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◎訪問看護事業者賠償責任保険
・借用戸室補償特約(オプション)を新設いたしました｡

◎管理者･職員 傷害保険
・傷害死亡･後遺障害保険金額を236万円→332万円に増額いたしました｡
・熱中症危険補償特約を新設いたしました。(自動付帯)

◎管理者･職員 休業補償(労働災害総合保険/労災上乗せ補償)
・管理者･職員 休業補償(労災上乗せ補償)(オプション)を新設いたしました｡

2020年度の主な改定点



ご加入方法 訪問看護事業者
賠償責任保険

居宅サービス居宅介護
支援事業者賠償責任保険 管理者職員補償P2 P3-6 P7-10 P11-19

22

ご加入方法

お申込みに必要な書類
必要事項ご記入のうえ、訪問看護事業共済会宛てにご郵送ください。
●継続申込

●新規申込

訪問看護事業共済会のホームページにて継続のお申込みが可能です。
インターネットで継続登録をしていただくと、書類の記入・押印・返送のお手続きが不要となります。
詳細につきましては、別紙「継続手続きの手引き」をご覧ください。
従来どおり､更改申込票でのお手続き・新規お申込みの場合は､下記の手順でお手続きをお願いします｡

□Ⅰ 口座振替 □Ⅱ 振込のいずれかをお選びください｡
□Ⅰ 今年より口座振替をご希望の場合､「預金口座振替申込書」をご提出をお願いします｡手数料なしで

ご指定のお口座から振替が可能です｡ ※前年度と同じ口座の場合は提出不要です｡
●口座振替の名義は｢JCB)ロボットペイ｣となります｡
□Ⅱ 振込は下記口座までお振込みをお願いします｡(振込手数料は加入者様ご負担でお願いします｡)

●｢お振込人の名前｣については、事業者またはステーション名の前に｢加入者番号｣を入れてお手続きい
ただきますよう、ご協力お願いいたします。(同名の事業者様、ステーション様が見受けられるよう
になったため)　例： 9000  ミツイカイ、スミトモホウモンカンゴステーション

●新規お申込みの場合は､事業者またはステーション名でのお振込みをお願いします。

ご加入の証として､加入者証をお送りいたします｡内容をご確認のうえ､大切に保管してください｡
加入者証到着までの間は､加入申込票の加入者控(3枚目)をお手元に保管してください｡

中途加入は､毎月1日､10日､20日補償スタートでお申込みが可能です｡
加入希望日の10日前までに加入申込書類を送付のうえ､保険料の払い込みをお願いします。保険期間は
令和3年5月1日午後4時までです｡
中途加入の場合の保険料は月割となります｡本パンフレット41～42ページの｢中途加入用保険料表｣を
ご確認ください｡

保険料払込方法

加入者証

中途加入

※複数の事業所でお申込を希望の場合
には､訪問看護事業共済会のHPより
｢加入申込明細書｣を出力し､合わせて
ご提出ください｡
(https://www.hokan-kyosai.org/)

保険会社用

都道府県コード 加入者番号

印

「ご加入内容確認事項」について確認するとともに個
人情報の取扱いに同意のうえ加入を申し込みます。
　

〒

〒

(約定履行費用保険)

合 　 　 　 計

賠償責任保険

ご担当者名

ご担当者名

管
理
者
・
職
員
補
償

事 業 者 宛

ステーション宛

住所　〒

施設名

(連絡先　TEL:　　　　　　　　　　　　　FAX:　　　　　　　　　　　　　)

加入者証送付先

※1日あたりの
　最高稼働人数

※補償対象者数

＊指定の無い場合は事
業者宛に送付いたし
ます。

※印がついている項目が告知事項です。この項目が事実と異なっている場合、または、事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、
保険金をお支払いできないことがありますので記載内容を必ずご確認ください。

保険料支払日
(予定)

　　　　月　　　　日

(＊事務職を含みます。)

全国訪問看護事業協会　会員事業者用

訪問看護事業者総合補償制度更改申込票

(＊締切日　4月10日)

ご希望のプランに　□　を記入してください。

含まない含む
備え付け名簿に
パート・アルバイトを

円

円

円

※1日あたりの
　最高稼働人数

※補償対象者数

含まない含む
備え付け名簿に
パート・アルバイトを

円

円

円

円

注）複数の事業所の加入を希望される場合は、全事業所の合計をご記入ください。

特約：

補償対象者数

事 業 所 数

ステーション数 ステーション数

事 業 所 数

補償対象者数

7,800円×事業所数

6,000円×最高稼働人数

840円×補償対象者数

事業者住所・ステーション住所以外に送付の場合はご記入ください。

感染症見舞金補償

傷 害 保 険

補償対象者

療養通所介護 円 円

円

前年度　同条件 申込内容変更

TEL(　　　　)　　　　－　　　　　FAX(　　　　)　　　　－

複数の事業所（ステーション、療養通所介護事業所、複合型サービス事業所）の加入を希望される場合は「別紙明細書のとおり」とし、申込明細票にご記入ください。

＊「補償規定確認書」(3枚目)要提出

2015.01

＊
機
械
印
字
に
訂
正
が
あ
る
場
合
は
、二
重
線
で
消
し
て
加
筆
し
て
く
だ
さ
い
。（
訂
正
印
不
要
）

TEL(　　　　)　　　　－　　　　　FAX(　　　　)　　　　－

役職・代表者名

保 険 期 間

事 業 者 名

事 業 者 住 所

ステーション名

ステーション

住 所

平成　27　年　5　月　1　日　　～　　平成　28　年　5　月　　1　日

損 害 率円 ％

損害率集計期間

支払保険金額

平成　23　年　4　月　1　日　　～　　平成　26　年　3　月　31　日

※損害率＝支払保険金額(医療調査等の事故対応費用を含みます)÷保険料

ご担当者名　　　　　　　　

×ステーション数

更改申込明細票(複数加入用) 預金口座振替申込書

※前年度と同じ口座の場合は提出不要

加入申込票

更改申込票

一般社団法人全国訪問看護事業協会　入会申込書

三井住友銀行　新宿通支店　普通　6804005
一般社団法人　全国訪問看護事業協会

ゆうちょ銀行　○一九 支店　当座　0018123
一般社団法人 全国訪問看護事業協会(保険料口)

一般社団法人全国訪問看護事業協会入会申込書 
一般社団法人全国訪問看護事業協会の趣旨に賛同し、入会を申し込みます。 

□ 正 会 員（ 事 業 者 ） / □ 正 会 員（ 管 理 者 ） 
 

記入日 平成 年 月 日 
入会希望日 平成 年 月 日 
年度（4月1日～3月末）途中の入会の場合、年会費は１年分が必要となります。 

会員番号 
＊協会記入欄 

フリガナ 

事業者（法人）名 印  

フリガナ 

代表者名 
 印 

職名：会長・理事長・代表取締役・その他（ ） 
事業者所在地 

及び 
連絡先 

〒 － 
都・道 
府・県 

電話番号 － － ＦＡＸ番号 － － 
メールアドレス  
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http:// 
郵便・配送物

送付先 
□事業者（代表者） 
□ステーション（管理者）⇒（事業所名 ） 
□その他 ⇒ 下欄に送付先をご記入ください 
その他の送付先 
〒 － 

都・道 
府・県 

電話番号 － － ＦＡＸ番号 － － 
 
送付先名称  
 
担当者名  

 
・複数の事業所があり用紙が足りない場合はコピーしてご利用いただきますようお願いいたします。 
・サテライト、療養通所介護、複合型サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の各事業所につ

いては裏面にご記入ください。 
・申込書は本紙を郵送等でお送りください。 
 
▼訪問看護ステーションの登録

フリガナ 
ステーション名 

 

指定年月日 平成  年  月  日 開設年月日 平成  年  月  日 
フリガナ 

管理者名 印  管理者職種：看護師・保健師 

ステーション 
所在地及び 
連絡先 

〒 － 
都・道 
府・県 

電話番号 － － ＦＡＸ番号 － － 
メールアドレス  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施状況 □一体型で運営している □連携型（連携先 箇所） 

サテライト □あり[ 箇所 ] ⇒ サテライト情報をお書きください □なし 

保険会社用

都道府県コード 加入者番号

フリガナ

印

「ご加入内容確認事項」について確認するとともに個
人情報の取扱いに同意のうえ加入を申し込みます。
　

フリガナ

フリガナ

フリガナ

〒

〒

住 所

ステーション

ステーション名

事 業 者 住 所

事 業 者 名

保 険 期 間

(約定履行費用保険)

合 　 　 　 計

感染症見舞金補償

賠償責任保険

訪問看護事業者総合補償制度加入申込票

円

保険料①

名

名

円

円

名

TEL(　　　)　　　－　　　　FAX(　　　)　　　－

ご担当者名

TEL(　　　)　　　－　　　　FAX(　　　)　　　－

ご担当者名

円

傷 害 保 険

管
理
者
・
職
員
補
償

①　＋　②　＋　③　＋　④　＝

事 業 者 宛

ステーション宛

住所　〒

施設名

円保険料②

保険料③

保険料④

(連絡先　TEL:　　　　　　　　　　　　　FAX:　　　　　　　　　　　　　)

ご担当者名　　　　　　　　

保　険　料　(複数の事業所の加入を希望される場合は、全事業所の合計をご記入ください。)

役職・代表者名

加入者証送付先

※ステーション数

※事業所数

※1日あたりの
　最高稼働人数

※補償対象者数

＊指定の無い場合は事
業者宛に送付いたし
ます。

特約：療養通所介護

※印がついている項目が告知事項です。この項目が事実と異なっている場合、または、事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、
保険金をお支払いできないことがありますので記載内容を必ずご確認ください。

補償対象者数

保険料支払日
(予定)

【補償対象者】

　　　　月　　　　日

(＊事務職を含みます。)

複数の事業所(ステーションおよび療養通所介護事業所)の加入を希望される場合は「別紙明細書のとおり」とし、別紙明細書にご記入ください。

複数の事業所(ステーションおよび療養通所介護事業所)の加入を希望される場合は「別紙明細書のとおり」とし、別紙明細書にご記入ください。

事業者住所・ステーション住所以外に送付の場合はご記入ください。

含まない含むパート・アルバイトを

全国訪問看護事業協会　　会員事業者用

＊「補償規定確認書」(3枚目)要提出

平成　　　　年　　　　月　　　　日　～　平成　　　年　5　月　1　日

業務従事者数

名

2016.01

保険会社用訪問看護事業者総合補償制度更改申込明細票(複数加入用)

事　　業　　者　　名 ご担当者名

訪問看護ステーション明細

都道府県コード

ご希望のプランに　□　を記入してください。

1事業者で複数の事業所(ステーション
および療養通所介護事業所)の加入を
希望される場合は更改申込票とあわせ
て本明細書をご提出ください

保 険 料

傷 害 保 険

補償対象者

賠償責任保険

ご希望プラン

パート・アルバイトを 含まない含む

補償対象者数

最高稼働人数

補償対象者数

ステーション数

加入者番号

〒

パート・アルバイトを 含まない含む

補償対象者数

最高稼働人数

補償対象者数

ステーション数

傷 害 保 険

補償対象者数

最高稼働人数

補償対象者数

補償対象者数

最高稼働人数

補償対象者数

合計保険料

前年度　同条件 申込内容変更

感染症見舞金補償

感染症見舞金補償

ご担当者名

＊傷害保険について、補償対象者にパート・アルバイトを除いて申込まれる場合は、「含まない」欄に○印をご記入ください。
＊感染症補償を申込される場合は、補償規定確認書(提出用)を1事業者1枚をあわせてご提出ください。

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合　　　　　計

保 険 料

傷 害 保 険

補償対象者

賠償責任保険

ご希望プラン

パート・アルバイトを 含まない含む

補償対象者数

最高稼働人数

補償対象者数

ステーション数

パート・アルバイトを 含まない含む

補償対象者数

最高稼働人数

補償対象者数

ステーション数

前年度　同条件 申込内容変更

感染症見舞金補償

円

円

円

円

円

円

円

円

保 険 料

傷 害 保 険

補償対象者

賠償責任保険

ご希望プラン

パート・アルバイトを 含まない含む

補償対象者数

最高稼働人数

補償対象者数

ステーション数

パート・アルバイトを 含まない含む

補償対象者数

最高稼働人数

補償対象者数

ステーション数

前年度　同条件 申込内容変更

感染症見舞金補償

円

円

円

円

円

円

円

円

保 険 料

傷 害 保 険

補償対象者

賠償責任保険

ご希望プラン

パート・アルバイトを 含まない含む

補償対象者数

最高稼働人数

補償対象者数

パート・アルバイトを 含まない含む

補償対象者数

最高稼働人数

補償対象者数

前年度　同条件 申込内容変更

感染症見舞金補償

円

円

円

円

円

円

円

円

保 険 料

傷 害 保 険

補償対象者

ご希望プラン

パート・アルバイトを 含まない含む

補償対象者数

最高稼働人数

補償対象者数

パート・アルバイトを 含まない含む

補償対象者数

最高稼働人数

補償対象者数

前年度　同条件 申込内容変更

感染症見舞金補償

円

円

円

円

円

円

円

円

賠償責任保険/特約

賠償責任保険/特約 ステーション/事業所数

ステーション/事業所数

ステーション/事業所数

ステーション/事業所数

＊機械印字に訂正がある場合は、二重線で消して加筆してください。(訂正印不要)

ステーション/事業所数ステーション/事業所数

保険期間：平成28年5月1日～平成29年5月1日

業務従事者数

名

加入者番号

〒

ご担当者名

業務従事者数

名

加入者番号

〒

ご担当者名

業務従事者数

名

加入者番号

〒

ご担当者名

業務従事者数

名

加入者番号

〒

ご担当者名

業務従事者数

名

TEL.(　　　)　　　-　　　FAX(　　　)　　　-

TEL.(　　　)　　　-　　　FAX(　　　)　　　-

TEL.(　　　)　　　-　　　FAX(　　　)　　　-

TEL.(　　　)　　　-　　　FAX(　　　)　　　-

TEL.(　　　)　　　-　　　FAX(　　　)　　　- 印鑑照合 係　　印検　　印
金融機関使用欄

預金口座振替申込書〈JCBローン用〉
自動払込利用申込書 ( 収  加 )

株式会社 ROBOT PAYMENT
訪問看護事業共済会  御中

年　　　 月　　　 日

預金口座振替規定 (ゆうちょ銀行を除く)
1. 株式会社ジェーシービー ( 以下 JCB という ) から貴店に請求書が送付されたときは､私に通知することなく､毎月所定日 ( 当日が金融

機関休業日の場合には翌営業日 ) に請求書記載金額を預金口座から引落しの上支払ってください｡この場合､預金規定または当座勘定
規定にかかわらず､預金通帳､同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません｡

2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額 ( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む｡) をこえるとき
は､私に通知することなく､請求書を JCB に返戻してもさしつかえありません｡また､振替日以降任意の日に､貴店が JCB から請求の
あった金額 ( 振替日請求額の全額または一部 ) を引落しのうえ支払ってもさしつかえありません｡

3. この契約を解約するときは､私から貴店に書面により届出ます｡なお､この届出がないまま長期間にわたり JCB から請求がない等相当
の事由があるときは､とくに申出しない限り､貴店はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません｡

4. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても､貴店の責めによる場合をのぞき､貴店には迷惑をかけません｡
　 ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます｡

番　号 (右詰めでご記入ください｡)種目コード 契約種別
コ ー ド 記号

口座番号 (右詰めでご記入ください｡)

届け出印

太枠内をご記入の上､ご捺印ください｡

不鮮明な場合はこちらへ

顧 客 番 号

収   納  企  業

00100-6-403833 払込先加入者名

金　融
機関名

指　定
口　座

1. 普通預金

2. 当座預金

1. 銀　　行　2. 信用金庫
3. 信用組合　4. 労働金庫
5. 農　　協　6. 漁　　協

1. 本　店
2. 支　店
3. 出張所

受託先および
料金等の種類株式会社ジェーシービー

民　　間
金融機関
ゆうちょ
銀行以外 コード

銀行番号 店 番 号

6桁目がある場合は※欄に
ご記入ください｡

株式会社ジェーシービー

1 6 6 3 0 1
ゆ う ち ょ 銀 行

払込先口座番号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義

金 融 機 関

ゆうちょ銀行

0
※

振替日

払込日

毎月26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)

毎月26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)

私は上記の料金等を預金口座振替の方法により株式会社ジェーシービーを通じて支払うことにしましたので､下記記載の預金口座振替
規定を確約のうえ下記口座からの振替を依頼します｡( ゆうちょ銀行は除く)

金融機関･ゆうちょ銀行の方へ　 この依頼書･申込書に不備がある場合は該当理由に○印を付けて下記あてにご返信ください｡
1. 印鑑相違
2. 預金種目相違
3. 印鑑不鮮明

4. 名義人相違
5. 口座番号相違
6. 預金取引なし

7. 支店名相違
8. その他 (　　　　　　　　　)

<不備の場合のご返送先>
〒680-8790　鳥取市若葉台北 6-1-1
株式会社ジェーシービー　会員サービス部
電話番号　0422-40-8170( 直通 )　9:00AM ～ 5:00PM　土･日･祝･年末年始休

（ ）
（ ）

三井住友海上火災保険株式会社　様　訪問看護事業協会　様 初校　2018(H30).10.30
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訪問看護事業者賠償責任保険

訪問看護ステーションとして都道府県知事の指定を受けた､または指定を受ける旨の申出を行なった事
業者(注)のうち､本協会の会員事業者に限りご加入いただけます｡

＊定期巡回･随時対応型訪問介護看護､看護小規模多機能型居宅介護も含みます。ご加入の場合は､｢居宅サービ
ス･居宅介護支援事業者賠償責任保険｣もあわせてご検討ください｡

＊病院内に間仕切りを設け｢訪問看護部｣を設置し､そこから看護師等を派遣する
ケースにおいても､会員事業者であれば本制度に加入することが可能です｡詳しく
は代理店･扱者までお問合わせください｡

(注)保険始期日において上記指定を受けていない事業者は被保険者とはなりま
せん｡

●被保険者＊1が､日本国内において業務＊2を遂行することによりその業務の対象者にケガをさせてしまっ
た場合､あるいは加入者証に記載された施設の所有､使用もしくは管理に起因して他人の生命や身体を
害したり､他人の財物を滅失・破損または汚損してしまった場合に､被保険者(保険契約で補償を受けら
れる方)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に対して､保険金をお支払いします｡

＊1 被保険者は訪問看護事業者およびその業務に従事する使用人(看護師･OT･PT等)となります｡ただし医師は除きます｡
〈＊2 業務には下記を含みます〉

介護保険法､健康保険法およびその他医療保険各法(労働者災害補償保険法を含みます｡)に規定される各種訪問看護事業､およ
びそれに付随して行う一部業務が対象となります｡
　対象業務例　1．訪問看護ステーションにて､あわせて指定を受け行う居宅療養管理指導業務

　2．訪問看護事業者の行うリハビリテーション業務
　3．介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助業務
　4．短期集中予防サービス業務

●訪問看護業務の遂行に起因して､利用者等に対する不当な身体の拘束による自由の侵害もしくは名誉
毀(き)損､または口頭､文書､図画等の表示行為による名誉毀(き)損もしくはプライバシーの侵害(これら
を不当行為といいます｡)が発生した場合､それによって被保険者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についても補償対象となります｡

●入院に至る身体障害事故が発生した場合､損害賠償責任の有無がはっきりしない段階であっても､社会
通念上妥当な範囲内での被害者へのお見舞い(見舞品･見舞金･香典等)や､その他被保険者の使用人の事
故現場への派遣費用等の初期対応に要する費用を保険金としてお支払いします｡(ただし､見舞金等のう
ち法律上の損害賠償責任部分に相当する額は､損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します｡)

保険金をお支払いする主な場合

本補償制度にご加入いただける事業者は

訪問看護ステーションと同一の事業者(法人)が行う療養通所介
護事業を補償の対象とする特約です｡
補償の内容は､主契約(訪問看護ステーションの行う業務の補償
範囲)と同様です｡
【賠償責任保険に本特約をセットいただく場合のご注意】
追加保険料をお支払いいただきます｡
また､傷害保険､感染症見舞金補償へのご加入にあたっても､訪問
看護ステーションの傷害保険の最高稼働人数､感染症見舞金補償
の実人数に療養通所介護事業所役職員数を加えてください｡

事業拡張補償特約(療養通所介護事業)
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①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において､その約定によって加重

された損害賠償責任
③地震､噴火､洪水､津波または高潮に起因する損害賠償責任
④戦争､革命､暴動､労働争議等に起因する損害賠償責任
⑤業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
⑥所定の免許を有しない者が行った訪問看護業務に起因して負担する損害賠償責任
⑦航空機､自動車､船舶または車両の所有､使用または管理に起因して負担する損害賠償責任
⑧施設の新築､修理､改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任　　　　　　　　　　　　　 等
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります｡詳細は普通保険約款､特別約款および特約をご確
認ください｡また､ご不明な点については､代理店･扱者または引受保険会社までお問合わせください｡

保険金をお支払いしない主な場合

お支払いの対象となる損害

被保険者である訪問看護事業者またはその業務に従事する使用人による訪問看護業務の遂行に起因して
生じた事故が保険期間中に発見された場合にこの保険の対象となります｡
また､訪問看護業務遂行に伴い､被保険者が所有､使用または管理する施設に起因する身体障害･財物損壊
および現実に被保険者の管理下にある財物の滅失･破損･汚損･紛失または盗取については､保険期間中に
発生した事故によるものがこの保険の対象となります(＊)｡
(＊)人格権侵害補償については､保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った上記不当行為に

より､被保険者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に対して､保険金をお支払
いします｡

保険金お支払いの対象となる主な事故

損害の種類 内　　　　　　　　容

①損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害
賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます｡)

②損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用

③権利保全行使費用 発生した事故について､他人から損害の賠償を受けることができる場合に､その権利を保全または
行使するために必要な手続に要した費用

④緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用

⑤協力費用 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合､引受保険会社へ協力するために要した費用

⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用､弁護士報酬等の費用

⑦初期対応費用 訪問看護事業者賠償責任保険に規定される損害の原因となる事由に起因する事故が発生した場合
に､被保険者が緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する引受保険会社が承認する費用｡
ただし､通常要する費用であって損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損
害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります｡

⑧被害者治療費等 訪問看護事業者賠償責任保険に規定される損害の原因となる事由に起因して事故が発生し､被害
者が被った身体障害を直接の原因として､その事故の発生の日からその日を含めて180日以内に､
入院し､重度後遺障害を被り､または死亡した場合において､被保険者が引受保険会社の同意を得
て負担した次のいずれかに該当する費用

(a)被害者が入院による治療を必要とする場合において､その治療に要した費用
(b)被害者が重度後遺障害を被った場合において､その原因となった身体障害の治療に要した費用
(c)被害者が死亡した場合において､葬祭に要した費用
(d)見舞品の購入､見舞金または弔慰金に要した費用。ただし､社会通念上妥当な額を限度とし､

被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず､被保険者の社会的地位､取
引上の政策､個人的同情等を理由としてなされる給付は､その名目を問わず除きます｡

法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いの対象となりますが､損害賠償責任を
負担した場合には､既にお支払いした保険金は損害賠償金に充当されます｡また､原因となった事
故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した費用に限ります｡

(a)事故現場の保存に要する費用
(b)事故現場の取片付けに要する費用
(c)事故状況または原因を調査するために要した費用
(d)事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故

現場に派遣するために要した交通費､宿泊費また

は通信費等の費用
(e)施設危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)③に

規定する損害が発生したとき､その損害の原因と
なったその生産物自体の保存､取片付けまたは回収
に要した費用｡
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上記①から④までの保険金については､それぞれの規定により計算した損害の額をお支払いします｡ただし､加入者証記載
の支払限度額を限度とします｡上記⑤および⑥の保険金については､原則として支払限度額の適用はありません｡ただし､⑥
については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には､次の金額を限度とします｡

なお､｢②損害防止費用｣および｢④緊急措置費用｣を除き､事前に引受保険会社の同意･承認を要しますので､必ず引受保険会
社までお問合わせください｡
適用される普通保険約款､特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので､詳細は普通保険約
款､特別約款および特約でご確認ください｡
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は､適用される法律の規定､被害者に生じた損害の額お
よび被保険者の過失割合等によって決まります｡被保険者が､法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して
支払われた見舞金等は､上記の｢⑧被害者治療費等｣の保険金としてお支払いの対象となる場合を除き､保険金のお支払いの
対象とはなりません｡

●損害率とは
　　　　　　　損害率(*1)＝

(*1)事業所が複数ある場合は､全事業所分を合算した金額で損害率を算出します｡
(*2)支払保険金額には医療調査費等の初期対応費用等を含みます｡

支払限度額〈免責金額(自己負担額)はありません〉

年間保険料

○お支払いする争訟費用の額　＝　⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①損害賠償金の額

補償内容 支　払　限　度　額

身体障害
1事故 1億5,000万円
保険期間中 4億5,000万円(※)

財物損壊 1事故 1,000万円
人格権侵害 1名･1事故 1億5,000万円
管理受託物 1事故/保険期間中 100万円

うち､現金･有価証券･貴金属等(ただし紛失は補償対象外です｡) 1事故 10万円
初期対応費用 1事故/保険期間中 500万円

被害者治療費等
1事故/保険期間中 500万円

1回の事故につき被害者1名について 10万円
(※)保険期間中支払限度額は､業務の対象者への身体障害にのみ適用されます｡

保　険　の　種　類 損　害　率(％) (1事業所あたり)
保　険　料

賠償責任保険(損害率別保険料)
損害率集計期間：2016年4月1日～2019年3月31日

損害率＝支払保険金額(注)÷保険料

(注)支払保険金額には医療調査等の事故対応費用等を含みます

新規または0 ～ 59 10,000円
60 ～ 99 11,000円

100 ～ 119 15,000円
120 ～ 139 18,000円
140 ～ 159 21,000円
160 ～ 179 24,000円
180 ～ 199 27,000円
200 ～ 249 31,000円
250 ～ 299 35,000円
300 ～ 399 39,000円
400 ～ 1999 48,000円

2000 ～ 4999 60,000円
5000 ～ 72,000円

事業拡張補償特約(療養通所介護事業) 1事業所あたり追加保険料 7,800円

2016年4月1日～2019年3月31日にお支払いした保険金(*2)

2017年度～2019年度にお預かりした保険料
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借用戸室が､被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により損壊(滅失､破
損または汚損)した場合において､被保険者がその借用戸室についてその貸主(転貸人を含みます｡)に対し
て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に対して､この特約に従い､保険金を支払いま
す｡
①火災
②破裂・爆発
③給排水設備(注)の破損または詰まりにより生じた漏水､放水等による水ぬれ
④その他不測かつ突発的な事故
(注)給排水設備には､スプリンクラー設備・装置を含みます｡

保険金をお支払いする主な場合

会員である事業者

保険料
1戸室(賃貸契約書単位)：5,000円

●事務所を借りて訪問看護ステーションを運営していたが､失火により事務所が全焼した｡
●訪問看護ステーションのサテライト事務所として賃借契約を行い､運営していたが､備品をぶつけて壁

に大きな穴をあけてしまい､退去時に修理代の請求を受けた｡

●借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷､かき傷､塗料のはがれ落ち､ゆがみ､た
わみ､へこみその他外観上の損傷または汚損(注２)であって､借用戸室ごとに､その借用戸室の機能の喪失
または低下を伴わない損壊

●借用戸室の使用により不可避的に生じた汚損､すり傷､かき傷等の損壊(滅失､破損または汚損)
●被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊(滅失､破損または汚損)

支払限度額 免責金額(自己負担額)
1事故につき1,000万円 なし

支払限度額

年間保険料

主な事故例

保険金をお支払いしない主な場合

被保険者 (保険契約により補償を受けられる方)

●業務に使用するための借用戸室が､不足かつ突発的な事故により､保険期間中に損壊(滅失､破損または
汚損)してしまった場合において､建物オーナーに対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負うこと
によって被る損害に対して､保険金をお支払します｡

●訪問看護ステーションやサテライトなどの戸室毎でのご加入となります｡

借用戸室補償特約(受託者賠償責任保険)(オプション)
NEW
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居宅サービス･居宅介護支援事業者賠償責任保険
(施設所有(管理)者賠償責任保険･受託者賠償責任保険･生産物賠償責任保険)

介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者･指定居宅介護支援事業者(これか
ら指定を受ける場合を含みます｡)のうち､本協会の事業者会員で､｢訪問看護事
業者賠償責任保険｣(3ページ)へご加入の事業者に限りご加入いただけます｡

事業者､その役職員およびパート･研修受講生､ならびに事業者･その役職員の監
督または指揮のもとに業務を行う者(ボランティア､登録･派遣スタッフ､専属の事務員等)等
＊詳細は重要事項のご説明(50ページ)をご参照ください｡

①指定居宅サービス事業者が行う居宅サービス(予防も含む)
訪問介護､訪問入浴介護､通所介護､短期入所生活介護､短期入所療養介護､特定施設入居者生活介護､福
祉用具貸与､特定福祉用具販売､訪問リハビリテーション＊､通所リハビリテーション＊

