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●昨年度からの変更点 

（１）年間行事計画書について 

年間行事計画書の「実施予定日」欄が変更となった場合、新たに提出する必要がな

くなりました。 

⇒これまでは、年間行事計画書に記載した「実施予定日」が、前後１ヶ月以上ず

れる場合は、「変更」に○を記入して再度提出する必要がありましたが、平成

３１年度より、行事の実施日が変更となった場合、1ヶ月以上のずれであって

も、再度提出する必要はありません。 

 （ただし、行事が追加になった場合や、行事の内容が大幅に変更となる場合

は、今までどおり、再度提出が必要となります。） 

（２）様式について 

「加入者名簿」の様式が一部変更されました。 

     ⇒新たに「追加欄」が追加されました。 

      5 月 29日以降、追加で加入をする場合、「追加欄」に○を記入して提出して

ください。 

      （５月 29日以前に追加加入する場合や、5月29日以降に新規加入する場

合は、「追加欄」への記入は必要ありません。） 



提出する前に… 

最終チェックをお願いします

【加入者名簿について】 

□ 育成代表者の方も加入していますか？（13ページ参照）
（名簿の中に育成代表者の方の名前を記入しなければ加入したことになりません。 

また、加入していない場合、賠償責任保険の請求ができません。） 

□ 就学前３年以下の幼児が加入される場合、その幼児の
欄に保護者のNo.を記載しましたか？（1ページ参照）
（就学前３年以下の幼児が加入する場合、その保護者が安全共済会に加入している 

ことが条件となります。） 

【年間行事計画書について】 

□ 行事の前日までの準備や、翌日以降の後片付けなどは
記入していますか？（9,10ページ参照）
（当日以外の日に行われる準備・後片付けなどは、すべて記入しなければ共済金の 

請求ができません。） 

□ 実施予定日を正しく記入していますか？（9,10ページ参照）
（特定の日付・上旬・中旬・下旬のいずれかを記入してください。未定、空欄、 

上旬～下旬などは受付できません。） 

□ 日常定例活動の欄に、記入漏れはありませんか？ 
（9,10ページ参照）

   （ソフトボールなどスポーツ活動の練習・大会、古紙回収・廃品回収、役員会・ 

理事会の会議など） 



1 安全共済会とは 

会員相互扶助の精神に基づき、子ども会活動中に発生した負傷・疾病・後遺障害または死

亡に対して、共済金を給付する制度です。 

また、共済金とともに「賠償責任保険」も付与されており、指導者・育成者が主催者とし

て法律上の損害賠償責任（対人・対物）を負った場合に適用されます。 

安全共済会には、一般社団法人大阪府こども会育成連合会が行う「大阪府こども会安全共

済会」と、公益社団法人全国子ども会連合会が行う「全国子ども会安全共済会」の２種類あ

ります。 

市子連主催事業に参加する際には、安全共済会に加入しておいてください。 

【子ども会活動とは？】 

   子ども会の活動計画に基づき、1名以上の指導者（20歳以上の者に限る）又は育

成会員の管理下にある活動を言います。

単位子ども会・育成会、市子連に所属する者。(子ども会員、指導者、育成者、市子連役員等)

