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倉吉市子ども会育成連絡協議会・

全国子ども会安全共済会をご利用ください！

倉吉市子ども会育成連絡協議会（市子連）では、子ども会活動が安心して、より一層活発に行

うことができるよう、今年度も会員を募集します。

全国子ども会安全共済会とは、子ども会活動中の万一の事故に備えた、会員の相互扶助による

共済金制度です。

また、全国子ども会安全共済会に加入することで、市子連、鳥取県子ども会育成連絡協議会（県

子連）にも加入します。市子連や県子連の主催する各種イベントや研修会等の参加や情報提供を

受けることができます。

◆加入の方法◆

全国子ども会安全共済会に加入するには、単位子ども会・市子連・県子連に所属する者（就学

前の幼児（0歳から）を含む）が、下記の年会費を納めることで加入できます。

１．年会費

・大人…指導者・育成者（保護者の方はもちろん、地域に住む全ての大人の方）

・子ども…幼児（0歳から就学前の子ども）・小学生・ 中学生・高校生

※10月1日以降の加入は、大人・子ども共に年会費（共済会掛金）が10円安くなります。

●留意事項

・必ず大人１名の加入が必要です。

・就学前３年以下の幼児の加入がある場合、当該幼児の保護者1名以上の加入が必要です。

区 分 ４月１日～９月30日 10月１日～３月31日

大 人 280円

内訳：

共済会掛金50円

270円

内訳：

共済会掛金40円

運営費100円

（国20円・県80円）

運営費100円

（国20円・県80円）

育成会費130円

（県100円・市30円）

育成会費130円

（県100円・市30円）

子ども 160円

内訳：

共済会掛金50円

150円

内訳：

共済会掛金40円

運営費100円

（国20円・県80円）

運営費100円

（国20円・県80円）

育成会費10円

（市10円）

育成会費10円

（市10円）
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２．加入手続（受付開始：4月1日）

平成31年度から、ネットによる加入を行っています。従来通りの紙ベースによる加入も可能

です。各単位子ども会で加入方法を選んでいただき、加入をお願いします。

ネットによる加入をしていただくと、登録データを翌年度に引き継ぐことができます。加入者

の年齢も自動的に加算されるため、既加入者の登録情報を更新する必要がありません。また、ロ

グインをしていただくことで、開催前日まで新規行事を登録することができます。

ネット加入の引継ぎには、登録されたユーザーIDとパスワードが必要です。

（１）各子ども会・地区生徒会の代表者を通じてお申込みください。

※５月31日までに年会費を市子連から県子連へ振り込むことで、遡及して４月１日か

ら効力が生じます。市子連事務局での手続きもありますので、余裕をもって提出をお願

いします。

（２）倉吉市教育委員会事務局社会教育課または学校担当者へ申請書類に年会費を添え、ご提

出ください。

３．申請書類（＊申請書類は社会教育課のHPにも掲載しています）

（１）従来通りの紙ベースによる加入

・加入申込書 ・加入者名簿 ・年間行事計画書 ・加入者分の年会費

（２）ネット加入

・加入申込書（ネット加入用） ・加入者分の年会費

※事務局が管理者ログインをして、ネットで入力いただいた加入者名簿・年間行事計画

書を確認します。入力が終了してから提出をお願いします。

◆全国子ども会安全共済会の目的◆

被共済者の相互扶助の精神に基づき、子ども会活動を安心して行なうために、子ども会が主催

する活動における事故等の怪我や疾病等について補償し、青少年の健全な育成と福祉の増進に資

すること

◆全国子ども会安全共済会の内容◆

①安全共済会 ②賠償責任保険

【①安全共済会】

行事計画に基づき、指導者（20歳以上）・育成者の管理のもとに行われた子ども会活動（調

査及び準備を含む）で生じた「事故」に対して共済金が支給されます。行事参加の往復途中も対

象となりますが、就学前３年以下の幼児が行事に参加する場合は、安全共済会会員の保護者、祖

父母又は親族が同伴しないと補償の対象になりません。

○死亡共済金 600万円
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○後遺障害共済金 後遺障害の程度に応じて７万円～600万円