(注)訪問看護事業･居宅療養管理指導･療養通所介護事業は対象外となります｡
(注)医師の指示による医療行為など医療的専門資格を要する業務に起因する事故は補償の対象外となります｡

ただし､下記の｢専門資格業務補償特約｣をセットすることで､補償対象(医師を除く)とすることが出来ます｡
＊訪問リハビリテーション･通所リハビリテーションについては､その業務に付随する医療行為以外の業務(つきそい･み

まもり等)を補償の対象とします｡
②地域密着型サービス(予防も含む)

定期巡回･随時対応型訪問介護看護(介護業務のみ)､夜間対応型訪問介護､認知症対応型通所介護､小規
模多機能型居宅介護､認知症対応型共同生活介護､地域密着型特定施設入居者生活介護､地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護､看護小規模多機能型居宅介護(介護業務のみ)､地域密着型通所介護

③居宅介護支援､介護予防支援､包括的支援
④障害者総合支援法に定める障害福祉サービス､相談支援事業
⑤上記①②に付随して行う住宅改修

事業者またはその役職員等(被保険者)が､対象サービス業務遂行中のミスや業務の結果等により保険期間
中に発生した偶然な事故に起因して､他人の生命や身体を害したり､他人の財物を損壊(滅失､破損､汚損も
しくは紛失すること､または盗取されること)した場合に､被保険者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(損害賠償金や争訟費用等)に対して､保険金をお支払いします｡
〈支援事業損害補償〉居宅介護支援事業･介護予防支援事業･相談支援事業等については､業務遂行中のミ
スに起因して発生した身体障害･財物損壊を伴わない純粋経済損失に対しても保険金をお支払いします｡
〈人格権侵害補償〉｢不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損｣､｢口頭､文書､図画､映像そ
の他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害｣により､被保険者が法律上
の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします｡

被保険者 (保険契約で補償を受けられる方)

本補償制度にご加入いただける事業者は

対象サービス

保険金をお支払いする主な場合

居宅サービス事業所に所属する専門資格者(保健師･看護師･理学療法士･作業療法士･言語聴覚士｡医師を
含みません｡)が､その資格に基づいて行う業務を補償の対象とする特約です｡
【本特約をセットいただく場合】追加保険料をお支払いただきます｡

事業所が所有､使用または管理しているエスカレーター､エレベーターの構造上の欠陥や運行・管理の不
備により発生した偶然な事故に起因して他人の生命や身体を害したり､他人の財物を損壊(滅失､破損､汚
損もしくは紛失すること､または盗取されること)した場合に､被保険者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（損害賠償金や争訟費用等）に対して､保険金をお支払いします｡
【本特約をセットいただく場合】追加保険料をお支払いただきます｡

専門資格業務補償特約

昇降機危険補償特約
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①保険契約者または被保険者の故意によって生じた
損害賠償責任

②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別
の約定がある場合において､その約定によって加重
された損害賠償責任

③直接であると間接であるとを問わず､被保険者が次
のいずれかに該当する損害賠償責任を負担するこ
とによって被る損害｡いずれかの事由または行為が
実際に生じたまたは行われたと認められた場合に
限らず､それらの事由があったとの申し立てに基づ
いて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場
合を含みます｡
◇石綿等(アスベスト､石綿製品､石綿繊維､石綿粉

塵(じん))の人体への摂取または吸引
◇石綿等への曝露(ばくろ)による疾病

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります｡詳細は普通保険約款､特別約款および特約をご確
認ください｡また､ご不明な点については､代理店･扱者または引受保険会社までお問合わせください｡

お支払いの対象となる損害

保険金をお支払いしない主な場合
◇石綿等の飛散または拡散

④地震､噴火､洪水､津波または高潮に起因する損害賠
償責任

⑤戦争､外国の武力行使､革命､政権奪取､内乱､武装反
乱その他これらに類似の事変､暴動､労働争議また
は騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任

⑥給排水管等からの蒸気､水の漏出､溢(いっ)出または
スプリンクラーからの内容物の漏出､溢(いっ)出に
よる財物の損害

⑦被保険者が故意または重大な過失によって法令に
違反したことに起因する損害

⑧施設の修理､改造､取り外し等の工事に起因する損害
⑨昇降機の所有､使用または管理について､故意また

は重大な過失によって法令に違反したことに起因
する損害　　　　　　　　　　　　　　　　　 等

損害の種類 内　　　　　　　　容

①損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害
賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます｡)

②損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用

③権利保全行使費用 発生した事故について､他人から損害の賠償を受けることができる場合に､その権利を保全または
行使するために必要な手続に要した費用

④緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用
⑤協力費用 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合､引受保険会社へ協力するために要した費用
⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用､弁護士報酬等の費用

⑦初期対応費用 居宅サービス･居宅介護支援事業者賠償責任保険に規定される損害の原因となる事由に起因する
事故が発生した場合に､被保険者が緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する引受保険
会社が承認する費用｡ただし､通常要する費用であって損害の発生もしくは拡大の防止または事故
による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認め
た費用に限ります｡

⑧被害者治療費等 居宅サービス･居宅介護支援事業者賠償責任保険に規定される損害の原因となる事由に起因して
事故が発生し､被害者が被った身体障害を直接の原因として､その事故の発生の日からその日を含
めて180日以内に､入院し､重度後遺障害を被り､または死亡した場合において､被保険者が引受保
険会社の同意を得て負担した次のいずれかに該当する費用
(a)被害者が入院による治療を必要とする場合において､その治療に要した費用
(b)被害者が重度後遺障害を被った場合において､その原因となった身体障害の治療に要した費用
(c)被害者が死亡した場合において､葬祭に要した費用
(d)見舞品の購入､見舞金または弔慰金に要した費用。ただし､社会通念上妥当な額を限度とし､

被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず､被保険者の社会的地位､取
引上の政策､個人的同情等を理由としてなされる給付は､その名目を問わず除きます｡

法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いの対象となりますが､損害賠償責任を
負担した場合には､既にお支払いした保険金は損害賠償金に充当されます｡また､原因となった事
故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した費用に限ります｡

(a)事故現場の保存に要する費用
(b)事故現場の取片付けに要する費用
(c)事故状況または原因を調査するために要した費用
(d)事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故

現場に派遣するために要した交通費､宿泊費また

は通信費等の費用
(e)生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)③に規

定する損害が発生したとき､その損害の原因となっ
たその生産物自体の保存､取片付けまたは回収に要
した費用｡
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上記①から④までの保険金については､それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引い
た額をお支払いします｡ただし､加入者証記載の支払限度額を限度とします｡上記⑤および⑥の保険金については､原則とし
て支払限度額の適用はありません｡ただし､⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には､次の金額を
限度とします｡

なお､｢②損害防止費用｣および｢④緊急措置費用｣を除き､事前に引受保険会社の同意･承認を要しますので､必ず引受保険会
社までお問合わせください｡
適用される普通保険約款､特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので､詳細は普通保険約
款､特別約款および特約でご確認ください｡

借用戸室補償特約(受託者賠償責任保険)(オプション)
●詳細は訪問看護賠償責任保険のオプション｢借用戸室補償特約｣(6ページ)をご確認ください｡

支払限度額

｢①損害賠償金｣についてのご注意
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は､適用される法律の規定､被害者に生じた損害の
額および被保険者の過失割合等によって決まります｡被保険者が､法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者
に対して支払われた見舞金等は､上記の｢⑧被害者治療費等｣の保険金としてお支払いの対象となる場合を除き､保険金
のお支払いの対象とはなりません｡

受託者賠償責任保険において､｢①損害賠償金｣の額は､被害受託物が損害の生じた地および時において､もし損害を受
けていなければ有するであろう価額が限度となります｡したがって､受託物の使用不能に起因する損害賠償金は対象と
なりません｡

○お支払いする争訟費用の額　＝　⑥争訟費用の額 ×
支払限度額

①損害賠償金の額

NEW

補償内容 支払限度額 免責金額(自己負担額)

身体障害･財物損壊共通 1事故/保険期間中 1億円

5,000円
(1事故)

人格権侵害 1事故 1億円

支援事業損害＊(経済的損害) 1事故/保険期間中 1,000万円

管理受託物 1事故/保険期間中 100万円

うち､現金･有価証券･貴金属等(ただし紛失は補償対象外です｡) 1事故/保険期間中 10万円

初期対応費用 1事故/保険期間中 500万円

被害者治療費等

1事故/保険期間中 500万円

1回の事故につき
被害者1名について 10万円

＊居宅介護支援事業･介護予防支援事業･相談支援業務等がお支払いの対象となります｡
　詳細は特約でご確認ください｡
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年間保険料

●1事業者につき6,000 円を下限保険料といたします。(5月1日からご加入で業務従事者数2名以下の場合)

●ここでいう業務従事者数とは､実際に業務に従事されているヘルパー､ケアマネージャー等の人数の合計です。(役
員､ボランティア､事務職員等も含めてください｡)

保険料計算例
例1)ケアマネージャー2名の居宅介護支援事業者の場合は
　2名　×　2,700円　＝　5,400円　ただし､6,000円が下限保険料のため､6,000円

例2) ホームヘルパー10名･看護師1名の訪問入浴事業所の場合は(専門資格業務補償特約をセットした場合)
　11名　×　2,700円　＋　4,200　＝　33,900円

例3)ホームヘルパー55名･エレベーター1台の居宅サービス事業者の場合は(昇降機危険補償特約をセットした場合)
　50名　×　2,700円　＋　5名　×　1,800円　+　5,000円　＝　149,000円

療養通所介護事業所との兼務者は､｢居宅サービス･居宅介護支援事業者賠償責任保険｣の保険料計算の際に対象
人数に加える必要があります｡

・高額の保険金事故が発生したり､保険金請求の頻度が高いなどの場合は､翌年度以降､継続加入できな
いことや補償内容･保険料を変更させていただくことがございます｡

・このご契約は､業務従事者数に応じて保険料を算出いたします｡保険期間の途中で､業務従事者に増減
が生じた場合は､必ずご連絡をお願いいたします｡

・訪問看護ステーションの行うリハビリテーション行為については､｢訪問看護事業者賠償責任保険｣(3
ページ)の対象となります｡

・本補償制度では､療養通所介護事業はお申込みいただけません｡療養通所介護事業を補償対象業務とす
る場合は､｢訪問看護事業者賠償責任保険｣(3ページ)に特約をセットし､療養通所介護事業を追加で補
償対象としてください｡

・居宅サービス･居宅介護支援事業所に所属する専門職(保健師･看護師･理学療法士･作業療法士｡医師を
含みません｡)が､各専門行為を行う場合は､｢専門資格業務補償特約｣をセットすることで､補償対象と
することが出来ます｡

ご注意点

業務従事者数 業務従事者数1名あたり年間保険料

1 名 ～ 50 名 2,700 円

51 名 ～ 1,800 円

専門資格業務補償特約 資格者1名あたり
の追加保険料 4,200 円

昇降機危険補償特約 昇降機1台あたり
の追加保険料 5,000 円

( )
( )
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年間保険料　＝　最高稼働人数 ×　6,000 円

ご
加
入
に
あ
た
っ
て

最
高
稼
働
人
数
の
ご
申
告
に
つ
い
て

管理者･職員傷害保険 ( )
●事業所の役員･管理者･職員が職務に従事中(通勤途上を含みます)､急激かつ

偶然な外来の事故が原因でケガをされた場合に､保険金をお支払いします｡
●就業中のみ傷害危険補償(事業主･従業員･役員)特約をセットしているため､

住居と職場を同じくする方または就業中か否かの区別が明らかでない職種の
方については､ご加入いただけません｡

●管理者･職員の災害補償制度としてご利用いただけます｡(労災給付や自動車
保険など他の保険からの給付と関係なく支払われます｡)また､地震もしくは
噴火またはこれらによる津波によるケガ､日射または熱射によるケガも補償されます｡

●傷害死亡保険金は､特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には､被保険者の法定相続人にお支
払いします｡

●傷害死亡保険金以外の保険金は､普通保険約款･特約に定めております｡
●訪問看護事業者賠償責任保険､居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険のいずれかとセット

でご加入ください｡

●本協会の会員である事業者の役員､事業所の管理者､職員､パート･アルバイト(ボランティアは含まれま
せん)全員が給付対象者となります｡(事務職員も含みます｡)

　パート･アルバイトを①含む､②含まない､のいずれかをお選びください｡
●準記名式(一部付保)：補償対象者(被保険者)の名簿を備え付けていただきます｡
　(注)ご加入の際には､名簿提出の必要はありません

被保険者 (この保険で補償を受けられる方)

保険金額(1名あたり)

年間保険料

●管理者・職員傷害保険料は1日あたりの最高稼働人数をもとに計算してください｡
●最高稼働人数の設定にあたっては保険開始月の最高稼働人数をご申告の上お手続きください｡
●ご加入後に最高稼働人数が変動する際は代理店(訪問看護事業共済会)まで必ずお申し出ください｡
●上記は職種級別A(看護職･事務職員･OT ･PT 等)の保険料です｡それ以外のご職業の場合には代理店･扱者または引受保険

会社までお問合わせください｡
準記名式(名簿備付方式)について
●｢準記名式｣(名簿備付方式)とは､被保険者の名簿を備え付けていただくことを条件に加入時に被保険者数のみをご通知い

ただく方法です｡被保険者全員の氏名を加入時に通知していただく必要がなく､期中で従業員の入れ替わりがあっても人
数に変更がない限り､被保険者の名簿を修正いただければご通知いただく必要はありません｡

保険金額はご加入いただいた被保険者の人数等に従った割引率で決定されますので､募集の結果上記と異
なる保険金額に変更される場合があります｡この場合､傷害死亡･後遺障害保険金額を割引率に応じた金額
とさせていただきますので､あらかじめご了承ください｡

保険金請求時にご加入当時にご申告いただいている最高稼働人数が実際の人数と相違しているケースが多くなってお
ります｡この場合､保険金のお支払いがスムーズにできなくなる可能性があるため､正しい最高稼働人数のご申告をお願
いいたします｡以下の場合は特にご注意が必要です｡

例 正しい申告内容

①

事業所の役員･管理者･職員の数が  午前3名､午後3名の場合｡
ご申告いただく最高稼働人数(＊2)

(誤)　3名　→　(正)　4名

(＊2)1日あたりの延べ稼働人数の最大人数をいいます｡
看護業務の実務を行う方だけではなく､必ず事務
職員の人数も加えた人数で計算してください｡

②
加入時の役員･管理者･職員数は5名だったが､利用者数増加
にともない7月1日から役員･管理者･職員数を7名に増やす
場合｡

･加入時：最高稼働人数5名｡
･増加時：2名増加する旨を6月20日までに変更通知書

にて代理店(訪問看護事業共済会)宛にご連絡
ください｡

団体総合生活補償保険
(標準型)

保険金の種類 保　険　金　額 (＊1)団体割引
20％適用

(＊2)熱中症危
険補償特約･
天 災 危 険 補
償 特 約 が 付
帯 さ れ て い
ます｡

傷害死亡･後遺障害保険金額 332万円
傷害入院保険金日額 5,000円
傷害手術保険金 入院中の手術 50,000円・入院中以外の手術 25,000円
傷害通院保険金日額 3,000円

〈シフト表〉(＊1)

午前 午後

(＊1)
出勤する場合
｢○｣を記入｡

Aさん ○ ○
Ｂさん ○ ―
Cさん ― ○
Dさん ○ ○

計 3名 3名

ご注意!ご注意!ご注意!



ご加入方法 訪問看護事業者
賠償責任保険

居宅サービス居宅介護
支援事業者賠償責任保険 管理者職員補償P2 P3-6 P7-10 P11-19
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※印を付した用語については､13ページの｢※印の用語のご説明｣をご覧ください｡(各欄の初出時のみ※印を付しています｡)

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額

傷
　
　
　
害
　
　
　
保
　
　
　
険
　
　
　
金

傷
害
死
亡
保
険
金

★
傷
害
補
償

  (

標
準
型)

特
約

保険期間中の事故によるケガ※

のため､事故の発生の日からそ
の日を含めて180日以内に死亡
された場合

傷害死亡･後遺障害保険金額の全額
(注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定

相続人)にお支払いします｡
(注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は､傷害死

亡･後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保
険金の額を差し引いた額をお支払いします｡

傷
害
後
遺
障
害
保
険
金

★
傷
害
補
償(

標
準
型)

特
約

保険期間中の事故によるケガ※

のため､事故の発生の日からそ
の日を含めて180日以内に後遺
障害※が発生した場合

傷害死亡･
後遺障害保険金額 × 約款所定の保険金支払割合

(4％～100％)
(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支

払割合で､傷害後遺障害保険金をお支払いします｡
(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超

えてなお治療※を要する状態にある場合は､引受保険会社は､
事故の発生の日からその日を含めて181日目における医
師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して､傷害後遺障
害保険金をお支払いします｡

(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は､既にあった後遺
障害に対する保険金支払割合を控除して､保険金をお支払い
します｡

(注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は､傷害死
亡･後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保
険金の額を差し引いた額が限度となります｡また､保険期間
を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は､傷害死亡･後
遺障害保険金額が限度となります｡

傷
害
入
院
保
険
金

★
傷
害
補
償

  

　(

標
準
型)

特
約

保険期間中の事故によるケガ※

のため､入院※された場合(以下､
この状態を｢傷害入院｣といいま
す｡)

傷害入院保険金日額 × 傷害入院の日数
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の

入院※に対しては傷害入院保険金をお支払いしません｡また､
お支払いする傷害入院の日数は180日が限度となります｡

(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保
険金の｢保険金をお支払いする場合｣に該当するケガ※を被っ
た場合は､傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません｡

傷
害
手
術
保
険
金

★
傷
害
補
償(

標
準
型)

特
約

保険期間中の事故によるケガ※

の治療※のため､事故の発生の日
からその日を含めて180日以内
に手術※を受けられた場合

①入院※中に受けた手術※の場合
傷害入院保険金日額 × 10

②①以外の手術の場合
傷害入院保険金日額 × 5

(注)1事故に基づくケガ※について､1回の手術に限ります｡また､1
事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合
は､①の算式によります｡

傷
害
通
院
保
険
金

★
傷
害
補
償(

標
準
型)

特
約

保険期間中の事故によるケガ※

のため､通院※された場合(以下､
この状態を｢傷害通院｣といいま
す｡)
(注)通院されない場合で､骨折､脱臼､

靱(じん)帯損傷等のケガを被った
所定の部位※を固定するために医
師※の指示によりギプス等※を常時
装着したときは､その日数について
傷害通院したものとみなします｡

傷害通院保険金日額 × 傷害通院の日数
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の

通院※に対しては傷害通院保険金をお支払いしません｡また､
お支払いする傷害通院の日数は30日が限度となります｡

(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院された場
合は､傷害通院保険金をお支払いしません｡

(注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保
険金の｢保険金をお支払いする場合｣に該当するケガ※を被っ
た場合は､傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません｡

保険金のお支払いについて
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※印の用語のご説明
●｢医学的他覚所見のないもの｣とは､被保険者が自覚症状を訴えて

いる場合であっても､脳波所見､理学的検査､神経学的検査､臨床検
査､画像検査､眼科･耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明
することができないものをいいます｡

●｢ケガ｣とは､急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷
害をいいます｡
｢急激｣とは､｢事故が突発的で､傷害発生までの過程において時間
的間隔がないこと｣を意味します｡
｢偶然｣とは､｢保険事故の原因または結果の発生が被保険者に
とって予知できない､被保険者の意思に基づかないこと｣を意味
します｡
｢外来｣とは､｢保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用
によること､身体に内在する疾病要因の作用でないこと｣を意味
します｡
｢傷害｣には､身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一
時に吸入､吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(＊)

を含み､次のいずれかに該当するものを含みません｡
　　①細菌性食中毒　②ウイルス性食中毒

(＊)継続的に吸入､吸収または摂取した結果発生する中毒症状を
除きます｡

●｢後遺障害｣とは､治療※の効果が医学上期待できない状態であっ
て､被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できな
い機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をい
います｡ただし､被保険者が症状を訴えている場合であっても､そ
れを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます｡

●｢治療｣とは､医師※が必要であると認め､医師が行う治療をいいま
す｡

●｢医師｣とは､被保険者以外の医師をいいます｡
●｢入院｣とは､自宅等での治療※が困難なため､病院または診療所に

入り､常に医師※の管理下において治療に専念することをいいま
す｡

●｢手術｣とは､次のいずれかに該当する診療行為をいいます｡
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に､手術料の算

定対象として列挙されている診療行為(＊1)｡ただし､創傷処理､
皮膚切開術､デブリードマン､骨または関節の非観血的または
徒手的な整復術､整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を
除きます｡

②先進医療※に該当する診療行為(＊2)

(＊1)①の診療行為には､歯科診療報酬点数表に手術料の算定対
象として列挙されている診療行為のうち､医科診療報酬点
数表においても手術料の算定対象として列挙されているも
のを含みます｡

(＊2)②の診療行為は､治療※を直接の目的として､メス等の器具
を用いて患部または必要部位に切除､摘出等の処置を施すも
のに限ります｡ただし､診断､検査等を直接の目的とした診療
行為ならびに注射､点滴､全身的薬剤投与､局所的薬剤投与､
放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます｡

●｢ケガを被った所定の部位｣とは､次のいずれかの部位(指､顔面等
は含まれません｡)をいいます｡
･長管骨(上腕骨､橈骨､尺骨､大腿骨､脛骨および腓骨をいいます｡

以下同様とします｡)または脊柱
･長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨､中足骨

およびそれらより指先側は含まれません｡)｡ただし､長管骨を含
めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります｡

･肋骨･胸骨(鎖骨､肩甲骨は含まれません｡)｡ただし､体幹部にギプ
ス等の固定具を装着した場合に限ります｡

●｢ギプス等｣とは､ギプス､ギプスシーネ､ギプスシャーレ､シーネそ
の他これらに類するもの(硬性コルセット､創外固定器､その他医
学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい､バス
トバンド､軟性コルセット､サポーター､頸(けい)椎カラー､厚紙副
子､ニーブレース等は含まれません｡)をいいます｡

●｢先進医療｣とは､手術※を受けた時点において､厚生労働省告示に
基づき定められている評価療養のうち､別に厚生労働大臣が定め
るもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合する病院または診療所において行われるものに限ります｡)をい
います｡なお､先進医療の対象となる医療技術､医療機関および適
応症等は､一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって､
変動します｡

●｢通院｣とは､病院もしくは診療所に通い､または往診もしくは訪問
診療により､治療※を受けることをいい､オンライン診療による診
察を含みます｡ただし､治療を伴わない､薬剤､診断書､医療器具等
の受領等のためのものは含みません｡なお､同月に複数回のオンラ
イン診療を受けた場合で､公的医療保険制度における医科診療報
酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は､最
初の1回のみ通院したものとみなします｡

【特約の説明】
セットする特約 特約の説明

就業中のみの傷害危険補償
(事業主･役員･従業員)特約
(自動セット)

次に掲げるケガ※に限り､傷害保険金をお支払いします｡
① ②以外の場合

被保険者が職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます｡)のケガ
②被保険者が企業等の役員または事業主である場合

次のアまたはイのいずれかに該当する間のケガ
ア.企業等の役員または事業主としての職務に従事している間(通常の通勤途上を含み

ます｡)で､かつ､次のいずれかに該当する間
・企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中(被保険者の休暇中を除きます｡)
・企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を合理的な

経路および方法により往復する間
・取引先との契約､会議(会食を主な目的とするものを除きます｡)等のために､取引先

の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を合理的な経路お
よび方法により往復する間

イ.被保険者に対し労災保険法等(＊)による給付が決定されるケガが発生した場合の職
務従事中および通勤中

(＊)日本国の労働災害補償法令をいいます｡
天災危険補償特約
(自動セット)

地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※のときも､傷害保険金をお
支払いします｡

熱中症危険補償特約
(自動セット)

保険期間中の急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても､傷
害死亡保険金､傷害後遺障害保険金､傷害入院保険金､傷害手術保険金または傷害通院保険
金をお支払いします｡

傷害通院保険金支払日数短
縮(30日)特約
(自動セット)

傷害通院保険金の支払限度日数を90日から30日に変更します｡(お支払いの対象となる
期間は､事故の発生の日からその日を含めて180日のままとなります｡)
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保険金をお支払いしない主な場合
※印を付した用語については､下記の｢※印の用語のご説明｣をご覧ください｡(各欄の初出時のみ※印を付しています｡)

保険金の種類 保険金をお支払いしない主な場合

傷

害

保

険

金

傷 害 死 亡 保 険 金
★傷害補償(標準型)特約

●保険契約者､被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な
過失によるケガ※

●闘争行為､自殺行為または犯罪行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転､酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中

のケガ
●脳疾患､病気または心神喪失によるケガ
●妊娠､出産､早産または流産によるケガ
●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他

の医療処置によるケガ
●戦争､その他の変乱※､暴動によるケガ(テロ行為によるケガは､条件付戦争

危険等免責に関する一部修正特約により､保険金の支払対象となります｡)
●核燃料物質等の放射性･爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも､頸(けい)部症候群※､腰痛その他の症状を訴えてい

る場合に､それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※

●入浴中の溺水※(ただし､引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって
発生した場合には､保険金をお支払いします｡)

●原因がいかなるときでも､誤嚥(えん)※によって発生した肺炎
●別記の｢補償対象外となる運動等｣を行っている間のケガ
●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ　　　　　　　　　　   など
　(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は､補償の対象にはなりません｡

傷害後遺障害保険金
★傷害補償(標準型)特約

傷 害 入 院 保 険 金
★傷害補償(標準型)特約

傷 害 手 術 保 険 金
★傷害補償(標準型)特約

傷 害 通 院 保 険 金
★傷害補償(標準型)特約

※印の用語のご説明(P.13記載のものは除きます)
●｢自動車等｣とは､自動車または原動機付自転車をいいます｡
●｢酒気帯び運転｣とは､道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転

することをいいます｡
●｢その他の変乱｣とは､外国の武力行使､革命､政権奪取､内乱､武装反乱その他これらに類似の事変をいいます｡
●｢頸(けい)部症候群｣とは､いわゆる｢むちうち症｣をいいます｡
●｢乗用具｣とは､自動車等※､モーターボート(水上オートバイを含みます｡)､ゴーカート､スノーモービル､その他これらに

類するものをいいます｡
●｢競技等｣とは､競技､競争､興行(＊)または試運転をいいます｡また､競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを

含みます｡　　(＊)いずれもそのための練習を含みます｡
●｢溺水｣とは､水を吸引したことによる窒息をいいます｡
●｢誤嚥(えん)｣とは､食物､吐物､唾液等が誤って気管内に入ることをいいます｡

補償対象外となる運動等
　山岳登はん(＊1)､リュージュ､ボブスレー､スケルトン､航空機(＊2)操縦(＊3)､スカイダイビング､ハンググライダー搭乗､超

軽量動力機(＊4)搭乗､ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動

(＊1)ピッケル､アイゼン､ザイル､ハンマー等の登山用具を使用するもの､ロッククライミング(フリークライミングを含み､登る壁の
高さが5m以下であるボルダリングは含みません｡)をいいます｡

(＊2)グライダーおよび飛行船は含みません｡
(＊3)職務として操縦する場合は含みません｡
(＊4)モーターハンググライダー､マイクロライト機､ウルトラライト機等をいい､パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は

含みません｡

柔道整復師(接骨院､整骨院等)による施術の場合､通院日数の認定にあたっては､傷害の部位や程度に応
じ､医師の治療に準じて認定し､お支払いします｡また､鍼(はり)･灸(きゅう)･マッサージなどの医療類似
行為については､医師の指示に基づいて行われた施術のみ､お支払いの対象となります｡

柔道整復師による施術

【特約の説明】
セットする特約 特約の説明

条件付戦争危険等免責に関
する一部修正特約
(自動セット)

保険金をお支払いしない場合のうち｢戦争､その他の変乱※､暴動｣については､テロ行為はお
支払いの対象となります｡テロ行為とは､政治的､社会的もしくは宗教･思想的な主義･主張を
有する団体･個人またはこれと連帯するものがその主義･主張に関して行う暴力的行動をい
います｡
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お客さまのご加入内容が登録されることがあります｡
損害保険制度が健全に運営され､死亡保険金､後遺障害保険金､入院保険金､通院保険金等のお支払いが正
しく確実に行われるよう､これらの保険金のある保険契約について､一般社団法人 日本損害保険協会が運
営する契約内容登録制度への登録を実施しております｡

契約内容登録制度

ご加入内容確認事項

　本確認事項は､万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう､ご提案いたしました保険商品
がお客さまのご希望に合致した内容であること､ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入
いただいていることを確認させていただくためのものです｡
　お手数ですが､以下の各質問項目について､再度ご確認いただきますようお願い申し上げます｡
　なお､ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら､パンフレット記載の代理店･扱者または
引受保険会社までお問合わせください｡

1. 保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット･重要事項
のご説明でご確認ください｡万一､ご希望に合致しない場合は､ご加入内容を再度ご検討ください｡