●加入時の年齢制限はありません。（0歳児から加入が可能です） 

●就学前 3年以下の幼児（※1）の加入については、その保護者（※2）が安全共済会に

加入していることが条件となります。また、活動にあたっては、必ずその保護者の同伴

が必要になります。 

   ※1 「就学前３年以下の幼児」とは、平成３１年度では、平成２７年4月2日 

以降生まれの幼児を指します。 

    ※2 ここでいう「保護者」の範囲は、「保護者、祖父母又は親族（満20歳以上で

あること）」と定められています。 

※全子連安全共済会に加入する場合、府こ連安全共済会への加入が必要です。 

（全子連安全共済会のみの加入はできません） 

４月１日～９月３０日 

に加入した場合 

１０月１日～３月11日に

加入した場合 

大阪府こども会安全共済会(府こ連) ３５０円 ３００円 

全国子ども会安全共済会(全子連) ７０円 ６０円 

両共済会に加入すると… ４２０円（１名・年間） ３６０円（１名・年間） 

１．安全共済会とは 

２．加入対象者 

３．年会費 
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●大阪府こども会安全共済会（府こ連） 

 （１）死亡共済金   600万円 

 （２）後遺障害共済金 7万円～600万円（後遺障害の程度に応じて） 

 （３）傷病共済金   事故発生の日より起算し、全治（治療）日数が5日以上の場合、

その日数に応じて下表のとおり。（ただし、事故発生日より 10

日以上経過して初診を行った場合は、原則として初診日からの起

算となります。） 

【傷病共済金 等級表】

※傷病共済金には、医師の証明書料として一律3,000円を併給します。 

（４）賠償責任保険  支払い限度額は、下表のとおり。（過失割合に応じて） 

●全国子ども会安全共済会（全子連） 

 （１）死亡共済金   600万円 

 （２）後遺障害共済金 7万円～600万円（後遺障害の程度に応じて） 

 （３）傷病共済金   健康保険等を適用した医療費総額の30％

     ※治療期間は180日を限度、総額50万円を支給限度とします。 

     ※総医療点数が 333 点以下（医療共済金の額が 1,000 円以下）の場合は、共

済金は支払われません。 

 （４）賠償責任保険  支払い限度額は、下表のとおり。（過失割合に応じて） 

※平成 30年度より賠償責任保険の補償が拡大しました！ 

  ①建物と同時にその建物施設から借りた物が、新たに補償の対象となりました。 

  ②外部から借りたものが補償の対象となりました。また、その借り物は使用中だけでな

く、運搬時も補償の対象となります。ただし、借りた自動車は対象外です。 

   （対物１事故につき免責3,000円、保険期間中の累積が1,000万円に至るまで） 

等級 全治（治療）日数 金額 

５ 31日～40日 29,000円 

６ 21日～30日 22,000円 

７ 11日～20日 15,000円 

８ 5 日～10日   8,000円 

等級 全治（治療）日数 金額 

１ 71日以上 60,000円 

２ 61日～70日 50,000円 

３ 51日～60日 43,000円 

４ 41日～50日 36,000円 

身体賠償 
1名につき 1億円 

免責金額なし 
1事故につき 5億円 

財物賠償※ 1事故につき 200万円 免責金額 1,000円 

身体賠償 
1名につき 1億円 

免責金額なし 
1事故につき 5億円 

財物賠償※ 1事故につき 200万円 免責金額 1,000円 

４．補償内容（詳しくはパンフレットをご覧ください）

-2-



2 加入手続きについて

 ① 年会費（おつりのないように） 

 ② 加入者名簿（4枚複写） 

 ③ 年間行事計画書（4枚複写） 

※提出の際、念のために、育成代表者印をご持参ください。

 ●受付場所 

東大阪市役所本庁舎16階 社会教育部 青少年スポーツ室 

（東大阪市子ども会育成連絡協議会事務局（市子連事務局）） 

※持参に限ります（郵送不可） 

 ●受付時間 

   月～金曜日 午前 9時～午後5時30分（土日祝日、時間外は除きます） 

 ●平成31年 4月 1日（月）～平成31年 5月 29日（水）までに申込み 

   ⇒平成 31年４月 1日（月）～平成32年３月31日（火）までの共済期間 

※ 4月 1日にさかのぼっての適用となります。

 ●平成31年 5月 29日（水）以降に申込み (最終加入申込みは、平成 32年 3月 11 日)

   ⇒毎週水曜日までに申込みされた分は、その週の土曜日～平成32年3月31日(火)

までの共済期間 

※ 4月 1日にさかのぼっての適用はありません。

（例1）平成31年 5月 10日（金）に申込みした場合 

⇒平成31年 4月 1日（月）にさかのぼり共済期間開始 

   （例 2）平成31年 6月 4日（火）に申込みした場合 

⇒平成31年６月 8日（土）共済期間開始

   （例 3）平成31年 6月 6日（木）に申込みした場合 

          ⇒平成 31年６月 15日（土）共済期間開始 

１．加入に必要なもの 

２．受付場所・時間 

３．共済期間について 

4月 1日にさかのぼっての適用分の申込み期限は、平成31年5月29日(水)です。 
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●記入上の注意 

①加入者名簿は、30名で1セットとなります。30名以上の場合は、複数枚作成してく

ださい。その場合、上段の太枠（単位こども会名・育成代表者名や住所等）の記入

は、すべての部数にお願いします。 

②４枚複写のため、ボールペンで強く記入をしてください。 

提出手続きの際、単位子ども会保存用（黄色）を控えとして返却します。 

③市子連ウェブサイトより様式をダウンロードできます。4枚とも提出してください。 

※エクセル形式の場合、30名までの申込みであれば、【自動計算あり 30名以下向

け】のデータを使用して下さい（加入者を入力すると、「区分欄」が自動で計算され

ます）。また、30名以上の申込みの場合、【自動計算なし 30名以上向け】のデー

タを使用してください（「区分欄」は自動計算されませんので、1枚目に加入者合計

人数と金額の合計を、手動で入力してください。） 

 ④氏名を間違えた場合は横線を引いて消し、次の欄に記入してください。 

●加入者の追加がある場合 

加入者の追加がある場合、追加される方のみ「加入者名簿」へ記入して提出してくだ

さい。その際、「Ｎｏ．」欄は前回の続き番号を記入してください。前回最終№は、必

ず単位子ども会で保存してある控え用紙（黄色）で確認し、重複等のないように記入

してください。 

●加入者の子ども会の異動・改姓、育成代表者の変更 

  以下の場合は、市子連事務局へ電話連絡ください。 

・加入者が転居し子ども会を異動される場合 

・加入者が改姓された場合 

・すでに加入されている方の名前、年齢等に誤りがあった場合 

・育成代表者が変更された場合 

４．加入者名簿 作成上の注意 
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 ●加入者名簿の記入例 

単位こども会名 ●●子供会 単位番号 ●●●● 

育成代表者名 西大阪 一彦 電 話 ●●●－●●●●－●●●● 

住 所 ●●●－●●●●   東大阪市●●町●丁目●番●号

単 位 こ ど も 会 地 域 の 範 囲 ■■小学校区（●●町●丁目～●丁目）

（３０名分）※事故報告書を提出された時は、被共済者の住所と、この地域を確認させていただきます。 （№   ）

№ 氏 名 性別 種  別 
学

年

年

齢
全

同伴
保護
者 No.

№ 氏 名 性別 種  別 
学

年

年

齢
全

同伴
保護
者No.

