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業務中・通勤途上のケガを
職員の人数に関係なく補償します。

２０１7年度版

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）業務災害補償特約、事業主相談費用等補償特約、
使用者賠償責任補償特約、使用者賠償責任拡張補償特約 等セット

福利厚生の充実による優秀な人材確保と、職員の皆さまに安心して働いていただくために

●このプランのお見積り、お申込みは、裏面記載の取扱代理店までお問い合せください。
●このプランは、特定非営利活動法人 全国認定こども園協会が保険契約者となる団体契約のため毎年4月1日が更新日となります。
　更新日以外に加入される場合のご加入手続き、保険期間開始日については取扱代理店にお問い合せください。
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職員がうつ病になった。
仕事の失敗が続いて、次第に情緒不安定になり、
うつ病と診断された。

労災事故で訴えられた。
職員の遺族から安全配慮が不十分だったと
訴えられた。 園長

特　長特　長特　長

年間総収入に基づく合理的な保険料で、対象者をもれなく補償します。

職員が業務中にケガをした。

業務中のケガで後遺症が残った。

保険期間中に被った次のケガなどが、補償の対象となります。
●業務に従事中または通勤途上の事故によるケガ
　（骨折、やけどなど）

●業務遂行に伴い発生した症状
日射病、熱射病など保険の約款に記載の症状に該当する場合に、お支
払いします。

●労災保険の給付が決定した業務を原因とする病気
　（くも膜下出血、心筋梗塞、うつ病など）
保険期間中に発病し、保険期間中に死亡または身体に障害が残った場
合の死亡補償保険金・後遺障害補償保険金のみが対象です。ただし、
アスベストが原因の病気、化学物質による胆管がん、風土病は対象とな
りません。

●労災保険の給付が決定した自殺行為によるケガなど

従業員など補償の対象となる方が保険期間中に業務
に伴いケガや病気を被ったことにより、被保険者が負う
責任の有無やその対応について弁護士に相談し、次の
費用を負担した場合に、保険金をお支払いします。
保険期間中に国内で弁護士に法的な相談を行った費
用、交渉等に要する費用、着手金、報酬金など

（1災害につき100万円限度）

業務災害補償特約業務災害補償特約

事業主相談費用等補償特約事業主相談費用等補償特約 使用者賠償責任補償特約使用者賠償責任補償特約

荷物を棚から降ろすとき、
バランスを崩して転倒し、
ケガをした。

職員が高所から落下し、
せき髄を損傷。
下半身不随になった。

従業員など補償の対象となる方が、保険期間中に業務
により被ったケガや病気について、被保険者が法律上の
損害賠償責任を負った場合に、次の損害を補償します。

損害賠償金、争訟・弁護士費用など
（1災害につきご契約の保険金額限度）

初期対応

見舞金の支給

後遺障害補償など

法的な相談・交渉の代理

弁護士への相談費用

STEP
1 補　償STEP

2 賠　償STEP
3

訴訟対策

損害賠償金など

3ページを
ご覧ください。

事業主相談費用等
補償特約

業務災害補償特約 使用者賠償責任
補償特約

職員の「心」のケア

ハロー健康相談24
メンタルケア

カウンセリングサービス

園長のサポート

労務相談ホットライン

リスクに備える3ステップ
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ご契約者サービスご契約者サービスご契約者サービス

労務相談ホットライン労務相談ホットライン

ハロー健康相談24　（24時間電話健康相談サービス）ハロー健康相談24　（24時間電話健康相談サービス）

メンタルケアカウンセリングサービスメンタルケアカウンセリングサービス

飲んでいる薬の副作用に
ついて知りたい。

夜中に受診できる
病院を知りたい。

● これらのサービスは、AIU損害保険株式会社がティーペック株式会社に委託してご提供します。なお、今後予告なく変更または中止する場合があります。
● 国外で発生した症状や受けた診療等に関する相談および国外からの相談等はお受けできません。
● ご相談者の状況または相談の内容により、相談を制限または停止させて頂く場合があります。
● サービスのご利用にあたっては諸条件がありますので、ご利用の際にお電話でご確認ください。
● サービスの提供にあたり取得した情報はご契約者に開示することはできません。

職員のケガで
労災申請をしたい。 メンタル不調の職員には

どう対応したら良い？

心理および労務の専門家が、休職者・
復職者への対応に関するアドバイス
や就業規則上の問題解決の為のアド
バイスを行います。
※園長または人事労務ご担当者の方がご利用
いただけます。