　　　　　　　保険金のお支払事由(主契約､セットしている特約を含みます｡)
　　　　　　　保険金額(ご契約金額)
　　　　　　　保険期間(保険のご契約期間)
　　　　　　　保険料･保険料払込方法

2.　加入申込票への記載･記入の漏れ･誤りがないかご確認ください｡
以下の項目は､正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です｡
内容をよくご確認いただき､加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます｡
記載･記入の漏れ･誤りがある場合には､訂正あるいは追記をお願いいたします｡
◆皆さまがご確認ください。
・加入申込票の｢職業･職務｣欄(｢職種級別｣欄を含みます｡)は正しくご記入いただいていますか？
　または､事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか？
・加入申込票の｢他の保険契約等｣欄は正しくご記入されていますか？
※ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては､上記の欄がない場合があります｡上記のうち欄

がないものについてのご確認は不要となります｡
◆｢複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ｣ご確認ください｡
　被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか？

ご加入手続きに際し､以下の事項を十分にご確認ください｡

( )団体総合生活補償保険
(標準型)
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年間保険料 ＝ 給付対象者数 × 840 円

管理者･職員感染症見舞金補償(補償制度費用保険)
●管理者･職員傷害保険とセットでご加入ください｡
●管理者･職員傷害保険(最高稼働人数)とは異なり､給付対象者の実人数でのご加入となりますのでご

注意ください｡
●本制度は｢感染症補償規定｣を事業者様に備え付けていただくことが加入要件となります｡

事業所の役員､管理者､職員が､保険期間中に業務の遂行に起因して下記に掲げる感染症に感染し､入通院
した場合に､ステーションが役員､管理者､職員を対象とした｢感染症補償規定｣(17～18ページ)にした
がって補償を行った場合に､被保険者(給付対象者)である事業者に保険金をお
支払いします｡

本協会の会員である事業者

●本協会の会員である事業者の事業所の役員､管理者､職員､パート・アルバイト(ボランティアは含まれ
ません｡)全員が補償の対象となります｡(事務職員も含みます｡)

※｢感染症補償規定｣第3条(適用範囲―被補償者給付対象者)の範囲に含まれる方が給付対象者となります｡
　給付対象者にパート・アルバイトを含まない場合は､加入申込票の｢含まない｣に〇をご記入ください｡

1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定す
る感染症
　　＊主なもの
SARS､ウイルス性肝炎､エボラ出血熱､クリミア･コンゴ出血熱､ペスト､マールブルグ病､ラッサ熱､急性灰白髄炎､コレラ､
細菌性赤痢､ジフテリア､腸チフス､パラチフス､腸管出血性大腸菌感染症､アメーバ赤痢､エキノコックス症､黄熱､オウム
病､回帰熱､Q熱､狂犬病､クリプトスポリジウム病､クロイツフェルト･ヤコブ病､劇症型溶血性レンサ球菌感染症､後天性免
疫不全症候群､コクシジオイデス症､ジアルジア症､腎症候性出血熱､髄膜炎菌性髄膜炎､先天性風疹症候群､炭疸､ツツガム
シ病､デング熱､日本紅斑熱､日本脳炎､乳児ボツリヌス症､梅毒､破傷風､バンコマイシン耐性腸球菌感染症､ハンタウイルス
肺症候群､Bウイルス病､ブルセラ症､発疹チフス､マラリア､ライム病､レジオネラ症､ウエストナイル熱､風疹､水痘　等

2. 結核
3. 次の皮膚感染症　疥癬､カンジタ症､白癬症､帯状疱疹､単純ヘルペス､紅色陰癬等､皮膚および粘膜病変

を特徴とするウイルス感染症

給付事由 保険金額 給付事由 保険金額
死 亡 100万円 入通院 8～14日 一時金 6万円
入通院31日以上 一時金20万円 入通院 4～7日 一時金 4万円
入通院15～30日 一時金10万円 入通院 3日以内 一時金 2万円

①給付対象者である事業所の役員､管理者､職員の故意､重大な過失､自殺行為､犯罪行為または闘争行為
(ケンカ)

②給付対象者である事業所の役員､管理者､職員の麻薬､あへん､大麻､シンナー等の使用
③給付対象者である事業所の役員､管理者､職員の感染症によるもの以外の疾病およびそれによる死亡
④初年度契約時に既に発病している感染症または初年度契約の責任開始日後10日以内に発病した感染症
⑤感染症補償規定に基づかない感染症
⑥給付対象者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的所見のない感染症

年間保険料

この保険の特長

被保険者 (この保険で補償を受けられる方)

給付対象者

対象となる感染症

1名あたりの補償金額 (保険金額)

保険金お支払いの対象とならない主な場合

(注)管理者･職員感染症見舞金補償(補償制度費用保険)は､管理者･職員傷害保険と人数の捉え方が異なりますのでご注意
ください｡
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感染症補償規定
第1条(本規定の目的)

本規定は､当事業者が行う事業(以下｢当事業者の業務｣と
いう｡)に従事する者(以下｢業務従事者｣という｡)が､業務
に関連して被った細菌･ウイルス等の病原体に感染した
ことによって発症した感染症に対して､当事業者が行う
補償の内容を定めることにより､業務従事者の福利厚生
の向上を図ることを目的とする｡

第2条(本規定の実施)
当事業者は､一般社団法人全国訪問看護事業協会を契約
者とする損害保険契約に加入することにより､本規定を
実施する｡

第3条(適用範囲―被補償者)
本規定は､業務従事者のうち､当事業者の作成､保管する
名簿に記載された者(以下｢被補償者｣という｡)に適用す
る｡

第4条(定義)
本規定において､｢感染症｣とは細菌･ウイルス等の病原体
に感染したことによって発症した疾病のうち以下のもの
をいう｡
1．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感
染症｡

2．結核
3．次の皮膚感染症

疥癬､カンジタ症､白癬症､帯状疱疹､単純ヘルペス､紅
色陰癬等､皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感
染症

第5条(補償を行う場合)
当事業者は､被補償者が当事業者の業務の遂行に起因し
て細菌･ウイルス等の病原体に感染したことによって発
症した感染症に対して補償を行う｡ただし｢本規定発効
日｣より前に感染した場合には補償を行わない｡なお､本
規定発効日において被補償者でない者については､｢本規
定発効日｣を｢被補償者となった日｣と読み替えて適用す
る｡

第6条(補償を行わない場合)
当事業者は､次の各号に該当する事由によって生じた感
染症に対しては補償を行わない｡
(1)被補償者の故意または重大な過失
(2)被補償者の親族の故意または重大な過失
(3)被補償者の自殺行為､犯罪行為または闘争行為
(4)被補償者の麻薬､あへん､大麻または覚醒剤､シンナー

などの使用
(5)被補償者が法令に定められた運転資格を持たないで､

または酒によってもしくは麻薬､大麻､あへん､覚醒
剤､シンナー等の影響により正常な運転ができないお
それがある状態で自動車または原動機付自転車を運
転している間に生じた事故

(6)被補償者の妊娠､早産､流産､または外科的手術その他
の医療処置｡ただし､当事業者が補償金を支払うべき
感染症を治療する場合には､この限りでない｡

(7)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(8)戦争､外国の武力行使､革命､政権奪取､内乱､武装反乱

その他これらに類似の事変または暴動
(9)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された

物の放射性､暴発性その他の有害な特性またはこれら
の特性による事故

(10)前3号に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

(11)第9号以外の放射線照射または放射能汚染
第7条(死亡補償金の支払)

①当事業者は､被補償者が第5条(補償を行う場合)の感染
症を発症し､その直接の結果として感染症発症日から
その日を含めて180日以内に死亡したときは､100
万円を死亡補償金として被補償者の遺族に支払う｡

②死亡補償金を受けるべき遺族の順位は､配偶者､子､父
母､孫､祖父母および兄弟姉妹の順序とする｡

第8条(入通院補償金の支払)
①当事業者は､被補償者が第5条(補償を行う場合)の感

染症を発症したとき､その直接の結果として､平常の
生活ができなくなり､かつ入院(医師による治療が必要
な場合において､自宅等での治療が困難なため､病院
または診療所に入り､常に医師の管理下において治療
に専念することをいう｡)もしくは通院した場合は､被
補償者1名につきその日数に応じて別表1に掲げる額
を､入通院補償金として被補償者に支払う｡また補償
金の給付は､同一の原因による感染症について､1回に
限ることとする｡

②当事業者は､いかなる場合においても､感染症発症日か
らその日を含めて1,000日を経過した後の期間にお
ける入通院に対しては補償を行わない｡

③被補償者が入通院補償金の給付を受けられる期間中新
たに他の感染症を発症したとしても､当事業者は､重
複して入通院補償金を支払わない｡

第9条(感染の推定)
①当事業者は､被補償者が当事業者の指示に基づき当事

業者の業務に遂行した後､その業務を利用した者(患者
等)が罹患していた感染症と同一名称の感染症を発症
(医師の診断による｡)した場合､業務の遂行に起因して
感染したことによって感染症を発症したことと推定
する｡

②前項の規定は､他の感染源が特定できる場合には適用
しない｡

第10条(感染の報告義務)
①被補償者は､感染したおそれが生じたとき､感染が判明

したとき､または感染症が発症したときは､速やかに
それらの状況および身体の障害の程度を当事業者に
報告しなければならない｡

②被補償者が当事業者の認める正当な理由がなく前項の
規定に違反したとき､またはその報告について知って
いる事実を告げなかったときもしくは不実のことを
告げたときは､当事業者は､補償金を支払わない｡

第11条(補償金の請求)
①被補償者(死亡補償金については被補償者の遺族)が､

補償金の支給を受けようとするときは､別表2に掲げ
る書類のうち当事業者が求めるものを提出しなけれ
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ばならない｡
②当事業者は､別表2に掲げる書類以外の書類を求める

ことができる｡
③被補償者(死亡補償金については被補償者の遺族)が､

前2項の書類を提出しなかったとき､または提出書類
に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実
の記載をしたときは､補償金を支払わない｡

保険金額
死　　亡 100万円

入通院31日以上 一時金  20万円
入通院15～30日 一時金 10万円
入通院8～14日 一時金　 6万円
入通院4～7日 一時金　 4万円
入通院3日以内 一時金　 2万円

必要書類 死亡 入通院
1 補償金請求書 ● ●
2 当事業所の定める状況報告書 ● ●

3 公の機関(やむを得ない場合は第三
者)の事故証明書 ● ●

4 死亡診断書または死体検案書 ●

5 感染症の程度を証明する医師の診
断書 ●

6 入通院日数を記載した病院または
診療所の証明書類 ●

7 被補償者の戸籍謄本 ●
8 被補償者の遺族の戸籍謄本 ●
9 被補償者の印鑑証明書 ●

10
委任を証する書類および委任する
者の印鑑証明書(補償金の請求を第
三者に委任する場合)

● ●

【別表1】

【別表2】
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一般社団法人 全国訪問看護事業協会に属する訪問看護事業者(補償の対象となる方をいいます｡以下｢被
保険者｣といいます｡)の従業員等が業務上または通勤途上の災害による身体の障害によって休業し､賃金
の支払いを受けられない場合にお支払いする保険金です｡休業し､賃金の支払いを受けられない日の第４
日目以降が対象で､1,092日分を限度とします｡

お支払いする保険金

管理者･職員 休業補償
(労働災害総合保険/労災上乗せ補償)(オプション)

●政府労災（国の労災保険）の対象となる職員が被った業務上災害または通退勤災害について、事業所
が職員またはご遺族の方に給付する休業補償金を、政府労災に上乗せして保険金として事業所にお支
払します。

●政府労災（国の労災保険）に加入している事業所（法人）であることが加入条件となります。

本協会の会員である事業者

保険料 平均被用者数1名あたり：1,230円

●政府労災で認定された労災事故が対象となります｡災害が業務上か否かの認定は､所轄の労働基準監督
署の認定に従います｡

●職員が自転車で通勤途中､交通事故に遭い骨折し､1カ月休業した｡
●職員が利用者に押されて転倒し靭帯断裂し､2週間休業した｡

●政府労災保険で業務災害または通勤災害に認定されないもの
●職員の故意､重過失､犯罪行為によるその職員自身の身体の障害
●職員が自動車を酒酔運転・無免許運転した場合､その職員自身の身体の障害
●職員に対する3日までの休業補償給付
●職業性疾病による職員の身体の障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

補償金額 免責期間 補償期間
1日につき　3,000円 3日 1,092日

保険金額 (補償金額）

年間保険料

主な事故例

被保険者 (保険契約により補償を受けられる方)

保険金をお支払いしない主な場合

NEW
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クレームサポート補償特約

その1 クレーム対応に関する専門相談窓口(クレームコンシェル)へ、無料相談が可能！

その2 専門相談窓口が当事者間での解決困難と判断した事案は、弁護士費用を補償！

この特約は､被保険者が第三者から過度なクレーム行為を受けた場合に､そのクレームへ対応するため
に､被保険者が負担する弁護士費用等を補償するものです。損保ジャパン日本興亜が指定するクレーム
コンシェルによる相談､アドバイス等のサービスを受けることができ､損保ジャパン日本興亜の承諾に基
づきクレームコンシェルをとおして弁護士による法的対応を行う場合に､保険金をお支払いします。
※クレームサポート補償特約は､費用･利益保険普通保険約款に業務妨害等対応費用保険特約条項および各種特約をセットしたものです｡

｢クレームサポート補償特約｣のご加入には､事業者(法人)の運営する全事業所および全事業(サービス)に
ついて｢訪問看護事業者賠償責任保険｣・｢居宅サービス･居宅介護支援事業者賠償責任保険｣に加入して
いることを要件といたします｡(特約のみの加入はできません｡)
※一部の事業所および事業(サービス)のみを対象とすることはできませんので､ご注意ください｡

第三者からのクレーム行為によって被保険者の業務遂行に支障が生じた場合に､必要となる弁護士費用
を補償します。
対象となるクレーム行為とは､被保険者に対して行われる「暴行､脅迫､強要､威力､セクシャルハラスメ
ント､不退去､偽計・風説の流布」を指します。
※第三者とは「サービス利用者やそのご親族､近隣住民､取引業者」などを示し､施設の従業員からのク

レーム行為(法人内トラブル)は対象となりませんのでご注意ください。

クレーム行為発生

身体障害・財物損壊を
原因とするクレーム

訪問看護事業者総合補償
｢賠償責任保険｣にて対応

上記以外のクレーム※ 本保険の対象
(弁護士費用)

本プランの詳細等重要な事項は､P.23「この保険のあらまし」をご参照ください。
■弁護士費用 (相談料､着手金､報酬金､手数料､訴訟費用､その他弁護士が委任事務処理を行ううえで必要

な費用)
※事業者(法人)の顧問弁護士へ委任を行うことも可能です。ただし､事前に損保ジャパン日本興亜が承諾

をした場合にかぎります。
なお､日当および顧問弁護士の顧問料は保険金支払いの対象外となるのでご注意ください。

訪問看護事業者(法人)

クレームサポート補償特約の特長

加入条件

対象となる事故

お支払いする保険金

被保険者 (補償の対象となる方)

※その他の賠償責任保険で対象となるクレームを除きます。
(注)身体障害・財物損壊を原因とするものであっても､示談後に脅迫を受けたケースなどは､本保険の対

象になります。

主
な
ク
レ
ー
ム
事
例

想
定
さ
れ
る

○看護師の対応に腹を立てた利用者のご家族の方から､大声で罵倒され業務に支障が生じた。
○利用者が看護師に抱きつく等､セクシャルハラスメントにあたる問題行動が再三繰り返される｡
○デイサービス利用者が､サービスが終了したにもかかわらず､過度な追加要求を行った結果､次の利用

者がサービスを受けられない状況が度々生じている。
○利用者から罵詈雑言を浴びせられ､インターネット上にも根拠のない書き込みをされて風評被害が発

生した。
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【損保ジャパン日本興亜】専門相談窓口【クレームコンシェル】
豊富な知識と経験を有するプロのスタッフが､安心
のサービスをご提供します。
【オペレーター】株式会社プライムアシスタンス
【クレームコンサルタント】株式会社ウィ･キャン
【法務全般】弁護士

クレーム行為者

訪問看護事業者(法人)等 弁  護  士

●対象のクレームが発生した場合､専門相談窓口にご相談ください。オペレーター､クレームコンサルタ
ント､弁護士が常駐しております。

●クレーム対応のプロが対応方法についてアドバイスをさせていただきます。
　専門相談窓口【クレームコンシェル】

※受付時間：平日の午前9時から午後6時まで
（午前9時から午前10時までは弁護士が常駐しておりませんので､クレームコンサルタン
トによるご相談受付となります｡)｡

※ご利用は本保険の被保険者のみとなります。

電話番号(通話料無料)は訪問看護事業者総合補償制度｢加入者証｣に掲載します。
なお､お電話の際にはご加入状況がわかる加入者証をお手元にご用意ください(加入者証については
P.2をご参照ください｡)｡ご不明な点につきましては､代理店･扱者までお問合わせください。

注意 ●クレームコンシェル常駐の弁護士からは､一般的な法律相談や法制度上の助言をいたします。
　(個別具体的に法的な助言は行いません｡)
●クレームコンシェル常駐の弁護士との１回の相談時間の目安は15分とさせていただきます。
●保険加入前に発生しているクレームや､サービス利用者等からの身体障害に関する賠償請求な

ど他の賠償責任保険での対応となる相談は対象外です。
●クレームコンシェルへのご相談は管理職の方からお願いします。
　(緊急の場合などで､管理職の方のご了承済みの場合を除きます｡)

●専門相談窓口が当事者間での解決が困難と判断した案件については､弁護士への委任をお勧めさせて
いただきます。

●弁護士の対応に係る費用は､保険金額を限度に保険金としてお支払いすることが可能です。

注意 ●弁護士費用を保険金としてお支払いするのは､専門相談窓口(クレームコンシェル)に支援を要請
し､損保ジャパン日本興亜が承認したものが対象となります。

もし、クレームを受けたら…

専門家に相談！

弁護士に対応依頼！

STEP 1

STEP 2

ご相談は
無　 料

委任

対応 【当事者間での解決が困難なケース】

法的対応

対応費用を
保険金として

お支払い

アドバイス

クレーム
行為

相談
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訪問看護ステーションの
業務従事者数 保険料

5人まで 23,520円
6人まで 27,600円
7人まで 31,080円
8人まで 34,080円
9人まで 36,600円

10人まで 38,520円
15人まで 46,080円
20人まで 53,520円
30人まで 67,080円
50人まで 100,080円

100人まで 175,080円
150人まで 225,600円

保険金額(補償金額)

年間保険料

ご注意点
事業者(法人)が運営している全ての訪問看護事業所の業務従事者数※(専任の事務を含む)でのご加入とな
ります。
　※直近の会計年度における人数でご加入ください(新規事業の場合には開設時の人数となります)
なお､｢居宅サービス･居宅介護支援事業者賠償責任保険｣に加入し､補償の対象としている事業(サービス)
についても､本オプションのご加入があれば､自動的に補償の対象となります。

※150人以上の保険料は代理店･扱者までお問合わせください｡

1事故支払限度額
(期間中) 50万円(150万円) 免責金額(自己負担額) なし
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補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、
特にご注意いただきたい事項を記載しています。

ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
保険金を支払う損害は､被保険者が第三者からのクレーム行為を
被った場合に､そのクレーム行為を解決するために､弁護士費用を
被保険者が負担することによって生じた損害を保険金として支払
います｡ただし､被保険者がクレーム行為を被り､解決が困難なも
のであるとして､被保険者がクレームコンシェルに支援を要請し
損保ジャパン日本興亜が承認した場合にかぎり保険金を支払いま
す｡

次の事由に起因する損害に対しては､保険金を支払いません｡
①保険契約が初年度契約である場合において､保険期間の開始時

より前に被保険者がクレーム行為を被った場合､または被るお
それのあることを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推
定される場合

②この保険契約が継続契約である場合において､初年度契約の保
険期間の開始時より前に被保険者がクレーム行為を被った場
合､または被るおそれのあることを知っていた場合もしくは
知ったと合理的に推定される場合

③次のアまたはイに掲げる者の故意もしくは重大な過失または法
令違反によって生じた損害｡ただし､イに掲げる者の故意もしく
は重大な過失または法令違反によって損害が生じた場合におい
て､他の者が受け取るべき金額については､この規定を適用しま
せん｡

ア. 保険契約者､被保険者またはこれらの者の法定代理人
イ. 保険金を受け取るべき者またはその法定代理人でアに掲げる

者以外の者
④戦争､外国の武力行使､革命､政権奪取､内乱､武装反乱その他こ

れらに類似の事変または暴動
⑤地震､噴火またはこれらによる津波
⑥核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性､

爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生

じた損害
⑧クレーム行為を行った者に対して､被保険者が損害賠償請求を

行うことによって生じた損害
⑨クレーム行為を行った者に対して､被保険者の債権を回収する

ことによって生じた損害
⑩医師賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害
⑪美容を唯一の目的とする医療によって生じた損害
⑫所定の免許を有しない者(所定の許可を有する臨床修練外国医

師または臨床修練外国歯科医師を除きます｡)が遂行した医療に
よって生じた損害 　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

商 品 の 仕 組 み この商品は費用･利益保険普通保険約款に業務妨害等対応費用保険特約条項
および各種特約をセットしたものです｡

保 険 契 約 者 一般社団法人全国訪問看護事業協会

保 険 期 間 2020年5月1日午後4時から1年間となります｡

申 込 締 切 日 2020年4月3日(金)

引受条件(保険金額等)､
保険料､保険料払込方法等

引受条件(保険金額等)､保険料は本パンフレットに記載しておりますので､ご
確認ください｡

加 入 対 象 者 一般社団法人全国訪問看護事業協会の会員事業者に限ります｡

被 保 険 者
・一般社団法人全国訪問看護事業協会の会員事業者(法人)
・一般社団法人全国訪問看護事業協会の会員事業者の役員､使用人およびそ

の業務の補助者

ご 加 入 方 法
添付の訪問看護事業者総合補償制度加入申込票に必要事項をご記入のうえ､
同封の返信用封筒でご送付ください｡保険料は､所定の期日までにお支払いい
ただきます｡(一括払)

中 途 加 入

中途加入は､毎月1日､10日､20日補償スタートでお申込みが可能です｡加入
希望日の10日前までに加入申込書類を送付のうえ､保険料の払い込みをお願
いします｡その場合の保険期間は､2021年5月1日午後4時までとなります｡
中途加入の場合の保険料は月割となります｡本パンフレット41ページ～42
ページの｢中途加入用保険料表｣をご確認ください｡

中 途 脱 退 この保険から脱退(解約)される場合は､ご加入窓口の訪問看護事業共済会ま
でご連絡ください｡

この保険のあらまし(契約概要のご説明)

弁護士費用
被保険者が被ったクレーム行為について､弁護士に委任す
ることによって発生する相談料､着手金､報酬金､手数料､訴
訟費用および偶然な事故に対応するために要した実費で､
必要かつ有益な費用をいいます｡なお､顧問料および日当は
含みません｡
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用語のご説明

ご加入に際して､特にご注意いただきたいこと (注意喚起情報のご説明)

用　　語 用語の定義

【クレーム行為】 被保険者が日本国内で行った業務に対して､他人が補償対象者に暴行､脅迫､強要､威力､セクシャル
ハラスメント､不退去､偽計､風説の流布を行うことをいいます｡

【クレームコンシェル】 損保ジャパン日本興亜が指定するクレーム行為を解決するための相談窓口をいいます｡

【実費】 収入印紙代､郵便切手代､謄写料､交通費､通信費､宿泊費､調査費用その他弁護士が委任事務処理を行
ううえで支払いの必要が生じた費用をいいます｡

【訴訟費用】 調停､審判および抗告に要する費用を含みます｡
【調査費用】 翻訳料､調査料等の費用をいいます

●ご契約を解約される場合には､代理店･扱者または損保
ジャパン日本興亜までお申し出ください｡解約の条件
によっては､損保ジャパン日本興亜の定めるところに
より保険料を返還､または未払保険料を請求させてい
ただくことがあります｡詳しくは代理店･扱者または損
保ジャパン日本興亜までお問合わせください｡

●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異
なる場合は､被保険者となる方にもこのパンフレット
に記載した内容をお伝えください｡

●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社
の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困
難となり､法令に定める手続きに基づき契約条件の変
更が行われた場合は､ご契約時にお約束した保険金･解
約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり､金
額が削減されることがあります｡

●この保険については､ご契約者が個人､小規模法人(引
受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数
が20名以下である法人をいいます｡)またはマンショ
ン管理組合(以下あわせて｢個人等｣といいます｡)である
場合にかぎり､損害保険契約者保護機構の補償対象と
なります｡

　補償対象となる保険契約については､引受保険会社が
経営破綻した場合は､保険金･解約返れい金等の8割ま
で(ただし､破綻時から3か月までに発生した事故によ
る保険金は全額)が補償されます｡

　なお､ご契約者が個人等以外の保険契約であっても､そ
の被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担
すべきこととされているもののうち､その被保険者に
かかる部分については､上記補償の対象となります｡損
害保険契約者保護機構の詳細につきましては､代理店･
扱者または損保ジャパン日本興亜までお問合わせくだ
さい｡

●個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は､本契約に関する個人情報を､損

保ジャパン日本興亜に提供します｡
○損保ジャパン日本興亜は､本契約に関する個人情報

を､本契約の履行､損害保険等損保ジャパン日本興亜
の取り扱う商品･各種サービスの案内･提供､等を行
うために取得･利用し､その他業務上必要とする範囲
で､業務委託先､再保険会社､等(外国にある事業者を
含みます｡)に提供等を行う場合があります｡また､契
約の安定的な運用を図るために､加入者および被保
険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供す
ることがあります｡なお保健医療等のセンシティブ
情報(要配慮個人情報を含みます｡)の利用目的は､法
令等に従い､業務の適切な運営の確保その他必要と
認められる範囲に限定します｡個人情報の取扱いに
関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます｡)に
ついては損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト
(https://www.sjnk.co.jp/)をご覧くださるか､代理
店･扱者または損保ジャパン日本興亜までお問合わ
せ願います｡

申込人(加入者)および被保険者は､これらの個人情報の
取扱いに同意のうえご加入ください｡

●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
○保険契約にご加入いただく際には､ご加入される方

ご本人が署名または記名捺印ください｡
○加入申込票の記載内容が正しいか十分にご確認くだ

さい｡
(1)保険契約者または被保険者の方には､保険契約締結の

際､告知事項について､損保ジャパン日本興亜に事実を
正確に告げていただく義務(告知義務)があります｡
＜告知事項＞

加入申込票の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際､告知事項について､故意または重

大な過失によって事実を告げなかった場合または事実
と異なることを告げた場合には､ご契約が解除された
り､保険金をお支払いできないことがあります｡

●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後､以下の事項に変更が発生する場合､

あらかじめ(※)代理店･扱者または損保ジャパン日本興
亜までご通知ください｡ただし､その事実がなくなっ
た場合は､ご通知いただく必要はありません｡

■加入申込票の記載事項の変更
＜例＞保険金額等ご契約内容を変更される場合  など
(※)加入申込票に記載された事実の内容に変更を生じさせる

事実が発生した場合で､その事実の発生が被保険者に原因
がある場合は､あらかじめ代理店･扱者または損保ジャパン
日本興亜にご通知ください｡
その事実の発生が被保険者の原因でない場合は､その事実
を知った後､遅滞なく代理店･扱者または損保ジャパン日本
興亜にご通知が必要となります｡(ただし､その事実がなく
なった場合は､損保ジャパン日本興亜に通知する必要はあ
りません｡)

(2)以下の事項に変更があった場合にも､代理店･扱者ま
たは損保ジャパン日本興亜までご通知ください｡ご通
知いただかないと､損保ジャパン日本興亜からの重要
なご連絡ができないことがあります｡

■ご契約者(ご加入者)の住所などを変更される場合
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがな

いまま事故が発生した場合､保険金をお支払いできな
いことやご契約が解除されることがあります｡ただ
し､変更後の保険料が変更前の保険料より高くならな
かったときを除きます｡

(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者､その他の
反社会的勢力に該当すると認められた場合などは､ご
契約を解除することや､保険金をお支払いできないこ
とがあります｡

●この保険契約では､この保険契約と同種の保険契約等
(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が
同じである他の保険契約または共済契約をいいます｡)
がある場合に､責任割合相当分について､求償権を行使
する場合があります｡

●この保険は営業または事業のための保険契約であり､
クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象となり
ません｡
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保険金をご請求いただく際の留意点
万一､保険金請求事故が発生した場合は､以下の対応を行ってください｡保険契約者または被保険者が正
当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は､保険金の一部を差し引いてお支払いする場合がありま
す｡
1. 以下の事項を遅滞なく書面で損保ジャパン日本興亜または代理店･扱者に通知してください｡
   ・事故発生の日時､場所､事故の状況､
2. 損害の発生および拡大の防止に努めてください｡
3. 他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について､遅滞なく通知してください｡
4. 上記の1. ～3. のほか､損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類(※)または証拠となるものを求め

た場合は､遅滞なく､これを提出し､損保ジャパン日本興亜の損害の調査に協力をお願いします｡
(※)損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類については､下記｢事故時に必要となる書類｣をご確認ください｡

