特定非営利活動法人 全国認定こども園協会会員のみなさまへ

２０２1年度版

業務災害補償プラン
ご加入のおすすめ
（

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

）

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

業務中・通勤途上のケガを
教職員の人数に関係なく補償します。
教職員の
ケガの補償

園の教職員に対する
使用者賠償責任補償
教職員の疾病の補償
（オプション）

地震・噴火・津波による
ケガなどの補償（オプション）

オプションの補償を希望される
場合は、取扱代理店までお問い
合わせください。

2021

2022
特定非営利活動法人 全国認定こども園協会

●
●

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・扱者までお問い合わせください。
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・扱者にお問い合わせください。
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特 長

ご

年間総収入に基づく合理的な保険料で、教職員（パート・アルバイト等を含む）をもれなく補償します。

業務災害補償特約
教職員が業務中に
ケガをした。

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。

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。

●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

●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。

●上記以外の業務上疾病（くも膜下出血、心筋梗塞、うつ病など）

労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、
次のものをいいます。
後遺障害補償保険金）
（１）労災保険法などによる給付が決定されたもの（死亡補償保険金、
（２）労災保険法などによる給付請求が受理されたもの（入院補償保険金、
手術補償保険金）
いずれも、
アスベストが原因の病気（肺がん・中皮腫など）、
塵肺症を除きます。

業務中のケガで
後遺障害が残った。
教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。

●労災認定された自殺行為によるケガなど

事業主相談費用等補償特約

使用者賠償責任補償特約

教職員がうつ病になった。

労災事故で訴えられた。

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。

教職員の遺族から安全配慮が不十分だったと
訴えられた。

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

損害賠償金、争訟時の弁護士費用など

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。

従業員などが業務に従事中または通勤途上で被ったケガ
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を補償します。
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ご契約者サービス
労務相談ホットライン
臨床心理士や社会保険労務士などが、
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
為のアドバイスを電話で行います。
※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。

教職員のケガで
労災申請をしたい。

教職員のメンタルヘルス不調
への対応について知りたい。

24時間電話健康相談・介護相談ホットライン
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、ケアマネジャーなど）
がお電話でアドバイスします。

夜中に受診できる
病院を知りたい。

※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。
飲んでいる薬の副作用に
ついて知りたい。

メンタルケアカウンセリングサービス
・電話によるカウンセリング（原則回数制限なし）

人前にでるのが怖い。

電話によるカウンセリングをご提供します。
面
談と異なり、カウンセリングルームの所在地域
や訪問時間を気にすることなく、気軽にカウン
セリングを受けられます。

ゆううつで気分が
すぐれない。

・面談カウンセリング（年間 3 回まで利用可能）
日本各地のカウンセリングルームまたはオンラ
インにて、心理カウンセラーによる面談カウン
セリングをご提供します。
※補償対象者の方がご利用いただけます。

理由もないのに
突然不安になり
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。

● これらのサービスは、
AIG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。
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補償内容
業務中、通勤途上の教職員のケガなどについて、次の保険金をお支払いします。

業

業務に従事中（通勤途上を含みます。）
に補償の対象となるケガなどを被り、死亡した場合、
ご契約の
保険金額をお支払いします。

死亡補償保険金
後遺障害補償保険金

業務に従事中（通勤途上を含みます。）
に補償の対象となるケガなどを被り、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。

入院補償保険金

業務に従事中（通勤途上を含みます。）
に補償の対象となるケガなどを被り、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。ケガなどを被った日
（業務上疾病では入院を開始した日）
からそ
の日を含めて180日以内の入院が対象となります。

手術補償保険金

業務に従事中（通勤途上を含みます。）
に補償の対象となるケガなどを被り、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、ケガなどを被った日からその日を含めて180
日以内（業務上疾病では保険期間中）で、同一の原因に基づくケガなどについて１回の手術に限ります。

通院補償保険金
（Aプランのみ）

業務に従事中（通勤途上を含みます。）
に補償の対象となるケガなどを被り、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。ケガなどを被った日からその日を含めて180日以
内の通院した日数のうち90日が限度となります。

事業主相談費用等
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。

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）

※補償の対象となるケガなど、補償内容の詳細は補償概要をご覧ください。

年

事故例
事

発生状況

故

内

容

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。

業務中

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切った。

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。

オプション補償

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・扱者までお問い合わせください。）

■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ケガなどを補償の対象とすることができます。

■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）病気により日本国内で入院した場合の医療費等の実費補償（疾病入院医療費用保険金）
（３）
日本国内でがんの通院治療または先進医療を受けた場合の医療費等の実費補償（がん通院治療費用支援特約）
（４）病気等により死亡した場合の見舞金の補償（葬祭見舞金）

4
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加入プラン例
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）
補償内容

