマでパネルディスカッションを行い、
会場の皆様からの質疑にお答えします。
　参加お申込みは、挟み込みチラシ裏面をご参照ください。
　皆様のご参加をお待ちしています！
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2019年度スポーツ庁委託事業

セミナーセミナー

　これまで、すべてのセミナーに参加していますが、各会場
では委員による貴重な専門的知見の披歴と参加者との情報
交換が行われ、事故防止に対する意識向上と新しい知見の
獲得にとって、非常によい機会となっています。
　セミナーではいつも新たなことを知ることになり、参加
された方もこれまでの自分の経験や知識だけで事故防止を
考えるのは難しく、常に情報収集や研修が重要であること
を受け止めてくれていると思います。
　指導者が各自で、又は、学校だけで解決できないことは、
各競技団体、中体連、高体連、高野連等の関係団体との連携
も図る必要があり、本セミナーは、互いに本音で現状や課題
を語り合い連携を探る場ともなっています。

　さらに、本セミナーは、「学校事故やスポーツ活動等での事故防止の第一歩は、指導者
が 学校安全 Web の活用等により、アクティブな姿勢で情報を求めていく必要がある」
ということを改めて確認し、理解しあう場ともなっています。
　関係の皆様には、今後も引き続き、調査研究実施にご協力いただくとともに、管理
職、教職員、保護者、外部指導者、関係団体・指導者など多くの皆様が本セミナーへの
参加を前向きに検討していただけたらと思います。きっと得られるものがあります。

スポーツ事故防止対策協議会
戸田芳雄委員長

学校安全教育研究所代表
（明海大学客員教授）
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　過去のセミナーの様子、委託事業の取組、『スポーツ事故防止ハンドブック』や映像資料（DVD）などの成果
物につきましては、下記URLからご覧ください。
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1808/Default.aspx