●損保ジャパン日本興亜は､被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則､30日以内に保険金を
お支払いします｡

　ただし､以下の場合は､30日超の日数を要することがあります｡
①公的機関による捜査や調査結果の照会　②専門機関による鑑定結果の照会　③災害救助法が適用された
災害の被災地域での調査　④日本国外での調査　⑤事故の内容や根拠が特殊である場合
※上記の①から⑤の場合､さらに照会や調査が必要となった場合､被保険者との協議のうえ､保険金支払の期間を延長す

ることがあります｡
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく､損保ジャパン日本興亜の確認を妨げたり､応じなかった場合

は､上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください｡
＜事故時に必要となる書類＞
NO  必要となる書類 必要書類の例

① 保険金請求書および
保険金請求権者が確認できる書類 保険金請求書､戸籍謄本､印鑑証明書､委任状､住民票など

② 弁護士委任状 弁護士に対応を依頼した際の委任状
(注1)事故の内容に応じ､上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります｡
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は､ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方

が､代理人として保険金を請求できることがあります｡
●保険金請求事故が起こった場合は､ただちに損保ジャパン日本興亜または代理店･扱者までご連絡ください｡

平日夜間､土日祝日の場合は､下記事故サポートセンターまでご連絡ください｡
【窓口：事故サポートセンター】0120－727－110

＜受付時間＞平日/午後5時～翌日午前9時土日祝日(12月31日～1月3日を含みます)/24時間
※上記以外受付時間外は､損保ジャパン日本興亜または代理店･扱者までご連絡ください｡

問い合わせ先(保険会社等の相談･苦情･連絡窓口)
代理店･扱者
有限会社訪問看護事業共済会
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-3-12
                                          壱丁目参番館403
TEL 03-3351-8601   FAX 03-5363-9678
受付時間：平日の午前9時から午後5時まで

引受保険会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
　医療・福祉開発部　第二課
〒160-8338　東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL 03-3349-5137
受付時間：平日の午前９時から午後５時まで
(土･日･祝日･年末年始は､お休みとさせていただきます｡)

※損害保険ジャパン日本興亜株式会社は､関係当局の認可等を前提として､2020年4月1日に商号を変更し､｢損害保険
ジャパン株式会社｣になります｡

※代理店･扱者は引受保険会社との委託契約に基づき､お客さまからの告知の受領､保険契約の締結･管理業務等の代理業務
を行っております｡したがいまして､代理店･扱者とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては､引受保険会
社と直接契約されたものになります｡

※このパンフレットは概要を説明したものです｡詳細につきましては､ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししてお
ります約款等に記載しています｡必要に応じて､団体までご請求いただくか､損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト
(https://www.sjnk.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり､公式ウェブサイトに約款･ご契約のしおり
を掲載していない商品もあります｡)ご不明な点等がある場合には､代理店･扱者または損保ジャパン日本興亜までお問合
わせください｡

※加入者証は大切に保管してください｡また､1か月を経過しても加入者証が届かない場合は､損保ジャパン日本興亜まで
ご照会ください｡

●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争
解決機関)
損保ジャパン日本興亜は､保険業法に基づく金融庁長
官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法
人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結してい
ます｡損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決でき
ない場合は､一般社団法人日本損害保険協会に解決の
申し立てを行うことができます｡

【窓口：一般社団法人日本損害保険協会｢そんぽADRセンター｣】
ナビダイヤル0570-022808＜通話料有料＞
＜受付時間＞
平日：午前9時15分～午後5時
(土･日･祝日･年末年始は休業)
詳しくは､一般社団法人日本損害保険協会のホーム
ページをご覧ください｡(http://www.sonpo.or.jp/)

SJNK19-09085(2019.11.5)
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サイバープロテクター(専門事業者賠償責任保険)

本協会の会員である法人および役員
(注)一部のステーション､一部の事業所のみの加入はできません｡法人一括での加入とします｡

●被保険者の自らの業務遂行における情報の管理または管理の委託に伴っ
て発生した情報の偶然な漏えいまたはそのおそれに起因して､日本国内に
おいて保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことによ
り､被保険者が被る損害に対して､保険金をお支払いします｡

●被保険者が他の事業者から受託した情報を偶然漏えいさせたまたはその
おそれが発生した場合に､その委託者から日本国内において保険期間中に
損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して保険金をお支払いします｡

●ご加入の際は｢加入申込票｣の他に｢売上高のわかる書類(決算報告書 等)｣をご提出いただきます。

年間保険料
≪保険料計算式≫
　計算式は売上高の中で一番多くを占める業種を｢訪問看護ステーション等｣または｢福祉･介護事業｣・
｢病院･学校｣よりご選択ください｡

(注1) 訪問看護ステーション等とは　 訪問看護ステーション､医院､診療所､医療生活協同組合 等
(注2) 福祉･介護事業とは 

訪問介護､訪問入浴介護､通所介護､短期入所生活介護､短期入所療養介護､特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与､特定福祉用具販売､訪問リハビリテーション､通所リハビリテーション
定期巡回･随時対応型訪問介護看護､夜間対応型訪問介護､認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護､認知症対応型共同生活介護､地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護､看護小規模多機能型居宅介護､地域密着型通所介護､居宅介護支援
介護予防支援､包括的支援､障害者総合支援法に定める障害福祉サービス､相談支援事業､住宅改修 等

(注3) 病院･学校とは　 病院･看護専門学校等
※この保険契約では､ご加入時に｢把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績数値｣に基づいて算出されるあらかじめ確定した保険

料を払い込んでいただきます｡
※団体割引率は､契約時の記名被保険者の人数にしたがって決定されます｡募集の結果､団体割引率が変更となる場合は､保険料ま

たは支払限度額の増減を行いますのでご了承ください｡
変更となる場合には､あらためて変更後の内容をご案内いたします｡

※1事業者につき20,000円を下限保険料とします｡
　  〈保険料計算例〉

例 1)　年間売上高 9,000万円（内訳 訪問看護ステーション4,000万円　通所介護　5,000万円）の場合
　　　　⇒〈福祉・介護事業 計算式適用〉　0.26 × 90,000 ＝ 23,400円
例 2)　年間売上高 1億2000万円（内訳 訪問看護ステーション7,000万円　通所介護　5,000万円）の場合
　　　　⇒〈訪問看護ステーション等 計算式適用〉 0.16 × 120,000 ＝ 19,200 → 下限保険料適用の為 20,000円
例 3)　年間売上高 5,000万円（内訳 訪問看護ステーション2,000万円　看護学校　3,000万円）の場合
　　　　⇒〈病院・学校 計算式適用〉　0.315 × 50,000 ＝ 15,750 → 下限保険料適用の為　20,000円

支払限度額

被保険者 (保険契約により補償を受けられる方)

※計算結果に10円未満の端数がある場合には､1円の位を四捨五入して
10円単位としてください｡

損害の種類 支払限度額 免責金額
賠償損害　(サイバープロテクター特約) 1請求･保険期間中　1,000万円 なし
費用損害　(プロテクト費用補償特約) 1事故･保険期間中　　100万円 なし

サービス

売上高

訪問看護ステーション等(注1)

を主業とする法人
(訪問看護､医院等)

福祉･介護事業(注2)

を主業とする法人
(通所系､施設系サービス 等)

病院・学校(注3)

を主業とする法人
(病院・看護学校等)

売上高2億円
まで

売上高(千円) 売上高(千円) 売上高(千円)

0.16× 0.26× 0.315×

売上高2億円超
5億円まで

売上高(千円) 売上高(千円) 売上高(千円)

(0.04× )＋24,000円 (0.06× )＋40,000円 (0.075× )＋48,000円

売上高5億円超
10億円まで

売上高(千円) 売上高(千円) 売上高(千円)

(0.026× )＋31,000円 (0.04× )＋50,000円 (0.05× )＋60,500円

売上高10億円
超30億円まで

売上高(千円) 売上高(千円) 売上高(千円)

(0.015× )＋42,000円 (0.024× )＋66,000円 (0.029× )＋81,500円
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保険金をお支払いする主な場合
1．賠償損害
　次の①または②のいずれかに該当する事故に起因して､保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求
がなされたことにより被保険者が被る損害に対して､保険金をお支払いします｡

①情報の漏えいまたはそのおそれ
　次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ

ア．記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有､使用または管理す
る他人の情報(注2)

イ．記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理
を委託した他人の情報(注３)

②情報システムの所有､使用または管理に起因する他人の業務阻害等
　記名被保険者が行う情報システムの所有､使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいず
れかに該当する事由

ア．他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
イ．他人の所有､使用または管理する電子情報の消失または損壊
ウ．他人の人格権侵害または著作権侵害
エ．その他不測かつ突発的な事由による他人の損失

(注1)記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は､記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含みま
す｡

(注2)所有､使用または管理を行わなくなったものを含みます｡
(注3)管理を委託しなくなったものを含みます｡

2．費用損害補償
　次の①または②のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に､記名被保険者がブラ
ンドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置(注)を講じることによって被る損害に対
して､プロテクト費用保険金をお支払いします｡ただし､以下の①の情報セキュリティ事故が発生した場
合にプロテクト費用保険金を支払うのは､｢公表要件｣のいずれかによって事故の発生が客観的に明らか
になった場合に限ります｡
(注)記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり､引受保険会社が事故の通知(遅滞なく書面により通

知いただきます｡)を受領した日の翌日から起算して一定期間(180日間)が経過するまでに行ったものに限ります｡

①情報の漏えいまたはそのおそれ
②情報システムの所有､使用または管理に起因する他人の業務阻害等

＜公表要件＞
■情報セキュリティ事故の①の事由が発生した場合
a.公的機関に対する届出または報告等｡ただし､文書による届出または報告に限ります｡
b.新聞､テレビ､ラジオ､雑誌､インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見､報道､発表､社告等
c.被害者､被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
d.公的機関からの通報
※公的機関：不正アクセス等の被害の届出､インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人

を含みます｡

･利用者の年齢､性別の他､要介護度や医療管理の有無などを記載した書類を､無関係な第三者に誤って
FAX送信し､損害賠償請求をされた｡

･在宅治療を受けている患者の個人情報(住所､氏名､電話番号など)などが入ったパソコン5台が､訪問看護
ステーションで盗取されたため､事実を公表のうえ､漏えいされた本人に謝罪のために見舞金を支払った｡

次のいずれかに該当するものをいいます｡
①個人情報

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定されている個人情報(死者の情報を含み
ます｡)

②企業情報
特定の事業者に関する情報であり､秘密として管理されている生産方法､販売方法その他の事業活動
に有用な技術上または営業上の情報であって､公然と知られていない情報

③①および②を除き､電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報

主な事故例

補償の対象となる情報
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1．賠償損害
損害の種類 内　　　　　容

ア．法律上の損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金｡ただし､税金､罰金､科料､過料､課徴金
または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(類似するものを含みます｡)の加
重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定が
ある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません｡

イ．争訟費用 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟､調停､和解または仲裁等を
いいます｡)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人
の報酬､賞与または給与等を除きます｡)で､被保険者が引受保険会社の同意を
得て支出したもの｡

ウ．権利保全行使費用 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求
償を含みます｡)をすることができる場合に､その権利の保全および行使に必要
な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた費用｡

エ．訴訟対応費用 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に､被保険者が現実に支出した次のい
ずれかに該当する費用(通常要する費用に限ります｡)であって､被保険者に対す
る損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費
用｡

①被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
②被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
③訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
④被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費

用｡ただし､事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし､事故
後の製品開発･改良等を目的とする実験費用を含みません｡

⑤意見書または鑑定書の作成にかかる費用
⑥増設したコピー機の賃借費用

○賠償損害に関わる保険金のお支払いにあたっては､加入者証記載の支払限度額･免責金額等が適用されます｡
○賠償損害にかかわる保険金のお支払いは､事前に引受保険会社の承認が必要となりますので､必ず引受保険会社までお

問合わせください｡
○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので､詳細は普通保険約款お

よび特約でご確認ください｡

お支払いの対象となる損害

2．費用損害
損害の種類 内　　　　　容

ア．事故対応費用 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影
響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して､被保険者
が現実に負担する費用であって､次のいずれかに該当する費用｡
①電話､ファクシミリ､郵便等による通信費用
　(文書の作成および封筒代を含みます｡)
②通信業務のコールセンター会社への委託費用
③事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
④事故対応により生じる出張費および宿泊費
⑤被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用

イ．事故原因･被害範囲調
査費用

情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をする
ための費用｡ただし､あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限
ります｡

ウ．広告宣伝活動費用 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失
墜防止のための広告宣伝活動に要した費用｡ただし､次のいずれかに該当する
ものに要した費用に限ります｡
①情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告､会見等
②情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣

伝または広告
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損害の種類 内　　　　　容

エ．法律相談費用 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として､法律事務
所または弁護士に対して支払う費用｡ただし､法律上の損害賠償を請求するこ
とまたは請求されたことに起因する費用を除きます｡

オ．コ ン サ ル テ ィ ン グ
費用

情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタ
ントに起用した場合の費用｡ただし､あらかじめ引受保険会社の承認を得て支
出した費用に限ります｡

カ．見舞金･見舞品購入
費用

情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金
にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい､見舞金の額およ
び見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします｡ただし､あら
かじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります｡

①被害者が法人の場合　1法人につき 50,000円
②被害者が個人の場合　1名につき 500円

(注1)見舞品
記名被保険者のみで使用可能な商品券､サービス券､割引券､チケット､回数券等は除
きます｡

(注2)見舞品の相当額
見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品､商品､サービス
等である場合には､その製造･仕入原価相当額とします｡

保険金をお支払いしない主な場合
〈専門事業者賠償責任保険普通保険約款で保険金をお支払いしない主な場合〉

◆次のいずれかの事由または行為に起因する損害
○戦争(宣戦の有無を問いません｡)､変乱､暴動､労働争議または政治的もしくは社会的騒擾(じょう)
○地震､噴火､洪水または津波
○被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます｡)
○被保険者の故意または重過失による法令違反
○被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場

合を含みます｡)行った行為
等

◆次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害
○他の被保険者からなされた損害賠償請求
○この保険契約の始期日において､被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険

者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます｡)において､その状況
の原因となる行為に起因する損害賠償請求

○保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行
為に起因する損害賠償請求

○身体の障害に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません｡)
○被保険者による誹謗または中傷による名誉毀(き)損または人格権侵害に対する損害賠償請求
○財物の滅失､破損､汚損､紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます｡)に対する

損害賠償請求
○特許権､実用新案権､意匠権､商標権またはその他の工業所有権の侵害に対する損害賠償請求

等
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〈サイバープロテクター特約で保険金をお支払いしない主な場合〉

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります｡詳細は普通保険約款および特約をご確認ください｡また､ご不明な
点については､代理店･扱者または引受保険会社までお問合わせください｡

◆次のいずれかに該当する損害
○この保険契約が初年度契約である場合において､保

険契約者または被保険者が保険期間の開始時に､事
故の発生またはそのおそれが生じたことを知ってい
た(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを
知っていたと合理的に推定される場合を含みます｡)
場合の､その事故に起因する損害

○この保険契約が継続契約である場合において､保険
契約者または被保険者が､この保険契約が継続され
てきた最初の保険契約の保険期間の開始時に､事故
の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた
(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを
知っていたと合理的に推定される場合を含みます｡)
場合の､その事故に起因する損害

等
◆次のいずれかに該当する事由により発生した事故に

起因する損害
○偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
○国または公共団体の公権力の行使(法令等による規

制または要請を含みます｡)
○被保険者によるサイバー攻撃､マルウェアの作成･意

図的配布､ゲリラ活動等の侵害行為
等

◆次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたこ
とによる損害

○被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約
定がある場合において､その約定により加重された
賠償責任に関する損害賠償請求

○被保険者が支出したと否とを問わず､違約金に起因
する損害賠償請求

○採用､雇用または解雇に関して行われた不当行為に
起因する損害賠償請求

○株主代表訴訟による損害賠償請求
○企業その他組織の信用毀(き)損､信頼の失墜､ブラン

ドの劣化または風評被害に起因する損害賠償請求
○被保険者が支出したと否とを問わず､業務の履行の

追完または再履行のために要する費用(追完または再
履行のために提供する財物､情報または役務の価格
を含みます｡)に起因する損害賠償請求

○業務の結果の回収､廃棄､検査､修正､交換､やり直し､
その他必要な処置のために要した費用に起因する損
害賠償請求

等
◆情報システムの所有､使用､管理等に起因する業務阻

害等について､次のいずれかに該当する損害賠償請
求がなされたことによる損害

○販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に
起因する損害賠償請求

○履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求｡
ただし､サイバー攻撃による場合を除きます｡

○業務の結果を利用して､製造､加工､配合､組立､建築
等の工程を経て製作された製品､半製品､部品､工作
物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求

○人工衛星(人工衛星に搭載された無線設備等の機器
を含みます｡)の損壊または故障に起因する損害賠償
請求

○被保険者の業務の対価(販売代金､手数料､報酬等名
称を問いません｡)の見積もりまたは返還に起因する
損害賠償請求

○商品またはサービスの対価として商品またはサービ
スの購入者が支払うべき金額よりも過大な請求をし
たことに起因する損害賠償請求

○商品もしくはサービスの販売を中止もしくは終了し
たことまたは商品もしくはサービスの内容を変更し
たことに起因する損害賠償請求

○商品もしくはサービスの価格についての誤った記載
または商品もしくはサービスが宣伝の内容と異なる
ことに起因する損害賠償請求

○記名被保険者が金融機関(注)に該当する場合におい
て､情報システムにおける資金(電子マネー､仮想通
貨､その他これらに類似のものを含みます｡)の移動に
起因する損害賠償請求

○記名被保険者が金融機関(注)に該当する場合におい
て､預貯金､株式､債券､金融商品､商品先物､為替等の
取引に起因する損害賠償請求

○記名被保険者が次のいずれかに該当する場合におい
て､電気､ガス､熱､水道または工業用水道の供給･中
継の中断または阻害に起因する損害賠償請求
ア．電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める

電気事業者
イ．ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガ

ス事業者
ウ．熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める

熱供給事業者
エ．水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道

事業者および水道用水供給事業者ならびに工業
用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める
工業用水道事業者

等
(注)金融機関

次のいずれかに該当する者を含みます｡
①決済代行会社(割賦販売法の一部を改正する法律

(平成28年法律第99号)に定めるクレジットカー
ド番号等取扱契約締結事業者をいいます｡)

②金融商品取引所(仮想通貨交換業を含みます｡)
③信用保証協会

◆情報システムの所有､使用､管理等に起因する業務阻
害等について､次のいずれかに該当する事由により
発生した事故に起因する損害｡ただし､広告､宣伝､販
売促進等のために無償で提供される情報システム､
プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きま
す｡

○記名被保険者が行う､他人が使用することを目的と
した情報システム(注)の所有､使用または管理

○記名被保険者が他人のために開発､作成､構築または
販売した情報システム､プログラムまたは電子情報

○記名被保険者が製造または販売した商品､サービス
等に含まれる情報システム､プログラムまたは電子
情報

等
(注)他人が使用することを目的とした情報システム

記名被保険者の業務のために販売代理店､加盟店､
下請業者等が使用するものを含み､記名被保険者の
商品､サービス等をその顧客に販売または提供する
ものを除きます｡
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保険適用外サービス拡大補償(オプション)
●訪問看護事業者総合補償制度の「訪問看護事業者賠償責任保険」「居宅サービス・居宅介護支援事業

者賠償責任保険」は対象となる業務の範囲を「介護保険法、健康保険法およびその他の医療保険各法
に規定される各種事業、およびそれに付随して行う一部業務」等に限定していますが、事業者(法人)
が行う全ての業務について補償の範囲を拡大するオプションです。多様化する訪問看護事業者の業務
をもれなく補償いたします。
＊このオプションは､訪問看護事業者特別約款に保険適用外サービス拡大補償特約および施設危険補償特約をセッ

トするものです｡

事業者(法人)の運営する全事業所および全事業(サービス)について｢訪問看護事業者賠償責任保険｣･｢居
宅サービス等賠償責任保険｣に加入していることを要件といたします。
一部の事業所および事業(サービス)のみでの加入ではご利用いただけません。
※ご加入の際は｢加入申込票｣の他に｢売上高のわかる書類(決算報告書 等)｣をご提出いただきます｡

対象業務

本補償を付帯できる事業者は

訪問看護事業者賠償責任保険 (P3参照)

保険適用外サービス拡大補償

居宅サービス等賠償責任保険 (P7参照)基
本
と
な
る
保
険
の
対
象
業
務

介護保険法､健康保険法およびその他の医療保険各
法に規定される各種訪問看護事業､およびそれに付
随して行う一部業務

事業拡張補償特約
(療養通所介護事業)

①指定居宅サービス事業者が行う居宅サービス
②地域密着型サービス
③居宅介護支援介護予防支援､包括的支援
④障害者総合支援法に定める障害福祉サービス､

相談支援事業
⑤上記①②に付随して行う住宅改修

訪問看護事業者が行う介護保険または健康保険の適用外となる業務等｡(上記の2保険
で対象となる業務を除きます｡)

例：● 保険適用外型の訪問看護サービス　
● 訪問看護に付随しない各種サービス
● 上記居宅サービス等以外の居宅サービス事業者等が行うすべての業務

｢訪問看護事業者賠償責任保険｣の｢保険金をお支払いする主な場合｣｢保険金お支払いの対象となる主な
事故｣(3～4ページ)と同様ですので､そちらをご参照ください｡
ただし､このオプションにおいては､｢保険金をお支払いする主な場合｣の被保険者＊1および対象業務＊2の
範囲が異なりますので､以下をご確認ください｡
＊1 被保険者は①訪問看護事業者および②その役員または業務に従事する使用人(看護師･OT･PT等)③①および②に規定

する被保険者の監督または指揮のもとに業務を行う者となります｡ただし､責任無能力者､医師および歯科医師は除き
ます｡

＊2 このオプションにおける対象業務は以下の通りです｡
訪問看護事業者が行う介護保険または健康保険の適用外となる業務等をいいます｡ただし､次に該当する業務を除きます｡
①健康保険法､介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)､その他医療保険各法(注1)に規定される各種訪問看護事業

が対象とする業務

保険金をお支払いする主な場合

＋



ご加入方法 訪問看護事業者
賠償責任保険

居宅サービス居宅介護
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保険金をお支払いしない主な場合
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において､その約定によって加重

された損害賠償責任
③地震､噴火､洪水､津波または高潮に起因する損害賠償責任
④戦争､革命､暴動､労働争議等に起因する損害賠償責任
⑤業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
⑥所定の免許を有しない者が行った訪問看護業務に起因して負担する損害賠償責任
⑦航空機､自動車､船舶または車両の所有､使用または管理に起因して負担する損害賠償責任
⑧施設の新築､修理､改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
⑨被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取
⑩被保険者による採用､雇用または解雇に関して､被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行

われた不当行為に起因する賠償責任
⑪治療費等を受け取るべき者(注)の故意
⑫はり､きゅう､あんま､マッサージ､指圧または柔道整復に起因する損害｡法令により､あん摩マッサージ

指圧師､はり師､きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます｡
等

(注) 治療費等を受け取るべき者　　被害者を含みます｡

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります｡詳細は普通保険約款､特別約款および特約をご確
認ください｡また､ご不明な点については､代理店･扱者または引受保険会社までお問合わせください｡

②訪問看護事業者が付随して行うオプション業務(注2)および介護予防･日常生活総合支援事業ガイドラインに定める短
期集中予防サービス

③療養通所介護事業
④介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に定める居宅サービス(注3)､同法第8条の2に定める介護予防サービスおよ

びこれと同種のサービス(注4)

⑤介護保険法第8条に定める居宅介護支援
⑥④に付随して行うその他の在宅サービス(注5)

⑦ホームヘルパー養成研修､福祉用具専門相談員養成研修
⑧障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条に定める障害福祉サービスおよびこれと同種のサービス
⑨⑧に付随して行うその他の｢相談支援事業｣業務
⑩介護保険法第8条の2に定める｢介護予防支援｣
⑪介護保険法第115条の45に定める｢第一号介護予防支援事業｣
⑫介護保険法第115条の46に定める｢包括的支援事業｣および｢その他厚生労働省令で定める事業｣
(注1)その他医療保険各法　労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を含みます｡
(注2)オプション業務　疾病､負傷等により､居宅において継続して療養を受ける状態にある者または寝たきりの状態にある者もしく

はこれに準ずる状態にある者に対し､その者の家庭の外において看護師等が行う療養上の世話または必要な
診療の補助業務をいいます｡

(注3)居宅サービス　訪問看護を除きます｡
(注4)介護予防サービスおよびこれと同種のサービス　介護保険法の施行期日以前に行われる同種のサービスを含みます｡
(注5)その他の在宅サービス　福祉用具販売､住宅改修､配食､緊急通報､外出介助､家事援助､移送およびこれらと同種の在宅サービス

をいいます｡

支払限度額
｢訪問看護事業者賠償責任保険」支払限度額(本パンフレット5ページ)に記載の通りです｡
なお､本パンフレット3～5ページ記載の「訪問看護事業者賠償責任保険」と合わせて､すべての保険金
の保険期間中の総支払限度額は4億5,000万円となります｡
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年間保険料

●1事業者につき30,000円を下限保険料といたします｡
●適用保険料に10円未満の端数が生じたときは､1円位を四捨五入して10円単位とします。
※｢介護保険法､健康保険法およびその他の医療保険各法に規定される各種事業､およびそれに付随して行う一部業務｣以外

の売上高
〈保険料計算例〉

売上高1,000万円の場合
　特約保険料＝30,000円＋(10,000－5,000)×1.3 ＝ 36,500円

保険適用外サービス拡大補償保険料
                                  ＝ 30,000円 ＋ (売上高※(千円)－ 5,000) × 1.3
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利用者傷害見舞金補償(顧客サービス費用保険)

(注1)上記施設型サービス事業所に加え通所型サービス事業所も運営されている場合で､通所型サービスも補償の対象とし
たい場合は必ず上記A､Bをセットでご加入ください｡Bに加入しない場合､Bに記載のサービス利用者は本見舞金給
付対象者とはなりませんのでご注意ください｡

(注2)訪問サービスは補償対象外です(例：小規模多機能型居宅介護事業所が行う訪問介護)｡

下記居宅サービス事業所を運営する本協会の会員事業者

上記被保険者欄に記載の事業所の利用者(以下｢居宅サービス利用者｣といいます)｡

●施設利用者が施設内外において､被った被害により死亡し､または後遺障害を負い､あるいは入院した
場合に､その程度に応じて事業所がケガをした利用者に給付する見舞金に対して保険金をお支払いい
たします｡

●｢居宅サービス･居宅介護支援事業者賠償責任保険｣とセットでご加入ください｡
●本制度は｢利用者傷害見舞金規定｣を事業者様に備え付けていただくことが加入要件となります｡

見舞金をお支払いする主な事故

お支払いする保険金

保険期間中に居宅サービス利用者が事業所内外において急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り死
亡し､または後遺障害を負い､あるいは入院し､事業者が｢利用者傷害見舞金規定｣(36～37ページ)にした
がって補償を行った場合に､被保険者(この保険で補償を受けられる方)である事業者に保険金をお支払い
します｡事業者側の責任の有無は関係ありません｡
【主な事故例】   
・居宅サービス利用者が散歩中転んで骨折｡
・居宅サービス利用者がレクリエーション中､交通事故に巻き込まれ打撲｡
・居宅サービス利用者が事業所の入り口のドアにぶつかり打撲｡
・居宅サービス利用者が事業所内で洪水に遭い､逃げる際に転倒し骨折｡

以下の見舞金を負担された場合に保険金をお支払いします｡
●死亡見舞金

事故の日から180日以内にケガのため死亡された場合､70万円をお支払いします｡
●後遺障害見舞金

事故の日から180日以内にケガのため後遺障害が生じた場合､程度に応じて2～70万円をお支払いし
ます｡

(注)利用者傷害見舞金については事業者が｢利用者傷害見舞金規定｣(36～37ページ)にしたがって補償を行うときに保険金を
お支払いするものです｡

　  〈ポイント〉
｢居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険｣は基本的に事業所に過失(賠償責任)がある場
合を補償するものです。それに対し本制度は事業所の過失の有無は関係なく居宅サービス利用者
がケガをされた場合の見舞金を補償するものです。したがって、両制度に加入されることが円滑
な事故対応に結びつくと思われますので、ぜひ両制度へのご加入をおすすめします。

給付対象者

被保険者 (この保険で補償を受けられる方)

A 施設型サービス

短期入所生活介護､短期入所療養介護､特定施設入居者生活介護､認知症対応
型共同生活介護､地域密着型特定施設入居者生活介護､地域密着型介護老人福
祉施設入居者生活介護､小規模多機能型居宅介護(宿泊サービス)､看護小規模
多機能型居宅介護(宿泊サービス)