・電話によるカウンセリング
　心理カウンセラーによるカウンセ
リングを提供します。

・面談によるカウンセリング
　全国各地のカウンセリングルーム
で、面談によるカウンセリングをお
一人様年間 3回まで提供します。
※補償対象者の方がご利用いただけます。

24時間年中無休で、健康、医療、介護、育児、メ
ンタルヘルスなどのご相談に、相談スタッフ
（医師、保健師、看護師など）がお電話でアドバ
イスします。
※補償対象者の方およびそのご家族（配偶者
　ならびに被扶養者）の方がご利用いただけ
　ます。

人前にでるのが怖い。 ゆううつで気分が
すぐれない。

理由もないのに
突然不安で胸が
ドキドキする。

夜眠れない。
夜中や早朝に目が
覚めてしまう。
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補償内容補償内容補償内容

オプション補償オプション補償オプション補償

業務中、通勤途上の職員のケガなどについて、次の保険金をお支払いします。

ご希望に応じて下記の補償もセットすることができます。　
（補償内容の詳細や、お見積りは、取扱代理店までお問い合せください。）

事故例事故例事故例

死亡補償保険金 業務に従事中（通勤途上を含みます。）に身体障害を被り、それがもとで身体障害を被った日からそ
の日を含めて180日以内に死亡した場合にお支払いします。

業務に従事中（通勤途上を含みます。）に身体障害を被り、それがもとで身体障害を被った日からそ
の日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害等級に応じた額をお支払いします。

業務に従事中（通勤途上を含みます。）に身体障害を被り、それがもとで入院した場合に、入院１日に
つき日額としてお支払いします。身体障害を被った日からその日を含めて180日以内の入院が対象
となります。

後遺障害補償保険金 

入院補償保険金 

業務に従事中（通勤途上を含みます。）に身体障害を被り、身体障害を被った日からその日を含めて
180日以内にその治療のため所定の手術を受けた場合、手術時の入院の有無に応じた額をお支払いし
ます。ただし、同一の原因にもとづく身体障害について１回の手術に限ります。

手術補償保険金 

業務に従事中（通勤途上を含みます。）に身体障害を被り、それがもとで通院した場合に、通院１日に
つき日額としてお支払いします。身体障害を被った日からその日を含めて180日以内の実際に通院
した日数のうち90日が限度となります。

通院補償保険金 

従業員などが業務の遂行または通勤で被ったケガや病気を受けて被保険者が負担する可能性のあ
る責任について、弁護士に相談した場合の費用を補償します。

事業主相談費用等
保険金 

使用者賠償責任
補償保険金 

従業員などが業務上の事由または通勤により被ったケガや病気について、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対し、賠償保険金および争訟時の弁護士費用などの費
用保険金をお支払いします。

（Aプランのみ）

（Aプランのみ）

（Aプランのみ）

（注）身体障害とはケガまたは業務に起因して生じた所定の症状をいいます。補償内容の詳細は補償概要をご覧ください。

■24時間のケガの補償（フルタイム補償特約、事業主・役員フルタイム補償特約）
日常生活中や休暇中など、業務外でケガをした場合も補償の対象とすることができます。

■病気の補償
ケガの補償に加えて、病気を発病した場合の補償をセットすることができます。
（１）病気による入院時の日額補償（疾病入院医療保険金）
（２）病気による入院時の医療費等の実費補償（疾病入院医療費用保険金）
（３）病気等により死亡した場合の補償（葬祭費用保険金）

■地震の補償（地震・噴火・津波危険補償特約）
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた身体障害を補償の対象とすることができます。

発生状況 事　故　内　容

業務中

園児に抱きつかれて転倒、後遺障害が残った。

園庭の築山から転落して後遺障害が残った。

冬場で凍結していた床面で転倒し、後遺障害が残った。

プール掃除中に受傷し、傷口が化膿した。

階段から落ちたこどもを助けようとして右膝を打撲した。

園内で階段から転落した。

調理中誤って左手親指を包丁で削ぎ落とした。

通勤中
自転車搭乗中にトラックに追突され、頭部外傷、後遺障害が残った。

自動車搭乗中に追突され、頸椎を捻挫した。
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51,420円

54,870円

58,330円

61,780円

65,090円

68,540円

32,970円

36,580円

40,350円

44,120円

47,730円

加入プラン例加入プラン例加入プラン例

※同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額が実際のご負担額または損害額を超えることはありません。

