
２ 請求について 

（１）平成28年度 安全共済会「請求」の流れ 

★★大大阪阪府府ここどどもも会会安安全全共共済済会会★★

府こ連共済金請求から支払いまでの流れ

事故第一報の連絡

事故第一報報告書を府こ連へ提出
請求書類を当該子ども会へ送付

受付・審査委員会・支払い

事故日から

30日以内

事故日から
180日以内

市子連

単位こども会

共済金受渡し・受領報告書の送付

事故が起きたら、まずはすぐに東大阪市子ど

も会育成連絡協議会（市子連）事務局に連絡

する。

東大阪市子ども会育成連絡協議会事務局

TEL06-4309-3281

※平日の午前9時～午後5時30分まで

■治癒日または事故日から7 1日以上経 過し

てもまだ治療中の場合は、速やかに書類 の

提出
■事 故日を含めた180日以内 に請求する

■対象外となるもの
・5日未満

・成長痛・野球肘・疲労骨折等、因果関係

が不明確である場合

・交通事故等、他の補償の責任機関がある

場合 ほか

■府こ連・・・受付後、内容確認し不備が なけ

れば審査委員会にて審査

審査委員会にて承認後、指定口座へ送金

不給付の場合、その旨通知。

（府様式第10号）大阪府こども会共済金決定

通知書を府こ連から送付

■市子連事務局・・・受け取った 通知書と 送金

金額を確認

被共済者または保護者へ振込（口座振替依頼

書に記載されている口座に振り込みます。）

単位子ども会育成代表者宛に振込日を通知い

たします。

請求書類へ記入・押印
市子連事務局へ提出（郵送または持参）

≪取り揃える書類（必須）≫

①（府様 式第6号）大阪府こども会共済金請求書

②（府様 式第7号）大阪府こども会事故報告書

③（府様 式第8号ー1）証明書

④（府様 式第8号-2）医療機関に対する同意書

（受診した医療機関分すべて必要です！）

⑤行 事関連資料（案内文・月間予定表など）

★消せるタイプのボールペンや鉛筆での記入は不可

府こ連

支払い後

速やかに 市子連

単位こども会

府こ連

事故後
速やかに

■年間行事計画書に行事の記載があるか確認

■（府様式第5号）安全共済会事故第一報
報告書に記入 し市子連事務局から府 こ連へ

提出
■当該子ども会へ請求書類一式を送付

請求書類を府こ連へ提出
市子連
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★★全全国国子子どどもも会会安安全全共共済済会会★★
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★★賠賠償償責責任任保保険険★★