B 通所型サービス
通所介護､通所リハビリテーション､認知症対応型通所介護､小規模多機能型
居宅介護(通所サービス)､看護小規模多機能型居宅介護(通所サービス)､地域
密着型通所介護
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①故意､自殺行為､犯罪行為､または闘争行為による事故
②頸部症候群(いわゆる｢むちうち症｣)､または腰痛で他覚症状のないもの
③脳疾患､疾病または心神喪失による事故
④地震､戦争､暴動等による事故
⑤入院にいたらない傷害事故　など

保険金をお支払いしない主な場合

支払限度額(1名あたり)

年間保険料

(＊)サービス利用者の1日あたりの最大利用者数にて保険料を計算ください｡
　 (ご申告いただいた人数より実際の利用者数が多い場合､保険金をお支払いできないことがございますのでご注意く

ださい｡)

A  施設型サービス　＝ 3,700円 × 　定員数　 　＝ 年間保険料

B  通所型サービス　＝ 1,500円 × 利用定員数 (＊) ＝ 年間保険料

　  〈保険料計算例〉
例1)　短期入所生活介護：定員25名　⇒　3,700円×25名＝92,500円
例2)　通所介護：定員50名　　　 　  ⇒　1,500円×50名＝75,000円
例3)　小規模多機能型居宅介護：短期入所定員：5名､通所介護定員15名
　　　　⇒　(3,700円×5名)＋(1,500円×15名)＝41,000円
　　　　　　※小規模多機能型居宅介護にて行う訪問サービスは本補償対象外です｡

補　償　内　容 補　　償　　額

死　亡　見　舞　金 70万円
後 遺 障 害 見 舞 金 2～70万円

入 院 見 舞 金
入
院
期
間

31日以上 一時金 10万円
15～30日 一時金 7万円
5～14日 一時金 5万円
4日以下 一時金 2万円

●入院見舞金
ケガのために治療を目的として入院したとき､入院日数に応じて2～10万円をお支払いします｡



ご加入方法 訪問看護事業者
賠償責任保険

居宅サービス居宅介護
支援事業者賠償責任保険 管理者職員補償P2 P3-6 P7-10 P11-19
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利用者傷害見舞金規定

第1章　総則

　(目的)
第1条 　この規定は､事業者(以下｢甲｣という｡)による居宅サービ

ス提供中の利用者傷害見舞金に関し､必要な事項を定めたもので
ある｡

2　甲は､居宅サービス利用者の傷害に際し､弔慰･見舞の意を表
し､居宅サービス利用者またはその法定相続人(以下あわせて｢給
付対象者｣　という｡)に対し､見舞金を給付する｡

　(定義)
第2条 　 本規定において､｢傷害｣とは甲のサービス提供中に発生

した急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をい
い､この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然か
つ一時に吸入､吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状
を(継続的に吸入､吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除
く｡)含む｡ただし細菌性食中毒は含まない｡

　(傷害見舞金の種類)
第3条　傷害見舞金の種類は以下のものとする｡

(1)死亡見舞金
(2)後遺障害見舞金
(3)入院見舞金

(給付の制限)
第4条 　次のいずれかに該当する場合には､本規定に定める見舞

金を給付しない｡
(1)給付対象者の故意､重過失､犯罪行為等による事故
(2)核燃料物質等の有害な特性､戦争その他の変乱によって発生

した事故
(3)地震､噴火またはこれらによる津波によって生じた事故
(4)第2条の傷害の治療以外を目的とした入院､他覚症状のない

むちうち症､腰痛または精神障害
(5)脳疾患､疾病または心神喪失
(6)入浴中の溺水(水を吸引したことによる窒息)｡ただし､入浴中

の溺水が､死亡見舞費用保険金､後遺障害見舞費用保険金､入
院見舞費用保険金または通院見舞費用保険金を支払うべき損
害の原因となる傷害によって生じた場合には､給付する｡

(7)誤嚥(食物､吐物､唾液等が誤って気管内に入ること)によって
生じた肺炎｡この場合､誤嚥の原因がいかなるときでも､給付
しない｡

　(届出)
第5条 　給付対象者は､第2条の事故が発生した場合､速やかに甲

に届け出なければならない｡
　(書類の提出)
第6条 　給付対象者が本規定の定めるところに従って傷害見舞金

を受け取ろうとするときは所定の書類に必要事項を記入して､甲
に提出しなければならない｡

第2章　支払基準および支給額

　(死亡見舞金)
第7条 　居宅サービス利用者が甲のサービス提供中に傷害を被

り､その直接の結果として､事故の日からその日を含めて180日
以内に死亡した場合､次の金額を死亡見舞金としてその法定相続
人に給付する｡

　(後遺障害見舞金)
第8条 　居宅サービス利用者が甲のサービス提供中に傷害を被

り､その直接の結果として､事故発生の日から180日以内に後遺
障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な
障害または身体の一部の欠損で､かつその原因となった傷害が
治った後のものをいう｡)が生じた場合､死亡見舞金に別表の後遺
障害等級表における見舞金支払割合を乗じた額を後遺障害見舞
金として給付する｡

2　同一の傷害事故による死亡見舞金および後遺障害見舞金の重
複支払は行わない｡

　(入院見舞金)
第9条 　居宅サービス利用者が甲のサービス提供中に傷害を被

り､その直接の結果として､入院したときは､その日数に応じて次

の金額を入院見舞金として給付する｡

(発効日)
第10条　本規定は平成26年4月1日から適用する｡

別　表
後遺障害等級表

第1級 　見舞金支払割合100％
(1)両眼が失明したもの
(2)咀そしゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し､常に介護を

要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し､常に介護を要するも

の
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの

第2級　見舞金支払割合89％
(1)1眼が失明し､他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力

表によるものとします｡以下同様とします｡)が0．02以下に
なったもの

(2)両眼の矯正視力が0．02以下になったもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し､随時介護を

要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し､随時介護を要するも

の
(5)両上肢を手関節以上で失ったもの
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級  見舞金支払割合78％
(1)1眼が失明し､他眼の矯正視力が0．06以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し､終身労務に

服することができないもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し､終身労務に服するこ

とができないもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは､母指

は指節間関節､その他の手指は近位指節間関節以上を失った
ものをいいます｡以下同様とします｡)

第4級  見舞金支払割合69％
(1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力を全く失ったもの
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したもの

とは､手指の末節骨の半分以上を失い､または中手指節関節も
しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい
運動障害を残すものをいいます｡以下同様とします｡)

(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級　見舞金支払割合59％

(1)1眼が失明し､他眼の矯正視力が0．1以下になったもの
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し､特に軽易な

労務以外の労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し､特に軽易な労務以外

の労務に服することができないもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの
(6)1上肢の用を全廃したもの
(7)1下肢の用を全廃したもの
(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは､その

全部を失ったものをいいます｡以下同様とします｡)

居宅サービス利用者の死亡 70万円

居宅サービス利用者の後遺障害 70万円に別表の割合を乗じた額

入院日数 給付額

31日以上 10万円

15日以上30日以内 7万円

5日以上14日以内 5万円

4日以内 2万円



その他
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第6級  見舞金支払割合50％
(1)両眼の矯正視力が0．1以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない

程度になったもの
(4)1耳の聴力を全く失い､他耳の聴力が40cm以上の距離では

普通の話声を解することができない程度になったもの
(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの

第7級  見舞金支払割合42％
(1)1眼が失明し､他眼の矯正視力が0．6以下になったもの
(2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解すること

ができない程度になったもの
(3)1耳の聴力を全く失い､他耳の聴力が1m以上の距離では普通

の話声を解することができない程度になったもの
(4)神経系統の機能または精神に障害を残し､軽易な労務以外の

労務に服することができないもの
(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し､軽易な労務以外の労務に服

することができないもの
(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失っ

たもの
(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9)1上肢に偽関節を残し､著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し､著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したもの

とは､第1の足指は末節骨の半分以上､その他の足指は遠位指
節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位
指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動
障害を残すものをいいます｡以下同様とします｡)

(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾こう丸を失ったもの

第8級  見舞金支払割合34％
(1)1眼が失明し､または1眼の矯正視力が0．02以下になった

もの
(2)脊柱に運動障害を残すもの
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失っ

たもの
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を

廃したもの
(5)1下肢を5cm以上短縮したもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8)1上肢に偽関節を残すもの
(9)1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの

第9級  見舞金支払割合26％
(1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(3)両眼に半盲症､視野狭窄または視野変状を残すもの
(4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(5)鼻を欠損し､その機能に著しい障害を残すもの
(6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが

できない程度になったもの
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない

程度になり､他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解
することが困難である程度になったもの

(9)1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し､服することがで

きる労務が相当な程度に制限されるもの
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し､服することができる労務

が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を

廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの

第10級  見舞金支払割合20％
(1)1眼の矯正視力が0．1以下になったもの

(2)正面視で複視を残すもの
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが

困難である程度になったもの
(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない

程度になったもの
(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8)1下肢を3cm以上短縮したもの
(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級  見舞金支払割合15％
(1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができな

い程度になったもの
(6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解すること

ができない程度になったもの
(7)脊柱に変形を残すもの
(8)1手の示指､中指または環指を失ったもの
(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し､労務の遂行に相当な程度の

支障があるもの
第12級  見舞金支払割合10％

(1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
(5)鎖骨､胸骨､肋骨､肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すも

の
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8)長管骨に変形を残すもの
(9)1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指､中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの､第2の足指を含み2の足指を

失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの

第13級   見舞金支払割合7％
(1)1眼の矯正視力が0．6以下になったもの
(2)1眼に半盲症､視野狭窄または視野変状を残すもの
(3)正面視以外で複視を残すもの
(4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すも

の
(5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7)1手の小指の用を廃したもの
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9)1下肢を1cm以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの､第2の足指を含み2の足

指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を
廃したもの

第14級   見舞金支払割合4％
(1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し､またはまつげはげを残すも

の
(2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができな

い程度になったもの
(4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することがで

きなくなったもの
(8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(9)局部に神経症状を残すもの

　
(注)上肢､下肢､手指および足指の障害の規定中｢以上｣とはその関

節より心臓に近い部分をいいます｡



ご加入方法 訪問看護事業者
賠償責任保険

居宅サービス居宅介護
支援事業者賠償責任保険 管理者職員補償P2 P3-6 P7-10 P11-19
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Q & A
賠償責任保険共通

Q1 自動車で利用者宅を訪問し駐車をする際に､利
用者宅の駐車場の壁を破損した場合､保険金お
支払いの対象となりますか？

A お支払いの対象となりません｡業務中であって
も自動車の所有･使用･管理に起因する事故は
全て対象外となります｡

Q2 自転車で利用者宅に行く途中､通行人にぶつか
り怪我をさせた場合､保険金お支払いの対象と
なりますか？

A 業務中のみ､お支払いの対象となります｡通勤
途中は対象外となります｡

Q3 業務中に誤って利用者に怪我をさせてしまい､
見舞品を購入した場合､保険金お支払いの対象
となりますか？

A 入院に至る身体障害事故が発生した場合にお
支払いの対象となります｡社会通念上妥当な範
囲内で､10万円を限度(なお､居宅サービス等
賠償責任保険は1事故につき､5,000円が免責
となります｡)にお支払いします｡(ただし､事前
に引受保険会社の同意･承認を得た場合に限り
ます｡)

Q4 研修に参加予定です｡研修中の事故は補償の対
象になりますか？

A 研修中の事故は補償対象外です｡研修先に確認
をお願いいたします｡

Q5 サービス提供中に誤って利用者宅の高価な花
瓶を落とし､壊してしまった場合､補償の対象
となりますか？

A お支払いの対象となります｡

Q6 体位変換をしたところ､実施方法が適切でな
かったため､利用者が骨折してしまった場合､
補償の対象となりますか？

A お支払いの対象となります｡

Q7 示談交渉のサービスは付いていますか？ A 本補償制度では示談交渉サービスは付帯され
ておりません｡万一､被保険者が損害賠償責任
を負う事故が発生した場合には､円満に解決す
るようご相談に応じさせていただきます｡

Q8 賠償責任保険の保険金を請求すると必ず一律
支払限度額の保険金が支払われるのですか？

A 一律ではなく、事故の状況や被害者のケガの
状態等によりお支払いする保険金の額を算出
します｡

Q9 業務中に利用者の方におケガをさせてしまっ
たことが原因で､利用者のご家族から迷惑行為
を受けて困っています｡

A 迷惑行為は賠償責任保険で対応することはで
きません｡迷惑行為の対応については､クレー
ムサポート補償特約(任意セット)をセットい
ただくことで､専門家によるクレーム対応サ
ポートが可能となります｡

訪問看護事業者賠償責任保険

Q10 カテーテルの管理を行った際に消毒が不完全
であったため､利用者が感染症を併発してしま
い入院した場合､保険金お支払いの対象となり
ますか？

A お支払いの対象となります｡

Q11 介護予防･日常生活支援総合事業の訪問型サー
ビスC(短期集中予防サービス)は補償の対象に
なりますか？

A 補償の対象となります｡その他の市町村からの
委託事業についてはお問合わせください｡

Q12 利用者から預かっていた現金が事務所内で盗
難の被害にあった場合､保険金お支払いの対象
となりますか？

A お支払いの対象となります(紛失の場合は対象
外です)｡ただし､利用料集金後の現金について
は､ステーションの所有物となりますので､盗
難にあってもお支払いの対象とはなりません｡



その他
オプション Q & A ご加入内容の
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事故が
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居宅サービス ･ 居宅介護支援事業者賠償責任保険

Q15 看護小規模多機能型居宅介護事業所の事故も補
償の対象となりますか？

A ｢訪問看護事業者賠償責任保険｣｢居宅サービス･
居宅介護支援事業者賠償責任保険｣両制度にご
加入いただくことで､看護師による訪問看護業務
も含め総合的に補償されます｡

Q16 療養通所介護事業所と訪問介護の兼務のヘル
パーは賠償責任保険の人数に加える必要はあり
ますか？

A はい､必要です。補償の範囲が異なるため｢居宅
サービス･居宅介護支援事業者賠償責任保険｣に
ご加入いただく必要があります｡

Q17 介護保険における住宅改修業務中に発生した事
故により他人の身体を害したり､財物を滅失､破
損または汚損した場合は保険金お支払いの対象
となりますか？

A お支払いの対象となります。

Q18 ケアプランの作成ミスにより利用者が経済的損
失を被ってしまった場合、保険金お支払いの対象
となりますか？

A 居宅介護支援事業･介護予防支援事業･相談支援
業務等については､純粋経済損害を保険金お支
払いの対象といたします｡

Q19 お財布を預かり買い物をしている際､お財布を落
としてしまった場合、保険金お支払いの対象とな
りますか？(紛失)

A 財布本体についてはお支払いの対象となります｡
ただし現金､有価証券､貴金属は対象外となりま
す｡

Q20 利用者が費用を自己負担するサービスを提供中
に事故があった場合、保険金お支払いの対象と
なりますか？

A 介護保険の利用限度額を超えた場合や介護保険
法第8条に定める居宅サービスに付随して行う
その他の在宅サービス等の事故についてはお支
払いの対象となります｡
介護保険法第8条に定める居宅サービスに付随
しない各種サービスは､保険適用外サービス拡大
補償(オプション)にご加入いただくことで､補償
の対象となります｡

Q21 介護職員等が行う喀痰吸引等の業務中の事故は
保険金お支払いの対象となりますか？

A 平成24年4月1日施行の｢社会福祉士及び介護
福祉士法の一部改正｣に基づき､所定の研修を受
けた介護職員等が行った業務についてはお支払
いの対象となります｡

Q22 訪問入浴介護のサービス提供時に､看護職員が
同行し褥瘡(じょくそう)の処置を行いますが､補
償の対象となりますか？

A 専門資格業務補償特約(任意セット)をセットいた
だくことで､看護師による医療行為も補償の対象
となります｡

Q23 通所リハビリテーションでリハビリに起因する事
故は補償の対象となりますか？

A 専門資格業務補償特約(任意セット)をセットいた
だくことで､理学療法士の資格に基づく行為も補
償の対象となります｡

Q24 施設のエレベーターの誤作動により利用者がは
さまれ怪我をしました｡お支払いの対象となりま
すか？

A 昇降機危険補償特約(任意セット)をセットいただ
くことで､補償の対象となります｡

Q & A
Q13 旅行や結婚式参加時の付き添い等､訪問看護事

業者が付随して行うオプション業務中に事故
があった場合､保険金お支払いの対象となりま
すか？

A お支払いの対象となります｡

Q14 サテライトが新設されます｡変更の手続きは必
要ですか？

A 変更手続きは必要ありません｡サテライトは主
たる事業所の補償に含まれます｡



ご加入方法 訪問看護事業者
賠償責任保険

居宅サービス居宅介護
支援事業者賠償責任保険 管理者職員補償P2 P3-6 P7-10 P11-19
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Q25 職員が自動車で利用者宅へ向かう途中､事故に
遭いケガをした場合､保険金お支払いの対象とな
りますか？

A お支払いの対象となります｡賠償責任保険とは異
なり､自動車に搭乗中のおケガも補償の対象とな
ります｡

Q26 職員が事業所への通勤途上､自転車事故に遭い
ケガをした場合､保険金お支払いの対象となりま
すか？

A お支払いの対象となります｡就業中に限定される
賠償責任保険とは異なり､通勤途上に被った傷害
についても補償いたします｡

Q27 職員が事業所で事務を行っていたところ､地震
によりキャビネットがバランスを崩し倒れ､足を
ケガした場合､保険金お支払いの対象となります
か？

A お支払いの対象となります｡通知をいただく最高
稼働人数の中には､必ず事務職員の人数まで含
めてご通知ください｡

Q28 職員が利用者宅へ向かう途中､日射病で倒れた
場合､保険金お支払いの対象となりますか？

A お支払いの対象となります｡

Q29 保険期間中に職員数が増えた場合は連絡をする
必要がありますか？

A 補償の対象となる従業員の増減については､必ず
代理店･扱者までご通知ください｡

Q30 無償ボランティア･実習生を補償対象者(被保険
者)とすることができますか？

A できません｡傷害保険は就業中のみ補償となる
ため､就業にあたらない方は対象となりません
(賠償責任保険では対象となりますので､保険料
算出の際の業務従事者数に加えてください｡)｡

管理者 ･ 職員 傷害保険

管理者 ･ 職員 感染症見舞金補償

Q31 針刺し事故の際､感染症の検査を受けた際の費
用は保険金お支払いの対象となりますか？

A お支払いの対象となりません｡実際に､感染症が
発症し､治療を要した場合にお支払いの対象とな
ります｡

Q32 契約時に報告する人数の数え方は？ A 実際に､ステーションに所属する従業員(事務員
も含めます｡)で､傷害保険の補償対象としてお選
びいただいた範囲の実人数(＝補償対象者数)で
ご契約ください｡
なお､傷害保険のご契約人数は11ページ記載の
とおり最高稼働人数での契約となります｡

Q33 利用者への介護行為が原因で疥癬に感染し通院
した場合､保険金お支払いの対象となりますか？

A お支払いの対象となります｡(対象となる感染症
については16ページをご確認ください｡)

Q34 職員が休暇中に海外旅行へ行き､職場に復帰し
た後､ウイルス性肝炎が発症した場合､保険金お
支払いの対象となりますか？

A お支払いの対象となりません｡業務の遂行に起因
して対象の感染症に感染した場合にお支払いを
いたします｡

管理者 ･ 職員 休業補償 ( 労働災害総合保険 )

Q35 職員がスマホを操作して自動車事故を起こし入
院をした場合、補償の対象となりますか？

A 職員の故意、重過失、犯罪行為による事故はお
支払いの対象外となります。

Q36 職員が休暇中に怪我をして休業しました。補償の
対象となりますか？

A 業務上の災害に該当しない為、お支払いの対象
外となります。

Q37 職員が心理的負荷による精神障害により自宅療
養中です。補償の対象となりますか？

A 政府労災で労災事故と認定された場合、補償の
対象となります。

Q & A
 



その他
オプション Q & A ご加入内容の

変更
事故が

起こった場合P20-37 P38-40 P41-43 P44-46

4141

ご加入内容の変更
ご加入後に、補償対象者・最高稼働人数・定員数等が変更になる場合や、オプションの追加・削除・中
途脱退等をご希望の場合には、43ページの「加入内容変更通知書」に記入のうえ、必ず変更前にご通
知をお願いします。
ご通知に基づき、保険料の追加請求・返還をいたします。ご通知がない場合、変更後の事故については
保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

中途加入用保険料表 (注)中途加入は､毎月1日､10日､20日補償スタートでお申込みが可能です｡
(注)ご希望の補償開始日の10日前までにお手続きをお願いします。

　補償開始日～2021年５月１日午後４時までが保険期間となります｡

事業拡張補償特約(療養通所介護事業)の保険料(1事業所あたりの追加保険料)
補償開始月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
保険料(円) 7,800 7,150 6,500 5,850 5,200 4,550 3,900 3,250 2,600 1,950 1,300 650

借用戸室補償特約の保険料(1戸室(賃貸契約書単位)あたりの追加保険料)
補償開始月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
保険料(円) 5,000 4,580 4,170 3,750 3,330 2,920 2,500 2,080 1,670 1,250 830 420

専門資格業務補償特約の保険料(資格者1名あたりの追加保険料)
補償開始月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
保険料(円) 4,200 3,850 3,500 3,150 2,800 2,450 2,100 1,750 1,400 1,050 700 350

昇降機危険補償特約(昇降機１台あたりの追加保険料)
補償開始月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
保険料(円) 5,000 4,580 4,170 3,750 3,330 2,920 2,500 2,080 1,670 1,250 830 420

居宅サービス･居宅介護支援事業者賠償責任保険の保険料
補償開始月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 業務従事者数
業 務 従 事 者
1 名 あ た り
の保険料(円)

2,700 2,480 2,250 2,030 1,800 1,580 1,350 1,130 900 680 450 230 50名まで

1,800 1,650 1,500 1,350 1,200 1,050 900 750 600 450 300 150 51名～

下限保険料(円) 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2名以下

訪問看護事業者賠償責任保険の保険料
補 償 開 始 月

損害率 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
新規・0～59 10,000 9,170 8,330 7,500 6,670 5,830 5,000 4,170 3,330 2,500 1,670 830

60 ～ 99 11,000 10,080 9,170 8,250 7,330 6,420 5,500 4,580 3,670 2,750 1,830 920

100 ～ 119 15,000 13,750 12,500 11,250 10,000 8,750 7,500 6,250 5,000 3,750 2,500 1,250

120 ～ 139 18,000 16,500 15,000 13,500 12,000 10,500 9,000 7,500 6,000 4,500 3,000 1,500

140 ～ 159 21,000 19,250 17,500 15,750 14,000 12,250 10,500 8,750 7,000 5,250 3,500 1,750

160 ～ 179 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000

180 ～ 199 27,000 24,750 22,500 20,250 18,000 15,750 13,500 11,250 9,000 6,750 4,500 2,250

200 ～ 249 31,000 28,420 25,830 23,250 20,670 18,080 15,500 12,920 10,330 7,750 5,170 2,580

250 ～ 299 35,000 32,080 29,170 26,250 23,330 20,420 17,500 14,580 11,670 8,750 5,830 2,920

300 ～ 399 39,000 35,750 32,500 29,250 26,000 22,750 19,500 16,250 13,000 9,750 6,500 3,250

400 ～ 1999 48,000 44,000 40,000 36,000 32,000 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000

2000 ～ 4999 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000

5000 ～ 72,000 66,000 60,000 54,000 48,000 42,000 36,000 30,000 24,000 18,000 12,000 6,000



ご加入方法 訪問看護事業者
賠償責任保険

居宅サービス居宅介護
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サイバープロテクター・保険適用外サービス拡大補償
P.26､P.33の保険料計算式にて年間保険料を算出したのち、下記計算方法にて月割保険料を算出し
てください。
　　月割保険料　＝　年間保険料　×　月割係数

補償開始月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

月割係数 12/12
11/12

10/12
9/12

8/12
7/12

6/12
5/12

4/12
3/12

2/12
1/12

利用者傷害見舞金補償(顧客サービス費用保険)の保険料(定員数または利用定員数１名あたり)
補償開始月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

A  施設型（＊） 3,700 3,390 3,080 2,770 2,470 2,160 1,850 1,540 1,230 920 620 310

Ｂ  通所型（＊） 1,500 1,380 1250 1,130 1,000 880 750 630 500 380 250 130
(＊)Ａ：施設型サービス、Ｂ：通所型サービスの詳細についてはP.34をご覧ください｡

管理者・職員感染症見舞金補償の保険料(業務従事者1名あたり)
補償開始月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
保険料(円) 840 770 700 630 560 490 420 350 280 210 140 70

管理者・職員休業補償(労働災害総合保険)の保険料(平均被用者数1名あたり)
補償開始月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
保険料(円) 1,230 1,130 1,030 920 820 720 620 510 410 310 210 100

管理者・職員傷害保険の保険料(最高稼働人数1名あたり)
補償開始月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
保険料(円) 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500

クレームサポート補償特約の保険料(全ての訪問看護事業所の業務従事者数)
補償開始月 5月 6月 7月 8月 9月 10月業務従事者数

5人まで 23,520 21,560 19,600 17,640 15,680 13,720

6人まで 27,600 25,300 23,000 20,700 18,400 16,100
7人まで 31,080 28,490 25,900 23,310 20,720 18,130
8人まで 34,080 31,240 28,400 25,560 22,720 19,880
9人まで 36,600 33,550 30,500 27,450 24,400 21,350

10人まで 38,520 35,310 32,100 28,890 25,680 22,470
15人まで 46,080 42,240 38,400 34,560 30,720 26,880
20人まで 53,520 49,060 44,600 40,140 35,680 31,220
30人まで 67,080 61,490 55,900 50,310 44,720 39,130
50人まで 100,080 91,740 83,400 75,060 66,720 58,380

100人まで 175,080 160,490 145,900 131,310 116,720 102,130

150人まで 225,600 206,800 188,000 169,200 150,400 131,600 
補償開始月 11月 12月 1月 2月 3月 4月業務従事者数

5人まで 11,760 9,800 7,840 5,880 3,920 1,960

6人まで 13,800 11,500 9,200 6,900 4,600 2,300
7人まで 15,540 12,950 10,360 7,770 5,180 2,590
8人まで 17,040 14,200 11,360 8,520 5,680 2,840
9人まで 18,300 15,250 12,200 9,150 6,100 3,050

10人まで 19,260 16,050 12,840 9,630 6,420 3,210
15人まで 23,040 19,200 15,360 11,520 7,680 3,840
20人まで 26,760 22,300 17,840 13,380 8,920 4,460
30人まで 33,540 27,950 22,360 16,770 11,180 5,590

100人まで 87,540 72,950 58,360 43,770 29,180 14,590

150人まで 112,800 94,000 75,200 56,400 37,600 18,800 
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追加請求時お振込口座 三井住友銀行　新宿通支店　普通　6804005
【口座名義】 一般社団法人 全国訪問看護事業協会

入　金
予定日 年　　 月　　 日

返還時振込希望口座
(カタカナで記入ください)

　　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　(支店)　　普通 ・ 当座

　口座番号　　　　　　　　　　　　口座名義

●
※
印
が
つ
い
て
い
る
項
目
ま
た
は
危
険
に
関
す
る
重
要
な
事
項
が
告
知
事
項
で
す
。
こ
の
項
目
が
事

実
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
、
事
実
を
記
載
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
ご
契
約
を
解
除
し
、

保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
記
載
内
容
を
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
業
務
従
事
者
数
、
補
償
対
象
者
数
ま
た
は
最
高
稼
働
人
数
等
が
変
更
と
な
る
場
合
は
保
険
料
の

追
加
請
求･

返
還
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
追
加
請
求(

人
数
の
増
加)

の
時
は
下
記
口
座
へ
の

お
振
込
み
、
返
還(

人
数
の
減
少)

の
時
は
返
還
保
険
料
の
振
込
口
座
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

【送付先】　FAX 03-5363-9678　　【代理店･扱者】　有限会社 訪問看護事業共済会 行

総合補償制度  加入内容変更通知書
　　　　  年　　  月　　  日変更日

〈現在の加入内容〉

〈
変
更
内
容
〉

必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

→
変
更
項
目
の
□
に
レ
点
と
変
更
後
の
内
容
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

＊変更･解約希望日の10日前までに
お手続きください｡

都道府県コード 加入者番号 事業者名

ご担当者名・連絡先

ＴＥＬ

事業所名

変更区分 □ 変更　　　□ 追加　　　□ 削除　　休止 ・ 廃止 ・ その他 (　　　　　　　　　　)

対象サービス

□事業者　住所･連絡先
□事業所　住所･連絡先

〒

TEL(　　　　)　　　　－　　　　　FAX(　　　　)　　　　－
□事業者名　□事業所名
□代表者名

訪問看護事業者賠償責任保険 →変更保険料 円(追加請求･返還)

借 用 戸 室 補 償 特 約 ※戸室数 →変更保険料 円(追加請求･返還)

居宅サービス･居宅介護支援事業者
賠償責任保険

※業務従事者数　　　　　　　　  名(　　　　　　名　増加･減少)
→変更保険料 円(追加請求･返還)

専門資格業務補償特約
※専門職員数　　　　　　　　　  名(　　　　　　名　増加･減少)