補償内容 Aプラン Bプラン

年間総収入 Aプラン Bプラン

業
務
災
害
補
償
特
約

死亡補償保険金

使用者賠償責任補償保険金※
（1 名／ 1 災害）

事業主相談費用等保険金※
（1 事故につき 1 回）

1 億円

1億 1,000 万円

1億 2,000 万円

1億 3,000 万円

1億 4,000 万円

1億 5,000 万円

5,000 万円

6,000 万円

7,000 万円

8,000 万円

9,000 万円

通院補償保険金
（1 事故につき 90 日限度）

手術補償保険金
（1 事故につき 1 回）

入院補償保険金
（1 事故につき 180 日限度）

後遺障害補償保険金
（1 級～14 級）

1,500万円

74,720円

79,700円

84,620円

89,510円

94,270円

99,290円

49,720円

54,630円

59,670円

64,700円

69,710円

障害等級に応じて
1,500万円～60万円

1日につき
5,000円

入院中/入院中以外
5万円/2.5万円

1日につき
3,000円

100万円 限度

1億円 限度

1,500万円
障害等級に応じて

1,500万円～60万円

補償はありません

補償はありません

補償はありません

100万円 限度

1億円 限度

業務災害総合保険 （業務災害補償特約、事業主相談費用等補償特約、使用者賠償責任補償特約等セット） 

年間保険料例（一時払） 年間総収入に基づく合理的な保険料で、対象者をもれなく補償します。

● 事業者数割引：5%適用（保険期間開始日時点における加入事業者数が5以上の場合に事業者数割引5%が適用されます。）
● 年間総収入が5,000万円未満または1億6,000万円以上の保険料は、取扱代理店までお問い合せください。
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補償概要補償概要補償概要 この補償概要は業務災害補償プラン（業務災害総合保険）の補償内容をご説明したものです。詳細は約款をご確認いただく
か、取扱代理店またはAIU損害保険株式会社までお問い合せください。
※印を付した用語（※1～3）については「用語のご説明」をご参照ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

次の事由によって生じた身体障害に
対しては、保険金をお支払いできま
せん。
①契約者・被保険者※2・これらの事

業場の責任者の故意または重大
な過失

②戦争・革命・内乱・暴動などおよびこ
れらに伴い生じた事故

③地震もしくは噴火またはこれらに
よる津波およびこれらに伴い生じ
た事故

④核燃料物質・核燃料物質に汚染さ
れた物の有害な特性または有害な
特性による事故およびこれらに伴
い生じた事故

⑤放射線照射または放射能汚染
次に該当する身体障害に対しては、
保険金をお支払いできません。
①風土病
②職業性疾病。ただし、死亡補償保

険金および後遺障害補償保険金
についてはこの事由を適用しませ
ん。

③補償対象者※1の故意または重大
な過失のみによって、その補償対
象者本人が被った身体障害

④補償対象者の自殺行為・犯罪行為・
闘争行為によって、その補償対象
者本人が被った身体障害。ただし、
労災保険法などによって給付が決
定された自殺行為の場合は、保険
金をお支払いします。

⑤自動車・バイク・原動機付自転車・ク
レーンなどを、補償対象者が無資
格（走行以外の操作資格を含みま
す。）運転・酒気帯び運転・麻薬など
を使用しての運転の間に生じた身
体障害

⑥補償対象者の脳疾患・病気・心神喪
失によって生じた身体障害。ただ
し、次の場合は、保険金をお支払
いします。

　●業務に起因して生じた症状に該
当する場合

　●死亡補償保険金および後遺障
害補償保険金について、労災保
険法などによって給付が決定さ
れた、業務上疾病に該当した場
合

⑦補償対象者の妊娠・出産・早産・流
産

⑧補償対象者に対する外科的手術
その他の医療処置

⑨むちうち症、腰痛などで医学的他
覚所見のないもの

… など

補償対象者※1が、お支払いの対象となる身体障害が原因で、身体障害を被った日から
その日を含めて180日以内に死亡した場合に、ご契約の死亡補償保険金額の全額をお
支払いします。ただし、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金について、同一の原因に
基づく身体障害に対しては重複してお支払いすることはせず、いずれか高い金額を限度
とします。

（注） 業務上疾病により死亡した場合は、労災保険法などによって給付が決定され、か
つ、保険期間中に死亡したときに限ります。

お支払いの対象となる身体障害が原因で、身体障害を被った日からその日を含めて
180日以内に補償対象者※1の身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応
じて、後遺障害等級（第1級～第14級）ごとに定めた後遺障害補償保険金額をお支払い
します。ただし、保険期間を通じて合算し、同一の補償対象者に対して後遺障害等級第1
級に対する後遺障害補償保険金額をお支払いの限度とします。また、死亡補償保険金と
後遺障害補償保険金について、同一の原因に基づく身体障害に対しては重複してお支払
いすることはせず、いずれか高い金額を限度とします。

