令和３年度高 P 連広報紙コンクール安全振興会写真賞受賞作品
（県立川和高等学校 令和３年度 PTA 広報誌「川和」第 120 号）

安全振興会は、昭和 52（1977）年に県立高等学校ＰＴＡ連合会（以下 高Ｐ連）と県立
学校長会（以下 校長会）が設立し、昭和 56（1981）年に財団法人化された相互扶助の会
です。見舞金の給付、学校安全の普及充実、修学奨励金の給付の３事業を行っています。
残念ながら、学校生活における災害はなかなかなくなりません。これらの災害の中には、
勉学を中断しなければならないケースもあり、災害に遭った生徒・保護者の経済的・精神的
苦痛は計り知れないものがあります。学校管理下の災害の共済制度としては、独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下
スポーツ振興センター）が見舞金や医療費の給付を行っていますが、本会は同センターの給付金に上乗せする形で、死亡見舞
金、障害見舞金、負傷等見舞金、歯牙欠損見舞金を給付し、さらに、独自に義歯見舞金、特別見舞金、供花料の給付を行って
います。現在、本会の見舞金給付事業は、平成 22（2010）年に成立した「ＰＴＡ・青少年教育団体共済法」に基づき、文部
科学省と神奈川県教育委員会の指導の下に実施しています。
入会の資格は県立高校、特別支援学校（高等部）及び県立中等教育学校の保護者であることで、令和３（2021）年度は、
県立高校全日制・定時制の全校、通信制の１校、及び、県立中等教育学校の全校が加入しています。
安全振興会は、高Ｐ連と校長会及び学識経験者等の代表者が評議員・理事・監事を構成して運営しており、安定した運営の
継続と充実のために事業内容の見直しを適宜行っています。詳細は次の「安全振興会のあらまし」をご覧ください。
新入生の保護者の皆様には、安全振興会の趣旨にご賛同をいただき、万一の災害に備えて多くの皆様にご加入していただき
たいと思います。また、在校生の保護者におかれましては、前年度同様引き続きご加入くださるようお願い申し上げます。
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共済（見舞金給付）

安全振興会の行う共済事業への加入者は生徒の保護者で
あり、共済の対象者は生徒です（保護者は含みません）。ま
た、共済事業の種類は、スポーツ振興センター法施行令の
規定による災害共済給付の対象となる学校管理下の災害に
よる死亡見舞金・障害見舞金・負傷等見舞金・歯牙欠損見
舞金・義歯見舞金・特別見舞金です。

見舞金の種類、給付額、支給要件
死亡・障害・負傷等・歯牙欠損見舞金は、スポーツ振興
センターの災害の認定に準じます。
■死亡見舞金：スポーツ振興センターの給付額の 5 割
最高額 15,000,000 円
■障害見舞金：スポーツ振興センターの給付額の 5 割
最高額 20,000,000 円
■負傷等見舞金：同一の事由のよる災害に対するスポーツ
振興センターの医療費給付額が 15,000 円以上となった
とき、スポーツ振興センターの給付額の 5 割
■歯牙欠損見舞金：スポーツ振興センターの納付額の 5 割
■義歯見舞金：学校管理下の災害による負傷のため、歯
科補綴（しかほてつ）を受けた場合で、障害見舞金・歯
牙欠損見舞金の対象とならない２本以下の歯科補綴の場
合、１本あたり 50,000 円。
■特別見舞金：スポーツ振興センターの見舞金給付対象に
ならない特別な事情による災害で、課外活動に準ずる場
合等で、かつ、死亡或いは障害の場合。理事会が給付を
決定したとき、死亡見舞金、障害見舞金の額のそれぞれ
5 割を限度とします。
※平成 31（2019）年 3 月 31 日以前に発生した災害につい
ては、死亡見舞金・障害見舞金はスポーツ振興センター
の給付額の 7 割、負傷等見舞金は 6 割です。
※歯牙欠損見舞金は令和 4 年 4 月 1 日以降に発生した災害が
対象。それ以前は義歯見舞金の対象。

共済期間、安全振興会の責任開始期
共済期間は、４月１日から当該年度末までの１年間です。
ただし、期間途中で加入した場合については、加入日の
翌日からとなります。

支給制限、時効
（1）次のような場合は、見舞金の全部または一部の給付を
行いません。詳細は共済規程によります。
ア 同一の負傷又は疾病に係る負傷等見舞金について
は、スポーツ振興センターの医療費の支給開始後、10
年を経過したとき以降
イ