１ 西大阪 一彦 男女 幼小中高指育  55 ○ 男女 幼小中高指育 

２ 東大阪 市子 男女 幼小中高指育  50 ○ 男女 幼小中高指育 

３ 北大阪 桂 男女 幼小中高指育  35 ○ 男女 幼小中高指育 

４ 北大阪 椿 男女 幼小中高指育  30 ○ 男女 幼小中高指育 

５ 北大阪 楓 男女 幼小中高指育  １ ○ 3,4 男女 幼小中高指育 

６ 北大阪 桜 男女 幼小中高指育  5 ○ 男女 幼小中高指育 

７ 南大阪 スミレ 男女 幼小中高指育 中1 13 ○ 男女 幼小中高指育 

８ 東大阪 汰朗 男女 幼小中高指育 小5 10 ○ 男女 幼小中高指育 

９ 西大阪 撫子 男女 幼小中高指育 22 ○ 男女 幼小中高指育 

10 野球 塁 男女 幼小中高指育 40 ○ 男女 幼小中高指育 

11 枚岡 梅ノ介 男女 幼小中高指育 小1 ６ ○ 男女 幼小中高指育 

12 花園 あやめ 男女 幼小中高指育 小2 ７ ○ 男女 幼小中高指育 

13 孔舎衙 蓮 男女 幼小中高指育 小3 ８ ○ 男女 幼小中高指育 

14 楠根 桃太郎 男女 幼小中高指育 小4 ９ ○ 男女 幼小中高指育 

15 若江岩田 桔梗 男女 幼小中高指育 小6 11 ○ 男女 幼小中高指育 

※性別及び種別欄は該当するものに○印を付けて下さい。  ※全子連安全共済会加入者は、「全」欄に○印を付けて下さい。 

※就学前３年以下の幼児が加入される場合は必ず保護者も安全共済会に加入し、その幼児の欄に保護者の№の記載をお願いします。

なお、単位番号が異なる場合は、同伴保護者№欄の上段に単位番号の記載もお願い致します。

区 分 府 こ 連 安 全 共 済 会  全 子 連 安 全 共 済 会  

こども会員

幼 児              ２    名 ２    名

小学生               ６    名 ６    名

中学生               １    名 １    名

大 人 

高校生 

６  名

名

６ 名

名 

指導者 名 名 

育成者 名 名 

計 (ａ)３５０円× 15 名＝ ５，２５０

円 

（共済掛金 200 円・その他会費 150 円） 

(ｂ)７０円×  15  名＝  １，０５０

円 

（共済掛金 50 円・全子連運営費 20 円） 

会費総額 (ａ)＋（ｂ）                             ６，３００      円

（府こ連保存用）            ※この欄は単位の総括表としてご記入ください。 
＜個人情報の取扱いについて＞ 
本共済契約に関する個人情報は、一般財団法人大阪府こども会育成連合会並びに公益社団法人全国子ども会連合会が共済引き受けの審査、本
共済契約の履行のために利用いたします。 
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。 

安30 27018 

２

４ ４

２
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○加入年度の「2019」、東大阪市番号の

「27018」をご記入ください。 

○単位子ども会名は、正確にご記入くださ

い。（例）子供会 or子ども会 orこども会

府こ連へ登録している単位子ども会名は、

一覧のとおりです。（P.21～参照） 

○単位番号は、平成 26 年度に付与した 4

桁の番号です。番号は固定です。 

 単位子ども会番号一覧（P.21～）をご参

照ください。 

○育成代表者は、必ず安全共済会に加入し

てください。（下の名簿欄にも育成代表者

の方の氏名を記入しなければ加入したこ

とになりません。） 

○育成代表者の方が加入していない場合、

賠償責任保険の請求ができません。 

○加入者名簿は4枚複写となっています。 

 4 枚共に印鑑を押印してください。 

○シャチハタでも可能です。 

○加入者が居住している地域を記入してく

ださい。（子ども会が活動する範囲という

意味ではありません） 

（例１）町ごとに単位子ども会が存在する場合 

    ⇒××町1丁目～2丁目…など 

 （例２）マンションや集合住宅等、棟全体で単位こども

会が存在する場合 

    ⇒○○マンション、☆☆住宅･･･など 

 （例３）校区や地区など地域で単位こども会組織と認め

ている場合 

    ⇒○○校区子ども会、□□連合こども会…など 

○No.は通し番号になります。 

○加入者の追加の際は、続きの番号を記入

してください。 

○番号の重複や欠番を防止するため、最後

に記入することをお勧めします。 

○氏名を書き間違えた場合は、横線を引い

て消し、次の欄に記入してください。 

○お名前の誤記（漢字誤り等）があれば、市

子連事務局へ連絡ください。 

○「幼 小 中 高 指 育」のいずれかに○を

つけてください。 

○「指」とは、大学生、社会人等でリーダー

として活動される方・成人指導者（監督、

コーチ等）をさします。 

 （例）ソフトボールの監督、バドミントン

のコーチ等 

○「育」とは、リーダーとして活動される方（指

導者）以外の方（保護者等）をさします。 

○『学年』欄は、小学生、中学生、高校生の

場合、必ず記入してください。年齢と学

年が一致するよう、確認してください。 

（例）小1、中2、高3 

○平成 31 年 5 月 29 日までに提出する場

合（平成31年4月1日さかのぼり適用）

は、平成31年 4月 1日時点での年齢を

記入してください。 

平成 31 年 5 月 29 日以降提出する場合

（途中加入、さかのぼり適用なし）は、申

込時の年齢を記入してください。 

○年齢が空欄の場合、加入できません。 

※「平成 31 年年齢早見表」を参照くださ

い。（P.26） 

2 単位子ども会名 

3 単位番号 

4 育成代表者 

1 加入年度・市町村番号 

5 育成代表者押印欄 

6 単位こども会地域の範囲 

７ No.（被共済者番号） 

9 種別 

10 学年 

11 年齢 

8 氏名 

○育成代表者は、必ず安全共済会に加入し

てください。（名簿欄にも氏名を記入し

なければ、加入したことになりませ

ん！） 

○育成代表者の方が加入していない場合、

賠償責任保険の請求ができません。
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○『全』欄は、全子連に加入する場合、○を

記入してください。○がない場合は、大阪

府こども会安全共済会のみの加入となり

ます。 

 ※全子連には、府こ連に加入した会員が

任意で加入できます。（全子連のみの加入

はできません。） 

○加入者が就学前３年以下の幼児の場合に、

その保護者のNo.を記入してください。 

○平成31年度の「就学前3年以下の幼児」

とは、【平成 27 年 4 月 2 日以降に生ま

れた方】が対象となります。

○種別ごとの人数を記入し、会費を計算し

てください。 

○加入者が 30 名以上で、加入者名簿が複

数枚になる場合は、1 枚目（No.1～30）

に、総人数・総額を記入し、2枚目（No.31

～）の区分欄は斜線を引いてください。 

○平成 31年 5月 29日以降に追加加入す

る場合、「追加欄」に「○」を記入してく

ださい。 

12 全子連加入の有無 

13 同伴保護者No. 