○医療共済金 健康保険等を適用した医療費総額の30％（支払限度額50万円）

対象外：総医療点数333点以下（共済金額1,000円以下）の場合他

●共済金が支給されない主な場合

・故意または重大な過失による事故

・自殺、犯罪、闘争行為（被共済者が小学生以下の闘争行為には支給されます）

・交通事故（自転車事故（単独・自転車同士）を除く。死亡共済金、後遺障害共済金を除く）

・地震、噴火、又はこれらによる津波

・喘息やてんかんの持病がある被共済者が子ども会中に発症した喘息やてんかんの持病

・成長痛、野球肘、疲労骨折 など

【②子ども会賠償責任保険】

子ども会活動中の事故で、誤って第三者にケガを負わせたり、またはその財産に損害を与えた

りすることにより、指導者・育成者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を

保険金として支払うものです。

○保険金の種類 損害賠償金、損害防止費用、緊急措置費用、争訟費用 など

○保険金額

身体賠償（対人事故） １名につき 最大１億円（免責金額なし）

１事故につき 最大５億円（免責金額なし）

財物賠償（器物損壊等）１事故につき 最大200万円（免責金額1,000円）

※身体賠償・財物賠償ともに行事参加の往復途中は対象外です。

※外部から賃借した物は運送中も含めて補償対象になります。（免責金額3,000円）

●保険金が支払われない主な場合

・故意による事故の損害賠償責任

・行事に参加するまでの往復中の事故の損害賠償責任

・主催者及び指導者（満20歳以上の者）、育成者が自ら所属する団体の活動によって被った

身体の障害または財物の損壊に対する損害賠償責任

・子ども会活動に参加している子どもの加害行為による主催者及び指導者（満20歳以上の

者）、育成者が被った身体障害に対する損害賠償責任（ただし、被害者が満20歳未満で未

婚の場合は除く）

・主催者が所有、使用または管理する財物の損壊に対する損害賠償責任

・主催者が販売、提供した商品や飲食物等に起因する損害賠償責任

・自動車等の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任 など

◆安全共済会保険・賠償責任保険期間◆

安全共済会保険：2021年４月１日０時から2022年３月31日24時までの一年間

賠償責任保険 ：2021年４月１日16時から2022年４月１日16時までの一年間

※５月31日までに手続きが完了した場合。以降は、手続き完了の翌日０時から始まります。
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◆共済金請求の流れ◆

（１）第一に事故の報告を！！ 事故第一報報告書（＜共済様式＞請求－01）の提出

事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況及び傷害又は疾病の程

度を都道府県・指定都市子連に通知しなければなりません。

※年間行事計画書にない事業は対象になりません。

（２）共済金を請求できるようになったら…

市子連へ次の書類を提出（市子連から県子連へ提出します）

＊請求手続き完了から60日以内に請求者に支払われます。

参考：公益社団法人全国子ども会連合会 http://www.kodomo-kai.or.jp/anzen_kyosaikai/

◆倉吉市子ども会育成連絡協議会の目的◆

子ども会が「子ども会は子どもたちによる子どものための会」であることを大切にし、子ども

たちの自主性や人間関係などの生きる力が育まれる子ども会活動や体験の促進を図る。

◆倉吉市子ども会育成連絡協議会の取組み◆

子ども会活動が安心して、より一層活発に行うことができるよう研修会や情報提供、活動支援

などを行う。

請求書類 様式番号 医療共済金
後遺障害

共済金
死亡共済金

医療共済金請求書兼事故証明書 請求－11 ○

個人情報の取扱いに関する同意書 請求－12 ○ ○ ○

医療費の領収書(写) ― ○

死亡・後遺障害共済金請求書兼事

故証明書
請求－31 ○ ○

医師の診断書（後遺障害） 請求－32 ○

死亡診断書又は死体検案書 ― ○

被共済者の戸籍謄本 ― ○
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◆倉吉市子ども会育成連絡協議会の組織図◆

◆役員の役割◆

会 長（１名） 市子連を代表し、会務を取りまとめ

県子連理事として、県子連が開催する理事会、総会等へ出席

副会長（１名） 会長の補佐

県子連が開催する研修会等への参加

理 事（５名） 理事会を構成して、会の運営

市子連事業の立案、実施、各単位子ども会の育成

県子連が開催する研修会等への参加

＊別添「理事選出ローテーション表」のとおり

監 事（２名） 会計、事業の監査

事務局（倉吉市教育委員会社会教育課）

市子連の事務、全国子ども会安全共済会の手続きなど

総 会

監事（２名）

理事会

会 長（1名） 顧 問

副会長（1名）

事務局 理事（５名） 専門委員会

各単位子ども会育成団体（子ども会員、育成者）
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倉吉市子ども会育成連絡協議会 理事選出ローテーション表