非常災害

ウ

災害が自己の故意又は重大な過失によるとき
（中等教育学校の前期課程を除く）

（2）見舞金の請求をする権利は、給付事由が生じた日から
３年間行わないときは、消滅します。

加入手続き
学校を通して一括して安全振興会に申し込みをいただい
ております。個別の加入手続きではありませんので、ご注
意ください。

共済掛金、会費
学校・課程の合計金額が、年間の支払額です。学校を通
して一括して安全振興会に振込んでいただいております。
（月々にすると 100 円以下で様々な補償が受けられること
になります。）

純掛金

学校・課程
高等学校

（1）学校が編成した教育課程に基づく授業を受けていると
き。
（2）学校の教育計画に基づいて行われる課外指導（部活動
等）を受けているとき。
（3）休憩時間中に学校にいるとき。その他、校長の指示ま
たは承認に基づいて学校にいるとき。
（4）通常の経路及び方法により通学するとき。
（5）以上の場合に準ずる場合として文部科学省令で定める
場合。

合計（円）
付加共済
一般会費
掛金

全

708

372

120

1,200

定

354

186

60

600

通

106

56

18

180

中等教育学校

708

372

120

1,200

共済掛金＝純掛金＋付加共済掛金
会費＝共済掛金＋一般会費

学校管理下とは
見舞金給付の条件となる「学校管理下」は、スポーツ振
興センター法施行令の規定に準じます。

会費内訳

会費額

※「高等学校

全」には、特別支援学校高等部を含みます。

※純掛金は各種見舞金に使うもので、それ以外には使いませ
ん。付加共済掛金は安全普及のために使われるものです。一
般会費は、修学奨励金や供花料及び管理費に使われるもので
す。
※会員（保護者）が退会した場合は、未経過期間に対し月割を
もって計算した共済掛金（純掛金＋付加共済掛金）から、手
数料を差し引いた額を、学校を通じて返還します。
なお、「手数料」は 500 円とし、「手数料を差し引いた額」
は 10 円未満を切り捨てて算出します。ただし、返金額が
100 円未満の場合、及び一般会費については返還しません。

見舞金請求の手続き
災害に遭い、医療機関に掛かった場合、学校から関係書
類を受取り、学校を通してスポーツ振興センターへ手続き
をします。そして、スポーツ振興センターから医療費・見
舞金が支給された後に、学校を通して安全振興会に各種見
舞金の「支払請求書」を提出します。安全振興会は規程に
従って給付額を決定し、会員（保護者）の口座に見舞金を
振込みます。また、会員（保護者）と学校長宛ての見舞金
支払通知書を学校に送付します。

スポーツ振興センターとの関係
一般の窓口負担3割の場合
37,500円×0.3＝11,250円

【スポーツ振興センター】

センター給付額

【学校】

安全推進月間キャンペーン用と作文コンクール募集用の
ポスターコンクールを、県高等学校文化連盟（以下 高文
連）美術・工芸専門部に委託して、実施しています。
優れた作品をポスターに作成し、各県立学校に配布して
います。

３．交通安全運動への協力

高Ｐ連、校長会、高文連、県高等学校体育連盟、県立高
等学校定時制通信制教頭会の実施する健全育成及び安全
啓発・対策事業等に協力し、補助金を交付します。

５．『安全振興会報』の発行

合計 医療費の4割
37,500円×0.4
＝15,000円

年２回（９月・２月）安全振興会の事業内容の紹介や安
全に関する情報の提供に努めます。

【安全振興会】

安全振興会給付額
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修学奨励金、供花料の給付
修学奨励金

センター給付額（の合計）が
15,000円以上で、その5割
15,000円×0.5＝7,500円

平成 31（2019）年 4 月 1 日以降に発生した災害で
医療機関での窓口負担無しの場合はここに注意！
大幅に給付額が改善されることになります。
窓口負担無しの場合は、スポーツ振興センター給付額
はセンター付加給付分である、医療費の１割のみが給付
額となります。上の例では、その額が 3,750 円となりま
す。この場合、安全振興会では、その額の４倍（3,750
円 ×4 ＝ 15,000 円）をスポーツ振興センターの給付額と
みなし、その額が 15,000 円をこえた場合、その５割（最
低 7,500 円）を給付します。
※センター給付が 1 割かどうかは、各校に送られる医
療費支払通知書の備考欄で確認できます。