→変更保険料 円(追加請求･返還)

管
理
者･

職
員
補
償

補 償 対 象 者 の 変 更 　パート･アルバイトを　　　　　　　　含む　　　　　　　含まない
訪問看護との兼務者数 　　　　　　　　　　　　　　　  名(　　　　　　　名　増加･減少)

傷 害 保 険 ※最高稼働人数　　　　　　　　  名(　　　　　　　名　増加･減少)
→変更保険料 円(追加請求･返還)

感 染 症 見 舞 金 補 償
(約定履行費用保険)

※補償対象者数　　　　　　 　　 名(　　　  　　　名　増加･減少)
→変更保険料 円(追加請求･返還)

休 業 補 償
(労働災害総合保険)

※平均被用者数　　　　　　 　　 名(　　　  　　　名　追加･削除)
→変更保険料 円(追加請求･返還)

サイバープロテクター

サービス
  □訪問看護･医院　□福祉･介護　□　病院･専門学校

※現時点で把握す
るネットワーク
関連業務事故の
有無

あり　 なし

※売上高　　　　　　　千円 →変更保険料 円(追加請求･返還)

クレームサポート補償特約
※訪問看護業務従事者数　　　　  名

→変更保険料 円(追加請求･返還)

保険適用外サービス拡大補償
サービス　　　　　　　　　 ※対象サービス年間売上高　　　　　　　　　　　　　千円

→変更保険料 円(追加請求･返還)

利用者傷害見舞金補償 A 施設型サービス
　定員数

　    名(　　　  　　　名　増加･減少)
円(追加請求･返還)事業所名 　　　→変更保険料

B 通所型サービス
　利用者定員数

　    名(　　　  　　　名　増加･減少)
円(追加請求･返還)　　　→変更保険料

昇 降 機 危 険 補 償 特 約
施設名 　　　　　　 ※ 台

円(追加請求･返還)→変更保険料

追加請求･返還保険料合計 円(追加請求･返還)

本
書
を
コ
ピ
ー
し
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。
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事故が起こった場合

事故発生時の対応の基本

保険会社への事故報告

事故報告後の手続き

～ 誠実に･最大限の努力を迅速に！ ～

1．利用者の安全の確保(必要に応じて主治医等と連携をとりながら)　
2．関係各所への迅速な報告(主治医や利用者のご家族等)
3．事故状況の記録･保全･把握
4．対応方針の決定(必要に応じて外部機関(警察･マスコミ等)への対応も)
5．当事者(看護職､ヘルパー等)へのサポート

【代理店･扱者】有限会社　訪問看護事業共済会
代理店ホームページ事故受付： https://www.hokan-kyosai.org/  (24時間受付)

        FAX：03－5363－9678   (24時間受付)

1．補償内容をご確認ください
ご加入いただいている内容により､補償範囲や免責金額等が異なります｡ご加入されている
補償内容の詳細は本パンフレットおよび加入者証と一緒にお送りする約款集に記載して
おりますので､あらかじめご確認ください｡

2．事故については保険金支払事由に該当した日から遅滞なく(傷害保険については30日以内に)
ご連絡ください。(47ページを参照ください)

3．代理店･扱者に事故の報告をしてください
現状で判明している範囲内で事故概要を代理店ホームページの事故受付画面よりご登録いた
だくか45～46ページの事故報告書にご記入のうえ､下記の代理店･扱者にFAXにてお送りく
ださい｡代理店･扱者でご加入の確認を行い､事故受付後､保険会社に取り次ぎを行います｡

1．賠償責任保険･感染症見舞金補償
代理店･扱者にて事故報告書を受け付け次第､保険会社に転送いたします｡あらためて､保険
会社の事故受付担当者からご連絡を差し上げ､お話を伺い､事故査定および保険金請求の手
続きについてご案内いたします｡以降は､基本的に事故報告書にご記入いただいた事故担当
者と保険会社の事故受付担当者間で保険金請求手続きを進めていただくことになります｡

(注)賠償責任保険での示談交渉の代行サービスはありません｡
事故発生時は保険会社とご相談いただきながら､事業者が被害者との示談交渉をすす
めていただくことになりますのでご了承ください｡

2．傷害保険
代理店･扱者にて事故報告書を受け付け次第､保険会社に転送いたします｡
保険金請求の書類を保険会社よりお送りいたします｡
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　　   年　　 月　　 日

本書をコピーしてご使用ください｡

【送付先】　FAX 03-5363-9678　　【代理店･扱者】　有限会社 訪問看護事業共済会 行

訪問看護事業者総合補償制度　賠償責任保険 事故報告書
宛

保 険 種 類 □訪問看護事業者賠償責任保険
□居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険 証券番号

都 道 府 県
コ ー ド 加入者番号 事業者名

（法人名）

事 業 所 名 事 故
担当者名対象サービス

住 　 　 所
保険金請求
書類送付先

〒 電 話

Ｆ Ａ Ｘ

事 故 発 生 日 時
(事故発見日時)

　　　　　年　　　　月　　　　日　　午前・午後　　　　時　　　　分頃

(　　　　　年　　　　月　　　　日　　午前・午後　　　　時　　　　分頃)

事 故 発 生 場 所

住 　 　 所

訪 問 先
( 施 設 名 )

：

：

(TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　)

被

害

の

対

象

身 体 障 害
賠 償

被 害 者 名：
フリガナ

年令 才

被 害 の
状 況： 性別

財 物 損 壊
賠 償

被 害 物 件：

損 害 額：

経済的損失 損 害 額：

事 故 の 状 況

事故の内容(原因・様態等詳しくご記入ください｡)

※物損の場合は、保険金請求の際に損害物の写真が必要です｡ (写真有無： 有 ・ 無 )
賠償請求の有無 ： □ 有　□ 無 ※損害賠償請求を受けた時は､その内容を記載した書面を添付してください｡

事 務 処 理 欄

今回の事故で同一の損害または費用に対して保険金を支払う他の保険契約等がありましたら､下記欄に必ずご記入ください｡

保険契約の有無 保険会社等の名称 保険の種類 証券番号 保険金請求の有無

□訪問サービス利用者
□通所者
□短期入所(宿泊)者
□その他(　　　　　　　)

( )

男 女

【オプション加入状況】　※加入者証をご確認いただき、加入のあるものに□点を記入ください
□保険適用外サービス拡大補償
□専門資格業務補償特約

□クレームサポート補償特約
□利用者傷害見舞金制度

□サイバープロテクター
□昇降機追加補償特約

□借用戸室補償特約
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保 険 種 類 □ 傷害保険　　　　□ 休業補償(労働災害総合保険)
□ 感染症見舞金

証券番号

都 道 府 県
コ ー ド 加入者番号 事業者名

（法人名）

事 業 所 名 事 故
担当者名

対象サービス

住 　 　 所
保険金請求
書類送付先

〒
電 話

Ｆ Ａ Ｘ

本書をコピーしてご使用ください｡

【送付先】　FAX 03-5363-9678　　【代理店･扱者】　有限会社 訪問看護事業共済会 行

管理者・職員補償　事故報告書
宛

事 故 発 生 日 時
( 発 病 年 月 日 ) 　　　　　年　　　　月　　　　日　　午前・午後　　　　時　　　　分頃

備付名簿記載人数 名 事故当日の出勤者数 名

おケガをされた方
(感染症の患者の方)
( 休 業 中 の 方 )

住 所

氏 名

生 年 月 日

：

　フリガナ

：

(TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　)

：　　　　 年　　　月　　　日　年 令　　　  才　　 職  種：

事 故 の 状 況
(感染症発生の状況)
(休業に至る傷病名)

事故の内容(原因・様態等詳しくご記入ください｡)

治 療 の 状 況

医療機関名

　　　　　　TEL (　　　　　)　　　　　－

入院の有無　　　　無　　・　　有　　　　　　　　　日程度見込み

傷病・感染症の詳しい状況

休 業 の 詳 細
休業期間　　　　年　　  月　　  日　　～　　　　 年　　  月　　  日までのうち　　　 日間
法定外補償規定　有無　　　　 有　・　無
所管労働基準監督署申請状況(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  )

今回の事故で同一の損害または費用に対して保険金を支払う他の保険契約等がありましたら､下記欄に必ずご記入ください｡

保険契約の有無 保険会社等の名称 保険の種類 証券番号 保険金請求の有無

( )
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ご注意点

○保険金をお支払いする場合に該当したときは､代理店･扱者または引受保険会社へご連絡ください｡保
険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします｡
ご連絡が遅れますと保険金等のお支払いが遅れたり､お支払いできない場合があります｡なお､管理者
･職員傷害保険については､保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場
合､もしくは知っている事実を告げなかった場合､または事実と異なることを告げた場合は､引受保険
会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります｡

〈保険金支払いの履行期〉
引受保険会社は､保険金請求に必要な書類(注1)をご提出をいただいてからその日を含めて30日以内に､
保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします｡(注3)

(注1)保険金請求に必要な書類は､下記〈保険金のご請求時にご提出いただく書類〉をご参照ください｡代理請
求人が保険金を請求される場合は､被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただ
きます｡(団体総合生活補償保険(標準型)のみ)

(注2)保険金をお支払いする事由の有無､保険金をお支払いしない事由の有無､保険金の額の算出､保険契約
の効力の有無､その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項を
いいます｡

(注3)必要な事項の確認を行うために､警察などの公の機関の捜査結果の照会､医療機関など専門機関の診断
結果の照会､災害救助法が適用された被災地における調査､日本国外における調査等が必要な場合に
は､普通保険約款､特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします｡この場合､引受保
険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に
通知します｡

○保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください｡保険金請求権の発生時期等の詳細
は､普通保険約款､特別約款および特約でご確認ください｡

○損害賠償請求権者は､損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特
権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します｡また､原則としてこれらの保険金請求権
の譲渡･質権設定･差押えはできません｡(賠償責任保険のみ)

〈保険金のご請求時にご提出いただく書類〉
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます｡)が保険金の請求を行う場合
は､事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます｡ご不明な点については､代理店･扱
者または引受保険会社までお問合わせください｡
(注)特約に基づいて保険金の請求を行う場合は､以下の書類のほか､それぞれの特約に定める書類をご

提供いただきます｡

〈保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡〉

【ご提出いただく書類】
　以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの

事故の内容､損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります｡

・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因･損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを

確認するための資料(住民票､健康保険証(写)　等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・被保険者が給付した費目を証明する書類(給付対象者の

領収証､振込証)
・保険金の請求を第三者に委託したことを確認する書類

・死亡診断書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・他から支払われる保険金･給付金等の額を確認する書類
・被保険者であることを確認するための書類(保険契約者

備付名簿(写)､被保険者数兼被保険者証明書､被保険者証
明書(兼事故証明書)､請負契約書(写)､発注書(写) 等)

・当社所定の損害状況調書
・災害見舞金規定(写)､サービス約款(写)
・給付対象事由に該当していることを証明する書類(死亡

診断書､病院または診療所の入通院証明書類 等)
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・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって､ご加入時
にお約束した保険金･解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり､金額が削減されたりするこ
とがあります｡

・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者を保護する目的で､｢損害保険契約者保護機構｣があり､
引受保険会社も加入しております｡

・管理者･職員傷害保険(団体総合生活補償保険)は｢損害保険契約者保護機構｣の補償対象であり､損害保険
会社が破綻した場合でも､保険金､解約返れい金等は80％まで補償されます｡ただし､破綻前に発生した
事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100％補償されます｡

・訪問看護事業者賠償責任保険､居宅サービス･居宅介護支援事業者賠償責任保険､管理者･職員感染症見
舞金補償(補償制度費用保険)､利用者傷害見舞金補償(顧客サービス費用保険)およびサイバープロテク
ターについては､ご加入者が個人､小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人
をいいます｡)またはマンション管理組合(以下､｢個人等｣といいます｡)である場合に限り｢損害保険契約
者保護機構｣の補償対象であり､損害保険会社が破綻した場合でも､保険金､解約返れい金等は80％ま
で補償されます｡ただし､破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保
険金は100％補償されます｡

・また､保険契約者が個人等以外の保険契約であっても､被保険者が個人等であり､かつ保険料を負担し
ている場合は､その被保険者に係る部分については､上記補償の対象となります｡

賠償責任保険のご請求の場合は以下書類もご提出ください｡

経営破綻した場合等の保険契約者の保護について

○示談交渉は必ず保険会社とご相談いただきながらおすすめください｡この保険では､保険会社が被保険者に代わっ
て損害賠償請求者との示談交渉を行う｢示談交渉のサービス｣を行いませんが､万一､被保険者が損害賠償責任を負
う事故が発生した場合には､賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます｡なお､あらかじめ
引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり､損害賠償金等を支払われた場合には､損害賠償責任がな
いと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください｡

〈代理請求人について(管理者･職員傷害保険のみ)〉
高度障害状態となり､意思能力を喪失した場合など､被保険者に保険金を請求できない事情があり､かつ､保険金を
受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には､引受保険会社の承認を得て､その被保険者と同居または生計を
共にする配偶者(＊)等(以下｢代理請求人｣といいます｡詳細は(注)をご参照ください｡)が保険金を請求できることが
あります｡詳細は代理店･扱者または引受保険会社までお問合わせください｡また､本内容については､代理請求人
となられる方にも必ずご説明ください｡

(注) ①｢被保険者と同居または生計を共にする配偶者(＊)｣
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
　｢被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族｣
③上記①､②に該当する方がいないまたは上記①､②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
　｢上記①以外の配偶者(＊)｣または｢上記②以外の3親等内の親族｣

　(＊)法律上の配偶者に限ります｡

保険金のご請求に必要な書類 書類の例
(1)引受保険会社所定の事故内容報告書､損害の発生を確認する

書類およびその他これに類する書類
(注)事故発生の状況･日時･場所､事故の原因､損害または費用

発生の有無を確認するための書類をいいます｡

引受保険会社所定の事故内容報告書､警察署･消防署の証明書､交
通事故証明書､事故原因･損害状況に関する写真･画像データ･修
理業者からの報告書､損害明細書､免責事由該当性を確認する書
類

(2)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
①他人の身体障害の程度､損害額および損害賠償請求権者を確

認する書類
診断書､後遺障害診断書､死亡診断書､診療報酬明細書､治療費および治療にかかわ
る交通費･諸雑費の領収書･明細書､休業損害証明書､源泉徴収票､住民票､戸籍謄本

②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みま
す｡)の程度､損害額および損害賠償請求権者を確認する書類

修理見積書･領収書､取得時の領収書､決算書類､事故前後の売上計画･実
績､自動車検査証(写)､建物登記簿謄本､戸籍謄本､全部(個人)事項証明書

③①および②のほか､損害額､被害者および損害賠償請求権者を
確認する書類

④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害
賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求
権者の承諾を確認する書類

示談書､判決書､引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権
者からの領収書

⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認す
る書類

権利移転証(兼)念書

(3)被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された損害防止費用･権利保全行使費用･緊急措置費用･協力
費用･争訟費用等の費用が確認できる書類･明細書

(4)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
①保険金請求権者を確認する書類 住民票､戸籍謄本､委任状､印鑑証明書､法人代表者資格証明書､代

表者事項証明書
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の同意書
③他から支払われる損害賠償金･保険金･給付金等の額を確認す

る書類
示談書､判決書､被害者からの領収書､保険会社からの支払通知
書､労災支給決定通知

④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法
人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書
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この保険契約に関する個人情報について､引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお
申し込みください｡

【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は､引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか､引受保険会社お
よび引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が､この保険契約以外の商品･サービスのご案内･ご
提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり､提携先･委託先等の商品･サービスのご案内のために利
用することがあります｡

①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品･サービス等の例
　損害保険･生命保険商品､投資信託･ローン等の金融商品､リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品･サービスのご案内の例
　自動車購入･車検の斡旋

上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります｡
ただし､保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は､法令等に従い､業務の適切な運営の確保
その他必要と認められる範囲に限定します｡
また､この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で､業務委託先(保険代理店を含む)､保険仲立人､
医療機関､保険金の請求･支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります｡
○契約等の情報交換について

引受保険会社は､この保険契約に関する個人情報について､保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のた
め､一般社団法人 日本損害保険協会､損害保険料率算出機構､損害保険会社等の間で、登録または交換を実施すること
があります｡

○再保険について
引受保険会社は､この保険契約に関する個人情報を､再保険契約の締結､再保険契約に基づく通知･報告､再保険金の請
求等のために､再保険引受会社(海外にあるものを含む)等に提供することがあります｡

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細､商品･サービス内容､引受保険会社のグループ会社の名称､契約等情報交
換制度等については､三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)または引受保険会社のホームページをご
覧ください｡

共同保険について

そ の 他

この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です｡それぞれの引受保険会社は､引受割合
に応じて､連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います｡また､三井住友海上火災保険株式
会社は､幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理･代行を行います｡
引受保険会社は次のとおりです｡(なお､それぞれの会社の引受割合は決定しだいご案内します｡)
●三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社) ●東京海上日動火災保険株式会社 ●損害保険ジャパン日本興亜株式会社

○この保険は一般社団法人全国訪問看護事業協会が保険契約者となる団体契約です｡(約定履行費用保険
を除きます｡)申込人または被保険者が保険料を負担される場合､保険契約者が保険料をとりまとめの
うえ引受保険会社に払い込みます。なお､保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場
合には､保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります｡また､保険契約者または被保険者
がご加入の取消等をされた場合､引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します｡

○ご加入いただけるのは､お申込人･記名被保険者が､一般社団法人全国訪問看護事業協会の会員に該当
する場合となります｡(管理者･職員傷害保険の被保険者の範囲については11ページをご参照ください｡)

○この保険の保険期間は1年間となります｡保険金請求状況等によっては､保険期間終了後､継続加入でき
ないことや補償内容を変更させていただくことがあります｡あらかじめご了承ください｡

○ご加入の内容は､保険の種類に応じた普通保険約款､特別約款および特約によって定まります。詳細は
普通保険約款､特別約款および特約をご確認ください。また､ご不明な点については､代理店･扱者また
は引受保険会社までお問合わせください。

○本補償制度は主に次の普通保険約款､特別約款および特約により構成されています｡
(1)訪問看護事業者賠償責任保険：賠償責任保険普通保険約款･訪問看護事業者特別約款･施設危険補償特約(訪問看護事

業者用)･管理財物損壊補償特約(訪問看護事業者用)･人格権侵害補償特約(訪問看護事業者用)･初期対応費用に関す
る特約(訪問看護事業者用)･被害者治療費等補償特約(訪問看護事業者用)･訪問看護事業者特約･(オプション：事業
拡張補償特約(療養通所介護事業)･借用戸室補償(受託者特別約款･借用戸室特約･借用戸室オールリスク補償特約))

(2)居宅サービス･居宅介護支援事業者賠償責任保険：賠償責任保険普通保険約款･施設所有(管理)者特別約款･受託者特
別約款･生産物特別約款･居宅サービス･居宅介護支援事業者特約･保険法の適用に関する特約･賠償責任保険追加特
約･人格権侵害補償特約(居宅サービス用)･初期対応費用補償特約(居宅サービス用)･被害者治療費等補償特約(居宅
サービス用)　(オプション：専門資格業務補償特約･昇降機危険補償特約)

(3)管理者･職員傷害保険：団体総合生活補償保険(標準型)普通保険約款･就業中のみの傷害危険補償(事業主･役員･従業
員)特約･準記名式契約(一部付保)(同一保険金額)特約･天災危険補償特約･熱中症危険補償特約･傷害通院保険金支払
日数短縮(30日)特約

(4)管理者･職員感染症見舞金補償：約定履行費用保険普通保険約款･補償制度費用保険特約
(5)管理者･職員休業補償：労働災害総合保険普通保険約款
(6)クレームサポート補償特約：費用･利益保険普通保険約款･業務妨害等対応費用保険特約
(7)サイバープロテクター：専門事業者賠償責任保険普通保険約款･サイバープロテクター特約･日時認識エラー補償対

象外特約･プロテクト費用補償特約･保険料確定特約(専門事業者用)
(8)保険適用外サービス拡大補償：賠償責任保険普通保険約款･訪問看護事業者特別約款･施設危険補償特約･保険適用外

サービス拡大補償特約
(9)利用者傷害見舞金補償：約定履行費用保険普通保険約款･顧客サービス費用保険特約
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重要事項のご説明

訪問看護事業者賠償責任保険､居
宅サービス･居宅介護支援事業者
賠償責任保険､サイバープロテク
ター(専門事業者賠償責任保険)
にご加入いただくお客さまへ

2019年10月1日以降始期契約用

契約概要のご説明

この書面では訪問看護事業者賠償責任保険､居宅サービス･居宅介護支援事業者賠償責
任保険､サイバープロテクター(専門事業者賠償責任保険)に関する重要事項(｢契約概要｣
｢注意喚起情報｣等)についてご説明しています｡お申込みいただく際には､ご加入の内容
がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください｡
ご加入の内容は､普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款･特約(以下｢普
通保険約款･特約｣といいます｡)によって定まります｡普通保険約款･特約が必要な場合
は､代理店･扱者または引受保険会社までお申出ください｡
申込人と記名被保険者が異なる場合は､記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお
伝えください｡

※この書面を､ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管してくださいますようお
願いいたします｡

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの｢契約概要｣に記載しています｡ご加入前に
必ず読んでいただき､お申込みくださいますようお願いします｡この書面は､ご加入に関するす
べての内容を記載しているものではありません｡詳細については､普通保険約款･特約に記載し
ていますのでご確認ください｡また､ご不明な点につきましては､代理店･扱者または引受保険会
社までお問合わせください｡

(1)商品の仕組み
保険の種類 商品の仕組み

訪問看護事業者
賠償責任保険

賠償責任保険普通保険約款
＋ 訪問看護事業者特別約款
＋ 各種特約等(注)

居宅サービス･
居宅介護支援

事業者
賠償責任保険

賠償責任保険普通保険約款
＋ 施設所有(管理)者特別約款
　 受託者特別約款
　 生産物特別約款
＋ 各種特約(注)

専門事業者
賠償責任保険

専門事業者賠償責任保険普通保険約款
＋ サイバープロテクター特約

プロテクト費用補償特約
＋ 各種特約(注)

(注)セットされる特約等については､49ページをご参照くださ
い｡

2．引受条件等
(1)補償内容
①被保険者

保険の種類 被保険者(ご加入いただいた保険契約で
補償を受けられる方をいいます｡)

訪問看護事業者
賠償責任保険

訪問看護事業者およびその使用人(医師を
除きます)が被保険者となります｡

居宅サービス
･居宅介護支
援事業者賠償

責任保険

被保険者とは､次のいずれかに該当する者
をいいます｡ただし､責任無能力者､医師お
よび歯科医師を含みません｡
①介護保険法(平成9年法律第123号)第

70条に定める指定居宅サービス事業者
および第79条に定める指定居宅介護支
援事業者(以下｢事業者｣といいます｡)

②①に規定する事業者の理事､役員および職
員(注1)

③①および②に規定する被保険者の監督ま
たは指揮のもとに､記名被保険者の業務
を行う者

④事業者のパートタイマー､協力会員(注2)

⑤居宅サービス･居宅介護支援事業者特約
第1章第2条(施設および仕事の定義)③
に規定する業務のうち住宅改修を行う事
業者の下請負人

⑥ホームヘルパー養成研修､福祉用具専門
養成研修の受講生(注3)

(注1)理事､役員および職員：常勤･非常勤
を問いません｡

1．商品の仕組み 保険の種類 被保険者(ご加入いただいた保険契約で
補償を受けられる方をいいます｡)

居宅サービス
･居宅介護支
援事業者賠償

責任保険

(注2)協力会員：事業者の指示のもと有償
活動する方に限ります｡

(注3)受講生：研修受講に起因して第三者
に対し法律上の損害賠償責任を負担
する場合に限ります｡

専門事業者
賠償責任保険

①記名被保険者：加入申込票(注)の｢記名被
保険者｣欄に記載された方

②被保険者：記名被保険者の役員(会社法
上の取締役､執行役および監査役､ならび
にこれらに準ずる者をいい､初年度契約
の保険期間始期日以降に退任等によりこ
れらの地位ではなくなった者を含む)

ただし､適用される普通保険約款･特約によりその他の被
保険者が設定される場合がありますので､詳細は普通保
険約款･特約でご確認ください｡
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する

書類をいい､申込みに必要な内容を記載した付属書類がある
場合は､これらの書類を含みます｡

②保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(｢訪問看護事業者総合補償制度｣｡以下
｢パンフレット｣といいます｡)の｢保険金をお支払いする
主な場合｣のページをご参照ください｡

③保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットの｢保険金をお支払いしない主な場合｣の
ページをご参照ください｡なお､詳細は普通保険約款･特
約の｢保険金を支払わない場合｣等の項目に記載されてお
ります｡

④お支払いの対象となる損害
パンフレットの｢お支払いの対象となる損害｣のページを
ご参照ください｡

(2)セットできる主な特約
セットできる主な特約はパンフレットをご参照くださ
い｡特約の内容の詳細は､代理店･扱者または引受保険会
社までお問合わせください｡

(3)保険期間および補償の開始･終了時期
①保険期間

保険期間は原則として1年間です｡お客さまが実際にご
加入いただく保険期間につきましては､パンフレットま
たは加入申込票の｢保険期間｣欄にてご確認ください｡

②補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約に
これと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)
に補償を開始します｡

③補償の終了
満期日の午後4時に終了します｡

重要事項のご説明
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特にご注意ください

特にご注意ください

1．クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
このご契約は､一般社団法人　全国訪問看護事業協会が
保険契約者となる団体契約であることから､クーリング
オフの対象ではありません｡

2．告知義務･通知義務等

(1)ご加入時における注意事項(告知義務－加入申込票の
記載上の注意事項)

①申込人または被保険者には､告知義務があり､代理店
･扱者には告知受領権があります｡告知義務とは､ご契
約時に告知事項について､事実を正確に知らせる義務
のことです｡

②告知事項とは､危険に関する重要な事項として引受
保険会社が告知を求めるもので､加入申込票(注)に記
載された内容のうち､｢※｣印がついている項目のこと
です｡この項目について故意または重大な過失によっ
て､告知がなかった場合や告知した事項が事実と異な
る場合には､ご契約を解除し､保険金をお支払いでき
ないことがあります｡加入申込票(注)の記載内容を必ず
ご確認ください｡

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等につ
いて既にご加入されている場合､｢補償の重複｣が生じる
ことがありますので､必ずその内容(保険の種類､保険金
額等)を告知してください｡
補償の範囲が重なるのは､この保険契約と異なる保険種
類にセットされた特約の補償内容が同一となっているよ
うな場合もあります｡ご不明の場合は､現在ご加入されて
いる保険契約の内容が確認できる書類とともに､代理店･
扱者または引受保険会社までお問合わせください｡
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する

書類をいい､申込みに必要な内容を記載した付属書類がある
場合は､これらの書類を含みます｡

(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)

①ご加入後､次の事実が発生した場合には､あらかじめ
(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらな
い場合は遅滞なく)ご加入の代理店･扱者または引受保
険会社までご連絡ください｡
ご連絡がない場合､ご契約を解除し､保険金をお支払い
できないことがありますので､十分ご注意ください｡
○ステーション数､業務従事者数等､保険料の算出の

基礎となる数値の変更(増加または減少)がある場合
○保険の対象(施設､業務等)に変更(追加および削除を

含みます｡)が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書､申告書等の記

載内容に変更が生じる場合
②ご加入後､次の事実が発生する場合は､ご加入内容の

変更等が必要となります｡ただちに代理店･扱者また
は引受保険会社までご連絡ください｡
◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場

合
◇上記のほか､特約の追加･削除等､契約条件を変更す

る場合

3．保険期間および補償の開始･終了時期

(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です｡お客さまが実際にご
加入いただく保険期間につきましては､パンフレットま
たは加入申込票の｢保険期間｣欄にてご確認ください｡

(2)補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約
にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時
刻)に補償を開始します｡

(3)補償の終了
満期日の午後4時に終了します｡

4．保険金をお支払いしない主な場合等

(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください｡なお､保険金をお支払い
しない場合の詳細は普通保険約款･特約の｢保険金を支払
わない場合｣等の項目に記載されておりますのでご確認
ください｡

(2)重大事由による解除
次のことがある場合は､ご契約を解除し､保険金をお支払
いできないことがあります｡
①保険契約者または被保険者が､引受保険会社に保険金

を支払わせることを目的として損害を生じさせ､また
は生じさせようとしたこと｡

②被保険者が､保険金の請求について詐欺を行い､または
行おうとしたこと｡

③保険契約者または被保険者が､暴力団関係者､その他の
反社会的勢力に該当すると認められたこと｡

④上記のほか､①～③と同程度に引受保険会社の信頼を
損ない､保険契約の存続を困難とする重大な事由を生
じさせたこと｡

注意喚起情報のご説明

ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等､特にご注意いただきたい事
項をこの｢注意喚起情報｣に記載しています｡ご加入される前に必ずお読みいただ
き､ご加入くださいますようお願いします｡
この書面は､ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません｡
詳細については､普通保険約款･特約に記載していますのでご確認ください｡ご
不明な点につきましては､代理店･扱者または引受保険会社までお問合わせくだ
さい｡