14 区分 

○就学前3年以下の幼児が加入する場合、

その保護者が安全共済会に加入してい

ることが条件となります。 

また、活動に当たっては、必ずその保護

者の同伴が必要になります。 
（ここでいう「保護者」の範囲は、『保護
者、祖父母又は親族（満 20 歳以上）』
と定められています。）

15 追加欄 
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●記入上の注意 

①４枚複写のため、ボールペンで強く記入をしてください。 

提出手続きの際、単位子ども会保存用（黄色）を控えとして返却します。 

②1部で書ききれない場合は、複数枚にしていただくか、別紙を作成してください。別

紙を作成する際も4枚提出が必要です。 

③市子連ウェブサイトより様式をダウンロードできます。4枚とも提出してください。 

●適用期間について 

平成 31年 5月 29日までに加入者名簿とともに提出された年間行事計画書は、平成

31年 4月 1日からの適用となります。（さかのぼって適用） 

  それ以降に提出された年間行事計画書は、毎週水曜日までに市子連事務局へご提出い

ただきましたら、その週の土曜日から適用となります。（さかのぼっての適用はありま

せん。） 

共済適用前の事故は、共済金請求対象外となります。 

●行事の追加・変更 

①行事の追加・変更がある場合は、追加・変更分の行事のみ「年間行事計画書」へ記入

して提出してください。 

②「変更」として年間行事計画書を再度提出する必要があるのは、行事の内容が大幅に

変わった場合です。 

●行事の詳細が分かる資料の事前用意について 

共済金請求の際には、行事の確認のため、「お知らせ文・案内文」や「当日のプログラム」

「月間行事計画」「役割分担表」「会議やミーティングの議事録」等が必要です。 

必ず、事前にご用意ください。（ホームページやメールの画面をプリントアウトしたもの

でも可） 

● 年間行事計画書に記載がない場合や年間行事計画書の提出が遅れた場合、共済金

の請求ができません！ご提出は、日程に余裕をもってお願いします。 

● 各活動の準備（下見、買い出し、チラシ配布、会費徴収等を含む）・練習や、
ミーティング、親睦会、予備日も必ず記入してください。

● 行事の前日までの準備や翌日以降の後片付け等も必ず記載してください。

５．年間行事計画書 作成上の注意 

● 年間行事計画書の「実施予定日」「会場」「参加予定人数」の変更は、再度提出 

する必要はありません。 
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●年間行事計画書の記入例 
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○単位番号は、平成 26 年度に付与した 4

桁の番号です。番号は固定です。 

 単位子ども会番号一覧（P.21～）をご参

照ください。 

○校区・ブロックの年間行事計画書を作成

する際は、校区の単位子ども会番号すべ

て、ブロックの子ども会番号すべてを記

入してください。 

○市子連へ提出（持参）した日を記入して

ください。 

○校区やブロックの年間行事計画書を提出

する際には、『代表者名』欄には、校区

理事の方又は校区・ブロックの代表者の

お名前を記入してください。 

○空欄又は「未定」では、府こ連で受付さ

れません。必ず記入してください。 

○日にちが決まっていない場合は、 

「上旬」「中旬」「下旬」のいずれかを記入

してください。（「上旬～中旬」等の記入

の仕方は不可です） 

○実施が予定されている行事は必ず記入し

てください。（年間行事計画書に記載が

ないと、共済金の請求ができません。） 

○会場・行き先が決まっていない場合は、

「未定」と記入してください。

○参加が見込まれる最大人数を記入してく

ださい。

○年度初めに提出する場合、「新規」に○

をつけてください。 

○平成31年 5月 29日以降に新たに提出

される行事は、「追加」となります。 

○日常定例的な活動（ソフトボール練習、

会議、廃品回収等）を記入してくださ

い。（年間を通して行う活動だけでな

く、一定期間において行う活動も記入し

てください。 （例） 秋祭りの練習） 

○よく見かける「日常定例活動」の例 
・ソフトボール練習・大会参加、ドッジボール練習、 
卓球練習等、各種スポーツ活動の練習 
・だんじり、お祭りの練習等 
・古紙回収、廃品回収、地域清掃 
・役員会、理事会、部会、班等の会議 

○長期休み中の活動が別途日程で行われる

場合（普段は土日で活動を行うが、夏休

みは平日も活動を行うなど）は、「長期

休み中は平日の活動あり」と記載してく

ださい。 

1 単位こども会番号 

2 提出日 

3 単位こども会名・代表者名 

4 実施予定日 

5 行事・活動名 

6 会場 

7 参加予定人数 

8 備考 

9 日常定例活動 

10 日常定例活動（長期休み中） 

○各活動の準備（下見、買い出し、チラシ

配布、会費徴収等を含む）・練習やミー

ティング・親睦会・予備日、行事前日ま

での準備や翌日以降の後片付け等も必

ず記載してください。 

※当日にする準備・後片付けは、一連の行事と考え

ますので、年間行事計画書への記載は不要です。 

○平成 31 年度より、「実施予定日」が変

更となった場合、再度年間行事計画書を

提出する必要はありません。
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3 請求について

大阪府こども会安全共済会 
（府こ連） 

全国子ども会安全共済会 
（全子連） 

事故が 

起きたら… 

(通院が終了し

ていなくても) 

まずは東大阪市子ども会育成連絡協議会（市子連）へ 

事故第一報の電話連絡をお願いいたします。 

【市子連 連絡先】 

東大阪市教育委員会 青少年スポーツ室内 

TEL：06-4309-3281（平日午前9時～午後5時30分まで）

①事故日から 30 日以内に、市子連から府こ連へ報告を行う必要があ

りますので、事故後すみやかに市子連へ電話連絡をお願いします。 

（お電話で、事故日時、行事名、事故場所、ケガをされた方の氏名・年

齢、事故の状況、等をお伺いします。） 

②電話連絡後、市子連から当該子ども会へ請求書類一式を送付します。 

請求書類の 

提出 

(基本的には 

通院終了後) 

※市子連から府こ連へ送付するため、
提出期限の 5 日前までに市子連へ
ご提出ください。 

下記の書類を揃えて、市子連へ提出

してください。（郵送・持参） 

【提出書類】 

①大阪府こども会共済金請求書 

②大阪府こども会事故報告書 

③証明書（治癒が証明できる医療機関に

て記載してもらう） 

④医療機関に対する同意書 

⑤行事関連資料（案内文・月間予定表等） 

⑥口座振替依頼書 

※市子連から府こ連へ送付するため、
提出期限の 5 日前までに市子連へ
ご提出ください。 

下記の書類を揃えて、市子連へ提出

してください。（郵送・持参） 

【提出書類】 

①医療共済金請求書兼事故証明書 

②個人情報の取扱いについての同意書 

③領収書の写し(または診療明細書写し) 

 ※医療点数が記載されたもの 

 ※受診した回数分すべて提出 

 ※整骨院での施術は、「柔道整復施術

報告書」を提出（文書料がかかる場

合は、別途様式をお渡しします。） 

④行事関連資料（案内文・月間予定表等） 

⑤口座振替依頼書 

１．安全共済会共済金の請求から支払いまでの流れ 

【請求書類の提出期限】 
事故日から 180日以内 

【請求書類の提出期限】 
治癒日から 60日以内 
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共済金の支給 