開催地 開催日時 会場（定員） 予定パネリスト（専門分野／発表テーマ）※敬称略

神戸市 8月8日（木）
14：00～16：45

神戸常盤アリーナ　
　体育室（150名）

実技講習会
予定講師　三宅　良輔（教授／体操）

山口市 10月11日（金）
13：00～16：30

山口県健康づくりセンター　
　多目的ホール（200名）

金岡　恒治 （医師／水泳） 川原　貴 （医師／熱中症）

渡邉　彰 （教授／スポーツ教育） 中山　修身 （弁護士）

福島市 10月16日（水）
13：30～17：00

福島県自治会館　
　大会議室（150名）

北村　憲彦 （教授／登山） 武者　春樹 （医師／循環器）

溝内　健介 （弁護士） 軽部　英敏 （教育委員会／
体育部活動）

青森市 10月18日（金）
13：00～16：30

青森県総合学校教育センター
　大研修室　（150名）

紙谷　武 （医師／柔道） 上野　俊明 （歯科医師／
スポーツ歯科）

井口　成明 （准教授／水泳） 村上　博樹 （高等学校教諭／
体育・部活動等）

金沢市 10月24日（木）
13：00～16：30

石川県地場産業振興センター
　本館　大ホール（350名）

田名部　和裕 （高野連／野球） 五十嵐　隆 （医師／小児医療）

佐藤　豊 （教授／スポーツ教育） 北野　孝一 （小学校教諭／
サッカー）

横浜市 11月5日（火）
13：00～16：30

横浜市開港記念会館　
　講堂（250名）

北野　孝一 （小学校教諭／
サッカー） 安井　利一 （歯科医師／

スポーツ歯科）

望月 浩一郎 （弁護士／スポーツ法） 田中　英登 （教授／熱中症）

佐賀市 11月12日（火）
13：00～16：30

アバンセ　
　ホール（200名）

田名部　和裕 （高野連／野球） 川原　貴 （医師／熱中症）

佐藤　豊 （教授／スポーツ教育） 渡瀬　浩介 （准教授／
運動部活動）

鳥取市 11月14日（木）
13：00～16：30

白兎会館　
　大会議室  飛翔（150名）

渡辺　一郎 （教授／ラグビー） 大橋　洋輝 （医師／脳神経）

望月　浩一郎 （弁護士／スポーツ法） 西村　晃 （中学校長／
運動部活動）

大津市 11月19日（火）
13：00～16：30

ピアザ淡海　
　ピアザホール（300名）

北野　孝一 （小学校教諭／
サッカー） 石見　拓 （医師／予防医療）

溝内　健介 （弁護士） 中原　いずみ （教育委員会／
体育活動）

津市 11月29日（金）
13：00～16：30

三重県総合文化センター　
　小ホール（150名）

紙谷　武 （医師／柔道） 安井　利一 （歯科医師／
スポーツ歯科）

西田　佳史 （教授／傷害予防） 今井　一彦 （中学校教諭／
運動部活動）

松山市 12月3日（火）
13：00～16：30

道後温泉にぎたつ会館　
　芙蓉の間（200名）

田名部　和裕 （高野連／野球） 武者　春樹 （医師／循環器）

西田　佳史 （教授／傷害予防） 島﨑　勝行 （アスレティックトレー
ナー／足関節捻挫）

大分市 12月6日（金）
13：00～16：30

大分県教育センター　
　講堂（200名）

金岡　恒治 （医師／水泳） 鮎沢　衛 （医師／小児心臓）

木間　東平 （小学校長／安全教育） 田崎　弘宣 （高等学校主幹教諭／
陸上競技）

前橋市 12月11日（水）
13：00～16：30

群馬県公社総合ビル　　
　多目的ホール（150名）

井口　成明 （准教授／水泳） 山中　龍宏 （医師／小児事故）

渡邉　正樹 （教授／安全教育） 新井　康司 （高等学校教諭／
運動部活動）
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契約・名簿更新後に報告内容の変更があった場合の取扱い契約・名簿更新後に報告内容の変更があった場合の取扱い契約・名簿更新後に報告内容の変更があった場合の取扱い契約・名簿更新後に報告内容の変更があった場合の取扱い

【災害共済給付に関するお知らせ】【災害共済給付に関するお知らせ】

◆　契約・名簿更新後に転入学等による名簿の追加が
　　あった場合

災害共済給付オンライン請求システム利用のご案内災害共済給付オンライン請求システム利用のご案内災害共済給付オンライン請求システム利用のご案内災害共済給付オンライン請求システム利用のご案内

　契約・名簿更新後に転入学による名簿の追加及び一般・要保護間の異動
があった場合は、様式「災害共済給付契約に係る児童生徒等の転入学等
について（通知）」を作成し、転入学等のあった日の属する月の翌月の10日
までに、設置者からJSC担当地域部署（裏表紙参照）に報告してください。
この報告があった場合は、転入学等のあった日以降に発生した学校・保育
所等の管理下の災害が給付対象となります。
　なお、追加加入者の共済掛金は、翌年度の名簿更新時にお支払いいた
だきます。

　多くの設置者・学校（園）のみなさまには、年度初めの名簿更新や医療費等の支払請求等は、インターネットを利用
した災害共済給付オンライン請求システムにより行っていただいています。
　本システムをご利用いただいていない設置者・学校（園）のみなさまは、ぜひ、ご利用ください。

＊　本システム利用に当たっては、契約書に同封しました「災害共済給付オンライン請求システムユーザID通知書」をご確認
ください。

＊　本システム利用時に必要となるユーザIDやパスワードが分からない場合は、学校安全Webの「様式ダウンロード」の
ページ（４ページ参照）から「パスワード初期化依頼書」又は「ユーザID再発行依頼書」をJSC担当地域部署に提出して
ください。

◆　学校分類の変更があった場合
　契約・名簿更新後に学校分類の変更があった場合は、様式「学校・設置者
情報変更依頼書」をJSC担当地域部署に提出してください。
　幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所等は、年度途中に学校分類
の変更が生じるケースが多いため、特にご注意ください。

本システム利用のメリット

システム入力により「災害報告書」の提出不要
請求手続きの進捗状況を確認可能
統計情報の利活用
名簿更新事務の簡略化（共済掛金額自動計算等）



保護者向けに作成しているチラシをご活用ください！保護者向けに作成しているチラシをご活用ください！保護者向けに作成しているチラシをご活用ください！保護者向けに作成しているチラシをご活用ください！
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　JSCでは、保護者の方向けに災害共済給付制度を説明したチラシを2種類作成しています。
　学校安全Webにも掲載していますので、ぜひ、ご活用ください。