、

業務災害補償特約

死亡補償保険金
後遺障害補償保険金
（1 級〜14 級）

入院補償保険金

（1 事故につき 180 日限度）

手術補償保険金

（1 事故につき 1 回）

通院補償保険金

（1 事故につき 90 日限度）

Aプラン

Bプラン

1,500万円

1,500万円

障害等級に応じて

1,500万円〜60万円

5,000円

補償はありません

5万円/2.5万円

補償はありません

3,000円

補償はありません

1日につき

入院中/入院中以外
1日につき

事業主相談費用等保険金※

100万円

使用者賠償責任補償保険金※

1億円

（1 災害につき 1 回）
（1 名／ 1 災害）

障害等級に応じて

1,500万円〜60万円

限度

限度

100万円
1億円

限度

限度

※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。

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。

●
●

年間総収入

Aプラン

Bプラン

5,000 万円

47,280円

31,310円

6,000 万円

51,950円

34,700円

7,000 万円

56,760円

38,260円

8,000 万円

61,530円

41,810円

9,000 万円

66,280円

45,220円

1 億円

71,020円

48,690円

1 億 1,000 万円

75,680円

51,940円

1 億 2,000 万円

80,520円

55,340円

1 億 3,000 万円

85,000円

58,430円

1 億 4,000 万円

89,780円

61,830円

1 億 5,000 万円

94,220円

64,940円

1 億 6,000 万円

98,930円

68,180円

1 億 7,000 万円

103,870円

71,730円

事業者数割引：10%適用（保険期間開始日時点における加入事業者が20以上の場合、事業者数割引10%が適用されます。）
年間総収入が5,000万円未満または1億8,000万円以上の保険料は、取扱代理店・扱者までお問い合わせください。
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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・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
※印を付した用語（※1・2）
については「用語のご説明」をご参照ください。

業務災害補償特約
補償の対象となるケガなど

補償対象者（※1）
が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。
「業務上疾病」を除き、いずれもケガなどを被った日を含めて180日の間がお支払いの対象です。
①業務に従事中または通勤途上の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
（骨折、
やけどなど）
有毒ガス・有毒物質による急性中毒および業務に従事中に摂取した食品が原因の細菌性食中毒およびウイルス性食中毒も補償します。
②業務遂行にともない生じた日射病、熱射病などの症状
③業務上疾病（くも膜下出血、心筋梗塞、
うつ病など）
業務を原因とする病気を補償します。ただしアスベストが原因の病気、塵肺症を除きます。なお、対象となる保険金およびお支払いの条件は、次のと
おりです。
●
「死亡補償保険金」
、
「後遺障害補償保険金」は、労災保険の給付が決定した場合に補償の対象となります。
●
「入院補償保険金」
、
「手術補償保険金」は、労災保険の給付の請求が受理された場合で、保険期間中に入院を開始または手術を受けたときに補償
の対象となります。
④ 労災保険の給付が決定した自殺行為によるケガなど

保険金種類

保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金

死亡補償保険金

ケガなどにより亡くなった場合に、
ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
（注）同一の原因によるケガなどに対して、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金
を重複してお支払いする場合は、いずれか高い金額が限度となります。

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

保険金をお支払いできない主な場合

次のケガなどに対しては保険金をお
支払いしません。
①急激・偶然・外来の事故によらない
ケガ
（疲労骨折など）
②むちうち症、腰痛などのうち画像
ケガなどにより身体に障害が残った場合に、障害の程度に応じて、後遺障害等級
検査等で異常が認められないもの
（第1級〜第14級）
ごとに定めたご契約の保険金額をお支払いします。
③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など
によって生じた場合には、
保険金を
ケガなどにより入院した場合に、
［ご契約の保険金日額×入院日数］
をお支払いします。
お支払いします。
）
（同一の原因によるケガなどにつき180日限度）
④次の事由により生じたケガなど
●
故意または重大な過失
●
地震もしくは噴火またはこれら
ケガなどにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払
による津波
いします。
（同一の原因によるケガなどにつき１回限度）
（地震・噴火・津波危険補償特約
① 入院中に受けた手術の場合 [入院補償保険金日額×10]
セット時はお支払いします。）
② ①以外の手術の場合 [入院補償保険金日額×5]
●
自動車・バイク・クレーンなどの無
資格運転・酒気帯び運転
●
戦争・革命・内乱・暴動
ケガなどにより通院した場合に、
［ご契約の保険金日額×通院日数］
をお支払いします。
●
放射線照射・放射能汚染
通院に準じた状態（骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位（長管骨・
… など
脊柱など）
を固定するためにギプスなど
（※）
を常時装着した状態をいいます。）お
よび往診も対象となります。
（同一の原因によるケガなどにつき90日限度）
※固定帯、
サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、
および、骨の固定のため
に体内に挿入された器具は含みません。

事業主相談費用等補償特約
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

従業員など補償対象者（※2）
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。
（１災害につき100万円限度）
●
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
（注）あらかじめ引受保険会社の同意を得て被保険者が弁護士に支払った費用に限
ります。
ただし、使用者賠償責任補償特約で支払うべき費用に対しては保険金をお支払
いしません。