①市子連→府こ連へ請求書類を提

出します。 

②府こ連の審査委員会にて審査を

行います。 

③決定後、府こ連→市子連へ、決定

通知の送付と共済金の振込みが

行われます。 

④市子連から、口座振替依頼書に記

載されている口座へ、共済金を振

り込みます。また、当該子ども会

代表者宛に振込日を通知します。 

※請求書類の提出から共済金の支

給までに、１～２ヶ月かかりま

す。 

①市子連→府こ連→全子連へ請求

書類を提出します。 

②全子連の審査委員会にて審査を

行います。 

③決定後、全子連→府こ連→市子連

へ、決定通知（写し）の送付と共

済金の振込みが行われます。 

 また決定通知（原本）が、被共済

者へ郵送されます。 

④市子連から、口座振替依頼書に記

載されている口座へ、共済金を振

り込みます。また、当該子ども会

代表者宛に振込日を通知します。 

※請求書類の提出から共済金の支

給までに、３～４ヶ月かかりま

す。 

注意点 

①経過観察期間は、原則として治癒

期間に含みません。

②こども会活動との因果関係が不明

確なものは対象外となります。

③成長痛、疲労骨折、野球肘等は、

因果関係が不明確な自覚症状であ

るため、支給対象外となります。

④事故発生日より10日以上経過し

て初診を行った場合は、原則とし

て初診日からの起算となります。

ケガが悪化しないうちに、因果関

係が明確なうちに病院に行ってく

ださい。

⑤交通事故等、他に補償の責任機関

のある場合は対象外となります。 

①こども会活動との因果関係が不明

確なものは対象外となります。

②成長痛、疲労骨折、野球肘等は、

因果関係が不明確な自覚症状であ

るため、支給対象外となります。

③交通事故等、他に補償の責任機関

のある場合は対象外となります。 

④健康保険等を使用せず治療したも

のは対象外となります。 

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。（市子連か
ら確認の連絡はいたしませ
ん。）

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。（市子連か
ら確認の連絡はいたしませ
ん。）
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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）へ 

事故第一報の電話連絡をお願いいたします。 

【市子連 連絡先】 

東大阪市教育委員会 青少年スポーツ室内 

TEL：06-4309-3281（平日午前9時～午後5時30分まで）

FAX：06-4309-3835 

①電話連絡の後、市子連から当該子ども会へ事故報告書の様式を送付

します。 

②当該子ども会代表者は事故報告書の様式を作成し、市子連へ提出し

てください。（FAX可） 

請求書類の 

提出・ 

保険金の支給 

①事故報告書を受けて、審査で有責と判断されたら、市子連から当該子

ども会へ請求書類を送付します。 

②請求書類が届いたら、記入押印し、速やかに市子連へ提出してくださ

い。 

③市子連→府こ連→保険会社へ請求書類を送付し、請求が完了したら、

保険会社から請求書類に記載されている口座へ保険金を振り込みま

す。 

２．賠償責任保険金の請求から支払いまでの流れ 

●加害者と単位子ども会育成代表者の双方が加入していなけれ
ば、請求できません。

●破損箇所の写真（カラー）の提出が、請求書類提出時に必要と
なりますので、撮影しておいてください。 
●対物で修理済みの場合は、領収書の原本及び見積書（または請
求書）のコピーの提出が、請求書類提出時に必要となりますの
で、保管しておいてください。 

●対物の場合、保険金額は、修理代金から免責額（自己負担額）
を引いた額となります。 
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4 よくあるお問合せ

Ｑ１：年度途中に加入したいのですが、どうすればよいですか？  

Ａ：加入者名簿と年会費を添えて、市子連事務局へお申込みください。 

なお共済適用開始については、5月29日以降は、毎週水曜日までに申込みされた分は、

その週の土曜日からとなります。ご提出は、日程に余裕をもってお願いします。 

Ｑ１：９月上旬に予定していた行事が９月下旬になりました。また、予定していた会場も雨

天のためグラウンドから体育館に変更になった場合はどうしますか？ 

Ａ：平成31年度より、実施日のズレや、会場・参加予定人数の変更であれば、その都度年

間行事計画書の提出は必要ありません。万が一事故が発生した時のために、関連資料（募

集案内・当日のプログラム・お知らせ・回覧 etc）を必ず保管してください。行事の追

加の場合は、必ず年間行事計画書を提出してください。 

※共済金請求書類に、必ずコピーを添付しなければいけません。 

Q２：夏休み中（平日）にソフトボールの練習でケガをしました。年間行事計画書の日常定

例活動には“毎週土日祝：ソフトボール練習・練習試合・大会など”とだけ記入してい

ました。 

Ａ：行事そのものの記入がなければ、共済金のお支払いができません。土日祝に限らず、年

間を通して活動されておられる場合は、必ず“長期休み中は平日の活動あり”と記入し

ておいてください。 

Ｑ３：秋ごろに遠足の行事を予定していますが、まだ詳しい日程が決まっていません。年間

行事計画書の、月と実施予定日の欄に『未定』と記入しておけばよいですか？ 

Ａ：月そのものが決まっていない場合は、行事の追加という形で、決まり次第、別途年間行

事計画書にその行事のみ記入し、備考欄の追加に○印をつけて、適用期限までに市子連

へご提出ください。期限については、この冊子の8ページをご参照ください。 

※月や実施予定日、行事・活動名の『未定』や『空欄』は認めていません。 

Q４： 市子連主催の行事（例：親睦ドッジボール大会）に向けて練習をしていたところケガ

をしました。単位こども会の年間行事計画書の中には、市子連の行事（例：10月 1日 

親睦ドッジボール大会）と記入していたが、その行事に向けての練習（例：8月1日～

9月30日までの毎週土曜日）を記入し忘れていました。 

１．加入に関するQ&A 

２．年間行事計画書に関するQ&A 
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Ａ：練習について記入がなければ、共済金のお支払いはできません。日常定例活動の欄に『８