賠償責任保険金請求から支払いまでの流れ

事故第一報の連絡

保険会社で審査

単位こども会→市子連 府こ連へ書類送付

速やかに

保険会社

府こ連

単位こども会

■年間行事計画書に行事の記載があるか確認

■加害者と単位こども会育成代表者の両者加入

のこと

■こども会賠償責任保険事故報告書《第一報》

を市子連事務局から府こ連へ提出

■対物で修理済の場合は領収書及び見積書また

は請求書の保管

※領収書の宛名はこども会名で

■破損個所の写真は必ずカラープリントできる

ように撮影しておく

■審査で有責か無責か決定後、府こ連へ連絡

あり

■請求書類が届いたら不備がないか確認し

市子連事務局から府こ連へ郵送で提出

★消せるタイプのボールペンや鉛筆での記入は不可

■保険会社より単位子ども会の指定する口座

へ直接支払われます。

■保険会社より府こ連へ支払い通知が届き次

第、市子連へもFAXで連絡します。

有責の場合は
保険会社 府こ連 市子連 単位こども会へ
書類送付

■請求書類が届いたら単位こども会へ請求書類送

付

※無責の場合も保険会社より府こ連へ連絡あり

府こ連→市子連事務局へ連絡

府こ連
市子連

単位こども会

請求完了後、保険会社より
指定口座へ送金

保険会社

単位こども会
または

市子連

単位こども会

市子連

府こ連

！ご注意！加害者と単位こども会育成代表者、双方の加入確認ができなければ請求できません。

事故が起きたら、まずはすぐに東大阪市子ど

も会育成連絡協議会（市子連）事務局に連絡

する。

東大阪市子ども会育成連絡協議会事務局

TEL06-4309-3281

※平日の午前9時～午後5時30分まで

第一報報告書の送付
第一報報告書の提出

市子連 ■こども会賠償責任保険事故報告書の様式を

当該子ども会代表者へ送付します。

■当該子ども会代表者は事故報告書（第一

報）を作成し、市子連事務局へ提出
単位こども会

第一報報告書を府こ連へ提出

市子連
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（２）平成28年度 安全共済会「請求」スケジュール 

参考 
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（３） 各安全共済会の相違点・注意点・必要書類 

府こ連資料より 

- 24 -



府こ連資料より 
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共済金請求必要書類一覧 

 書類 様式名称 備考 

府こ連 

大阪府こども会共済金請求書 府様式第6号  

大阪府こども会事故報告書 府様式第7号 
単位子ども会代表者の記

名押印が必要 

証明書 府様式第8号－1 
治癒と判断された医療機

関で作成 

医療機関に対する同意書 府様式第8号－2 
複数の医療機関を受診し

た場合、医療機関数必要 

全子連 

「全国子ども会安全共済会」<

医療共済金>請求書兼事故証明

書 

＜共済様式＞請求‐11

個人情報の取扱についての同

意書 
＜共済様式＞請求‐12

複数の医療機関を受診し

た場合、医療機関数必要 

医療費領収書（写し） 

又は 診療明細書 

A４サイズ、片面コピーで

提出してください 

府こ連 

全子連 

共通 

口座振替依頼書  
単位子ども会代表者の記

名押印が必要 

行事案内文・日程予定表・メン

バー表・会議録等 

府こ連、全子連とも提出す

る場合は、2部必要 

賠償 

こども会賠償責任保険事故報

告≪第一報≫ 

見取り図 

写真（修繕前・修繕後） 
 様式自由 

 ＊各書類の記入例は、請求書類送付時に同封いたします。 

提出先 ：市子連事務局（東大阪市役所本庁舎16階 社会教育部青少年スポーツ室内） 

提出方法：郵送、又は、持参（平日午前9時～午後5時30分まで※土日祝日、年末年始は閉庁） 

提出期限：●府こ連の請求書類は・・・事故日を含めた180日以内に 

71 日を経過しても治療中の場合は、速やかに請求書類を

整え、市子連事務局へ提出してください。 

●全子連の請求書類は・・・治癒日から60日以内に 

※ 第一報を事故発生後30日以内に市子連事務局へご連絡ください。 

※ 書類作成及び提出に要した経費（郵送料等）は、自己負担となります。 
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（４）請求上の留意事項（請求前にご確認ください。） 

