
 

 

付議案第 43 号 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則の一部を改正する 

規則案 

 

上記の付議案を提出する。 

  令和元年５月 13日 

 

福岡市教育委員会    

教育長 星子 明夫  

 

理由 

本件は，市立幼稚園の廃止に伴い所要の改正を行うとともに，独立行政法人日本スポーツ振興

センター法施行令の一部改正に伴い，福岡市立学校の生徒の保護者等から徴収する共済掛金の額

を改める必要があるので，福岡市教育委員会事務委任規則第２条第１項第２号の規定により付議

するものである。 

 

   独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則の一部を改正する 

規則 

 

 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則（昭和 35年福岡市教育 

委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「，生徒又は幼児」を「又は生徒」に改め，同条第２号中「1,380円」を「1,610円」

に改め，同条第３号を削る。 

第３条中「高等学校生徒，特別支援学校高等部生徒及び幼稚園幼児」を「高等学校及び特別支

援学校高等部の生徒」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する

規則第２条（第２号に係る部分に限る。）の規定は，令和元年度以後の保護者等掛金の額につ

いて適用する。 
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独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則 

（昭和35年福岡市教育委員会規則第４号）新旧対照表 

現  行 改正後（案） 

第２条 保護者等掛金の額は，次の各号に掲げ

る児童，生徒又は幼児の区分に応じ，当該各

号に定めるとおりとする。 

第２条 保護者等掛金の額は，次の各号に掲げ

る児童又は生徒の区分に応じ，当該各号に定

めるとおりとする。 

(1) （略） (1) （略）

(2) 高等学校及び特別支援学校の高等部の

生徒 １人当たり年額1,380円

(2) 高等学校及び特別支援学校の高等部の

生徒 １人当たり年額1,610円

(3) 幼稚園の幼児 １人当たり年額200円

第３条 保護者等（高等学校生徒，特別支援学

校高等部生徒及び幼稚園幼児の保護者等を

除く。）が，次の各号の一に該当するときは，

保護者等掛金は，免除する。 

(1)・(2) （略）

第３条 保護者等（高等学校及び特別支援学校

高等部の生徒の保護者等を除く。）が，次の

各号の一に該当するときは，保護者等掛金

は，免除する。 

(1)・(2) （略）

2



本市の保護者負担割合の推移

平成１７～３０年度 25 920 460 50.00 460 50.00 25 1,840 460 25.00 1,380 75.00

平成３１年度 15 920 460 50.00 460 50.00 15 2,150 540 25.12 1,610 74.88

○独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令
（学校の設置者が保護者から徴収する額の範囲）
第十条　法第十七条第四項の政令で定める範囲は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。
一　義務教育諸学校　十分の四から十分の六まで
二　高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校　十分の六から十分の九まで
（平二六政四一二・平二九政一二四・一部改正）

年 度

義 務 教 育 諸 学 校 高 等 学 校 （全 日 制）

免責
特約
（円）

共済
掛金
（円）

免責
特約
（円）

共済
掛金
（円） 負担率

（％）
負担金
（円）

負担率
（％）

設置者（市） 保　護　者 設置者（市） 保　護　者

負担金
（円）

負担率
（％）

負担金
（円）

負担率
（％）

負担金
（円）
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災害共済給付掛金改定案について 

１ 掛金改定案の概要 

○災害共済給付掛金額は、赤字が見込まれる場合に、以後の３年間の収支均衡を考慮の上、改定

してきたところ。

○この度、平成２９年度決算において繰越欠損金を生じていることから、安定的な制度運営・充

実のため、平成３１年度掛金から増額が必要。

○掛金改定の具体的内容としては、

①今後３年間の収支改善を行う

②掛金増により保護者負担が増えるため、給付の充実を行う

※死亡見舞金を 2,800 万円→3,000 万円（7％増）、障害見舞金を全等級増額（平均 7％増）

③設置者負担への影響の抑制のため、免責特約掛金の減額改定を行う

※25 円→15 円に減額改定（40％減）（高等学校の通信制及び高等専修学校の通信制学科は２円で据置）

現状 改定（案） 

（参考）今回の高等学校等の増額改定の要因等 

○高等学校の事故の発生率が増加傾向

○高等学校等の医療費給付金額が増加傾向

・事故の６割は課外指導（部活動）中に発生し

ており、その数は増加傾向

・重症化する負傷、軽度の負傷両方において増

加傾向 等 

他方、 

○義務教育諸学校の事故の発生率が減少傾向

○地域の医療費補助の影響により、義務教育諸

学校の医療費給付金額は減少傾向 等 

（参考）前回改正時（平成１７年）の改正内容 
○掛金の増額改定
・義務教育諸学校 840 円→920 円（＋80 円）
・高等学校全日制 1530 円→1840 円（+310 円）
・高等学校定時制 720 円→980 円（＋260 円）
・高等専門学校 1820 円→1880 円（＋60 円） 
・幼稚園 260 円→270 円（＋10 円） 

※その他の学校種は据え置き
○給付の充実
・死亡見舞金を 2,500 万円→2,800 万円（12％増）

・障害見舞金を全等級増額（平均 12％増）

○免責特約掛金の減額改定 35 円→25 円

２ 今後のスケジュール 

○平成 31 年３月頃（予定）：平成 31 年度予算成立を踏まえ、ＪＳＣ法政令を改正し、掛金改定

額を周知

学校種別 
災害共済 

給付掛金 

免責特約 

掛金 

義務教育諸

学校 

一般 920（460） 25 

要保護 40（20） 25 

準要保護 920（460） 25 

高等学校・高

等専修学校 

全日制 1,840（920） 25 

定時制 980（490） 25 

通信制 280（140） 2 

高等専門学校 1,880（940） 25 

幼稚園 270（135） 25 

幼保連携型認定こども園 270（135） 25 

保育所等 
一般 350（175） 25 

要保護 40（20） 25 

学校種別 
災害共済 

給付掛金 

免責特約 

掛金 

義務教育諸

学校 

一般 920（460） 15 

要保護 40（20） 15 

準要保護 920（460） 15 

高等学校・高

等専修学校 

全日制 2,150（1,075） 15 

定時制 980（490） 15 

通信制 280（140） 2 

高等専門学校 1,930（965） 15 

幼稚園 270（135） 15 

幼保連携型認定こども園 270（135） 15 

保育所等 
一般 350（175） 15 

要保護 40（20） 15 

（ ）は沖縄県における掛金額 
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