月～９月毎週土曜日 親睦ドッジボール大会に向けての練習』と記入しておく必要があ

ります。  

Ｑ５：年間行事計画を提出した際に、予定していた会場（行き先）が急遽変更になりました。

また、参加予定人数も大幅に変わった場合は、変更という形で新たに年間行事計画書を

提出しないといけませんか。 

Ａ：会場と参加予定人数については、変更があっても新たに提出する必要はありません。 

  年間行事計画書の提出が必要な場合は、行事が追加になった場合や、行事の内容が大幅

に変わった場合です。

Ｑ６：加入申込みの際に年間行事計画書（府様式第３号）＜共済様式＞加入-13が必要なの

はなぜですか？ 

Ａ：こども会安全共済会は、こども会活動中の万が一のケガのみお支払いします。その事故

が事前に立てられた計画に基づいて行われたかどうかの確認が必要となります。 

Ｑ１：このような場合、共済金は支払われますか？ 

【例１】5 月 1 日子ども会活動中にケガをした。同日病院で診察を受けたところ、打撲と

診断された。痛みが続くようであれば、再診するよう、医師より指示を受け帰宅。

その後、痛みも治まり回復したため病院に行っていない。

    1 日のみの通院であり、全治（治療）日数5日以上とならないので支払えません。

なお、証明書にかかった費用もお支払いできません。 

    （受診日以降を経過観察と考える。医師より一定期間をおいて再診するよう指示が

あればよいが、これで様子をみてくださいという指示は経過観察と考えます。） 

【例２】5 月１日子ども会活動中にケガをした。数日様子を見ていたが痛みが治まらず、

10 日後の 5 月 10 日に病院で診察を受けたところ骨折が判明した。通院加療し

5月 23日に固定具を外し治癒と判断された。

    本来は事故日から起算しますが、事故発生日より10日以上経過して初診を行った

場合は、初診日より起算します。 

    （事故日から初診日まで間が空きすぎると、当日の子ども会活動が起因するものか

どうか、因果関係が不明確になるため、事故後すぐに病院を受診していなければ、

お支払いできない場合もあります。） 

Q２：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？ 

３．大阪府こども会安全共済会に関するQ&A 
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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。 

Q３：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。 

Q４：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。 

Q５：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、治療期間が最

も長い方を請求していただけます。 

Ｑ６：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。  

Ｑ７：熱中症で共済金は支払われますか？ 

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。 

Ｑ８：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。 

Ｑ９：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？ 
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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。 

Ｑ10：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事故につき3,000円を併給します。

領収書の提出は必要ありませんが、審査の結果、お支払いの対象外と判断された事故に

ついては、証明書代のお支払いもできません。 

Ｑ11：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。） 

Ｑ１：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、整体、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。） 

Ｑ２：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無料で発行していた

４．全国子ども会安全共済会に関するQ&A 
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だけます。 

※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。） 

Q３：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。 

柔道整復施術報告書＜共済様式＞請求-22 が無料で記入してもらえる場合はこちらを、

有料と言われた場合は、厚生労働省指定の領収証様式がありますので、そちらを使用し

て請求して下さい。 

Q４：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。 

Q５：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。） 

Ｑ６：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。 

Ｑ７：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。 

Ｑ８：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：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。 
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Ｑ９：1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：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。 

Ｑ１：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。 

Ｑ２：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。 

Ｑ３：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。 

Q４：催しをするため、子ども会の役員が持参した「かき氷器」を使用していたところ、

操作を誤って壊してしまったが、保険金支払いの対象になりますか。 

A：子ども会が所有、使用または管理しているものに該当しますので、保険金支払いの対

象外となります。また、子ども会の持ち物、子ども会の役員・指導者・育成者等のも

のであっても対象外となります。 

５．賠償責任保険に関するQ&A 
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Q５：小学校の体育館で子ども会の研修会をしている時、学校から借りたワイヤレスマイ

クを誤って床に落としてしまい、故障させてしまいました。こんな場合は対象になる

のでしょうか。 

A：平成３０年度より、建物と同時にその建物から借りた物も補償の対象となりました。

外部（業者等）から借りたもの※（搬送時も含む）も対象ですが、その場合の免責額

（自己負担額）は3,000円になります。 ※自動車は対象外 
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ブロック 単位番号 子ども会名（平成26年度登録名称） 校区名

1 1001 第３ガーデンハイツ子供育成会
1 1002 シャトー八戸ノ里子供会
1 1003 上小阪第１子ども会 上小阪

1 1004 上小阪第２子ども会 上小阪

1 1005 南上小阪子ども会 上小阪

1 1006 新上小阪子ども会 上小阪

1 1007 東上小阪子ども会 上小阪

1 1008 小若江子ども会 上小阪

1 1009 若草子ども会 上小阪

1 1010 宝持西子ども会 上小阪

1 1011 松花子ども会 上小阪

1 1012 本宝持子ども会 上小阪

1 1013 上小阪中部子ども会 上小阪

1 1014 小阪校区子ども会育成協議会 小阪

1 1015 中小阪自治こども会 小阪

1 1016 昭和自治こども会 小阪

1 1017 宝住自治会こども部 小阪

1 1018 衣摺西子ども会 長瀬西

1 1019 柏田本町子供会 長瀬西

1 1020 ひまわり子ども会 長瀬西

1 1021 長瀬南小子ども会 長瀬南

1 1022 おおはす子ども会 長瀬南

1 1023 東一青葉子供会 荒川

1 1024 東荒二若草子供会 荒川

1 1025 東荒三青空子供会 荒川

1 1026 足代すみれ子供会 荒川

1 1027 西二こばと子供会 荒川

1 1028 西三あられ子供会 荒川

1 1029 西荒四青空子供会 荒川

1 1030 西荒五スマイル子供会 荒川

1 1031 俊徳新生なかよし子供会 荒川

1 1032 俊徳つくし子供会 荒川

1 1033 俊東育成ひばり子供会 荒川

1 1034 友井仲好子供会 弥刀東

1 1035 長瀬東団地子供育成会 弥刀東

1 1036 風の子子ども会 弥刀東

1 1037 近江堂東子供会 弥刀東

1 1038 弥刀東やまびこ子ども会 弥刀東

1 1039 金二子供会 長瀬東

1 1040 つくし子供会 長瀬東

1 1041 わかくさ子供会 長瀬東

1 1042 金四子供会 長瀬東

1 1043 あおぞら子供会 長瀬東

1 1044 なかよし子供会 長瀬東

●第１ブロック

参考資料「単位子ども会番号一覧」
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ブロック 単位番号 子ども会名（平成26年度登録名称） 校区名