＜共通＞ 

① 消えないボールペンを使用してください。（消せるボールペンは使用不可） 

② 訂正は、二重線を引いて、訂正印を押印してください。（修正テープは使用不可） 

③ 押印漏れのないようにしてください。（押印は鮮明に） 

④ 請求期限内に市子連事務局へ提出（郵送又は持参）してください。 

⑤ 第一報を行なったけれども、請求書類を提出しない場合は、その旨、市子連事務局へ 

ご連絡ください。請求期限内にご提出がない場合は、ご請求されないものとみなします。 

＜保険内容＞ 

■ 補償内容等は、パンフレット「大阪府こども会安全共済に入ろう」、「パンフレット「全国子ど

も会安全共済に入ろう！」や府こ連ウェブサイト、全子連ウェブサイトでご確認ください。 

■ 市子連事務局は府こ連への書類の取り次ぎのみを行なっており、保険の適否・審査等は行なっ

ておりません。 

＜第一報＞ 

□ 怪我をされた方が、安全共済会に加入（安全共済会の「加入者名簿」に名前がある）しており、

かつ、参加していた行事が「年間行事計画書」に記載されているかどうか確認してください。 

（保険適用開始日がいつであるのかもご留意ください。） 

□ 保険請求をする場合、事故発生後、30日以内に市子連事務局を通じて府こ連へ事故発生報告を

しなければならないことから、事故が発生した場合、必ず、市子連事務局へご連絡ください。 

  TEL 06-4309-3281（平日の午前9時～午後5時30分まで） 

□ 報告していただく方は、校区理事・単位子ども会育成代表者・本人・保護者・ソフトボール関

係者等、どなたでも結構です。 

□ 単位子ども会から市子連事務局へ報告していただく事項は、以下の項目です。 

＊子ども会名 

  ＊事故発生の日時、天候 

  ＊怪我をされた方（事故にあわれた方）のお名前、年齢、学年 

  ＊行事名、場所 

  ＊事故の状況（どのようにして怪我をしたか等） 

＊処置・措置（安静にしていた、病院へ搬送した等） 

＊現状等（診断名、おおよその治療期間等） 

  ＊第一報をご連絡してくださった方のお名前と連絡先 

  ＊請求書類の送付先 

□ 第一報が30日を過ぎると、保険請求できない場合がございます。子ども会の役員や指導者・

ソフトボールチーム関係者等に、第一報の報告期限や報告必要事項をご周知ください。
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□ 第一報のご連絡をいただきましたら、請求書類一式（記入例を含む）を送付いたします。 

また、市子連ウェブサイトにも請求書類の様式を掲載いたします。 

□ 賠償責任保険の場合は、第一報の所定様式をお送りいたしますので、送付先をご連絡ください。 

★★大大阪阪府府ここどどもも会会安安全全共共済済会会★★

＜保険請求＞ 

■ 全治（治療）日数が5日以上を要した場合、請求できます。

  ≪平成26年度、事故日から初診日まで日数を要した方で、

不給付となったケースがありました。≫

※ 保険請求をされる場合、速やかに病院で診察を受けてください。 

■ 全治（治療）が5日未満の場合は、大阪府こども会安全共済会は請求できません。 

ただし、全国子ども会安全共済会にも加入されている場合は、全子連分のみ請求できます。 

（保険医療総額の30％が1,000 円以下、保険医療総点数が333点以下は対象外。） 

全子連分のみ請求される場合は、その旨、第一報の際に、お申し出ください。 

■ 事故日を含めた180日以内に府こ連へ請求書類を提出しなければなりませんので、期限内に市

子連事務局へ書類を提出してください。事故日から71日以上経過してもまだ治療中の場合は、

速やかに書類を整え、市子連事務局へ提出してください。 

■ 子ども会活動と怪我の因果関係が不明確な場合、不給付となることがありますので、予めご了

承ください。 

■ 請求書類は、記入漏れや押印漏れ等のないよう、十分確認のうえ、提出してください。不備等

がありますと、受理できません。 

■ 行事関連資料（案内文、行事予定表等）が必要です。 

＜審査等＞ 

■ 審査は、月1回、府こ連で行われます。市子連事務局へのご提出日によりましては、決定まで

に2～3ヶ月要することもありますので、ご了承ください。 

■ 審査に際して、追加で提出いただく書類や説明を要する場合があります。その際、更に決定まで

に時間を要する場合もございます。 

■ 審査結果については、府こ連の通知が市子連事務局へ届きますので、その通知を単位子ども会代

表者の方へお送りいたします。 
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★★全全国国子子どどもも会会安安全全共共済済会会★★