(4)支払限度額等
パンフレットをご参照ください｡

3．保険料の決定の仕組みと払込方法等

(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は､保険料算出の基礎､支払限度額､保険期間等
によって決定されます｡詳細は代理店･扱者または引受保
険会社までお問合わせください｡
お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきまして
は､パンフレットまたは加入申込票の｢保険料｣欄にてご
確認ください｡
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込

むべき金銭をいいます｡

(2)保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください｡

4．満期返れい金･契約者配当金
このご契約には､満期返れい金･契約者配当金はありません｡

5．解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては､加入時の条件により､保
険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい
金として返還しますが､始期日から解約日までの期間に
応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により､追
加の保険料をご請求する場合があります｡ 注意喚起情報
のご説明 の｢6．解約と解約返れい金｣をご参照くださ
い｡
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5．保険料の払込猶予期間等の取扱い

保険料は､パンフレット記載の方法により払込みくださ
い｡パンフレット記載の方法により保険料を払込みいた
だけない場合には､保険金をお支払いできません｡また､
ご契約を解除する場合があります｡

6．解約と解約返れい金

ご加入を中途で脱退(解約)される場合は､代理店･扱者ま
たは引受保険会社までお申出ください｡
■ご加入の脱退(解約)に際

しては､加入時の条件に
より､保険期間のうち未
経過であった期間の保険
料を解約返れい金として
返還します｡ただし､解約
返れい金は原則として未
経過期間(右図をご参照ください｡)分よりも少なくなり
ます｡
たとえば､保険期間1年･一時払のご契約を始期日から
6か月後に解約した場合､解約返れい金は払い込んで
いただいた保険料の半分よりも少なくなります｡詳細
は普通保険約款･特約でご確認ください｡

■始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただく
べき保険料の払込状況により､追加の保険料をご請求
する場合があります｡追加で請求したにもかかわらず､
その払込みがない場合は､ご契約を解除することがあ
ります｡

7．保険会社破綻時等の取扱い
パンフレットをご参照ください｡

8．契約取扱者の権限

契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合
は､引受保険会社の保険契約の締結権を有し､保険契約の
締結･保険料の領収･保険料領収証の発行･ご契約の管理
などの業務を行っています｡したがって､代理店または引
受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につ
きましては､引受保険会社と直接契約されたものとなり
ます｡

9．個人情報の取扱い

パンフレットをご参照ください｡

この保険商品に関するお問合わせは
代理店･扱者　　有限会社　訪問看護事業共済会　
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-3-12 壱丁目参番館403
TEL：03-3351-8601　　FAX：03-5363-9678

保険会社の連絡･相談･苦情窓口

引受保険会社にご相談･苦情がある場合

下記にご連絡ください｡
｢三井住友海上お客さまデスク｣

0120-632-277( 無料 )

【受付時間】
平日 9:00～20:00
土日･祝日 9:00～17:00
(年末･年始は休業させていただきます｡)
※2020年10月より平日の電話受付時間は

9:00～19:00になります｡

事故が起こった場合

遅滞なくご契約の代理店･扱者または下記にご連絡くだ
さい｡

｢24時間365日事故受付サービス　
三井住友海上事故受付センター｣

　　　　　　　　　 事故は  いち早く

0120-258-189( 無料 )

指定紛争解決機関

引受保険会社との間で問題を解決できない場合
引受保険会社は､ 保険業法に基づく金融庁長官の指定を受
けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協
会と手続実施基本契約を締結しています｡ 引受保険会社と
の間で問題を解決できない場合には､ 一般社団法人 日本損
害保険協会にご相談いただくか､ 解決の申し立てを行うこ
とができます｡
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター

0570-022-808
[ナビダイヤル(全国共通･通話料有料)]

・受付時間[平日9：15～17：00(土日･祝日および年末
年始を除きます)]

・携帯電話からも利用できます｡IP電話からは03-4332-
5241におかけください｡

・おかけ間違いにご注意ください｡
・詳細は､一般社団法人 日本損害保険協会のホームページ

をご覧ください｡
　(http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/)
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1．商品の仕組みおよび引受条件等

契約概要のご説明(団体総合生活補償保険(標準型))
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの｢契約概要｣に記載しています｡ご加入される前に必ずお読みいただ

き､ご加入くださいますようお願いいたします｡
●申込人と被保険者(給付対象者)が異なる場合は､被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください｡
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません｡ご加入の内容は､普通保険約款･特約等に

よって定まります｡ご不明な点については､代理店･扱者または引受保険会社までお問合わせください｡
●契約取扱者が代理店または社員の場合は､引受保険会社の保険契約の締結権を有し､保険契約の締結･保険料の領収･保険料

領収証の発行･ご契約の管理などの業務を行っています｡したがって､代理店または社員と契約され有効に成立したご契約
につきましては､引受保険会社と直接契約されたものとなります｡

(1)商品の仕組み
この保険は､被保険者(給付対象者)が事故によりケガを
された場合等に保険金をお支払いします｡商品の概要や
被保険者の範囲は以下の通りです｡

(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は｢訪問看護事業者総合補償
制度｣のとおりです｡詳細は普通保険約款･特約に基づき
ます｡
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支

払額
｢訪問看護事業者総合補償制度｣をご参照ください｡

②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
｢訪問看護事業者総合補償制度｣をご参照ください｡な
お､詳細は普通保険約款･特約の｢保険金を支払わない
場合｣の項目に記載されております｡

(3)セットできる主な特約およびその概要
｢訪問看護事業者総合補償制度｣をご参照ください｡特約
の内容の詳細は普通保険約款･特約に基づきます｡

(4)保険期間
この保険の保険期間は､1年間です｡お客さまが実際にご
加入いただく保険期間については､加入申込票の保険期
間欄にてご確認ください｡

(5)引受条件
ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業･職務につき
ましては､｢注意喚起情報のご説明｣の｢2．(2)通知義務
等(ご加入後にご連絡いただく事項)｣＜ご契約の引受範
囲＞＜ご契約の引受範囲外＞をご参照ください｡
また､お客さまが実際にご加入いただく保険金額につき
ましては､｢訪問看護事業者総合補償制度｣の保険金額欄
および加入申込票､普通保険約款･特約等にてご確認くだ
さい｡ご加入いただく保険金額につきましては､次の点に
ご注意ください｡
・保険金額は被保険者(給付対象者)の方の年令･年収な

どに照らして適正な金額となるように設定してくださ
い｡場合により､お引受できない保険金額･ご加入条件
等もありますのであらかじめご承知おきください｡

2．保険料
保険料は保険金額･保険期間･お仕事の内容等によって決
定されます｡お客さまが実際にご加入いただく保険料に
つきましては､加入申込票の保険料欄にてご確認くださ
い｡

3．保険料の払込方法について
｢訪問看護事業者総合補償制度｣をご参照ください｡

4．満期返れい金･契約者配当金
この保険には満期返れい金･契約者配当金はありません｡

5．解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては､ご加入時の条件により､保
険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい
金として返還します｡始期日から解約日までの期間に応じ
て払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保
険料をご請求する場合があります｡追加で請求したにもか
かわらず､その払込みがない場合は､ご契約を解除するこ
とがあります｡｢注意喚起情報のご説明｣の｢7．解約と解
約返れい金｣をご参照ください｡

重要事項のご説明
管理者･職員傷害保険(団体総合生活補償保険(標準型))にご加入いただくお客さまへ

本商品 概　要 被保険者の範囲
｢準記名式契約(一
部付保)(同一保険
金額)特約｣および
｢就業中のみの傷
害危険補償(事業
主･役員･従業員)
特約｣をセット

本協会の会員であ
る事業者に勤務さ
れ､業務に従事す
る方全員を被保険
者としてご指定い
ただき､その1日
あたりの最高稼働
人数を被保険者数
とします｡

準記名式契約(一
部付保)(同一保険
金額)特約に記載
された方全員



54

注意喚起情報のご説明(団体総合生活補償保険(標準型))
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等､特にご注意いただきたい事項をこの｢注意喚起情報｣に記載してい

ます｡ご加入される前に必ずお読みいただき､ご加入くださいますようお願いいたします｡
●申込人と被保険者(給付対象者)が異なる場合は､被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください｡
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません｡ご加入の内容は､普通保険約款･特約等に

よって定まります｡ご不明な点については､代理店･扱者または引受保険会社までお問合わせください｡
●契約取扱者が代理店または社員の場合は､引受保険会社の保険契約の締結権を有し､保険契約の締結･保険料の領収･保険料

領収証の発行･ご契約の管理などの業務を行っています｡したがって､代理店または社員と契約され有効に成立したご契約
につきましては､引受保険会社と直接契約されたものとなります｡

1．クーリングオフ説明書
　　(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は一般社団法人　全国訪問看護事業協会が保険
契約者となる団体契約であることからクーリングオフの
対象となりません｡

2．告知義務･通知義務等

(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■申込人または被保険者(給付対象者)には､告知義務が

あり､代理店･扱者には告知受領権があります｡告知義
務とは､ご加入時に告知事項について､事実を正確に知
らせる義務のことです｡

■告知事項とは､危険に関する重要な事項として引受保
険会社が告知を求めるもので､加入申込票に記載され
た内容のうち､｢※｣印がついている項目のことです｡こ
の項目について､故意または重大な過失によって告知
がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合に
は､ご加入を解除し､保険金をお支払いできないことが
あります｡加入申込票の記載内容を必ずご確認くださ
い｡

【告知事項】
①被保険者の｢職業･職務｣
②他の保険契約等(＊)に関する情報
③被保険者数
(＊)同種の危険を補償する他の保険契約等で､団体総合

生活補償保険､普通傷害保険等をいい､いずれも積
立保険を含みます｡また､他の保険会社等における
契約､共済契約､生命保険契約等を含みます｡

(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後､被保険者に次の事実が発生した場合は､遅滞

なくご加入の代理店･扱者または引受保険会社までご
連絡ください｡ご連絡がない場合､保険金を削減してお
支払いすることがありますので､十分ご注意ください｡

【通知事項】
①職業･職務を変更した場合
②被保険者数が変更となる場合
また､上記①において､下記の＜ご契約の引受範囲外＞に
該当した場合は､ご契約を解約していただくか､引受保険
会社からご契約を解除します｡

＜ご契約の引受範囲＞
下記以外の職業

＜ご契約の引受範囲外＞
オートテスター(テストライダー)､オートバイ競争選手､自
動車競争選手､自転車競争選手(競輪選手)､モーターボート
(水上オートバイを含みます｡)競争選手､猛獣取扱者(動物園
の飼育係を含みます｡)､プロボクサー､プロレスラー､ロー
ラーゲーム選手(レフリーを含みます｡)､力士

その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
■ご加入後､申込人の住所などを変更される場合は､ご契

約内容の変更等が必要となります｡ただちに代理店･扱
者または引受保険会社までご連絡ください｡

(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(＊)で､過去3年

以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領さ
れたことがある場合は､加入申込票の保険金請求歴欄
にその内容を必ず記入してください｡
(＊)｢｢同種の危険を補償する他の保険契約等｣とは､団

体総合生活補償保険､普通傷害保険等をいい､いず
れも積立保険を含みます｡また､他の保険会社等に
おける契約､共済契約等を含みます｡

■保険金受取人について　

保
険
金
受
取
人

傷害死亡
保険金

･傷害死亡保険金は､特に傷害死亡保険金
受取人を定めなかった場合には､被保険
者の法定相続人にお支払いします｡
(注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人

以外の方に定める場合､被保険者の同
意を確認するための署名などをいただ
きます｡なおこの場合､保険契約者と被
保険者が異なるご契約を被保険者の同
意のないままにご契約されていたとき
は､保険契約が無効となります｡また､
ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変
更する場合も､被保険者の同意を確認
するための署名などをいただきます｡

上記以外 ･普通保険約款･特約に定めております｡

■被保険者が保険契約者以外の方である場合に､次のい
ずれかに該当するときは､被保険者は保険契約者にこ
の保険契約(＊)の解約を求めることができます｡この場
合､保険契約者はこの保険契約(＊)を解約しなければな
りません｡
①この保険契約(＊)の被保険者となることについて､同

意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に､次の

いずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的と

してケガ等を発生させ､または発生させようとした
こと｡

・保険金の請求について詐欺を行い､または行おうと
したこと｡

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が､暴力
団関係者､その他の反社会的勢力に該当する場合

④他の保険契約等との重複により､保険金額等の合計
額が著しく過大となり､保険制度の目的に反する状
態がもたらされるおそれがあること｡

⑤②～④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない､
この保険契約(＊)の存続を困難とする重大な事由を発
生させた場合

⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等に
より､この保険契約(＊)の被保険者となることについ
て同意した事情に著しい変更があった場合

また､①の場合は､被保険者が引受保険会社に解約を求
めることができます｡その際は被保険者であることの
証明書類等の提出が必要となります｡
(＊)保険契約
　  その被保険者に係る部分に限ります｡

3．補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します｡保険料は､｢訪問
看護事業者総合補償制度｣記載の方法により払込みくだ
さい｡｢訪問看護事業者総合補償制度｣記載の方法により
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保険料を払込みいただけない場合には､保険期間が始
まった後であっても､保険金をお支払いしません｡

4．保険金をお支払いしない主な場合
　　(主な免責事由)等

(1)保険金をお支払いしない主な場合
｢訪問看護事業者総合補償制度｣をご参照ください｡なお､
保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款･特約の
｢保険金を支払わない場合｣の項目に記載されております
のでご確認ください｡

(2)重大事由による解除
次のことがある場合は､ご契約を解除し､保険金をお支払
いできないことがあります｡
①保険契約者､被保険者または保険金を受け取るべき方

が､引受保険会社に保険金を支払わせることを目的と
してケガ等を発生させ､または発生させようとしたこ
と｡

②被保険者または保険金を受け取るべき方が､保険金の
請求について詐欺を行い､または行おうとしたこと｡

③保険契約者､被保険者または保険金を受け取るべき方
が､暴力団関係者､その他の反社会的勢力に該当すると
認められたこと｡

④他の保険契約等との重複により､保険金額等の合計額
が著しく過大となり､保険制度の目的に反する状態が
もたらされるおそれがあること｡

⑤上記のほか､①～④と同程度に引受保険会社の信頼を
損ない､保険契約の存続を困難とする重大な事由を発
生させたこと｡

5．保険料の払込猶予期間等の取扱い

保険料は､｢訪問看護事業者総合補償制度｣記載の方法に
より払込みください｡｢訪問看護事業者総合補償制度｣記
載の方法により保険料を払込みいただけない場合には､
保険金をお支払いできないことがあります｡また､ご契約
を解除させていただくことがあります｡

6．失効について
ご加入後に､被保険者が死亡された場合には､この保険契
約は失効となります｡なお､傷害死亡保険金をお支払いす
る場合に該当しない事由の死亡による失効のときは､未
経過期間分の保険料を返還します｡

7．解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)
される場合は､ご加入の代
理店･扱者または引受保険
会社までお申出ください｡
・脱退(解約)日から満期日

までの期間に応じて､解約
返れい金を返還させてい
ただきます｡ただし､解約返れい金は原則として未経過
期間分よりも少なくなります｡

・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みい
ただくべき保険料について､追加のご請求をさせていた
だくことがあります｡

　

8．保険会社破綻時等の取扱い
　｢訪問看護事業者総合補償制度｣をご参照ください｡

9．個人情報の取扱いについて
　｢訪問看護事業者総合補償制度｣をご参照ください｡

この保険商品に関するお問合わせは

【代理店･扱者】有限会社訪問看護事業共済会
TEL：03－3351－8601

三井住友海上へのご相談･苦情･お問合わせは
｢三井住友海上お客さまデスク｣
0120－632－277(無料)

電話受付時間：平　    日　9：00～20：00
　　　　　　　土日･祝日　9：00～17：00

(年末･年始は休業させていただきます｡)
※2020年10月より平日の電話受付時間は

9：00～19：00になります｡
万一､事故が起こった場合は

遅滞なく代理店･扱者または下記にご連絡ください｡
24時間365日事故受付サービス
｢三井住友海上事故受付センター｣

0120－258－189(無料)事故はいち早く

指定紛争解決機関

引受保険会社は､保険業法に基づく金融庁長官の指定を
受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保
険協会と手続実施基本契約を締結しています｡引受保険
会社との間で問題を解決できない場合には､一般社団法
人 日本損害保険協会にご相談いただくか､解決の申し立
てを行うことができます｡
一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽADRセンター

ナビダイヤル(全国共通･通話料有料)〕
0570－022－808

受付時間：平日　9：15～17：00
受付時間[平日9：15～17：00(土日･祝日および年末
年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます｡
　IP電話からは03-4332-5241におかけください｡
・おかけ間違いにご注意ください｡
・詳細は､一般社団法人 日本損害保険協会のホームペー

ジをご覧ください｡
　(http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/)
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重要事項のご説明
この書面では約定履行費用保険(補償制度費用保険･顧客サービス費用保険等)に関する重要事項(｢契約概要｣｢注意喚起
情報｣等)についてご説明しています｡ご契約前に必ずお読みいただき､お申込みくださいますようお願いいたします｡
お申込みいただく際には､保険申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください｡
ご契約の内容は､保険の種類に応じた普通保険約款･特約によって定まります｡この書面は､ご契約に関するすべての内
容を記載しているものではありません｡詳細については､普通保険約款･特約でご確認ください｡
普通保険約款･特約は､ご契約後､保険証券とともにお届けします｡事前に必要な場合は､代理店･扱者または引受保険会
社までお申出ください｡
保険契約者と被保険者が異なる場合(被保険者が複数となる団体契約を含みます｡)には､この書面に記載の事項につき､
被保険者の方にも必ずご説明ください｡
＊この書面を､ご契約後にお届けする保険証券とあわせて保管くださいますようお願いいたします｡

保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項

(1)  商品の仕組みおよび引受条件等
①商品の仕組み

約定履行費用保険普通保険約款 ＋ 各種特約 ( 注 )

　(注)加入内容に応じて各種特約がセットされます｡
②補償内容

■被保険者
保険申込書の｢被保険者｣欄に記載された方が被保
険者(保険契約により補償を受けられる方をいいま
す｡以下同様とします｡)となります｡ただし､普通保
険約款･特約によりその他の被保険者が設定される
場合がありますので､詳細は普通保険約款･特約で
ご確認ください｡ 

■保険金をお支払いする主な場合

被保険者が､偶然な事由が生じたときに､第三者と
の間であらかじめ定めている災害見舞金規定､サー
ビス約款等に基づき､見舞金等を給付することに
よって被る損害(以下｢損害｣といいます｡)に対して､
保険金をお支払いします｡
保険金をお支払いする条件は適用される普通保険
約款･特約によって異なりますので､詳細は普通保
険約款･特約でご確認ください｡

■お支払いする保険金
お支払いする保険金は､適用される特約により異なり
ます｡詳細は普通保険約款･特約でご確認ください｡

■保険金をお支払いしない主な場合

契約内容により､保険金をお支払いしない場合を個
別に特約に規定します｡次のいずれかに該当する事
由によって生じた損害に対しては､それぞれの契約
内容に共通して保険金をお支払いしません｡
・保険契約者または被保険者の故意または重大な

過失
・被保険者でない者が保険金の全部または一部を

受け取るべき場合において、その者の故意また
は重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき
金額については除きます。

約定履行費用保険(補償制度費用保険･顧客サービス費用保険等)をご契約いただくお客さまへ

契約締結前におけるご確認事項

＊上記以外にも保険金をお支払いしない場合がありま
す。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の
定義については、普通保険約款・特約の「保険金を支
払わない場合」等の項目に記載されていますので、必
ずご確認ください。

③セットできる主な特約
詳細は代理店･扱者または引受保険会社までお問合わ
せください。

④支払限度額
支払限度額とは､保険金をお支払いする限度額をいい
ます｡免責金額(注)および縮小支払割合を設定する場合
は､損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引
いた額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた金額
を､保険証券記載の支払限度額を限度にお支払いしま
す｡
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額および
免責金額(注)につきましては､保険申込書の｢支払限度
額｣欄および｢免責金額｣欄にてご確認ください｡
(注)免責金額とは､保険金としてお支払いする1事故

ごとの損害の額から差し引く額で､お客さまの自
己負担となる金額をいいます｡

⑤保険期間･補償の開始時期
■保険期間

保険期間(保険責任の始まる日から終了する日まで
の期間をいいます｡)は原則として１年間です｡ただ
し､ご契約の保険契約の形態により､1年超の長期契
約や1年未満の短期契約となる場合があります｡詳
細は代理店･扱者または引受保険会社までお問合わ
せください｡お客さまが実際にご契約いただく保険
期間につきましては､保険申込書の｢保険期間｣欄に
てご確認ください｡

■補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる
特約にこれと異なる時刻が記載されている場合に
はその時刻)に補償を開始します｡保険料(分割払の
場合は第1回分割保険料)は､保険料の払込みが猶予
される場合(注)を除いて､ご契約と同時に払い込んで
ください｡
保険期間が始まった後でも､保険料の払込みを怠っ
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た場合､始期日から代理店･扱者または引受保険会社
が保険料を領収するまでの間に生じた偶然な事由に
よる損害に対しては保険金をお支払いしません｡
(注)保険料の払込みが猶予される場合の詳細について

は､｢(4)保険料の払込猶予期間等の取扱い｣をご参照く
ださい｡

(2)  保険料

保険料(注)は､支払限度額･保険金額､保険期間等によって
決定されます｡詳細は代理店･扱者または引受保険会社
までお問合わせください｡
お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきまし
ては､保険申込書の｢保険料｣欄にてご確認ください｡
(注)保険契約者が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込む

べき金銭をいいます｡
(3)  保険料の払込方法

保険料は､キャッシュレスで払い込むことができます
(現金により払い込むことも可能です｡)｡ただし､ご契約
内容によりご選択いただけない払込方法があります｡

○：選択できます｡ ×：選択できません｡ 

主な払込方法 一般
　 分割払(注1)

大口
　 分割払(注2) 一時払

口座振替 　 ○(注3) ○ 　 ○(注3)

請求書払 × × ○
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場合､選択できま

す｡原則として､保険料は一時払と比べて5％の割増が適用
されます｡

(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合､選択できま
す｡

(注3)保険商品によって異なります｡詳細は代理店･扱者または
引受保険会社までお問合わせください｡

【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも､始期日から代理店･扱者
または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に
生じた偶然な事由による損害に対しては､保険金をお
支払いしません｡

(4)保険料の払込猶予期間等の取扱い

保険料払込方法が口座振替､請求書払の場合は､保険料
払込期日までに保険料を払い込んでください｡保険料
払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場
合､偶然な事由による損害が発生しても保険金をお支払
いしません｡また､ご契約を解除する場合があります｡
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて､故意

および重大な過失がなかった場合は､保険料払込期日の翌々
月末日まで払込みを猶予します｡ただし､分割払のご契約の
場合には､保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払
い込んでいただくことがあります｡

【 初回保険料の払込前に偶然な事由による損害
が発生した場合の取扱い 】

原則として､代理店･扱者または引受保険会社へ初回保
険料を払い込んでください｡引受保険会社にて初回保
険料の払込みを確認後､保険金をお支払いします｡

(5)  満期返れい金･加入者配当金

この保険には､満期返れい金･契約者配当金はありませ
ん｡

(1)  告知義務(加入申込票の記載上の注意事項)

保険契約者または被保険者には､ご契約時に保険申込
書(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義
務(告知義務)があり､代理店･扱者には告知受領権があ
ります(代理店･扱者に対して告知いただいた事項は､
引受保険会社に告知いただいたものとなります｡)｡
保険申込書(注)に記載された内容のうち､※印がついて
いる項目は危険に関する重要な事項です｡この項目が､
事実と異なる場合､または事実を記載しなかった場合
は､ご契約を解除し､保険金をお支払いできないことが
ありますので､保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認
ください｡
(注)引受保険会社にこの保険契約の申込みをするため

に提出する書類をいい､申込みに必要な内容を記載
した付属書類がある場合は､これらの書類を含みま
す｡

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等につ
いて既にご加入されている場合､｢補償の重複｣が生じる
ことがありますので､必ずその内容(保険の種類､支払限
度額等)を告知してください｡
補償の範囲が重なるのは､この保険契約と異なる保険種
類にセットされた特約の補償内容が同一となっている場
合もあります｡ご不明の場合は､現在ご加入されている保
険契約の内容が確認できる書類とともに､代理店･扱者ま

たは引受保険会社までお問合わせください｡
(2)  クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)

この保険は､クーリングオフの対象ではありません｡
(3)  その他
①保険料領収証の発行

保険料を払い込んでいただきますと､引受保険会社所
定の保険料領収証を発行しますので､お確かめくださ
い｡(注)

(注)保険料の払込方法が口座振替等の場合には発行されませ
ん。

②保険料算出のための確認資料
ご契約の際に、保険料を算出するために必要な資料
を引受保険会社にご提出いただきます。詳細は代理
店･扱者または引受保険会社までお問合わせくださ
い。

契約締結時におけるご注意事項
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(1) 契約締結後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)

ご契約後､次のいずれかに該当する事実が発生した場合
にはあらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険
者の責任によらない場合は遅滞なく)代理店･扱者または
引受保険会社にご通知ください｡
ご通知がない場合､ご契約を解除し､保険金をお支払いで
きないことがありますので､十分ご注意ください｡
○保険申込書の※印がついている項目に記載された内

容に変更が生じる場合
○ご契約時にご提出いただいた告知書､申告書等の記

載内容に変更が生じる場合

また､ご契約後､次に該当する事実が発生する場合には､
ご契約内容の変更等が必要となりますので､遅滞なく代
理店･扱者または引受保険会社にご通知ください｡
○保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
○上記のほか､特約の追加･削除等､契約条件を変更す

る場合

(2)  解約と解約返れい金

ご契約を解約される場合は､代理店･扱者または引受保
険会社に速やかにお申出ください｡
■解約の条件によっ

て､解約日から満
期日までの期間に
応じて､解約返れ
い金を返還させて
いただきます｡た
だし､解約返れい金は原則として未経過期間(上図を

ご参照ください｡)分よりも少なくなります｡
たとえば､保険期間1年･一時払のご契約を始期日か
ら6か月後に解約した場合､解約返れい金は払い込ん
でいただいた保険料の半分よりも少なくなります｡詳
細は普通保険約款･特約をご確認ください｡

■ご解約に伴い､保険料の払込状況等の条件によって
は､解約日または満期日等までの期間に払い込んでい
ただくべき保険料について追加のご請求をさせてい
ただくことがあります｡
追加のご請求をさせていただいた場合には､その保険
料を払い込んでいただく必要があります｡

■保険契約を解約される場合､お払込みいただいた保険
料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されて
いない場合は5,000円)未満のときは､その差額を払
い込んでいただく必要があります｡

(3)  失効について

この保険契約が失効した場合､未経過期間分の保険料を
返還します｡詳細は代理店･扱者または引受保険会社ま
でお問合わせください｡
(4)  保険証券の確認･保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は､内容をご
確認のうえ､大切に保管してください｡
また､ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届
かない場合は､引受保険会社までお問合わせください｡
(5)  保険契約に関する調査
保険契約に関して､必要な調査をさせていただくことが
あります｡この調査を正当な理由なく拒んだ場合は､ご
契約を解除することがあります｡

契約締結後におけるご注意事項

(1)  代理店･扱者の権限

代理店･扱者は､引受保険会社との委託契約に基づき､保
険契約の締結･保険料の領収･保険料領収証の交付･契約
の管理業務等の代理業務を行っています｡したがって代
理店･扱者にお申込みいただき有効に成立したご契約
は､引受保険会社と直接契約されたものとなります｡
(2)  共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
は､引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ､連
帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負いま
す｡幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務
の代理･代行を行います｡
(3)  保険会社破綻時等の取扱い

引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業
務または財産の状況の変化によって､ご契約時にお約束
した保険金､解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結
されたり､金額が削減されたりすることがあります｡引
受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護

その他ご留意いただきたいこと

の仕組みとして､｢損害保険契約者保護機構｣があり､引
受保険会社も加入しています｡
この保険は､保険契約者が個人､小規模法人(破綻時に常
時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいま
す｡)またはマンション管理組合である場合に限り､｢損
害保険契約者保護機構｣の補償対象となります(保険契
約者が個人､小規模法人､マンション管理組合(以下｢個
人等｣といいます｡)以外の者である保険契約であって
も､その被保険者である個人等がその保険料を実質的に
負担すべきこととされているもののうち､その被保険者
にかかわる部分については､上記補償の対象となりま
す｡)｡
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80％
まで補償されます｡ただし､破綻前に発生した事故およ
び破綻時から3か月までに発生した事故による保険金
は100％補償されます｡
(4)個人情報の取扱いについて

この保険契約に関する個人情報は､引受保険会社がこの
保険引受の審査および履行のために利用するほか､引受
保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの
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会社(海外にあるものを含む)が､この保険契約以外の商
品･サービスのご案内･ご提供や保険引受の審査および保
険契約の履行のために利用したり､提携先･委託先等の商
品･サービスのご案内のために利用することがあります｡
①引受保険会社およ

