
全国子ども会連合会安全共済会
ネットマニュアル

【市子連・加入・変更編】

:

ネット加入手続きを実施する場合は所属の県子

連が取扱可能であることが条件になります。

① 令和4年度のネット関連手続きは3月12日(日)までです。

それ以降の令和4年度の手続きは書面にてお願いします。
② 3月13日(月)から3月15日(水)の期間はメンテナンス期

間のためネット関連手続きはできません。
③ 令和5年度の加入手続きは3月16日(木)からとなります。

全子連･･･全国子ども会連合会
県子連･･･都道府県・政令指定都市子連
市子連･･･契約者(市区町村子ども会連合組織等

令和5 年1 月4 日現在
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市子連および県子連あてにハンマーヘッ ド用ユー
ザーID、PW通知書をメールで 送付する。

市子連がハンマーヘッドでネット加入管理をするまでの流れ

市子連(契約者) 県子連 全子連

県子連にネット加入導入希
望メールを送信する。
(「ハンマーヘッド用ユー
ザーID、PW発行依頼書」
を添付する。)

市子連からのメールを全子連
に転送する。

転送メールに県子連名・担当
者名を記載してください。

ハンマーヘッドのID・PWが不明
となった場合は県子連にご照会願
います。
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市子連がネット加入手続きを導入する手順

① ＜共済様式＞10 ハンマーヘッド用ユーザー ID•PW
発行依頼書を登録するメールアドレスから所 属の県子
連にメールにて送付する。

② 県子連は送付さ れた
メールを全 子連に転
送する。

③ 全子連から登録され
たメールアドレスに
右記ハンマーヘッド
(安全共済会ネット
システム)ユーザー
ID/パスワード通知
書が送付される。

ID•PWが不明となった場合は所属の県子連にご確認願います。
＜共済様式＞10 ハンマーヘッドユーザーID•PW発行依 頼
書(ネット加入用)の取り出しはP16を参照願います。
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加入者情報

単位子ども会一覧

年間行事日常定例活動

全てのカテゴリー

最初に「加入者情報」
の画面が表示されます。

ハンマーヘッドにログイン

安全共済会ネット加入のホームページ DB一覧をクリック

ハンマーヘッ ド
を押下する と…

「kyosai」と入力

カテゴリー欄は次のとお
り表示されています。

グループ名、ユーザーID、パスワードを入力し「ログイン」クリックします。

全子連から通知し「ユーザーID」•「パスワ
ード」を入力
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１．加入者情報の確認 ①

単位子ども会ご
と、 種別ごとの
加入者 数が集計
されています。

市子連に ネット
加 入してい る加
入者 情報が掲 載
されて います

登録日は単位子 ども会が入力した日時が表示さ れます。

単位子ども会の加入者数が種別ごとに集計されるます。

保護者欄の数字
はrec_no」の
数字です。

備考欄には氏名、性
別、 種別、年齢の変
更や転 入•転出等の
記録が表 示されます。

カテゴリ-の中から「加入者情報」を選択します。

→ 表示された「車」のマークをクリックすると下記画面が表示されます。
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１．加入者情報の確認 ②

下記画面の「詳細」を選択すると右記の加入者情報の内容が
表示されます。
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１．加入者情報の確認 ③

(2) 単位子ども会の加入者情報の検索】

加入者情報の上部にある検索項目に

① 検索対象････「v」をクリックし「単位子ども会名」を選択する。
② 条件････････「v」をクリックし「一致(=x)」を選択する。(検索結果が現れない場合は「含む」に変えて改めて検索してください。)
Ⓒ キーワード･･該当の単位子ども会名を入力してください。

上記3項目を入力後「絞込検索」をしてください。単位子ども会名が登録内容と違う場合は検索結果が表示されません。
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２．単位子ども会情報の確認 ①
カテゴリ-の中から「単位子ども会一覧」を選択します。

→ 表示された「車」のマークをクリックすると下記画面が表示されます。
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２．単位子ども会情報の確認 ②

【単位子ども会情報の詳細確認】

下記画面の「詳細」を選択すると右記の内容が 表示されます。
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３．年間行事日常定例活動の確認 ①

【該当の子ども会の選択】
加入者情報の上部にある検索項目に
① 検索対象････「v」をクリックし「単位子ども会名」を選択する。
② 条件････････「v」をクリックし「一致(=x)」を選択する。(検索結果が現れない場合は「含む」に変えて改めて検索してください。)
Ⓒ キーワード･･該当の単位子ども会名を入力してください。
上記3項目を入力後「絞込検索」をしてください。単位子ども会名が登録内容と違う場合は検索結果が表示されません。

カテゴリ-の中から「年間行事日常定例活動」を選択します。

→ 表示された「車」のマークをクリックすると下記画面が表示されます。
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３．年間行事日常定例活動の確認 ②

前ページの該当子ども会の選択をすると次のとおり表示されます。
「詳細」NOを選択すると行事の詳細が確認できます。

詳細NOを選択すると行事の詳細が確
認できます。
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単位子ども会からネット加入があった場合の事務

1.加入者数の確認

2.共済掛金等の確認

3. ＜共済様式＞02
の作成共済掛金等
の送金

① HHにログイン

→ 加入者情報
確認

＜共済様式＞06の掛金等送金合計額と実際に送金された金額が一致しているかチェック

① ネット加入画面
にログインして

<共済様式>02を
ダウンロード

②-1 データ絞込み

→ 単位子ども会
名で絞込み

②-2 データ絞込み

→ 登録日情報で
絞込み

③ HHの人数と＜共済
様式＞06 の加入者
数をチェック

<共済様式>10共済掛金等報告書(ネット加入用)毎に上記1と2のチェックを行う

② ＜共済様式＞
02の作成

③ 作成した書類を
県子連に提出

④ 掛金等を県子連 に
送金する。

<共済様式>02は県子連により様式が異なる場合がありますので詳細は県子連にご確認願います。
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１．加入者数の確認

