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全国子ども会連合会ネット加入

市区町村子連事務マニュアル

2020.12.3現在



・紙書類の削減
・行事予定の追加・変更を前日までに入力すれば、登録された行事の補償が可能。
・ネット加入した翌年は、昨年データを利用して、さらに簡便にデータ入力ができる。
・既存の電子データを活用して一括して加入者情報を入力することも可能。

単位子ども会が入力した単位子ども会情報・加入者情報・年間行事計・定例行事計画をハンマー
ヘッド（以下HH)で確認できる。
㊟ 市区町村子ども会連合組織等がHHを閲覧するためには、都道府県・政令指定都市子連を通じて全子連あて
「ユーザーID」「パスワード」の発行申請が必要です。「ユーザーID」「パスワード」は全子連から直接市
区町村子ども会連合組織等にメールにてご連絡します。
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PC・スマホを通じてネット上で安全共済会に加入できるシステム。
入力項目は「単位子ども会情報」「加入者情報」「年間行事計画」「定例行事計画」
㊟1 単位子ども会がネット加入システムで加入するためには所属の都道府県・政令指定都市子連、

市区町村子連がネット加入手続可能であることが条件になります。
㊟2 所属の都道府県・政令指定都市子連、市区町村子連がネット手続き不可の場合でも、単位子ども会は

ネット加入システムを活用して加入関係書類を作成し、書類にて提出することも可能です。

・紙書類の削減
・従来書類で確認していた名簿・行事計画の確認を、HH上で簡便に検索確認すること
ができるようになります。

・加入者の明細情報もHHに入力されていますので、集計のための作業が軽減されます。

メリット

メリット

単位子ども会

市区町村子連

都道府県・政令
指定都市子連

ネット加入システム概略

ハンマーヘッドとは、ネット加入した単位子ども会の情報を確認できるデーターベースのことをいいます。



ネット加入を希望するときの取扱いの流れ

県子連 全子連

安全共済会「ネット加入」導入希望報告書
を都道府県・政令指定都市子連に提出する

報告用全子連アドレス kyosai-net@kodomo-kai.or.jp
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A 契約者(市区町村子ども会連合組織等)

都道府県・政令指
定都市子連にてとり
まとめて、メールに
「安全共済会「ネット
加入」導入希望報
告書
を添付して全子連に
報告する。

全子連から契約者(市区
町村子ども会連合組織
等)に「ユーザーID」「パス
ワード」をメールにて連絡
する。

都道府県・政令指定都
市子連にもID・パスワード
発行完了メールを全子連
から連絡する。
(ID・PWの表示はなし)



２．掛金等の金額の確認

単位子ども会から加入-11Sが提出された時の市区町村子連の事務

②-1
データの絞込み

単位子ども会で絞込

１．加入者数の確認

①
HHにログイン

加入者情報
をクリック

③
ハンマーヘッドの
人数と加入申込書
（11-S)の加入者数
とが一致している
かをチェック

「加入申込書〈共済様式加入11-S〉」の掛金等送金合計額

「送金された掛金等の合計額」

②
共済様式（加入02-
S）の作成

３．契約申込書の作成・
送付および送金手続き

①
ネット加入画面にログ
インして、様式（加入
02-S）をダウンロード

④
掛金等を都道府県・指定都
市子連へ送金

③
作成した書類を都
道府県・政令指定
都市子連へ提出

4

②-2
データの絞込み

登録日で絞込み

加入申込書〈共済様式加入11-S〉 1枚毎に上記の1と2のチェックを行う。
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安全共済会ネット加入URLから入る

https://www.kodomo-kai.or.jp/共済システム/

もしくは「全子連 ネット」で検索し、
「安全共済会ネット加入-公益社団法人全国子ども会連合会」を選択し入る

１．加入者数の確認 1/4

① ネット加入画面からハンマーヘッドにログイン ⇒ 加入者情報への移動

(1) ネット加入初期画面に入る。

(2) ハンマーヘッドに移行

ここを
クリック

(3) グループ名、ユーザID、パスワード入力

・グループ名･･･kyosai
・ユーザIDおよびパスワード

全子連から通知のあった
ユーザーID・パイワード

ログインボタンを押す。

(4) ログイン後の画面が表示されたら「DB一覧」を
クリックする。

(5) 表示されたアイコンから加入者情報ボタンを
クリックする。

https://www.kodomo-kai.or.jp/共済システム/


１．加入者数の確認 2/4

加入者情報の画面の例 単位子ども会ごとに、①種別ごとの人数、②合計人数が集計されている。
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① ②



＜絞り込み検索1＞

1. 画面上部の検索対象機能を使って単位子ども会名で絞込検索を行います。

a.単位子ども会の絞込方法

① 検索対象欄のVボタンを押し「単位子ども会名」を選択する。

② 条件欄のVボタンを押し「一致」を選択する。

③ キーワード欄には該当の単位子ども会名を入力する。

④ 絞込検索をクリック。

１．加入者数の確認 3/4
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②-1 データの絞込み 単位子ども会名で絞込み ②-2 データの絞込み 登録日情報で絞込み

＜絞り込み検索2＞

1. 今回加入者（1月22日～1月24日登録日）の情報に絞り込みます。
2. 画面上部の検索対象機能を使って単位子ども会名で絞込検索を行います。

a.単位子ども会の絞込方法

① 検索対象欄のVボタンを押し「登録日」を選択する。

② 条件欄のVボタンを押し「「～の間（［x,y］）」」を選択する。

③ キーワード欄には2020/01/22，2020/01/24を入力する。

④ 絞込検索をクリック。

④

③②①

＜加入者数＞

名

＜共済掛金等＞

円

４０円✕人数
円 円

〜今回加入者の登録日 2020/1/22 2020/1/24

県子連会費等 480

送金日(持参日)

