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災害共済給付契約の継続のための手続きとして、
毎年度、名簿更新の手続きと共済掛金の支払いが必要となります。
学校・園の皆様は、設置者の指示により、必要な手続きを行ってください。
名簿更新前に確認していただく事項については、次ページをご覧ください。

「名簿更新」のお知らせ「名簿更新」のお知らせ

卒業者や新入学者があるため、新年度に当たり、災害共済給付契約に係る児童生徒等の名簿を更新することが
必要となります。この手続きを「名簿更新」と言います。
5月1日現在において在籍する児童生徒等の数に基づき、手続きを行います。

　年度末になり、新年度に向けての準備を進められていると思いますが、今回の学校安全ナビでは、令和２年度の
契約更新（日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）では「名簿更新」と言います。）について、ご説明します。

令和2年6月1日までに手続きが全て完了した場合に限り、令和2年4月1日以降に発生した災害について給付対象
となります。支払期限に遅れた場合は、共済掛金支払日前日までに発生した災害は給付対象になりません。

★名簿更新とは･･･

　5月1日から5月31日（令和２年度は、5月31日が日曜日のため6月1日）までの期間内に名簿更新
に必要な書類をＪＳＣに送付し、共済掛金を振り込むことにより、名簿更新の手続きが完了します。

災害共済給付制度への加入に当たっては、保護者の同意
が必要となります。
学校安全Webの「様式ダウンロード」のページに「災害
共済給付制度」のお知らせと加入同意書の参考例を掲載
していますので、ご活用ください。
なお、加入同意書の参考例のように特記事項を記載する
ことにより、初回の同意後、当該校（園）に在学中は、
災害共済給付制度に加入することに同意したものとなり
ます（例：災害共済給付契約について、本同意書により、
初回の同意後、在学中は自動更新となります。）。

災害共済給付制度への加入は保護者の同意が必要です！

期日までに支払いが
完了した場合

6月２日以降に
支払いがあった場合

4月 1日以降に発生した災害について給付対象

4月 1日から支払日前日までに
発生した災害は給付対象外

支払日以降に発生した
災害から給付対象

4/1 6/1 支払日

♦♦ 名簿更新の手続きは、災害共済給付オンライン請求システムをご利用ください ♦♦

期限間近の混乱を避けるため
に、名簿更新書類の送付・掛金
の振込は、早めに行っていただ
くようご協力をお願いします。
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名簿更新の手続きの流れ

保護者の同意が得られた令和2年5月1日現在の加入者数
を確定する。

名簿更新書類を作成する。
5月20日（水）までにご提出くださるようお願いします。

共済掛金を振込先口座に振り込む。
5月25日（月）までにお振り込みくださるようお願いします。

名簿更新完了

4月中旬以降にＪＳＣから設置者に名簿更新関係の書類
が届く。

※ 災害共済給付オンライン請求システムは、
5月1日から手続きが可能となります。

※ 令和元年度中途加入者の共済掛金も
併せてお振り込みください。

● 注意 ●

名簿更新に係る事務手続きについ
ては、毎年４月に各設置者宛てに
送付する「災害共済給付契約名簿
更新の手引」をご確認ください。
（内容は毎年更新されます。必ず最新
年度版をご確認ください。）
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　法人名、経営母体、学校種の変更や学校（園）又は保育所等の増設、統廃合等がある場合は、災害共済給付
オンライン請求システムの登録内容の変更が必要となります。
　次の項目に当てはまる場合は、裏表紙の学校安全部問合せ先（各担当地域部署）へ必要書類の提出をお願い
します（災害共済給付オンライン請求システムを利用していない設置者であっても、下記書類の提出が必要
となります。）。

名簿更新前の確認事項

法人名、経営母体、学校種の変更や管内の学校（園）又は保育所等の増設、統廃合等の報告

＜ 注 意 ＞
災害共済給付オンライン請求システム上では、医療費請求中のデータがある場合、学校分類の
変更や増設等の手続きができませんので、管内の学校（園）又は保育所等で増設、統廃合等のあ
る場合は、お早めに各担当地域部署へお問い合わせください。
※医療費請求中のデータとは、報告書の処理状況が「一時保存」「設置者へ申請中」「設置者受付済」「センター
へ申請中」「審査中」のものです。「決定済」及び「不備有」は、医療費請求中のデータではありません。

『学校・設置者情報変更依頼書』
を提出してください。

5月2日以降に保育所等を開所された場合
は、各担当地域部署へご連絡ください。

上記「学校・設置者情報変更依頼書」と
「学校統廃合処理及びユーザＩＤ停止依頼書」
は学校安全Webの様式ダウンロードから
プリントアウトできます！

法人名・経営母体が変わった場合
（例：〇〇法人→××法人、公立→私立等）
登録している学校分類が変わった場合
（例：幼稚園→認定こども園）

『学校統廃合処理及び
ユーザＩＤ停止依頼書』
を提出してください。

学校（園）が統合される又は廃校となる
学校（園）がある場合
閉園する、令和２年度以降加入をやめた
い等（継続加入の手続きを行わない等）

事前確認書類等の提出が
必要となりますので、

各担当地域部署へご連絡ください。
（裏表紙参照）

増設の学校（園）がある場合
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よくあるご質問よくあるご質問