＜保険請求＞  

■ 治癒日から60日以内に府こ連へ請求書類を提出しなければなりませんので、期限内に市子連

事務局へ書類を提出してください。 

■ 医療費領収書は、A4サイズ片面でコピーしてください。原本は不要です。 

■ 請求書類は、記入漏れや押印漏れ等のないよう、十分確認のうえ、提出してください。不備等

がありますと、受理できません。 

■ 行事関連資料（案内文、月間予定表等）が必要です。 

＜審査等＞ 

■ 請求書類は、市子連事務局から府こ連を通じて、全子連へ提出されます。決定までに3ヶ月以

上要する場合もありますので、ご了承ください。 

■ 審査に際して、追加で提出いただく書類や説明を要する場合があります。その際、更に決定まで

に時間を要する場合もございます。 

■ 審査結果については、府こ連より、通知が市子連事務局へ届きますので、その通知を単位子ども

会代表者の方へお送りいたします。 

■ 審査は1回限りとなりますので、領収書の写しの提出漏れ等のないようにしてください。 

★★賠賠償償責責任任★★

＜保険請求＞  

■ 育成代表者が安全共済会に加入していないと保険請求できません。 

■ 修繕前・後の写真を必ず撮っておいてください。 

参考 

＊全子連ウェブサイト・・・http://www.kodomo-kai.or.jp/ 

＊府こ連ウェブサイト・・・http://www.fukoren.sakura.ne.jp/05anzenkai.html 

＊市子連ウェブサイト・・・http://kodomokai.jp/115.php 
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（５）Q＆A 

府こ連資料より（抜粋） 

★★大大阪阪府府ここどどもも会会安安全全共共済済会会★★

Q：こども会活動に参加するため自宅マンションの階段を降りていたところ、誤って踏み外してし

まい転倒しました。このケガは対象となるのでしょうか？

A：この場合５日以上のケガであれば請求できます。被共済者の住所（集合住宅の場合は専用部分

の出入口《玄関》を出てから、一戸建ての場合は敷地と道路の境を出てから）と指定の集合場

所または解散場所との通常経路の往復途上も対象となります。 

Q：成長痛や野球肘、疲労骨折と病院で診断されました。このような場合でも傷病共済金は支給さ

れますか？

A：共済金はこども会活動を直接の原因として生じた「事故」に対してお支払いします。成長痛、

野球肘、疲労骨折等、こども会活動とのとの因果関係が不明確な自覚症状ではお支払いできま

せん。また、むちうち症・腰痛など、医学的他覚所見（医療機関において行った各種検査によ

り異常が認められた状態）のないものは、対象となりません。 

※ 参照③ ～府こ連安全共済会の支払対象外となる傷病名～ をご参考ください。 

Q：ソフトボール活動中に腕を負傷ししたため、近くの整骨院行ったところ打撲と診断され１ヵ月

通院しました。その場合は対象となりますか？

A：事故後すぐに医療機関を受診されている場合は問題ありません。ただし、捻挫や打撲などは稀

に骨折が疑われることもあります。まず先にレントゲン検査等の設備がある病院にて検査後、

骨に異常がないと確認されてから整骨院にて施療してください。 

Q：こども会活動中に転倒して頭と歯をケガしました。その場合の請求は両方できますか？

A：府こ連傷病共済金は、同じ事故により２種類以上のケガを被った場合は、治癒期間が最も長い

方を請求していただけます。 

Q：傷病共済金の請求期限はありますか？

A：安全共済会約款第７条第４項『事故の発生の日からその日を含めて１８０日を超えて請求した

ときは、傷病共済金を支払いません。』とあります。 

Ｑ：食中毒で共済金は支払われますか？

Ａ：こども会活動中に、こども会の責任において提供された食べ物が原因の食中毒で、集団による

発症であり、なおかつ他の補償責任機関がない事実が保健所の調査により確認されたものは、

原則として対象としています。  

Ｑ：熱中症で共済金は支払われますか？
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Ａ：全治（治療）日数が５日以上の負傷・疾病で、なおかつ当日のこども会活動が起因したものと