㊟　4月～9月加入は一人70円、10月以降加入の場合は一人60円となります。

安全共済会等掛金、都道府県・政令指定都市子連等子ども会会費は合算して送金願います。

加入者登録・年間行事計画登録・定例活動登録はシステム登録の通りです。
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掛金等送金合計

1320安全共済会等掛金 70 円×人数合計(㊟) 840

＜個人情報の取り扱いについて＞

該当単位子ども会の該当期間の加入者情報が表示されます。

〈共済様式〉加入11-Sの記入例の一部分



絞込完了後の加入者情報画面

登録人数と申込書加入人数のチェック

絞込完了後の上部に加入者情報の件数が表示されます。
この「絞込完了後の加入者情報画面の件数」と「〈共済
様式〉加入１１-Sの人数合計」が一致していることを確
認して下さい。

一致している。 OK

一致していない。 ①単位子ども会に確認
②相違点を修正

１．加入者数の確認 4/4
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＜加入者数＞

名

＜共済掛金等＞

円

４０円✕人数
円 円

〜今回加入者の登録日 2020/1/22 2020/1/24

県子連会費等 480

送金日(持参日)

㊟　4月～9月加入は一人70円、10月以降加入の場合は一人60円となります。

安全共済会等掛金、都道府県・政令指定都市子連等子ども会会費は合算して送金願います。

加入者登録・年間行事計画登録・定例活動登録はシステム登録の通りです。
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掛金等送金合計

1320安全共済会等掛金 70 円×人数合計(㊟) 840

＜個人情報の取り扱いについて＞

③ ハンマーヘッドの人数と加入申込書の加入数とが一致しているかチェックする。

ハンマーヘッド

加入申込書〈共済様式〉加入11-S



単位子ども会から送金（持参）された
掛金等の合計額

２．掛金等の確認
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＜加入者数＞

名

＜共済掛金等＞

円

４０円✕人数
円 円

〜今回加入者の登録日 2020/1/22 2020/1/24

県子連会費等 480

送金日(持参日)

㊟　4月～9月加入は一人70円、10月以降加入の場合は一人60円となります。

安全共済会等掛金、都道府県・政令指定都市子連等子ども会会費は合算して送金願います。

加入者登録・年間行事計画登録・定例活動登録はシステム登録の通りです。
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掛金等送金合計

1320安全共済会等掛金 70 円×人数合計(㊟) 840

＜個人情報の取り扱いについて＞

「加入申込書〈共済様式加入11S〉」の掛金等送金合計額 = 「送金された掛金等の合計額」

加入申込書〈共済様式〉加入11-S

通帳または現金
(市区町村子連口座)

〈共済様式〉加入11-Sの掛金等送金合計額と実際
に送金（持参）された金額が一致していることを
確認する。

一致している。 OK

一致していない。 ①単位子ども会に確認
②相違点を修正



３．契約申込書の作成・送付および送金手続き 1/4

10

① 契約者申込書〈共済様式〉加入02-S
ダウンロード

ネット加入の初期画面から「共済様式ネット用」をクリックし
契約者申込書〈共済様式〉加入02-Sをダウンロードする。

② 契約者申込書〈共済様式〉加入02-Sの作成

申込年月日
を記入

申込回数
を記入

団体名
を記入 代表者名を

記入し押印
する。
自署の場合
は押印不要

加入する単
位子ども会
の団体数を
記入

加入者数を記入。書類加入とネット
加入を分けて記入する。ネット加入
については種別は不要。

共済掛金等および都道府県・政令指
定都市子連の会費の金額を記入

都道府県・政令指定都市子連へ
の振込日を記入



都道府県・政令指定都市子連へ書類提出

・契約者申込書〈共済様式〉加入-02Ｓ
に次の書類を添付して送付（提出）する

（ネット加入の単位子ども会）
・加入申込書〈共済様式〉加入-11S

（書類加入の単位子ども会）
・加入申込書〈共済様式〉加入-11 
・加入者名簿2〈共済様式〉加入-12
・年間行事計画書〈共済様式〉加入-13

都道府県・政令指定都市子連への提出書類

契約者申込書〈共済様式〉加入-02S

加入申込書〈共済様式〉加入-11S

加入申込書〈共済様式〉加入-11

加入申込書〈共済様式〉加入-12

加入申込書〈共済様式〉加入-13

３．契約申込書の作成・送付および送金手続き 3/4
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都道府県・政令指定都市子連へ書類を送付



・・・・・
市区町村子連に属する単位子ども会のデータです。閲覧するだけで、編集はできません。
誤り等がある場合は、該当の単位子ども会へ連絡し、変更入力してもらって下さい。

市区町村子連に属する単位子ども会の全ての加入者のデータです。
入力（登録）順に表示されます。検索・閲覧するだけで、編集はできません。

市区町村子連に属する単位子ども会の全ての年間行事および日常定例活動のデータです。
検索・閲覧するだけで、編集はできません。誤り等がある場合は、該当の単位子ども会へ
連絡し、変更入力してもらって下さい。

最初の画面

ボタン（アイコン）の説明

ハンマーヘッド画面について
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