（注1） 保険の約款記載の後遺障害等級のうち最も低い等級に達しない後遺障害に対し
ては、保険金をお支払いできません。

（注2） 業務上疾病により後遺障害が生じた場合は、労災保険法などによって給付が決定
され、かつ、保険期間中に後遺障害が生じたときに限ります。

（注3） 補償対象者が、身体障害を被った日からその日を含めて180日を超えてなお医
師による治療を要する状態にある場合、AIU損害保険株式会社は、身体障害を被
った日から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、
後遺障害補償保険金をお支払いします。

補償対象者※1が、お支払いの対象となる身体障害が原因で、医師による治療のため入
院した場合に、次の算式により算出した額をお支払いします。
●ご契約の入院補償保険金日額×入院日数
お支払いの対象となる入院日数は180日を限度とします。ただし、身体障害を被った日
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、入院補償保険金をお支払
いできません。

（注） 入院補償保険金をお支払いする期間中にさらに別の身体障害を被っても、入院補
償保険金は重複してはお支払いできません。

補償対象者※1が、お支払いの対象となる身体障害が原因で、身体障害を被った日から
その日を含めて180日以内に医師による治療のためお支払いの対象となる手術を受け
た場合に、次の算式により算出した額をお支払いします。ただし、同一の原因に基づく身
体障害について同一の補償対象者に対し、1回の手術に限ります。
①入院中に受けた手術：ご契約の入院補償保険金日額×10
②入院を伴わない手術：ご契約の入院補償保険金日額×5

（注） 同一の原因に基づく身体障害について、同一の補償対象者が①および②の手術を
受けた場合は、①の算式によりお支払いします。

【お支払いの対象となる手術】
●健康保険などの公的医療保険の給付対象として定められている手術。ただし、次のも

のはお支払いの対象になりません。
　創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨・関節の非観血的または徒手的な整復術・整

復固定術・授動術、抜歯手術
●先進医療に該当する手術

補償対象者※1が、お支払いの対象となる身体障害が原因で、医師による治療のため通
院（往診を含みます。）した場合に、次の算式により算出した額をお支払いします。補償対
象者が通院しない場合でも、骨折・脱臼・じん帯損傷などの身体障害を被った所定の部位

（長管骨・脊柱など、保険の約款に定める部位をいいます。）を固定するために、医師の指
示により、ギプス・ギプスシーネなどの固定具を常時装着したときは、その日数について
通院したものとみなします。
●ご契約の通院補償保険金日額×通院日数
お支払いの対象となる通院日数は90日を限度とします。ただし、身体障害を被った日からその
日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院補償保険金をお支払いできません。

（注1） 入院補償保険金をお支払いする期間中に通院しても、通院補償保険金はお支払
いできません。

（注2） 通院補償保険金をお支払いする期間中にさらに別の身体障害を被っても、通院
補償保険金は重複してはお支払いできません。

保険金種類

死亡補償
保険金

後遺障害補償
保険金

入院補償
保険金

手術補償
保険金

通院補償
保険金

保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

業務災害補償特約　
お支払いの対象となる身体障害
日本国内または国外において、補償対象者※1が保険期間中、かつ、業務に従事中（通常経路による通勤途上を含みます。）に身体障害を被った場合
に、保険金のお支払いの対象となります。なお、身体障害とは、次の①～④をいいます。
①ケガ
　（1）急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
　（2）有毒ガス・有毒物質による急性中毒
②業務に従事中に摂取した食品が原因の細菌性食中毒・ウイルス性食中毒
③業務に起因して生じた症状
　業務遂行に伴って発生する症状のうち、次の事由によるものをいいます。
　（1）熱および光線の作用（熱射病、日射病等）
　（2）気圧または水圧の作用（潜函病等）
　（3）低酸素環境への閉じ込め（酸素欠乏症等）
　（4）高圧、低圧および気圧の変化への曝露（潜水病等）
④ 労災保険法などによって給付が決定された上記①②③以外の業務上疾病（*）（死亡補償保険金および後遺障害補償保険金に限ります。）
　ただし、石綿による肺がん、中皮腫その他の健康障害、塵肺症（じんぱいしょう）および化学物質による胆管がんを除きます。
　*労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病をいいます。
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補償概要補償概要補償概要 この補償概要は業務災害補償プラン（業務災害総合保険）の補償内容をご説明したものです。詳細は約款をご確認いただく
か、取扱代理店またはAIU損害保険株式会社までお問い合せください。
※印を付した用語（※1～3）については「用語のご説明」をご参照ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