医師が証明した場合は、原則として共済金をお支払いします。 

Ｑ：祭で地車を曳いていてケガをしました。共済金の請求はできますか？

Ａ：こども会活動として事前に年間行事計画書（府様式第３号）を提出され、こども会としての役

割や位置付けが記載されている『お知らせ案内文』『回覧』『当日のプログラム』等で確認が取

れれば、共済金の支払対象としています。ただし、大人が曳く地車でのケガは、基本こども会

活動外（見学活動）とみなし支払対象としません。 

Ｑ：事故後、救急で運ばれた病院でレントゲン検査を受けた結果、骨折と診断されました。３日後

に自宅から近い整骨院で施術を受けて近ごろ治癒しましたが、証明書は整骨院に記入してもら

えばよいでしょうか？

Ａ：従来、治癒が証明できる医療機関にて証明書を入手いただいていますが、骨折や脱臼・靱帯損

傷など、レントゲン等の検査をしなければ判断できないけがをして、その後に整骨院へ転院さ

れた場合は、初診を受けた病院の証明が必要になります。 

   ※整骨院への通院日数は領収書の写し等で対応します。 

Ｑ：事故後、救急で運ばれた病院で傷の縫合処置をしてもらい、その後自宅から近い病院に転院し

て数回消毒に通いました。この場合、医療機関に対する同意書は２つの病院それぞれ必要です

か？

Ａ：当日のケガの治療を受けた医療機関分、すべて必要です。必要事項を記入し押印の上、片面印

刷でご提出ください。 

Ｑ：医師に証明書を書いてもらったところ、文書料が発生しました。領収書を添付すればよいでし

ょうか？

Ａ：府こ連の傷病共済金には、医師の証明書代として一律3,000円を別途支給します。したがって

領収書の提出は必要ありません。（請求後、審査した結果、お支払いの対象外と判断された事故

については、証明書代も支払えません。） 

Ｑ：交通事故は対象外と聞いていますが、自転車で集合場所に向かう途中、出会いがしらに自転車

同士で追突した場合は支払いの対象となりますか。

Ａ：自転車同士、または人（徒歩）と自転車の事故については、交通事故と考えず支払いの対象と

しています。（あくまでも通常経路を通っていたことが条件になります。） 

★★全全国国子子どどもも会会安安全全共共済済会会★★

Ｑ：全子連の医療共済金は、健康保険等を使用した場合の治療分でなければ支払対象になりません

か？ 

Ａ：医療機関において健康保険等（全子連約款にある用語の定義をご参考ください。）を使用し治療
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を受けたものは支払対象となり、保健医療総額の３０％がお支払されます。 