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

　年度末に学校（園）・設置者からＪＳＣへよくあるお問合せをご紹介します。学校安全Webの「よくあるご質問」
（https://www.jpnsport.go.jp/anzen/tabid/818/Default.aspx）も、ご活用ください。

給付金支払請求の「時効」給付金支払請求の「時効」

　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。
　卒業生や継続治療をされている場合は、今一度、請求漏れがないかをご確認ください。また、災害共済給付の担当
者が異動される場合は、後任の担当者に引継ぎをお願いします。

　例：平成30年3月受診分は令和2年4月10日まで、平成30年4月受診分は令和2年5月10日までにＪＳＣに
請求しないと時効になります。

医療費請求時の留意点医療費請求時の留意点

　学校（園）・設置者の担当者向けに医療費の請求手続きの留意点を掲載したチラシを作成して
います。保護者へのスムーズな給付のため、申請前のチェック表としてご活用ください。

＊本チラシは、学校安全Web「様式ダウンロード」のページからダウンロードできます。

Q 　学校卒業後も治療が継続しますが、卒業後は、どのように請求すればよいですか？

A 
　小・中学校、幼稚園・保育所等を卒業（園）して進学する場合は、３月分までは前
籍校、４月分からは進学先の学校※から請求手続きをしていただくことになります。
　高等学校等を卒業する場合は、卒業生として、高等学校等から引き続き請求して
ください。
　詳しくは、「災害共済給付請求事務ガイドブック」（2019年6月発行）の31ページ
をご確認ください。

※災害共済給付制度に加入している学校の場合

　卒業式後に卒業校で部活動に参加してけがをした場合は、給付対象になりますか？

　卒業式前に学校長が承認し、あらかじめ卒業校の教育計画に位置付けて、3月31日までの間に卒業
校の部活動に参加させた場合は、学校の管理下の災害として給付対象になります。
　ただし、卒業校の卒業日が、指導要録上、3月30日以前となっている場合は、卒業日までの活動が
対象になります。また、児童生徒等が任意に登校した場合は、学校の管理下とは認められません。
　詳しくは、「災害共済給付請求事務ガイドブック」（2019年6月発行）の9ページをご確認ください。

Q 

A 

　災害共済給付オンライン請求システムの操作方法が分かりません。操作方法が
分かる資料はありますか？

　学校安全Webに「災害共済給付オンライン請求システム操作マニュアル」を掲載
していますので、ご活用ください。

Q 

A 
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体育活動中の死因別・障害種別給付件数（H10～H30）

■ 突然死等
■ 頭部外傷・脊髄損傷
■ その他（溺水、熱中症なども含む）

　平成10年度～ 30年度に災害共済給付として死亡見
舞金、障害見舞金（1級～3級）を給付したもののうち、
当該期間に発生した体育活動の事例は、849例（死亡
638例、重障害211例）で、そのうち、頭部外傷と脊髄
損傷を合わせた神経外傷は、238件（約4分の1以上）
を占めています。
これらの死亡・重障害を減少させ予防するためには、
体育活動に参加する生徒や指導者が頭頚部の外傷を理
解し、適切に対処することが特に重要です。

（参考）2019年度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「学校でのスポーツ事故を防ぐために」

［特 集］

！頭頚部外傷事故発生時の対応フローチャート（『スポーツ事故防止ハンドブック』より）！頭頚部外傷事故発生時の対応フローチャート（『スポーツ事故防止ハンドブック』より）

！頭頚部外傷を受けた（疑いのある）児童生徒等に対しては、以下の点に注意が必要です。！頭頚部外傷を受けた（疑いのある）児童生徒等に対しては、以下の点に注意が必要です。

■ 意識障害は脳損傷の程度を示す重要な症状であり、意識状態を見極めて、対応することが重要である。
■ 頭部を打っていないからといって安心はできない。意識が回復したからといって安心はできない。
■ 頚髄・頚椎損傷が疑われた場合は動かさないで速やかに救急車を要請する。
■ 練習、試合への復帰は慎重に。
　また、頭頚部外傷をはじめとするスポーツ外傷等の後に、起立性頭痛（立位によって増強する頭痛）などの頭痛、
頚部痛、めまい、倦怠、不眠、記憶障害等様々な症状を呈する脳脊髄液減少症と呼ばれる疾患が起こることもあり
ます。
　事故が発生した後、児童生徒等に頭痛やめまい等の症状が見られる場合には、安静を保ちつつ医療機関を受診
させたり、保護者に連絡して医療機関の受診を促すなどの適切な対応をお願いします。