次の事由によって生じた身体障害に
対しては、保険金をお支払いできま
せん。
①契約者・被保険者※2・これらの事

業場の責任者の故意または重大
な過失

②戦争・革命・内乱・暴動などおよびこ
れらに伴い生じた事故

③地震もしくは噴火またはこれらに
よる津波およびこれらに伴い生じ
た事故

④核燃料物質・核燃料物質に汚染さ
れた物の有害な特性または有害な
特性による事故およびこれらに伴
い生じた事故

⑤放射線照射または放射能汚染
次に該当する身体障害に対しては、
保険金をお支払いできません。
①風土病
②職業性疾病。ただし、死亡補償保

険金および後遺障害補償保険金
についてはこの事由を適用しませ
ん。

③補償対象者※1の故意または重大
な過失のみによって、その補償対
象者本人が被った身体障害

④補償対象者の自殺行為・犯罪行為・
闘争行為によって、その補償対象
者本人が被った身体障害。ただし、
労災保険法などによって給付が決
定された自殺行為の場合は、保険
金をお支払いします。

⑤自動車・バイク・原動機付自転車・ク
レーンなどを、補償対象者が無資
格（走行以外の操作資格を含みま
す。）運転・酒気帯び運転・麻薬など
を使用しての運転の間に生じた身
体障害

⑥補償対象者の脳疾患・病気・心神喪
失によって生じた身体障害。ただ
し、次の場合は、保険金をお支払
いします。

　●業務に起因して生じた症状に該
当する場合

　●死亡補償保険金および後遺障
害補償保険金について、労災保
険法などによって給付が決定さ
れた、業務上疾病に該当した場
合

⑦補償対象者の妊娠・出産・早産・流
産

⑧補償対象者に対する外科的手術
その他の医療処置

⑨むちうち症、腰痛などで医学的他
覚所見のないもの

… など

補償対象者※1が、お支払いの対象となる身体障害が原因で、身体障害を被った日から
その日を含めて180日以内に死亡した場合に、ご契約の死亡補償保険金額の全額をお
支払いします。ただし、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金について、同一の原因に
基づく身体障害に対しては重複してお支払いすることはせず、いずれか高い金額を限度
とします。

（注） 業務上疾病により死亡した場合は、労災保険法などによって給付が決定され、か
つ、保険期間中に死亡したときに限ります。

お支払いの対象となる身体障害が原因で、身体障害を被った日からその日を含めて
180日以内に補償対象者※1の身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応
じて、後遺障害等級（第1級～第14級）ごとに定めた後遺障害補償保険金額をお支払い
します。ただし、保険期間を通じて合算し、同一の補償対象者に対して後遺障害等級第1
級に対する後遺障害補償保険金額をお支払いの限度とします。また、死亡補償保険金と
後遺障害補償保険金について、同一の原因に基づく身体障害に対しては重複してお支払
いすることはせず、いずれか高い金額を限度とします。

（注1） 保険の約款記載の後遺障害等級のうち最も低い等級に達しない後遺障害に対し
ては、保険金をお支払いできません。

（注2） 業務上疾病により後遺障害が生じた場合は、労災保険法などによって給付が決定
され、かつ、保険期間中に後遺障害が生じたときに限ります。

（注3） 補償対象者が、身体障害を被った日からその日を含めて180日を超えてなお医
師による治療を要する状態にある場合、AIU損害保険株式会社は、身体障害を被
った日から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、
後遺障害補償保険金をお支払いします。

補償対象者※1が、お支払いの対象となる身体障害が原因で、医師による治療のため入
院した場合に、次の算式により算出した額をお支払いします。
●ご契約の入院補償保険金日額×入院日数
お支払いの対象となる入院日数は180日を限度とします。ただし、身体障害を被った日
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、入院補償保険金をお支払
いできません。

（注） 入院補償保険金をお支払いする期間中にさらに別の身体障害を被っても、入院補
償保険金は重複してはお支払いできません。

補償対象者※1が、お支払いの対象となる身体障害が原因で、身体障害を被った日から
その日を含めて180日以内に医師による治療のためお支払いの対象となる手術を受け
た場合に、次の算式により算出した額をお支払いします。ただし、同一の原因に基づく身
体障害について同一の補償対象者に対し、1回の手術に限ります。
①入院中に受けた手術：ご契約の入院補償保険金日額×10
②入院を伴わない手術：ご契約の入院補償保険金日額×5