見舞金の給付状況
令和 2（2020）年度の見舞金給付状況は次のとおりです。
死亡見舞金

0件

0円

障害見舞金

2件

1,190,000 円

負傷等見舞金

1,725 件

68,086,800 円

義歯見舞金

22 件

1,400,000 円

1,749 件

70,676,800 円

計

「安全又は健康」をテーマに、県立高校、特別支援学校高
等部及び中等教育学校後期課程の生徒から広く作品を募
ります。
優れた作品は『安全振興会のご案内』等に掲載します。
今年度の最優秀賞の２編を裏面に掲載しました。

４．各団体の健全育成及び安全啓発・対策事業等への協力

センター付加支給分
（医療費の1割）

【家庭】

災害が起きてからの被害者の救済も大切ですが、その前
に災害に遭わない、災害を起こさないことがより大切なこ
とです。安全振興会は、生徒の安全意識の向上と学校安全及
び安全な生活環境の整備を目指した事業を行っています。
１．作文コンクールの実施

「みんなの交通安全教育推進運動『スタートかながわ』」
を推進する高Ｐ連と校長会の活動に協力し、補助金を交
付します。

窓口負担額
（医療費の3割）

学校からの申請

安全の普及充実の仕事

２．ポスターコンクールの実施

医療費が37,500円の例

学校からの申請
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学資の支弁が困難な者を対象に給付型の修学奨励金の給
付を行います。詳細はホームページをご覧ください。
給付月額：6,000 円（返還の必要なし）
採用人数：全県立高校の全・定・通課程につき各１名。
全中等教育学校各１名。
推薦と採用：各校長から推薦された生徒を採用します。
他の奨学金との併給が可能です。
申請は学校を通して行います。締切は 7 月 1 日（金）です。

供

花

料

（1）生徒が死亡した場合（学校管理下か否かは問いません）
、
100,000 円を給付します。
※詳細は「運営規則」をご覧ください。
（2）供花料請求の手続き
学校を通して、本会に供花料支払請求書を提出します。
安全振興会は規程に従って供花料を会員（保護者）の
口座に振込みます。会員（保護者）と学校長宛の供花料
支払通知書を学校に送付します。
（3）供花料の請求をする権利は、死亡した日から３年間行
わないときは、消滅します。

個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては、
「個人情報保護方針」及び「個
人情報保護規程」に従うものとします。
ご提出いただく個人情報につきましては、共済契約の管理及
び審査、共済金の支払い及び当法人の事業のために使用され、
それ以外には使用いたしません。

安全振興会では、生徒の皆さんの安全意識の向上を図るために、「安全」又は「健康」をテーマに作文コンクールを

実施しています。今年度も素晴らしい作品が多数寄せられました。井上譲委員長、髙梨智副委員長、清野史康、米山

謙、程島宏美、平松和夫委員の６人の元校長先生に審査をお願いしました。最終選考会では、最優秀２編、優秀７編、
佳作 42 編が決定されました。この中から最優秀に選考された作品を掲載しました。