加入者の連絡は＜共済様式＞06共済掛金等報告書(ネット加入用)がメールまたは郵送で送られてきますので、その内容をハンマーヘッドおよ び銀行
等の口座にて確認を実施してください。

(1)  単位子ども会の絞込み 市子連全体の加入者情報から次の検索で該当の単位子ども会を絞り込む

該当の子ども会

(2)  今回加入者の絞込み 前項の絞込み画面から＜共済様式＞06の「今回加入者の登録日」で 絞り込む

① 検索対象････「v」をクリックし「登録日」を選択する。
② 条件････････「v」をクリックし「～の間([x,y])」を選択する。
Ⓒ キーワード･･＜共済様式＞06の「今回加入者の登録日」を入力する。

2022/04/01,2022/05/27

＜共済様式＞06の今回加入者人数と絞込みした合計人数が一致しているか確認する。
一致していない場合は単位子ども会と確認して内容をすり合わせる。
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２．共済掛金等の確認

＜共済様式＞06共済掛金等報告書(ネット加入用)で報告された送金額と実際に送金(持参)された金額が一致しているか確認する。

通帳または現金
(市子連口座)

〈共済様式〉10の総金額と送金（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

送金額は全子連共済掛金等と県子連会費の合算額になります
の でご注意願います。
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３．共済掛金等の送金

全子連HP→安全共済会と賠償責任保険→共済様式ダウンロードと選択する
と下記画面が表示されます。

その中から＜共済様式＞02「共済加入書類送付案内兼加入状況報告書」を
選択し記入例を参照にして県子連に提出願います。

＜共済様式＞02「共済加入書類送付案内兼加入
状況報告書」は所属の県子 連によって様式が変更
となっている場合 がありますので詳細は所属の県
子連にご確認願います

P3の＜共済様式＞10ハンマーヘッドユーザーID•PW発行依頼書
(ネット加入用)はこちらから取り出し願います。
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市子連
【変更編】

市子連
【変更編】

① 転入、氏名•性別•年齢の訂正

単位子ども会での手続き

ネット加入にログインし加入者情報の備考欄に変更•訂正内容
を入力し、＜共済様式＞09変更届を市子連に送付する。

転入、氏名•性別•年齢の変更•訂正の場合、特に市子連等で
の事務は発生いたしません。

変更•訂正の内容を確認する場合は下記の絞込み方法でハン
マーヘッドのデータを確認願います。

【ハンマーヘッドの確認手順(ログイン後)】

① 単位子ども会の絞込み

検索対象=加入者氏名、条件=一致
キーワード=訂正する該当の加入者氏名

で絞込み検索をする。

市子連等での手続き

② 変更•訂正する加入者の絞込み

検索対象=単位子ども会名、条件=一致
キーワード=該当の単位子ども会名

で絞込み検索をする。

③ 絞込検索した内容の備考欄で変更•訂正結果を確認する。

④ 「転入」の場合は共済掛金等の入金が発生しませんので転入
内容確認のみの対応になります。

転入=安全共済会に加入している被共済者が転居等で入会するケース
で共済掛金等の発生はありません。

安全共済会に加入していない単位子ども会からの転入は追加 加入と
なりますので、転入ではなく追加加入の手続きになり ます。

② 変更内容を備考欄に入力します

氏名•性別•年齢•保護者欄で
の変更訂正はできません。

③ 入力が完了しましたら
「保存」してください。

① 変更•訂正する加入者
のNo.を選択します
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市子連等
【変更編】

市子連
【変更編】

② 加入者情報の削除(登録後30日経過後の削除) 単位子ども会から削除依頼の＜共済様式＞09変更届が提出された場合の対応

【共済掛金が入金済の場合】
手続きは不要です。単位子ども会に加入者情報の「備考欄」に「○/○付にて転出」「○/○付にて退会」等と入力するようにご指導願いま
す。

【共済掛金が未入金の場合】
単位子ども会からの削除依頼を県子連に提出してください。県子連を通じて全子連に提出されるので、削除状況をハンマーヘッドにてご確
認願い ます。

【単位子ども会での加入者情報削除の手続き】

共済掛金等を入金済の場合は、加入者情報の削除依頼はしないで「備考欄」に「○/○付にて転出」「○/○付にて退会」等と入力して保存
してください。
更新時に前年度データの移行をしたとき備考欄に転出等と記載した加入者も表示されますので、その段階で削除願います。

共済掛金等が未入金で加入者情報を削除する場合は次のいずれかの方法で全子連および市子連にご連絡願います。
（１）備考欄に削除と入力し、削除依頼を単位子ども会の登録メールアドレスから全子連あてメールにてご連絡願います。

→ 備考欄の内容を確認して全子連にてデータを削除します。
（２）登録されたメールアドレスからから全子連あて＜共済様式＞08変更届もしくは別途作成した削除データをメールに添付して

ご連絡願います。
→ 削除依頼データに基づき全子連にて加入者情報を削除します。

いずれの場合も市子連等にも同時にメールを送信してください。(市子連のアドレスが不明の場合は市子連宛に変更届にてご連絡
願います。)
なお、メールの本人確認のために次の項目をメールに記載願います。

① 所属の市区町村子連名
② 単位子ども会名
③ 単位子ども会代表者名

全子連アドレス kyosai-net@kodomo-kai.or.jp

削除が完了しましたら単位子ども会あて全子連から完了メールを送信します。
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