（注） 同一の原因に基づく身体障害について、同一の補償対象者が①および②の手術を
受けた場合は、①の算式によりお支払いします。

【お支払いの対象となる手術】
●健康保険などの公的医療保険の給付対象として定められている手術。ただし、次のも

のはお支払いの対象になりません。
　創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨・関節の非観血的または徒手的な整復術・整

復固定術・授動術、抜歯手術
●先進医療に該当する手術

補償対象者※1が、お支払いの対象となる身体障害が原因で、医師による治療のため通
院（往診を含みます。）した場合に、次の算式により算出した額をお支払いします。補償対
象者が通院しない場合でも、骨折・脱臼・じん帯損傷などの身体障害を被った所定の部位

（長管骨・脊柱など、保険の約款に定める部位をいいます。）を固定するために、医師の指
示により、ギプス・ギプスシーネなどの固定具を常時装着したときは、その日数について
通院したものとみなします。
●ご契約の通院補償保険金日額×通院日数
お支払いの対象となる通院日数は90日を限度とします。ただし、身体障害を被った日からその
日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院補償保険金をお支払いできません。

（注1） 入院補償保険金をお支払いする期間中に通院しても、通院補償保険金はお支払
いできません。

（注2） 通院補償保険金をお支払いする期間中にさらに別の身体障害を被っても、通院
補償保険金は重複してはお支払いできません。

保険金種類

死亡補償
保険金

後遺障害補償
保険金

入院補償
保険金

手術補償
保険金

通院補償
保険金

保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

業務災害補償特約　
お支払いの対象となる身体障害
日本国内または国外において、補償対象者※1が保険期間中、かつ、業務に従事中（通常経路による通勤途上を含みます。）に身体障害を被った場合
に、保険金のお支払いの対象となります。なお、身体障害とは、次の①～④をいいます。
①ケガ
　（1）急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
　（2）有毒ガス・有毒物質による急性中毒
②業務に従事中に摂取した食品が原因の細菌性食中毒・ウイルス性食中毒
③業務に起因して生じた症状
　業務遂行に伴って発生する症状のうち、次の事由によるものをいいます。
　（1）熱および光線の作用（熱射病、日射病等）
　（2）気圧または水圧の作用（潜函病等）
　（3）低酸素環境への閉じ込め（酸素欠乏症等）
　（4）高圧、低圧および気圧の変化への曝露（潜水病等）
④ 労災保険法などによって給付が決定された上記①②③以外の業務上疾病（*）（死亡補償保険金および後遺障害補償保険金に限ります。）
　ただし、石綿による肺がん、中皮腫その他の健康障害、塵肺症（じんぱいしょう）および化学物質による胆管がんを除きます。
　*労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病をいいます。

7

事業主相談費用等補償特約

使用者賠償責任補償特約（使用者賠償責任拡張補償特約セット）

次の事由によって生じたケガまたは病気に
対しては、保険金をお支払いできません。
①契約者・被保険者※2・これらの事業場

責任者の故意
②戦争・革命・内乱・暴動などおよびこれら

に伴い生じた事由
③地震もしくは噴火またはこれらによる

津波およびこれらに伴い生じた事由
④核燃料物質・核燃料物質に汚染された

物の有害な特性または有害な特性によ
る事故およびこれらに伴い生じた事由

⑤放射線照射または放射能汚染
… など

日本国内または国外において、補償対象者※3が業務の遂行（通勤を含みます。）
により被ったとみられるケガまたは病気について、被保険者※2が日本国内で保
険期間中に弁護士への相談を行った場合に、あらかじめAIU損害保険株式会社の
同意を得て弁護士に対して支出した次の費用を、補償対象者の人数にかかわりな
く1回の災害につき100万円を限度にお支払いします。
●被保険者が負担する可能性のある責任について被保険者が行う法的な相談に

要する費用（相談費用、着手金、報酬金などを含み、顧問料を除きます。）
●相談に伴い生じた交渉などに要する費用（相談費用、着手金、報酬金などを含

み、顧問料を除きます。）
ただし、これらの費用のうち使用者賠償責任補償特約から支払われるべき費用に
ついては、保険金をお支払いできません。

（注） 1回の災害とは、発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の
ケガまたは病気をいいます。

保険金種類

事業主
相談費用等
保険金

保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

次の事由によって生じたケガまたは病気に対しては、保
険金をお支払いできません。
①契約者・被保険者※2・これらの事業場責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波およびこれ