体育活動による頭部・頚部の外傷体育活動による頭部・頚部の外傷
事故発生時の対応

481件
 56.7%

130件
15.3%

238件
 28.0%
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　2019年度で6年目を迎えた本事業は、学校における体育活動中の事故による死亡等の重大な事故に
ついて、同様の事故が生じないよう、発生原因・背景、防止のための留意点を把握し、それらを関係者
間で共有し、効果的かつ安全な学校活動の実現に向けた取組を行うものです。本年度の研究課題は
「体育活動中における球技での事故の傾向及び事故防止」で、重大な事故事例の発生の背景や要因、
再発防止のための留意点や方策について、大学教授、医療関係者、スポーツ関係者等と連携して把握・
分析・研究を行いました。成果物として、「成果報告書」内に「体育活動中における球技での事故の傾向
及び事故防止対策について」を掲載し、全国の教育委員会等に配布予定です。
　また今年度は、全国13箇所でセミナーを開催し、約2,000名の参加者にお越しいただきました。
（※福島県福島市セミナーは台風により中止）
　セミナー後のアンケートには、「より多くの教員が事故への危機感が持てるように、このような場を
今後も多く設けてほしい。」、「現場で使える情報がたくさんあった。」などの意見をいただき、好評の
うちに終了しました。

［報 告］2019年度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学校における体育活動での事故防止対策推進事業

※本事業における成果物は、学校安全Webで3月末に公開予定です。
URL: https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1926/Default.aspx
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セミナー「学校でのスポーツ事故を防ぐために」全国一巡！セミナー「学校でのスポーツ事故を防ぐために」全国一巡！

　平成26年度に始まったセミナー「学校でのスポーツ事故を防ぐために」は、本年度をもって全都道府県を一巡し
ました。この間、開催地域をはじめ、各地の教育委員会等には、準備や地域パネリストの選定など、多大なご尽力を
いただきました。心より御礼申し上げます。（2019年度福島市セミナーは台風により中止）

　スポーツ事故防止対策協議会・戸田芳雄委員長から各地で開催してきたセミナーを振り返り、コメントをいただき
ました。

　全てのセミナーで、事業の概要を説明させていただきましたが、委員の
先生方や開催地の関係者のご協力により、充実した内容になりました。
　初めの2、3年は参加者からの質問も少なく、抽象的な感想や漠然と
した質疑が多かったですが、4年目以降は体験を通した具体的な質問
が目立つようになり、本セミナーが目指す体育・スポーツ活動中の事故
防止に直結するような意見交換と、各校種・職種・種目間の情報の共有
が行われたと思います。
　全国を一巡し、これでようやく最初の一歩が踏み出せたと思いますが、
参加者は各会場で100～ 200人程度と必ずしも多くはないため、まだ
まだ教員や指導者全体への理解が浸透したとは言えず、今後も本事業を
継続して、学校でのスポーツ事故防止の輪を広げていく必要を感じて
います。

　安全の確保は、全ての教育活動、とりわけ体育・スポーツ活動の前提です。
教員や指導者は、そのことを強く意識し、子供たちともコミュニケーションを密にして、危機管理と
安全な指導を心掛ける必要があります。
　そのためには、運動の各種目について、競技や技能の正しく安全な指導等に加え、『学校安全Web』
等を活用し、過去の事故事例や資料等から、安全確保（危険予測・回避）の方法等について知る（理解
する）必要があります。教員や指導者が何もせずに安全は確保できません。自ら「アクティブ・ラーニ
ング」する必要があります。その結果を、他の教員や指導者や保護者、子供たちとも共有することで、
安全への協働が確かなものになります。

セミナーを終えて

学校でのスポーツ事故防止のために

『学校安全ナビ』読者の皆さんへ

スポーツ事故防止対策協議会
戸田芳雄委員長

　まず「学校安全Web」にアクセスして、内容に目を通してください。
　その中に、きっと事故防止に役立つものがあります。
　例えば、映像資料（DVD）、パンフレット、教材カードなどを活用して、職員会議や打合せの一部に
位置付け、短時間（10 ～ 20分）の研修を、可能な限り数多く実施しましょう。保護者の啓発や児童
生徒等の指導にも活用し、多くの関係者が事故防止に関心を持ち、実践できるようにしてください。
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【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

学校安全フリーイラスト集のご紹介学校安全フリーイラスト集のご紹介

　イラスト画像計500以上のデータ（PNG形式）を無料でダウンロードできます。（一部紹介します。）
　学校教材や配布物等にご活用ください。

「学校安全フリーイラスト集」で

検索すれば出てくるのね！