○平成27年度より各小学校区から理事を選出いただいています。

中学校区 小学校名
R３

年度

R４

年度

R５

年度

R６

年度

R７

年度

R８

年度

R９

年度

河北中

学校区

河北小学校 ○ ○ ○

上北条小学校 ○ ○

西郷小学校 ○ ○

東

中学校区

成徳小学校 ○ ○ ○

上灘小学校 ○ ○

灘手小学校 ○ ○

西

中学校区

小鴨小学校 ○ ○ ○

明倫小学校 ○ ○

上小鴨小学校 ○ ○

久米鴨川

中学校区

高城小学校 ○ ○

北谷小学校 ○

社小学校 ○ ○

関金小学校 ○ ○
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【子ども会育成連絡協議会組織図】

・情報提供 ・安全共済会加入申込、共済金請求

・安全共済会加入依頼 ・その他要望等

・その他活動支援

・情報提供 ・安全共済会加入申込、共済金請求

・安全共済会加入依頼 ・その他要望等

・その他活動支援

・情報提供 ・安全共済会加入申込、共済金請求

・安全共済会加入依頼 ・その他要望等

・その他活動支援

★子ども会活動

令和３年３月１日現在

【令和2年度安全共済会（倉吉市子連）加入実績】

前年度増減

加入団体数 90団体 △ 9

2779人 △ 253

小学生 1847人 △ 193

中学生 59人 9

高校生 5人 0

幼　児 46人 △ 19

指導者・育成者 822人 △ 50

・各種研修事業

・安全共済会事業

・都道府県子連連絡調整

・各種研修事業

・安全共済会事業

・都道府県子連連絡調整

・各種研修・イベント事業

・単位子ども会連絡調整

・単位子ども会と県子連との仲介

安全共済会員数
内訳

全国子ども会連合会
（全子連）

都道府県子ども会育成連絡協議会
（都道府県子連）

○鳥取県子ども会育成連絡協議会

市区町村子ども会育成連絡協議会
（市区町村子連 ）

○倉吉市子ども会育成連絡協議会

単位子ども会単位子ども会 単位子ども会
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令和２年度事業報告（予定）について