（例えば交通事故時の実費による治療、入院時の食事代等、整骨院等の休日時間外施療、針治療、テーピ

ング・湿布・包帯・サポーターなどの衛生材料費は対象外です。） 

Ｑ：すべての通院分の領収書写し（診療報酬点数表の各部単位で金額の内訳がわかるもの）が揃っ

ていれば、医療報告書＜共済様式＞請求21を病院にて記入してもらう必要はないですか？ 

Ａ：平成２５年度から文書料が支払われないため、医療機関が発行した領収書もしくは医療費明細

書（請求明細内訳書など）のいずれか、点数が明確にわかる物の写しで請求してください。（領

収書と明細書が混在していても受診分がすべて揃っていれば問題ありません。） 

※お住まいの市町によっては、ある一定年齢まで医療補助が受けられるところがあります。

同一病院にて月3回以上受診した場合は、窓口負担額が0円となり領収書が発行されませ

ん。受診があれば必ず保険医療点数が発生していますので、窓口での支払いがなくても共

済金の請求ができます。会計時に『点数の記載された明細書をください』とお願いしてみ

てください。ごく一部の病院以外は発行していただけます。（無料） 

※なお、通院実日数分の領収書または明細書（点数が確認できるもの）が入手できない、ま

たは入手する予定がない場合は、『不足分は請求しません』とメモ書きをお願いします。） 

Q：整骨院や接骨院等での施療は共済金の支払対象となりますか？

Ａ：健康保険等を使用し整骨院等で施療を受けた場合、共済金支払の対象となります。 

領収書の写しではなく、必ず柔道整復施術報告書＜共済様式＞請求-22 を使用して請求してく

ださい。（無料で記入してもらえます。） 

Q：同じケガで３ヵ所の病院に通院しました。その場合、すべての治療分を請求できますか？ 

Ａ：基本的に転院は、やむを得ない事情がある場合のみに限ります。＜共済様式＞請求-11＜医療

共済金＞請求書兼事故証明書にある『治療の経過と状況』の欄に、病院を転院した経緯（理由）

も詳しく記入し、領収書の写し全てを添付して請求してください。 

Q：医療補助等を受けている場合で（一部）自己負担がない場合は、共済金のお支払いがされない

ということですか？

Ａ：全子連安全共済会は本人負担がない場合でも、共済金をお支払いいたします。ただし、共済金

の支給額が保健医療総額の３０％であるので、本人負担のない場合は総医療額の確認が必要で

あり、医療機関が発行した領収書もしくは医療費明細書（請求明細内訳書など）のいずれか、

点数が明確にわかる物の写しで請求してください。（領収書と明細書が混在していても受診分す

べてが揃っていれば問題ありません。） 

Ｑ：全子連安全共済会では、調剤薬局で支払った金額も対象となりますか？

Ａ：対象となります。ただし、共済金の金額算出に必要ですので、医療報告書とは別に、調剤点数

が分かる領収書の写しが必要になります。 
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Ｑ：地域交流センターにてお別れ会に参加し、行事中にケガをしました。加入申込み時には年間行

事計画書の行事・活動名には『レクリエーション』とだけ書いていたため、共済金の請求の際

に確認するものが必要ですか？

Ａ：請求書類に当日行われた行事のプログラム、お知らせ案内文、回覧文書など、こども会活動が

行われたことが確認できる参考資料として、写しを1点添付してください。 

Ｑ：事故の第一報を連絡しましたが、保護者より諸事情があり請求しないとの連絡を受けました。

この場合はどうすればよいでしょうか？

Ａ：第一報の段階ですので、特に書類の提出は必要ありませんが、取り下げたいとの連絡を市子連

事務局まで入れてください。 

Ｑ：自宅から自転車で集合場所へ向かう途中に、滑って転倒しケガをしました。請求の対象になり

ますか？

Ａ：通常の経路の往復中のケガであれば対象となります。その場合、自宅から集合場所もしくは解

散場所から自宅までの経路図（事故現場を含めて簡単に）を別紙に作成し、請求書類に添付し

てください。 

Ｑ：こども会活動に向かう途中、交通事故にあいました。救急車で搬送され軽傷で済みましたが、

共済金の請求はできますか？

Ａ：平成２５年度の事故から、死亡・後遺障害以外の共済金（医療共済金）はお支払いされません。 

なお、自転車同士・人と自転車の事故は対象となります。 

Ｑ：1ヶ月程前からソフトボールの活動中に時々腕に違和感があったが、今日の活動中に痛みが強

くなり病院行ったところ、上腕骨内側上顆炎と診断されました。この場合、共済金の請求がで

きますか？

Ａ：平成２５年度から、成長痛・野球肘・疲労骨折等の医学的他覚所見（医師による診断結果）は

あるが、子ども会活動との因果関係が不明確な傷害又は疾病の場合は、共済金を支払いません。 

※上腕骨内側上顆炎とは野球肘の別名称です。

Ｑ：子ども会活動後、みんなで祝賀会（飲酒あり）をしました。終了後、一人の育成者がお店（家）

の階段を降りようとしたところ、段差を踏み外して転倒し足を骨折しました。この場合は共済

金の請求の対象となりますか。

Ａ：平成２６年４月１日から、被共済者が飲酒後に発生した当日中の事故等は、共済金のお支払い

ができなくなりました。（共済規程が改正されたため） 
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★★賠賠償償責責任任保保険険★★

Ｑ：小学校のグランドにてソフトボールでキャッチボール中、会員が投げたボールが誤った方向へ

飛んだため、フェンスを飛び越え校舎の窓ガラスを破損してしまいました。ボールを投げた会

員は安全共済会に加入していますが、単位こども会代表者は加入していません。この場合でも

賠償保険の請求はできますか。

Ａ：いいえ、請求できません。安全共済会の賠償責任保険は、こども会活動中の事故により、会員

や会員以外の第三者が死傷したり、またはその財物に損害を与えたことにより、安全共済会に

加盟している単位こども会・市町村こども会連合会ならびに都道府県こども会連合会の指導

者・育成者等の主催者側が、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。したがって被保険者は単位こども会の代表者であり請求者となります。