献血という架け橋を
県立新城高等学校

依澄

一年

岩本
「あなたの勇気が命を救います！」
人が絶えない駅前の広場。幼い頃、他人事のように聞いていた言葉
だったが、高校生になった今では聞き流せない言葉となった。
ある日、高校生の兄は腕に絆創膏を貼って帰ってきた。病院にでも
行ったのかと聞くと、献血に行ったのだという。献血という言葉ぐらい
しか知らなかった私は兄の話を聞いて、その重要性を知るとともに、自
分も協力したいと思った。しかし、十六歳という年齢に達していなかっ
たその頃の私にはどうすることもできなかった。
現在、新型コロナウイルスが猛威を振るっている中で血液の供給が必
要になっている。なぜなら、感染拡大に伴って、さまざまな場所での献
血バスの受け入れが相次いで中止となっており、献血協力者が減少して
いるからだ。それに加え、高齢化の進む日本において、年々多くの高齢
者が血液を必要としているということは重要な問題である。しかしなが
ら、若者の献血への認知度は低く、この十年で供給量は約三十パーセン
トも落ち込んでいるという実態がある。
科学的な進歩によって血液が人工的に作られたり、長期保存すること
ができたりすれば、献血の必要性も無くなる。しかし、そこまでに至っ
ていない今、私たちが血液を必要としている人へ安定的に血液を供給す
るには、一時的に偏ることなく、継続して献血に協力するほかに方法は
無いのだ。
「献血は不要不急ではありません。
」
と書かれた見出し。この言葉は今まさに若者へのメッセージだと思う。
最近では、関心を高めようと若い人が駅前で呼びかけを行うなどの活
動も見られる。これからの未来、必要とする血液の量は増える一方で、
供給量が少ないとなると、誰かの命を縮めることになってしまう。助か
る命も助からなくなってしまう。新型コロナウイルスがまん延する今、
献血は私たちが進んで取り組んで行かなければいけない課題であると
いえる。
今年で私は高校生になった。そして十六歳という壁を乗り越えて、献
血という大役を務めようと思う。私の体から採られた血液はいつ、どこ
で、誰に渡るのかは分からないが、この勇気が多くの命を救えることに
誇りを持って協力したいと思った。
人はつい自分中心で物事を考えてしまう。
「自分には関係ないから」
と逃げてしまっている人が非常に多い。でも考えてほしい。自分を守
りたいという気持ちは他の人も同じだということを。輸血を求める人、
献血を呼びかける人。この声が少しでも多くの人に届いて、少しでも多
くの人が行動することで、命を繋ぐ架け橋になってほしい。

私がすべきこと

県立海老名高等学校

莉実

一年

大槻

なぜこの世界からいじめはなくならないのだろうか。なくすことは不
可能なことなのだろうか。小学校の頃からいじめについてたくさん考え
させられる機会があった。高校生になった今でもいじめはなくなってい
ない。その度に私は、どこか心の奥でなくすことは無理なのではないか
と思ってしまう。
人は、その人にしかない個性があって、誰一人として同じ人などい
ない。間違いなくそれは当たり前のことであり、素敵なことだと思う。
その中で合う合わないがあることももちろん当たり前で、自分にとって
居やすい場所、落ち着く場所が誰にでもあると思う。周りと違うことは
当然のこと。なにもおかしくないのに、それを理由にいじめてしまうの
はどうしてだろうか。なにもかも周りと同じなんて有り得ないし、つま
らない。
もし、この世界にいる人が全員顔も体格も考え方も全く一緒であった
なら、どうなってしまうのだろう。一つの考え方しか産まれない。物事
に対して客観的に見ることが出来ない。間違った方向に進んでいても気
づかない。誰も止めてくれない。新しい考え方に気づかない。そのよう
な最悪な世界になってしまう。しかし、いじめは決して起きないのだろ
う。
今の時代、ＳＮＳ上でのいじめも起こっている。誹謗中傷や批判が当
たり前に飛び交う時代。相手の顔が見えないだけで、
知りもしない、
会っ
たこともない人を叩いたり、いじめたり。それが原因で亡くなった人も
いる。相手の気持ちも考えず、ただ好き放題誹謗中傷を浴びせた人達は
ただの殺人者ではないか。ＳＮＳに生きがいを感じている人、ＳＮＳが
落ち着く場所であるという人もいるのだろう。それもその人の個性であ
り、この時代だからこそある個性だと思う。私もＳＮＳ上の人達を見て
楽しんだり、元気をもらったりすることもある。ただ、その中でも見て
不快になるコメントや、ありもしない偽装の動画や画像もゴロゴロ転
がっている。それを見る度に悲しい気持ちになることが多々ある。それ
が当たり前の時代で生きていく私達は、絶対に同じことをしてはいけな
いし、何が本当で何が嘘なのかを自分でしっかり見極めなければならな
いと思っている。
さらに私は、自分の意見をしっかり言う勇気が欲しい。例えば、いじ
めを目の前にした時、特別仲がいい友達ではなくても助けてあげられる
勇気があるのだろうか。もしかしたら自分もいじめられてしまうかも
しれないと思って、見て見ぬふりをしてしまうのかもしれない。しかし
それは、いじめている人と変わらない。そのようなことは分かっていて
も勇気が出ない人などたくさんいると思う。それでも私はそのたくさん
に入ったままは嫌だし、世界からいじめを完全に無くすことが難しくて
も減らすことは絶対にできると思う。それが一人一人の勇気で変わると
思うから、自分の意見を周りの目に囚われず伝えられる人になりたい。
誰かの安心を守りたい。