【お願い】保護者の方に申請用紙をお渡しする際は、必ず時効について説明してください。

◆　災害共済給付制度の概要チラシ
　　「学校（園）でけがをしたときは・・・」

　災害共済給付制度について、保護者向けに説明したチラシです。
全国の小学校新入学児童の保護者に配布していただくため、教育委員会等の
小学校の設置者に9月上旬までに本チラシをお送りしますので、本チラシ
の配布をお願いします。
　本チラシは、学校安全Webの「保護者の方へ」のページにも掲載してい
ます。

◆　「給付金を受け取るまでの流れ」
　医療費の申請から給付までの手順を保護者向けに説明したチラシ（5ページ掲載）です。学校（園）の管理下
でけがをして、医療費を申請することになった保護者の方にお渡しください。
　本チラシは、学校安全Webの「様式ダウンロード」のページからダウンロードしていただけます。

医療費は、受診した月から2年間請求を行わなかった場合は、時効により給付が受けられなくなります。
時効間際の案件がある場合は、ご注意ください。
　例：平成29年9月受診分は、令和元年10月10日までにJSCに請求しないと時効になります。

各種様式・チラシは、学校安全Webからダウンロードできます。各種様式・チラシは、学校安全Webからダウンロードできます。各種様式・チラシは、学校安全Webからダウンロードできます。各種様式・チラシは、学校安全Webからダウンロードできます。

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

「災害共済給付オンライン
請求システム」に入ること
ができます。

各種様式・チラシを掲載し
ています。

災害共済給付制度説明用チ
ラシ「学校でけがをしたと
きは…」を掲載しています。
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学校事故事例検索データベースのご紹介学校事故事例検索データベースのご紹介

　JSCには、学校現場で先生方が災害共済給付の請求のために、災害共済給付オンライン請求システムで入力して
くださったデータが蓄積されています。学校事故事例検索データベースは、そのうち、災害共済給付がなされた
死亡・障害事例を見やすく整理したものです。どのような時に、大きな事故が起きているのかを簡単に調べるこ
とができます。

学校事故事例検索データベースとは？学校事故事例検索データベースとは？学校事故事例検索データベースとは？学校事故事例検索データベースとは？

　たとえば野球部やサッカー部など、体育的部活動中には、同じような事故が起きていることが分かります。
特に施設設備が関わる事故は、適切な危機管理によって確実にその危険性を低減できるものです。指導者の危機管理に
対する意識だけでなく、生徒もけが予防に対する意識が高まったことで、実際に事故が減ったという学校もあります。

1）　危機管理に生かす！1）　危機管理に生かす！1）　危機管理に生かす！1）　危機管理に生かす！

　たとえば「災害発生時の状況」のところに「ふざけて」というキーワードを入れて検索すると、小学校だけでも133件
の障害事例がヒットします。安全指導の際、「おふざけ」が大きな事故につながることがあるという例として、子どもた
ちに伝えてみてください。子どもたちがみずから危険を予測し、回避できるようになるための一助となるはずです。

2）　安全指導に生かす！2）　安全指導に生かす！2）　安全指導に生かす！2）　安全指導に生かす！

どうやって調べるの？どうやって調べるの？どうやって調べるの？どうやって調べるの？

このデータをどう使うの？このデータをどう使うの？このデータをどう使うの？このデータをどう使うの？

こんな時に

使えます！

 あとは、年度や学校種や発生場所など、知りたい
 条件を選択・入力して「検索」をクリックするだけ！

 防げた事故もたくさんあると思うなぁ…

 まずは「学校安全Web」の
 「学校事故事例検索データベース」のバナーをクリック！

発生状況まで
すぐに分かります！

類似した事故は必ず過去に発生して
います。他人事ではなく、自校での
発生を想定しましょう！また、常に
安全を優先する姿勢を持ちましょう！

こちらを
クリック



【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

発行日：令和元年9月（第37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）　

映像資料（DVD）のご紹介映像資料（DVD）のご紹介こんな時に

お使いください！

眼をけがする子が多いな…どうしたら防げるだろう？
けがをしてしまった時は、まずどうしたらいいんだろう？

熱中症が心配。
生徒たち自身でも気をつけるようになるといいと思うんだけど…。
何ができるかしら？

校内マラソン大会の前に、職員研修で「その時あなたは」を見ました。
「もしもの時」の対応に自信がつきました！

頚髄損傷になると手足が動かせなくなり、日常生活全般が困難となる…
水泳をする際は頚髄損傷につながる事故のことを思い出してほしい。

ふざけて飛び込む子にもDVD見てもらおう！