加害者である会員のみの加入では請求できませんので、単位こども会代表者も必ず加入してく

ださい。 

Ｑ：事故時の写真を撮り忘れてしまいました。

Ａ：写真不添付理由書（別途様式ありますので、市子連事務局へ連絡ください。）にご記入いただき、

修理後の写真（デジカメカラープリント可）は必ずご提出ください。 

Ｑ：加害者が安全共済会とは別に個人賠償責任保険に加入しているようです。

Ａ：賠償責任保険は、掛けている保険会社からそれぞれ保険金が支払われるのではなく、保険会社

同士が保険金額を按分（基準となる数量に比例して物を分けること。）して支払われ、免責額（自

己負担額）も他の保険会社によって違います。その場合は、まず府こ連へご連絡ください。 

Ｑ：ソフトボールの練習中に、チームメイトとキャッチボールをしていた際、飛んできたボールが

顔面に当たり、かけていたメガネが破損し眼の横のケガをました。この場合、賠償責任保険の

請求はできますか？

Ａ：メガネについては不可抗力と考えられるため請求できません。眼のケガについては、府こ連ま

たは全子連共済会に加入していれば、該当する条件を満たした場合に請求できます。 

Ｑ：こども会活動でソフトボールの練習試合を小学校のグラウンドでしていたところ、ボールが誤

った方向へ飛んで行き、校舎の窓ガラスにあたり、割れてしまいました。修理に 4,200 円か

かりましたが、請求できますか。

Ａ：平成２６年４月１日より、賠償責任保険の引き受け会社が変わりました。免責額も対物5,000

円から1,000 円に変わりましたので、こども会側の過失※が100％認められた場合は、4,200

円から1,000 円を引いた3,200円がお支払いされます。 

（なお、平成２６年３月３１日までの事故については以前の特約が適応されますので、5,000

円以下のお支払いはされません。） 

※過失割合については保険会社が決定します。 
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参照③ 府こ連資料より 

大阪府こども安全共済に入ろう！のパンフレットには 

成長痛・野球肘等・疲労骨折等、こども会活動との因果関係が不明確である場合は支払いません。

と表記していますが、以下の傷病名は支払いの対象外となった一部です。この他にも該当する

傷病名がありますのでご留意ください。

・アキレス腱炎症 

・腰椎分離症 

・腰痛（病院の検査により認められる異常所見がないもの） 

・リトルリーグショルダーまたは肩関節腱板炎（野球肩） 

・上腕骨内側上顆炎（野球肘） 

・オスグッド・シュラッター病 

・骨端症 

・関節骨端症 

・離脱性軟骨炎 

・肩関節投球障害 

・肩・肘・股の骨端線離開 

・ジャンパー膝 

・頚部症候群（むちうち症） 

・外傷（外から力が加わったもの）以外の関節炎 

・腱鞘炎 

・腰椎症 

・腰椎椎間板炎 

・ぎっくり腰（俗称） 

・両肩関節周囲炎 

・こむらがえり 
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参考資料「単位子ども会番号一覧」（市子連事務局作成） 

第1ブロック 
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第2ブロック 
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第3ブロック 
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第4ブロック 

※ 平成26年度の登録順に番号を付与しております。番号は固定です。 

※ 平成28年度に子ども会が新設されれば、新たな番号を付与しますので、市子連事務局ま

でご連絡ください。 
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参考資料「平成28年 年齢早見表」（市子連事務局作成） 
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東大阪市子ども会育成連絡協議会 

事務局 東大阪市教育委員会 青少年スポーツ室内 

〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目１番１号（16F）

TEL(06)4309－3281 FAX(06)4309－3835

市子連ホームページ http://www.kodomokai.jp

市子連メールアドレス info@kodomokai.jp