1 1045 柏田校区寿第二自治会子供会 柏田

1 1046 寿第3子供会 柏田

1 1047 寿第4自治会 柏田

1 1048 寿第6子ども会 柏田

1 1049 渋川第一子供会 柏田

1 1050 渋川第二子供会 柏田

1 1051 柏田西第一子供育成会 柏田

1 1052 柏田西2子供会 柏田

1 1053 衣摺中町会育成会 長瀬西

1 1054 衣摺南一子供会 長瀬西

1 1055 近江堂子ども会 弥刀

1 1056 やまびこ子供会 弥刀

1 1057 小若江新東子ども会 弥刀

1 1058 いなづま子ども会 弥刀

1 1059 小南子ども会 弥刀

1 1060 源氏ヶ丘子ども会 弥刀

1 1061 あすなろ子供会 弥刀

1 1062 弥刀校区子ども会連合育成会 弥刀

1 1063 永一西子供会 永和

1 1064 永和第一東子ども会 永和

1 1065 永和第二自治会子ども会（永二子ども会） 永和

1 1066 永三子ども会 永和

1 1067 永和第四子ども会 永和

1 1068 永五だるま子供会 永和

1 1069 菱屋西子ども会バドミントン部 菱屋西

1 1070 横沼北子供会 菱屋西

1 1071 菱一子供会育成会 菱屋西

1 1072 菱二子供会育成会 菱屋西

1 1073 菱三子ども育成会 菱屋西

1 1074 菱四子ども会 菱屋西

1 1075 横中子ども会育成会 菱屋西

1 1076 横西ハチの巣子ども会育成会 菱屋西

1 1077 横沼南子ども会 菱屋西

1 1078 長瀬駅前子供会 菱屋西

1 1079 岸西3スリーA子供会育成会 太平寺

1 1080 柳育成部　柳子供会 太平寺

1 1081 太平寺子供会 太平寺

1 1082 寿第1子ども会 柏田

1 1083 シャトー第3八戸ノ里子供会
1 1084 俊徳町フジ子ども会 荒川

1 1085 杉の子子供会 弥刀東

1 1086 衣摺北子ども会 長瀬西

1 1087 布施小学校区子供会 太平寺

1 1088 衣摺6丁目子ども会 柏田
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●第２ブロック

ブロック 単位番号 子ども会名（平成26年度登録名称） 校区名

2 2001 御厨南なかよし子供会 意岐部

2 2002 新家西町子供育成会 西堤・藤戸

2 2003 新家こども会 意岐部

2 2004 長田西父母の会 西堤・藤戸

2 2005 長田中あいおい育成委員会 西堤・藤戸

2 2006 長田東青空子供会 西堤・藤戸

2 2007 長栄寺子供会 高井田東

2 2008 高井田子ども会 高井田東

2 2009 菱川子供育成会 高井田東

2 2010 中高井田こども育成会 高井田東

2 2011 新喜多子供会育成会 高井田東

2 2012 高南子ども会 高井田東

2 2013 東高井田子ども育成会 高井田東

2 2014 川俣子ども育成会 楠根

2 2015 稲田北子ども育成会 楠根

2 2016 稲田中子ども会 楠根

2 2017 稲田南子ども会 楠根

2 2018 桜子供会 森河内

2 2019 梅子ども会 森河内

2 2020 校南東子ども会 森河内

2 2021 寿子ども育成会 森河内

2 2022 校南西子供会 森河内

2 2023 本通子ども会育成会 森河内

2 2024 松西子ども会 森河内

2 2025 松東子供会 森河内

2 2026 高井田西子ども育成会 高井田西

2 2027 御厨子ども会育成協議会 意岐部

2 2028 西堤わくわく子ども会 西堤・藤戸

2 2029 稲田橋本子ども会 楠根

2 2030 意岐部子供会 意岐部

2 2031 西堤小学校子供会 西堤・藤戸

2 2032 栄町子ども育成会 西堤・藤戸
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●第３ブロック

ブロック 単位番号 子ども会名（平成26年度登録名称） 校区名

3 3001 玉串ジュニアスポーツクラブ 玉串
3 3002 三島子ども会 成和
3 3003 菱屋東北子ども会 玉川
3 3004 若江西新町こども育成会 若江
3 3005 若江本町子供会 若江
3 3006 鴻池子供会育成会 成和
3 3007 東楠子供育成会 成和
3 3008 北楠風荘子供会 成和
3 3009 寺島子供会 成和
3 3010 菱屋東中子ども会 玉川
3 3011 吉原子供会 北宮
3 3012 川田子供育成会 北宮
3 3013 中新開子供会 北宮
3 3014 今米子供会 北宮
3 3015 古箕輪子供会 北宮
3 3016 新庄子供育成会 成和
3 3017 青空子ども会 玉美
3 3018 すみれ子ども会 玉美
3 3019 つくしんぼ子ども会 玉美
3 3020 わかば子供会 玉美
3 3021 本郷北子供会 英田南
3 3022 新家西子供会 英田南
3 3023 本郷南子供会 英田南
3 3024 川島子供会 英田南
3 3025 市場キッズクラブ 英田南
3 3026 若江南こども会 若江
3 3027 府営加納住宅子ども会育成会 加納
3 3028 加納６丁目子ども会 加納
3 3029 アメリア子ども会育成会 加納
3 3030 加納子ども会 加納
3 3031 稲葉第一子供会 玉川
3 3032 菱江子供会 玉川
3 3033 稲葉第２子供会 玉川
3 3034 東花園子ども会 花園
3 3035 玉串東子ども会 花園
3 3036 万ノ丁子供会 鴻池東
3 3037 白鴻園子供会 鴻池東
3 3038 チーム絆想幸 鴻池東
3 3039 鴻池東Jrソフトボール（鴻池東連合） 鴻池東
3 3040 角田子供会 弥栄
3 3041 本庄子供会 弥栄
3 3042 箕輪子供会 弥栄
3 3043 中野子供育成会 弥栄
3 3044 横枕子供育成会 弥栄
3 3045 西岩田子ども会 岩田西
3 3046 岩田北部子ども会 岩田西
3 3047 岩田中部子ども会 岩田西
3 3048 岩田西部子ども会 岩田西
3 3049 花園西町子ども会 花園北
3 3050 新花園子ども会 花園北
3 3051 松原東子供会 英田北
3 3052 松原子供育成会 英田北
3 3053 古水走子供会 英田北
3 3054 町水走子供会 英田北
3 3055 島之内子ども会 英田北
3 3056 島之内1丁目子供会 英田北
3 3057 下島子供会 英田北
3 3058 艮子供会 英田北
3 3059 新庄青空子ども会 成和
3 3060 花園小学校区子ども会 花園
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●第４ブロック