らに伴い生じた事故
③戦争・革命・内乱・暴動などおよびこれらに伴い生じた

事故
④核燃料物質・核燃料物質によって汚染された物の有害

な特性または有害な特性による災害およびこれらに伴
い生じた事故

⑤放射線照射または放射能汚染およびこれらに伴い生
じた事故

⑥石綿（その代替物質を含みます。）または石綿を含む
製品の有害な特性

次に該当するケガまたは病気に対しては保険金をお支
払いできません。
①風土病
②労災保険法などにおける暫定任意適用事業に該当す

る事業で、労災保険法などの加入手続きを行っていな
い事業において発生したケガまたは病気

③保険期間終了日から3年経過した後に補償対象者※
3またはその遺族より被保険者に対してなされた損
害賠償請求の原因となった職業性疾病

次の賠償責任に対しては、保険金をお支払いできません。
①被保険者と補償対象者またはその他の第三者との特

別な約定によって加重された賠償責任
②被保険者が個人の場合には、被保険者と住居および生

計をともにする親族が被ったケガまたは病気に対する
賠償責任

③労働者災害補償保険法第33条第6号・第7号に該当
する方（いわゆる海外派遣者をいいます。）で特別加
入を行っていない方が被ったケガまたは病気に対す
る賠償責任

次の損害賠償金または費用に対しては、保険金をお支
払いできません。
①休業補償または傷病手当について労働基準法または

船員法が定める補償対象期間の最初の3日までの休
業に対する損害賠償金

②日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟に
よる損害賠償金または費用

次の金額に対しては、保険金をお支払いできません。
①労災保険法などに基づき給付を行った保険者（国）が

費用の請求をすることにより、被保険者が負担する金
額。ただし、その金額が「お支払いする保険金」の事業
主が徴収される金額に該当する場合は、保険金をお
支払いします。

…など

日本国内または国外において、補償対象者※3が保険期間中に業務
上の事由または通勤により被ったケガまたは病気について、被保険
者※2が法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の損害賠償金と
費用の合計額をお支払いします。ただし、1災害（発生の日時、場所を
問わず同一の原因から発生した一連のケガまたは病気をいい、最初
のケガまたは病気を被ったときに全てのケガまたは病気を被ったも
のとします。）につきご契約の保険金額を限度とします。石綿による肺
がん、中皮腫その他の健康障害、塵肺症（じんぱいしょう）および化学
物質による胆管がんによる場合は、保険金をお支払いできません。
●損害賠償金
　損害賠償責任額から次に掲げる金額の合算額を控除した額

①労災保険法などにより給付されるべき金額
②自動車損害賠償責任保険などにより支払われるべき金額
③次の金額の合計額
（1） 被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その規定

に基づき補償対象者またはその遺族に支払われるべき金
額

（2） 被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、ご契約
にセットされた他の特約の規定により支払われる金額のう
ち、補償対象者またはその遺族に支払われるべき金額

（3） （1）（2）のほか、一定の災害補償を行うことを目的とする保
険契約・災害補償規程などにより支払われる金額のうち、補
償対象者またはその遺族に支払われることにより被保険者
が法律上の損害賠償責任を免れる金額

●費用（被保険者が支出した次の費用）
①損害防止費用
②求償権保全費用
③緊急措置費用
④争訟費用
⑤協力費用
⑥訴訟対応費用（1災害につき300万円限度）
⑦事業主が徴収される金額

（注1） 被保険者が③から⑥までの費用を支出した後に、被保険者に
損害賠償責任がないことが判明した場合でも、これらの費用
に対して保険金をお支払いします。また、緊急措置費用につ
いては、被保険者に損害賠償責任がない場合に限り、保険金
をお支払いします。

（注2） 損害賠償責任額の決定や争訟費用・訴訟対応費用などの支出
にあたっては、事前にAIU損害保険株式会社の承認が必要で
す。

（注3） 補償対象者①に該当する方は、労災保険法などによる給付の
請求を行った結果、その給付決定があること、または、業務災
害・通勤災害に該当しないことを理由とした不支給決定があ
ることが必要です。

（注4） 補償対象者②に該当する方のケガまたは病気が業務上の事
由または通勤によるものであるかどうかの判定にあたって
は、労災保険法などにおける判定に準じます。

保険金種類

使用者
賠償責任補償
保険金

保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

被保険者の行う業務に従事する方であって、保険証券に補償対象者として記載された方のうち、次のいずれかに該当する方を
いいます。
①現実に労災保険法などによる給付対象となる資格を有し、被保険者の業務に従事する方
②もっぱら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設（事務所、営業所、工場などをいいます。）内、または被保険者

が直接業務を行う現場内において、被保険者と直接締結された契約（請負契約、委託契約などをいいます。）に基づき、被保
険者に使用され、被保険者の業務に従事する①以外の方