（用語説明）

○市子連…倉吉市子ども会育成連絡協議会

○県子連…鳥取県子ども会育成連絡協議会

○全子連・中四国子連…全国子ども会連合会及び中国・四国地区子ども会育成連絡協議

月 日 事 業 内 容 主 催 開催地 参加者数

４ 14

令和２年度県子連総会 県子連 － 書面審議

平成3１年度鳥取県子ども会育成連絡協

議会表彰式
県子連 － 中止

６ ２
倉吉市子ども会育成連絡協議会総会

市子連 － 書面審議

８

上旬 鳥取県サマースクール団 派遣 鳥取県 台湾台中市 来年度へ延期

21～

23

中国・四国地区子ども会ジュニア・リ

ーダー大会

全子連・

中四国子連

徳島県/牟岐

少年自然の

家

中止

－ 松戸市倉吉市交流事業 in 倉吉 倉吉市 － 中止

10

４ 第56回倉吉市子ども会リーダー研修会 市子連 上井公民館 中止

４～６
全国子ども会育成中央会議・研究大会

全子連
北海道札幌

市
中止

11

７～８
中国・四国地区子ども会育成研究協議

会
中四国子連

高知県/高知

会館
中止

30 子ども会育成テキスト 配布 市子連 －
加入子ども会へ

配布

３ 20

第5７回倉吉市子ども会リーダー研修会

市子連 上灘公民館 来年度へ延期
第 3６回倉吉市子ども会指導者・育成者

研修会

子ども安全啓発初級指導者養成講座 県子連 － 中止

ジュニア・リーダー研修会 県子連 － 中止

随時

全国子ども会安全共済会加入等手続き

子ども会関連情報の提供

小中学生の体験活動の実施・支援

役員会、理事会の実施
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令和３年度事業計画（案）について

（用語説明）

○ジュニア・リーダー研修会…子ども会を指導する中・高校生を対象とした研修会

○子ども会リーダー研修会…子ども会内でリーダーの小学生を対象とした研修会

○指導者育成者研修会…子ども会のお世話をする指導者・育成者（保護者）を対象と

した研修会

時 期 事 業 内 容 主 催 開催地

４月 鳥取県子ども会育成連絡会総会 県子連
まなびタウン

とうはく

６月上旬 倉吉市子ども会育成連絡会総会 市子連
倉吉交流プラザ

（予定）

５月～６月
倉吉市子ども会リーダー研修会 市子連 未定

倉吉市子ども会指導者・育成者研修会 市子連 未定

８月

9～11 日
松戸市倉吉市交流事業 in 松戸 倉吉市 松戸市

８月上旬
鳥取県サマースクール団 派遣

※派遣に伴う説明会・研修は７月
鳥取県 台湾台中市

８月 中国・四国地区子ども会ジュニア・リーダー大会
全子連・

中四国子連

徳島県/牟岐少

年自然の家

11 月

20～22 日
全国子ども会育成中央会議・研究大会 全子連 北海道札幌市

11 月 中国・四国地区子ども会育成研究協議会 中四国子連
高知県

高知会館

３月
倉吉市子ども会リーダー研修会 市子連 未定

倉吉市子ども会指導者・育成者研修会 市子連 未定

秋頃 倉吉市子ども会リーダー研修会 市子連 未定

未定

ジュニア・リーダー研修会（年１回） 県子連 未定

子ども会育成者・役員研修会（年１回） 県子連 未定

安全啓発指導者養成講習会（初級） 県子連 未定

安全啓発指導者養成講習会（中級） 中四国子連 岡山県岡山市

随時

全国子ども会安全共済会加入等手続き

子ども会関連情報の提供

小中学生の体験活動の実施・支援

役員会、理事会の実施
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倉吉市子ども会育成連絡協議会会則 

 

第 １ 章 

 

（名称） 

第１条 この会は倉吉市子ども会育成連絡協議会（以下「市子連」という。）という。 

 

（事務局） 

第２条 市子連の事務局は、倉吉市教育委員会事務局生涯学習課内におく。 

 

第 ２ 章 

 

（目的） 

第３条 市子連は市内各単位子ども会、育成会相互の連携を密にし、子ども会活動を一層促進

することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 市子連は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

 （１）各子ども会、育成会相互の連絡協調 

 （２）子ども会会員、育成者、指導者の研修並びに派遣 

 （３）県子連・全子連、安全共済会への加入と連携 

 （４）資料の収集と提供 

 （５）関係機関団体との連絡提携 

 （６）その他、市子連の目的達成に必要な事業 

 

第 ３ 章 

（組織及び入会） 

第５条 市子連は各子ども会の育成者・指導者など、この会の趣旨に賛同する人で組織する。 

 

第６条 市子連への入会は、各子ども会育成団体ごとに毎年５月末日までに所定の手続きによ

り年次登録するものとする。ただし、６月以降も入会を受付けるものとする。 

 

（役員） 

第７条 市子連に次の役員をおく。 

１．会長 １名 ２．副会長 １名 ３．監事 ２名 ４．理事 ５名 

 

（職務） 

第８条 この会の役員の職務は次のとおりとする。 

 （１）会長は、この会を代表し会務を総理する。 

 （２）副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 

 （３）理事は理事会を構成し、この会を運営する。 

 （４）監事は会計を監査し、総会にて報告する。 
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（選出及び任期） 

第９条 この会の役員は総会において選出し、任期は１年とする。ただし再任は妨げない。 

  ２ 理事は各中学校区から代表者１名を選出する。 

 

（顧問及び専門委員） 

第 10条 この会に顧問及び専門委員をおく事ができる。 

  ２ 顧問及び専門委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、その任期は１年とする。 

 

第 ４ 章 

 

（会議及び総会） 

第 11条 この会の会議は総会及び理事会とする。 

 

第 12条 総会は、各単位子ども会育成会の代表者１名をもって構成し、年１回会長が招集す

る。 

  ２ 理事会は必要に応じて会長が招集する。 

 

第 13条 総会の議事進行にあたる議長は、会長が務める。 

 

第 ５ 章 

 

（庶務会計） 

第 14条 この会の庶務・会計を処理するために係をおく。 

 

（経費） 

第 15条 この会の経費は、次の収入をもってあてる。 

     （１）会費 （２）補助金 （３）寄付金 （４）その他の収入 

  ２ 会費の額については、総会で決める。 

 

（会計年度） 

第 16条 この会の会計年度は、4月 1日に始まり翌年 3月 31日で終わる。 

 

 

 

附    則 

 

 １．この会則は、昭和５５年７月５日から施行する。 

 ２．平成 9年 7月 13日から一部改正する。 

 ３．平成 12年 7月 16日から一部改正する。 

 ４．平成 13年 4月 1日から一部改正する。 

 ５．平成 23年 9月 10日から一部改正する。 

 ６．平成 24年 6月 23日から一部改正する。 
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