びグループ会社
の商品･サービス
等の例

損害保険･生命保険商品､投資信
託･ローン等の金融商品､リスク
マネジメントサービス

②提携先等の商品･
サービスのご案
内の例

自動車購入･車検の斡旋

上記の商品やサービスには変更や追加が生じることが
あります｡
ただし､保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情
報を含む)の利用目的は､法令等に従い､業務の適切な運
営の確保その他必要と認められる範囲に限定します｡
また､この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成
に必要な範囲内で､業務委託先(保険代理店を含む)､保
険仲立人､医療機関､保険金の請求･支払いに関する関係
先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供すること
があります｡
○契約等の情報交換について
　引受保険会社は､この保険契約に関する個人情報に

ついて､保険契約の締結ならびに保険金支払いの健
全な運営のため､一般社団法人 日本損害保険協会､
損害保険料率算出機構､損害保険会社等の間で､登録
または交換を実施することがあります｡

○再保険について
　引受保険会社は､この保険契約に関する個人情報を､

再保険契約の締結､再保険契約に基づく通知･報告､
再保険金の請求等のために､再保険引受会社等(海外
にあるものを含む)に提供することがあります｡

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細､商品･
サービス内容､グループ会社の名称､契約等情報交換制
度等については､三井住友海上ホームページ(https://
www.ms-ins.com)をご覧ください｡
(5)  ご契約条件について
著しく保険金請求の頻度が高いなど､加入者相互間の公
平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求が
あった場合には､保険期間終了後､継続加入できないこ
とや補償内容を変更させていただくことがあります｡あ
らかじめご了承ください｡
(6)  重大事由による解除
次のことがあった場合は､ご契約を解除し､保険金をお
支払いできないことがあります｡
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的とし

て損害を生じさせ､または生じさせようとしたこと｡
②保険金の請求について詐欺を行い､または行おうとし

たこと｡
③暴力団関係者､その他の反社会的勢力に該当すると認

められたこと｡
④上記のほか､①～③と同程度に引受保険会社の信頼を

損ない､保険契約の存続を困難とする重大な事由を生
じさせたこと｡

(7)  事故が発生した場合の手続
①事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等

事故が発生した場合は､損害の発生および拡大の防止

処置等を行ったうえで､代理店･扱者または引受保険会
社にご連絡ください｡

三井住友海上へのご連絡は 　　　　　　　  事故は　   いち早く
24時間365日事故受付サービス
｢三井住友海上事故受付センター｣ 0120-258-189(無料)へ

②保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方
の代理人を含みます｡)が保険金の請求を行う場合は､
次表の書類のうち､事故受付後に引受保険会社が求め
るものをご提出いただきます｡
詳細は代理店･扱者または引受保険会社にご相談くだ
さい｡
＊1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は､次表

の書類のほかそれぞれの特約で必要となる書類
をご提出いただきます｡

＊2 事故の内容､損害の額･程度等に応じて､次表の書
類以外の書類をご提出いただくようお願いする
場合がありますので､ご了承ください｡

保険金のご請求に必要な書類 書類の例
(1)引受保険会社所定の保

険金請求書
引受保険会社所定の保険
金請求書

(2)引受保険会社所定の損
害状況調書

引受保険会社所定の損害
状況調書

(3)給付対象者と被保険者
の関係を証明する書類

従業員や構成員の名簿
(写)､参加者や顧客の名簿
(写)

(4)給付対象事由を確認で
きる書類

災害見舞金規定(写)､サー
ビス約款(写)

(5)給付対象者に生じた事
由が約定における給付
対象事由であることを
証明する書類

給付対象事由に該当して
いることを証明する書類
◆(例：死亡診断書､死体
検案書､後遺障害診断書､
病院または診療所の入通
院証明書類､医師の診断
書等)

(6)損害の額を確認できる
書類

被保険者が給付した費用
を証明する書類(給付対象
者の領収書､振込証)

(7)その他必要に応じて引
受保険会社が求める書
類

①保険金請求権者を確認す
る書類

住民票､戸籍謄本､委任
状､印鑑証明書､法人代表
者資格証明書､代表者事
項証明書

②引受保険会社が事故また
は損害の調査を行うため
に必要な書類

引受保険会社所定の同意
書

③他から支払われる損害賠
償金･保険金･給付金等の
額を確認する書類

示談書､判決書､被害者か
らの領収書､保険会社か
らの支払通知書､労災支
給決定通知

④保険金の請求を第三者に
委任したことを確認する
書類

委任を証明する書類およ
び委任した方の印鑑証明
書または法人代表者資格
証明書

■引受保険会社は､保険金請求に必要な書類(注1)をご提
出いただいてからその日を含めて30日以内に､保険
金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終え
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保険に関する相談･苦情･
お問合わせは

｢三井住友海上お客さまデスク｣

0120-632-277( 無料 )

【受付時間】
平日 　　  9:00～20:00
土日･祝日  9:00～17:00
(年末･年始は休業させていただきます｡)
※2020年10月より平日の電話受付時間は

9:00～19:00になります｡

指定紛争解決機関
引受保険会社は､ 保険業法に基づく金融庁長官の指定を受
けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協
会と手続実施基本契約を締結しています｡ 引受保険会社と
の間で問題を解決できない場合には､ 一般社団法人 日本損
害保険協会にご相談いただくか､ 解決の申し立てを行うこ
とができます｡
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター

0570-022-808 [ナビダイヤル(有料)]
【受付時間】 平日9：15～17：00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページ
をご覧ください｡(http://www.sonpo.or.jp/)

注意喚起情報

て保険金をお支払いします｡(注3)

(注1)保険金請求に必要な書類は､前記の表をご覧く
ださい｡

(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無､保険金
をお支払いしない事由の有無､保険金の算出､保
険契約の効力の有無､その他引受保険会社がお
支払いすべき保険金の額の確定のために確認が
必要な事項をいいます｡

(注3)必要な事項の確認を行うために､警察など公の
機関の捜査結果の照会､損害保険鑑定人･医療機
関など専門機関の診断･鑑定等の結果の照会､災

害救助法が適用された被災地における調査､日
本国外における調査等が不可欠な場合には､普
通保険約款･特約に定める日数までに保険金を
お支払いします｡この場合､引受保険会社は確認
が必要な事項およびその確認を終える時期を被
保険者に通知します｡

■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご
注意ください｡保険金請求権の発生時期等の詳細は､
普通保険約款･特約でご確認ください｡
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重要事項のご説明
■この書面は､労働災害総合保険に関する重要事項(｢契約概要｣｢注意喚起情報｣等)についてご説明しています｡ご加

入前に必ず読んでいただき､お申込みくださいますようお願いします｡
■お申込みいただく際には､加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください｡
■この書面は､ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません｡詳細については､普通保険約款およ

びご加入の保険種類ごとの特約(以下､｢普通保険約款・特約｣といいます｡)に記載していますのでご確認ください｡
■普通保険約款・特約は､ご加入後､加入者証とともにお届けします｡事前に必要な場合は､代理店・扱者または引受

保険会社までお申出ください｡
■申込人と被保険者が異なる場合は､被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください｡
■この書面は､ご加入後も保管してください｡ご不明な点につきましては､代理店・扱者または引受保険会社までお問

合わせください｡
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等､特にご注意いただきたい事項

1.  商品の仕組み
①商品の仕組み
労働災害総合保険

普通保険約款 ＋ 自動セット
特約(注) ＋ 通勤災害

補償特約
(注)次の特約となります｡

・労働災害総合保険特約
・条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約

2．引受条件等
(1)補償内容

①被保険者
補償の内容によって､被保険者(保険契約により補
償を受けられる方をいいます｡)が異なります｡詳細
は普通保険約款・特約でご確認ください｡ 

②保険金をお支払いする主な場合
●法定外補償条項
・被保険者の被用者(被保険者の従業員等で加入者

証に記載された方をいいます｡以下同様としま
す｡)が業務上または通勤途上の災害(注)によって
身体の障害(後遺障害､死亡を含みます｡以下同様
とします｡)を被り､政府労災保険等の保険給付が
なされた場合に､被保険者が被用者またはその遺
族に支払う金額としてこの保険契約の普通保険
約款・特約で定める金額を保険金としてお支払
いします｡

・労働災害には｢業務災害｣と｢通勤災害｣があり､政
府労災保険ではともに保険給付の対象となって
います｡法定外補償条項の基本契約では､このう
ち｢業務災害｣のみを対象としていますが､特約を
セットいただくことにより｢通勤災害｣も対象と
することができます｡なお､法定外補償条項の｢業
務災害｣｢通勤災害｣の認定､および後遺障害等級､
休業日数等の認定については政府労災保険等の
決定に従います｡(所轄の労働基準監督署長の認
定によります｡)

・政府労災保険等とは異なり､保険金は被保険者に
お支払いします｡ただし､最終的には被保険者か
ら補償金として全額被災した被用者にお渡しい
ただきます｡被災した被用者からは受領証の取付
けが必要となり､被保険者が保険金の全部または
一部を被災した被用者に対して支払わなかった

労働災害総合保険をご契約いただくお客さまへ

ご加入前におけるご確認事項

場合には､その部分については引受保険会社にご
返還いただくことになります｡
(注)通勤途上の災害については､｢通勤災害補償特

約｣をセットした場合のみ保険金をお支払い
します｡

＊保険金をお支払いする条件は適用される特約に
よって異なりますので､詳細は普通保険約款・特
約でご確認ください｡

③保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかに該当する身体の障害等については
保険金をお支払いしません｡
●法定外補償条項および使用者賠償責任条項に共

通の事項
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津
波による被用者の身体の障害　　　　　　  　等

●法定外補償条項
①酒気を帯びた状態で自動車等を運転したことに

よって被用者本人が被った身体の障害
②被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本

人が被った身体の障害等
＊上記以外にも保険金をお支払いしない場合があ

ります｡保険金をお支払いしない場合の詳細およ
び用語の定義については､普通保険約款・特約の
｢保険金を支払わない場合｣等の項目に記載され
ていますので､必ずご確認ください｡

④お支払いの対象となる保険金の種類

お支払いする保険金として普通保険約款に定めてい
るものは次のとおりです｡ただし､適用される特約に
よりその他の保険金が支払われる場合がありますの
で､詳細は普通保険約款・特約でご確認ください｡
●法定外補償条項

休業に対する法定外補償保険金
被用者が身体の障害により休業し､賃金の支払いを
受けられない場合にお支払いする保険金です｡休業
し､賃金の支払いを受けられない日の第4日目以降
が対象で1,092日分を限度とします｡



62

Ⅱ

契 約 概 要

契 約 概 要

注意喚起情報

注意喚起情報

契 約 概 要

契 約 概 要

注意喚起情報

注意喚起情報

注意喚起情報

注意喚起情報

注意喚起情報

契 約 概 要

(2)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間

パンフレット(｢訪問看護事業者総合補償制度｣｡以
下｢パンフレット｣といいます｡)をご参照ください｡
お客さまが実際にご加入いただく保険期間につき
ましては､加入申込票の｢保険期間｣欄にてご確認く
ださい｡

②補償の開始時期
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる
特約にこれと異なる時刻が記載されている場合に
はその時刻)に補償を開始します｡保険料(分割払の
場合は､第1回分割保険料)は､保険料の払込みが猶
予される場合(注)を除いて､ご加入と同時に払い込ん
でください｡保険期間が始まった後でも､保険料の
払込みを怠った場合､始期日から代理店・扱者また
は引受保険会社が保険料を領収するまでの間に生
じた身体の障害による損害に対しては保険金をお
支払いしません｡
(注)保険料の払込みが猶予される場合の詳細につい

ては､｢3.(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い｣
をご参照ください｡

③補償の終了
満期日の午後4時に終了します｡

(4)支払限度額等
支払限度額とは､保険金をお支払いする限度額をい
います｡お客さまが実際にご加入いただく支払限度
額､免責金額につきましては､加入申込票の｢支払限
度額｣欄および｢免責金額｣欄にてご確認ください｡
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問
合わせください｡
●法定外補償条項

法定外補償規定等を定めている場合は､法定外
補償規定等の補償金額の全部または一部をカ
バーするよう支払限度額を設定します｡
(a)単位定額方式(法定外補償金額を｢被用者1名

につき○○円｣と金額で定める場合)
　被用者1名につき､支払限度額を設定します｡

(b)単位定率方式(法定外補償金額を｢被用者1名
につき1日あたり平均賃金の○○日分｣と日数
で定める場合)
被用者1名につき､1日あたりの平均賃金(注)の
倍数で設定します｡休業補償については1日あ
たりの平均賃金に対する割合(○○％)で設定し
ます｡
(注)平均賃金とは､政府労災保険等の給付基礎日

額をいい､保険金支払いの対象となる負傷や
疾病の原因となった労働災害の発生日の直前
3か月間にその被用者に支払われた賃金総額
(3か月を超える期間ごとに支払われる賞与等
を除きます｡)の平均日額をいいます｡

(c)上記(a)､(b)の組合せにより設定する方法

3．保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み

保険料(注)は､支払限度額､事業の種類､保険料算出の
基礎数値等によって決定されます｡また､継続契約に
おいては､過去の保険金のお支払実績等に基づく割
増引が適用されます｡詳細は､代理店・扱者または引
受保険会社までお問合わせください｡
お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきまし
ては､加入申込票の｢保険料｣欄にてご確認ください｡
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払

い込むべき金銭をいいます｡
(2)保険料の払込方法

パンフレット本文をご参照ください｡
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い　

保険料は､パンフレットに記載の方法により払い込
んでください｡パンフレットに記載の方法による保
険料の払込みがない場合､身体の障害による損害が
発生しても保険金をお支払いしません｡また､ご契約
を解除する場合があります｡

4．満期返れい金・契約者配当金
この保険には､満期返れい金・契約者配当金はあり
ません｡

ご加入時におけるご注意事項

1．告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)

(1)申込人または被保険者には､告知義務があり､代理
店・扱者には告知受領権があります｡告知義務とは､
ご加入時に告知事項について､事実を正確に知らせる
義務のことです｡

(2)告知事項とは､危険に関する重要な事項として引受
保険会社が告知を求めるもので､加入申込票(注)に記
載された内容のうち､｢※｣印がついている項目のこと
です｡この項目について故意または重大な過失によっ
て､告知がなかった場合や告知した事項が事実と異な
る場合には､ご契約を解除し､保険金をお支払いでき
ないことがあります｡加入申込票(注)の記載内容を必ず
ご確認ください｡
(注)引受保険会社にこの保険契約の申込みをするた

めに提出する書類をいい､申込みに必要な内容を
記載した付属書類がある場合は､これらの書類を
含みます｡

(3)この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等
について既にご加入されている場合､｢補償の重複｣が

生じることがありますので､必ずその内容(保険の種
類､支払限度額等)を告知してください｡
補償の範囲が重なるのは､この保険契約と異なる保険
種類にセットされた特約の補償内容が同一となって
いるような場合もあります｡ご不明の場合は､現在ご
加入されている保険契約の内容が確認できる書類と
ともに､代理店・扱者または引受保険会社までお問合
わせください｡

2．クーリングオフ(ご加入のお申込みの撤回等)　

この保険は､ご加入のお申込み後に､お申込みの撤回ま
たは契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできま
せん｡

3．その他
保険料算出(確定)のための確認資料(｢保険料確定特約｣
をセットした契約)

｢保険料確定特約｣をセットすることにより､保険料
が次のいずれかによって定められている場合は､ご
加入の際に保険料を算出(確定)するために必要な賃
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金総額､平均被用者数または請負金額についての資
料を引受保険会社にご提出いただきます｡
○ご加入時点で把握可能な最近の｢労働保険年度(1

年間)｣もしくは｢会計年度(1年間)｣における賃金
総額､平均被用者数または請負金額

○保険契約の対象となる工事の賃金総額､平均被用
者数または請負金額(有期個別契約の場合に限り
ます｡)

詳細は､代理店・扱者または引受保険会社までお問
合わせください｡

ご加入後におけるご注意事項

その他ご留意いただきたいこと

1．通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)

(1)ご加入後､次の事実が発生した場合は､あらかじめ(事
実の発生が申込人または被保険者の責任によらない
場合は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または引受保
険会社までご連絡ください｡ご連絡がない場合､ご契
約を解除し､保険金をお支払いできないことがありま
すので､十分ご注意ください｡
【通知事項】
①加入申込票の｢※｣印がついている項目に記載され

た内容に変更が生じる場合
②ご加入時にご提出いただいた告知書・加入申込票

等の記載内容に変更が生じる場合
(2)次の事実が発生する場合は､ご加入内容の変更等が

必要となります｡ただちに代理店・扱者または引受保
険会社までご連絡ください｡
①加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
②上記のほか､特約の追加・削除等､契約条件を変更

する場合

2．解約と解約返れい金
(1)この保険契約を脱退(解約)する場合は､ご契約の代理

店・扱者または引受保険会社までお申出ください｡
(2)脱退(解約)に際しては､ご加入時の条件により､保険

料が賃金によって定められる場合は既経過期間中に
支払った賃金総額に基づき算出した保険料､被用者数
によって定められる場合は既経過期間中の平均被用
者数に基づき脱退(解約)の条件によって､脱退(解約)

1．災害が起こった場合
(1)災害が起こった場合の引受保険会社へのご連絡等

災害が起こった場合､次の処置を行ったうえで､遅滞
なくご契約の代理店・扱者または引受保険会社にご
連絡ください｡
災害の拡大の防止および軽減

ご連絡がない場合､それによって引受保険会社が被っ

日から満期日までの期間に応じて､解約返れい金を返
還させていただきます｡詳細は普通保険約款・特約で
ご確認ください｡

(3)始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込み
いただくべき保険料の払込状況により､追加の保険料
をご請求する場合があります｡

3．加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は､内容をご
確認のうえ､大切に保管してください｡

4．失効について
この保険契約が失効した場合､未経過期間分の保険料を
返還します｡詳細は代理店・扱者または引受保険会社ま
でお問合わせください｡

5．保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料
保険料が見込の賃金総額､平均被用者数等によって定め
られている場合は､これらの数値が確定した後､保険料
の精算を行う必要があります(注)｡保険料の精算の際に､
保険料を算出(確定)するために必要な資料を引受保険会
社にご提出いただきます｡実績数値に基づき算出された
確定保険料と暫定保険料に過不足があるときは､その差
額を精算させていただきます｡
(注)この保険契約から脱退(解約)される場合にも､保険

料の精算を行う必要があります｡
6．調査について
保険契約に関して､必要な調査をさせていただくことが
あります｡この調査を正当な理由なく拒んだ場合は､ご
契約を解除することがあります｡

た損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることが
あります｡

(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には､下表の
うち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要
があります｡なお､必要に応じて下表以外の書類のご提
出をお願いする場合がありますので､ご了承ください｡

保険金のご請求に必要な書類 書類の例
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書
(2)災害の発生状況を確認できる書類 労働者死傷病報告(写)
(3)労災保険法等の支給請求書(写) 遺族補償年金(一時金)支給請求書､障害補償給付支給請求書､休業

補償給付支給請求書
(4)労災保険法等の支給決定通知書(写) 労災保険法等の支給決定通知書(写)・年金証書(写)
(5)被用者の死亡に伴う保険金請求の場合には､死亡診断書または

死体検案書
死亡診断書､死体検案書､遺族補償年金(一時金)支給請求書

(6)被用者の後遺障害に伴う保険金請求の場合には､障害の程度を
証明する医師の診断書

引受保険会社所定の後遺障害診断書､レントゲンフィルム等検査
資料その他の後遺障害による損害の額を示す書類､障害補償給付
支給請求書

(7)被用者の休業に伴う保険金請求の場合には､被保険者の休業証
明書(賃金不払を証明するもの)

被保険者の休業証明書､休業補償給付支給請求書

(8)被保険者が法定外補償規定を定めている場合は､その法定外補
償規定(写)

法定外補償規定(写)
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(3)保険金のお支払時期
引受保険会社は､保険金請求に必要な書類(注1)をご提
出いただいてからその日を含めて30日以内に､保険
金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終え
て保険金をお支払いします｡(注3)

(注1)保険金請求に必要な書類は､(2)をご覧ください｡
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無､保険金を

お支払いしない事由の有無､保険金の算出､保険
契約の効力の有無､その他引受保険会社がお支払
いすべき保険金の額の確定のために確認が必要
な事項をいいます｡

(注3)必要な事項の確認を行うために､警察など公の機
関の捜査結果の照会､医療機関･損害保険鑑定人
など専門機関の診断･鑑定等の結果の照会､災害
救助法が適用された被災地における調査､日本国
外における調査等が不可欠な場合には､普通保険
約款･特約に定める日数までに保険金をお支払い
します｡この場合､引受保険会社は確認が必要な
事項およびその確認を終える時期を被保険者に
通知します｡

(4)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご
注意ください｡保険金請求権の発生時期等の詳細は､
普通保険約款・特約でご確認ください｡

(5)先取特権
損害賠償請求権者は､損害賠償金にかかわる被保険者
の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他
の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有しま
す｡また､原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・
質権設定・差押えはできません｡

(6)示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきなが
らおすすめください｡(使用者賠償責任条項をセット
した場合｡)
この保険では､保険会社が被保険者に代わって損害賠
償請求権者との示談交渉を行う｢示談交渉のサービ

ス｣を行いませんが､万一､被保険者が損害賠償責任を
負う災害が発生した場合には､賠償問題が円満に解決
するようご相談に応じさせていただきます｡なお､あ
らかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責
任を認めたり､損害賠償金等を支払われた場合には､
損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から
差し引かれることがありますのでご注意ください｡

2．個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報は､引受保険会社がこの
保険引受の審査および履行のために利用するほか､引受
保険会社および引受保険会社のグループ会社(海外にあ
るものを含む)が､この保険契約以外の商品・サービス
のご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の
履行のために利用したり､提携先・委託先等の商品・
サービスのご案内のために利用することがあります｡
① 引 受 保 険 会 社 お よ

び引受保険会社のグ
ル ー プ 会 社 の 商 品 ･
サービス等の例

損害保険･生命保険商品､投
資信託･ローン等の金融商
品､リスクマネジメントサー
ビス

②提携先等の商品･サー
ビスのご案内の例

自動車購入･車検の斡旋

上記の商品やサービスには変更や追加が生じることが
あります｡
ただし､保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情
報を含む)の利用目的は､法令等に従い､業務の適切な運
営の確保その他必要と認められる範囲に限定します｡
また､この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成
に必要な範囲内で､業務委託先(保険代理店を含む)､保
険仲立人､医療機関､保険金の請求・支払いに関する関
係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供するこ
とがあります｡
○契約等の情報交換について

引受保険会社は､この保険契約に関する個人情報に
ついて､保険契約の締結ならびに保険金支払いの健
全な運営のため､一般社団法人 日本損害保険協会､損

保険金のご請求に必要な書類 書類の例
(9)法定外補償条項の保険金請求の場合には､被保険者が支払った

または支払責任を負担した災害補償金の額を証明する書類
労働災害補償金受領書､補償金の振込伝票(控)､示談書(写)

(10)使用者賠償責任条項の保険金請求の場合には､損害賠償金額
および費用を証明する書類

損害賠償金額および費用を証明する書類

(11)使用者賠償責任条項の保険金請求の場合には､被保険者が被
用者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示
談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の
承諾があったことを示す書類

被保険者が被用者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
を示す示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権
者の承諾があったことを示す書類

(12)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
①保険金請求権者を確認する書類 住民票､戸籍謄本､委任状､印鑑証明書､法人代表者資格証明書､代

表者事項証明書
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書

類
引受保険会社所定の同意書

③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認
する書類

示談書､判決書､被害者からの領収書､保険会社からの支払通知
書､労災支給決定通知

④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証明する書類および委任した方の印鑑証明書または法人
代表者資格証明書

⑤平均賃金(給付基礎日額)の算定内容を確認する書類 平均賃金算定内訳
⑥交通事故の場合は､事故発生状況の確認のために労働基準監督

署に提出された交通事故証明書(写)
交通事故証明書(写)

⑦被用者が車両運転・操縦中の事故の場合は､運転免許・法令資
格が確認できる書類

運転免許証(写)､労働安全衛生法による技能講習修了証明書(写)

⑧通勤災害補償特約をセットした場合で､通勤災害における交通
事故等､第三者の加害行為による災害の場合は､労働基準監督
署に提出された第三者加害行為届(写)

第三者加害行為届(写)

⑨下請負人補償特約をセットした場合は､被保険者から下請負人
への発注・受注を確認する書類

発注・受注の請負契約書等

⑩災害付帯費用補償特約をセットした場合は､被保険者が負担し
た香典､葬儀､花輪代等の諸費用の額を確認する書類

香典､葬儀､花輪代等の費用明細等
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害保険料率算出機構､損害保険会社等の間で､登録ま
たは交換を実施することがあります｡

○再保険について
引受保険会社は､この保険契約に関する個人情報を､
再保険契約の締結､再保険契約に基づく通知・報告､
再保険金の請求等のために､再保険引受会社等(海外
にあるものを含む)に提供することがあります｡

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細､商
品・サービス内容､引受保険会社のグループ会社の名
称､契約等情報交換制度等については､三井住友海上
ホームページ(https://www.ms-ins.com)または引受
保険会社のホームページをご覧ください｡

3．契約取扱者の権限
契約取扱者が代理店または社員の場合は､引受保険会
社の保険契約の締結権を有し､保険契約の締結・保険
料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの
業務を行っています｡したがって､代理店または社員と
契約され有効に成立したご契約につきましては､引受
保険会社と直接契約されたものとなります｡

4．重大事由による解除
次のことがある場合は､ご契約を解除し､保険金をお支
払いできないことがあります｡
①申込人または被保険者が､引受保険会社に保険金を

支払わせることを目的として身体の障害を生じさ
せ､または生じさせようとしたこと｡

②被保険者が､保険金の請求について詐欺を行い､また
は行おうとしたこと｡

③申込人または被保険者が､暴力団関係者､その他の反
社会的勢力に該当すると認められたこと｡

④上記のほか､①～③と同程度に引受保険会社の信頼
を損ない､保険契約の存続を困難とする重大な事由
を生じさせたこと｡

5．継続契約について
(1)著しく保険金請求の頻度が高いなど､加入者相互間の

公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請
求があった場合には､保険期間終了後､継続加入でき
ないことや補償内容を変更させていただくことがあ
ります｡あらかじめご了承ください｡

(2)引受保険会社が､普通保険約款､特約､保険料率等を改
定した場合､改定日以降を始期日とする継続契約には､
その始期日における普通保険約款､特約､保険料率等が
適用されます｡そのため､継続契約の補償内容や保険料
が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できな
いことがあります｡あらかじめご了承ください｡

6．共同保険
引受保険会社および他の損害保険会社との共同保険契
約となる場合は､それぞれの引受保険会社は引受割合に
応じて､連帯することなく単独別個に保険契約上の責任
を負います｡

7．保険会社破綻時等の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保
護する目的で､｢損害保険契約者保護機構｣があり､引受
保険会社も加入しています｡
この保険は､保険契約者が個人､小規模法人(破綻時に常
時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいま
す｡)またはマンション管理組合(以下､｢個人等｣といい
ます｡)である場合に限り｢損害保険契約者保護機構｣の
補償対象であり､損害保険会社が破綻した場合でも､保
険金､解約返れい金等は80％まで補償されます｡
ただし､破綻前に発生した事故および破綻時から3か月
までに発生した事故による保険金は100％補償されま
す｡
また､保険契約者が個人等以外の保険契約であっても､
被保険者が個人等であり､かつ保険料を負担している場
合は､その被保険者に係る部分については､上記補償の
対象となります｡

お問合わせ窓口

この保険商品に関するお問合わせは
代理店･扱者　　有限会社　訪問看護事業共済会　

TEL：03-3351-8601

三井住友海上へのご相談･苦情がある場合
下記にご連絡ください｡

｢三井住友海上お客さまデスク｣

0120-632-277( 無料 )

【受付時間】
平日 9:00～20:00
土日･祝日 9:00～17:00
(年末･年始は休業させていただきます｡)
※2020年10月より平日の電話受付時間は

9:00～19:00になります｡

災害が起こった場合
遅滞なくご契約の代理店･扱者または下記にご連絡くだ
さい｡

｢24時間365日事故受付サービス　
三井住友海上事故受付センター｣

　　　　　　　　　 事故は  いち早く

0120-258-189( 無料 )

指定紛争解決機関

引受保険会社との間で問題を解決できない場合
引受保険会社は､ 保険業法に基づく金融庁長官の指定を受
けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協
会と手続実施基本契約を締結しています｡ 引受保険会社と
の間で問題を解決できない場合には､ 一般社団法人 日本損
害保険協会にご相談いただくか､ 解決の申し立てを行うこ
とができます｡
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター

0570-022-808
[ナビダイヤル(全国共通･通話料有料)]

・受付時間[平日9：15～17：00(土日･祝日および年末
年始を除きます)]

・携帯電話からも利用できます｡
　IP電話からは03-4332-5241におかけください｡
・おかけ間違いにご注意ください｡
・詳細は､一般社団法人 日本損害保険協会のホームページ

をご覧ください｡
　(http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/)
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