ブロック 単位番号 子ども会名（平成26年度登録名称） 校区名

4 4001 東豊浦子供育成会 枚岡東

4 4002 豊浦子ども会 枚岡東

4 4003 山ろく子供会 枚岡東

4 4004 出雲井子供育成会 枚岡東

4 4005 いなき子ども会 枚岡東

4 4006 ひかり子供会 枚岡西

4 4007 わかば子供会 枚岡西

4 4008 鳥居子ども会 枚岡西

4 4009 宝箱子供会 枚岡西

4 4010 喜里川子ども会育成会 縄手東

4 4011 五条子ども会 縄手東

4 4012 客坊子ども会 縄手東

4 4013 親和子供会 縄手北

4 4014 昭和子ども会 縄手北

4 4015 旭子ども会 縄手北

4 4016 下六万寺子供会 縄手南

4 4017 上六万寺子供会 縄手南

4 4018 横小路子供会 縄手南

4 4019 桜井子供会 縄手南

4 4020 上四条町子ども会 縄手・上四条

4 4021 瓢箪山子供会 縄手・上四条

4 4022 御幸北子供会 縄手・上四条

4 4023 末広東子ども会 縄手・上四条

4 4024 末広西子供会 縄手・上四条

4 4025 上石切一丁目子供会 石切東

4 4026 上石切町２丁目子供会 石切東

4 4027 東石切町１丁目子供会 石切東

4 4028 東石切町２丁目子供会 石切東

4 4029 東石切３丁目子供会 石切東

4 4030 東石切４丁目子供会 石切東

4 4031 東石切町５丁目子供会 石切東

4 4032 東石切町６丁目子供会 石切東

4 4033 芝ヶ丘子供会 石切東

4 4034 山麓子供会 石切東

4 4035 善根寺子ども会 孔舎衙

4 4036 日下マンハイム子ども会 孔舎衙

4 4037 布市子供会 孔舎衙

4 4038 日下子ども会 孔舎衙東

4 4039 みどり子供会 石切

4 4040 植附子供会 石切

4 4041 芝やまばと子供会 石切

4 4042 新池島子供会 池島

4 4043 池島子供会 池島

※ 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31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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生年・西暦 生年・元号 年齢 生年・西暦 生年・元号 年齢 生年・西暦 生年・元号 年齢

2019年 平成31年 0歳 1996年 平成8年 23歳 1969年 昭和44年 50歳

2018年 平成30年 1歳 1995年 平成7年 24歳 1968年 昭和43年 51歳

2017年 平成29年 2歳 1994年 平成6年 25歳 1967年 昭和42年 52歳

2016年 平成28年 3歳 1993年 平成5年 26歳 1966年 昭和41年 53歳

2015年 平成27年 4歳 1992年 平成4年 27歳 1965年 昭和40年 54歳

2014年 平成26年 5歳 1991年 平成3年 28歳 1964年 昭和39年 55歳

2013年 平成25年 6歳 1990年 平成2年 29歳 1963年 昭和38年 56歳

2012年 平成24年 7歳 1989年 平成元年／昭和64年 30歳 1962年 昭和37年 57歳

2011年 平成23年 8歳 1988年 昭和63年 31歳 1961年 昭和36年 58歳

2010年 平成22年 9歳 1987年 昭和62年 32歳 1960年 昭和35年 59歳

2009年 平成21年 10歳 1986年 昭和61年 33歳 1959年 昭和34年 60歳

2008年 平成20年 11歳 1985年 昭和60年 34歳 1958年 昭和33年 61歳

2007年 平成19年 12歳 1984年 昭和59年 35歳 1957年 昭和32年 62歳

2006年 平成18年 13歳 1983年 昭和58年 36歳 1956年 昭和31年 63歳

2005年 平成17年 14歳 1982年 昭和57年 37歳 1955年 昭和30年 64歳

2004年 平成16年 15歳 1981年 昭和56年 38歳 1954年 昭和29年 65歳

2003年 平成15年 16歳 1980年 昭和55年 39歳 1953年 昭和28年 66歳

2002年 平成14年 17歳 1979年 昭和54年 40歳 1952年 昭和27年 67歳

2001年 平成13年 18歳 1978年 昭和53年 41歳 1951年 昭和26年 68歳

2000年 平成12年 19歳 1977年 昭和52年 42歳 1950年 昭和25年 69歳

1999年 平成11年 20歳 1976年 昭和51年 43歳 1949年 昭和24年 70歳

1998年 平成10年 21歳 1975年 昭和50年 44歳 1948年 昭和23年 71歳

1997年 平成9年 22歳 1974年 昭和49年 45歳 1947年 昭和22年 72歳

1973年 昭和48年 46歳 1946年 昭和21年 73歳

1972年 昭和47年 47歳 1945年 昭和20年 74歳

1971年 昭和46年 48歳 1944年 昭和19年 75歳

1970年 昭和45年 49歳 1943年 昭和18年 76歳

小学校1年 小学校4年 中学校1年

小学校2年 小学校5年 中学校2年

小学校3年 小学校6年 中学校3年平成19年4月2日～平成20年4月1日

平成17年4月2日～平成18年4月1日

平成16年4月2日～平成17年4月1日平成22年4月2日～平成23年4月1日

平成23年4月2日～平成24年4月1日 平成20年4月2日～平成21年4月1日

※　誕生日前は、下表から1歳引いた年齢となります。

2019年・平成31年　年齢早見表

参考：平成31年度　児童生徒学齢

平成21年4月2日～平成22年4月1日 平成18年4月2日～平成19年4月1日平成24年4月2日～平成25年4月1日
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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