被 保 険 者

用語のご説明
被保険者の行う業務に従事する方であって、保険証券に補償対象者として記載された方をいいます。
保険証券に記名被保険者として記載された方をいいます。

補償対象者※1
※2

補償対象者※3
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AIU損害保険株式会社
〒130-8560　東京都墨田区錦糸1-2-4 アルカウエスト
http://www.aiu.co.jp　　　03-3216-6611
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

■引受保険会社
株式会社 第一成和事務所
〒103-8214　東京都中央区日本橋久松町11-6
　　　　　　　日本橋TSビル8F
　 03-3669-2831     FAX 03-3667-9037

■お問合せ・お申込みは

ご注意事項ご注意事項ご注意事項

ご契約時にご注意いただくことご契約時にご注意いただくこと

ご契約後にご注意いただくことご契約後にご注意いただくこと

●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細については、取扱代理店またはAIU損害保険株式会社にお問い合せください。
●AIU損害保険株式会社の損害保険募集人は、保険契約の締結の代理権を有しています。

ご契約にあたって
ご契約前に「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」を必ずご覧ください。
当制度は団体の制度商品です。団体の構成員以外はご加入いただけません。また、団体の構成員でなくなった場合は、補償を継続できなくなる
ため、必ずご連絡ください。
この保険は、ご契約いただく補償内容、補償金額について、事業内容、直近の会計年度における収入金額に基づいて保険料を算出します。保険
料の算出にあたってはAIU損害保険株式会社所定の書類の（写し）が必要です。
告知義務
保険契約の申込みに際しては、AIU損害保険株式会社が申込書の「告知事項」欄に記載いただくよう求めた事項（告知事項）に対し、事実を正確
にご回答いただく義務（告知義務）があります。主な告知事項は次のとおりですが、詳細は申込書にてご確認ください。
　①保険料算出基礎
　②主たる事業名および保険料算出の基礎における割合
　③同一の補償を提供するほかの保険契約（共済を含みます。）などがある場合にはその内容
AIU損害保険株式会社では、主に「告知事項」欄に回答いただいた内容に基づいて、ご契約のお引受けが可能かを判断させていただいていま
す。他のご契約者との公平性を保つため、回答いただいた内容によっては、新規・継続にかかわらず保険金額（保険のご契約金額）やセットする特
約を変更いただく場合や、ご契約をお断りする場合があります。また、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったり事実と異なることを
告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
同意について
この保険は、従業員等の補償対象者が被った業務災害に対するご契約者の災害補償責任を補償します。ご契約いただく際には、補償対象者の同
意が必要です。
領収証について
保険料をお払い込みいただく際は、AIU損害保険株式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。ただし、保険料を口座振替
により払い込みいただく場合は発行しませんのでご了承ください。

通知義務
ご契約締結後に以下の変更などが生じた場合には、遅滞なく取扱代理店またはAIU損害保険株式会社にご通知ください。
　①法定外補償規定を新設または変更する場合
　②分離、合併などで保険料算出基礎が変更となる場合
　③主たる事業および保険料算出の基礎における割合が変更となる場合
①から③の変更によりお引き受けする危険が増加した場合、追加保険料をいただくことがあります。故意または重大な過失によって遅滞なくご
通知いただけない場合、またはご契約者がAIU損害保険株式会社の請求した追加保険料の払込みを相当の期間怠った場合には、AIU損害保険
株式会社はご契約者に通知しご契約を解除する場合があります。この解除が事故の生じた後になされた場合であっても、危険が増加した時から
解除がなされた時までに生じた事故に対しては、保険金をお支払いできません。また既に保険金をお支払いしていた場合には、その保険金を返
還していただくことがありますのでご注意ください。
事故が起きた場合
この保険の対象となる事故や病気が発生した場合には、取扱代理店またはAIU損害保険株式会社まで事故の日からその日を含めて30日以内
にご通知ください。脳血管疾患、虚血性心疾患などや精神障害である場合は、補償の対象となる方が死亡した日、または後遺障害を生じたとして
労災保険法等によって給付が決定された日から30日以内とします。正当な理由なくご通知いただけない場合や、事故の内容をご通知いただく
際、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などには、AIU損害保険株式会社が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のでご注意ください。
示談交渉について
賠償事故の場合、賠償金額の決定にあたっては、事前にAIU損害保険株式会社の承認が必要です。被害者との間で賠償額を決定（示談）する場
合には、必ず事前にご連絡ください。AIU損害保険株式会社は被害者との示談、調停などの法律行為を行うことができませんが、被害者からの損
害賠償請求に対して、その解決にあたるための助言、協力を行うことができます。