次の事由により生じた費用に対して
は、保険金をお支払いしません。
①ご契約者などの故意
②地震もしくは噴火またはこれらに
よる津波
（ 地 震・噴 火・津 波 危 険 補 償 特 約
セット時はお支払いします。）
③アスベストが原因の病気
④戦争・革命・内乱・暴動
⑤放射線照射・放射能汚染
… など
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使用者賠償責任補償特約
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
従業員など補償対象者（※2）
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。
（１災害につきご契約の保険金額限度）
●
損害賠償金、争訟・弁護士費用など
（注1）労災保険の補償の対象となる方に対する賠 償 保 険 金 のお支払いに
あたっては、労災保険の請求結果が必要です。
（注２）補償対象者が派遣社員の場合は、日本国内でケガや病気を被った場
合に限ります。
（注3）被保険者には役員や従業員（パート・アルバイトの方は保険の約款に定
める日数、時間以上労働している方に限ります。）
を含みます。
（注４）労災保険の給付額や被保険者の法定外補償給付額などを差し引いて
お支払いします。
（注５）損害賠償金額の決定や争訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事
前に引受保険会社の承認が必要です。

保険金をお支払いできない主な場合
次の事由により生じた損害賠償金
や費用に対しては、保険金をお支払
いしません。
①ご契約者などの故意
②地震もしくは噴火またはこれらに
よる津波
（地震・噴火・津波危険補償特約
セット時はお支払いします。）
③アスベストが原因の病気、
風土病
④特別な約定により加重された賠
償責任
⑤住居および生計を共にする親族
のケガ・病気（個人事業主または
役員等が損害賠償責任を負う場
合）
⑥労災保険に特別加入していない
海外派遣者のケガ・病気
⑦戦争・革命・内乱・暴動
⑧放射線照射・放射能汚染
…など

用語のご説明
補償対象者
（※1）

被保険者の行う業務に従事する方のうち、
保険証券に記載された方をいいます。

補償対象者
（※2）

被保険者の行う業務に従事する方で保険証券に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現実に労災保険法等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被保険者と直接締結された契約
（注1、
注2）
に基づき、
被保険者の業務に従事する①以外の方
（注1）請負契約、委託契約等をいいます。
（注2）数次の請負または業務委託による場合の契約を含みます。

被保険者

保険証券の記名被保険者欄に記載された方をいいます。
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ご注意事項
ご契約時にご注意いただくこと
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。
「業務災害総合保険」は、
ご契約者（保険契約者）
を被保険者（保険の対象となる方）
とし、補償の対象となるご契約者の従業員の方などが被った
業務災害に対するご契約者の災害補償責任を総合的に補償する保険です。基本的な保険金は補償の対象となる方またはその遺族の補償に充
てるため、被保険者であるご契約者にお支払いしますが、
ご契約者がお受け取りになる保険金は、一部の補償を除きその全額を補償の対象とな
る従業員の方、
またはご遺族などにお支払いいただかなくてはなりません。
この保険は、
ご契約いただく補償内容、補償金額、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
にあたっては引受保険会社所定の書類（写し）
が必要です。

告知義務

ご契約者・被保険者には告知義務があり、取扱代理店・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。
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、保険申込書に告知事項として明示している項目のことで
す。この項目が、事実と違っている場合、
または事実を記載しなかった場合には、
ご契約を解除することがあります。また、
ご契約を解除した場合
は、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。

保険金受取人

この保険は企業などがご契約者および死亡補償保険金受取人となり、従業員などを補償対象者とする保険です。
ご契約締結時には、補償対象者が契約内容に同意されていることを確認するために、
補償対象者代表の署名・捺印をいただきます。
また、
ご契約者から、補償対象者のご家族などに対し、保険の加入についてご説明ください。

ご契約後にご注意いただくこと
通知義務

ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。通知された内容によっては、保険料を
返還または追加保険料を請求する場合があります。
ご通知がない場合、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。
①法定外補償規定を新設または変更した場合
②分離、合併などで保険料算出基礎に変更が生じた場合
③主たる事業名および保険料算出の基礎における割合に変更が生じた場合
ご契約後、
次の事実が発生する場合には、
契約内容の変更などが必要となります。直ちに取扱代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。
①保険証券記載の住所・電話番号を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合

事故が起きた場合

①保険金をお支払いする事故などが発生した場合は、30日以内に取扱代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。正当な理由なくご
通知がない場合や、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には、それによって引受保険会社が被った損害
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。
②賠償責任に対する補償（特約）
をセットしたご契約で、賠償事故の際、被害者（事故の相手方）
から損害賠償請求を受けた、
または訴訟となった
場合は、直ちにご連絡ください。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合は、保険金の全
部または一部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。

●
●

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。詳細は、取扱代理店・扱者または引受保険会社にお問い合わせください。
取扱代理店は、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・契約の管理業務などの代理業務を
行っています。したがって、取扱代理店にお申し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。

■引受保険会社

AIG損害保険株式会社

〒105-8602 東京都港区虎ノ門4-3-20
https://www.aig.co.jp/sonpo

■お問い合わせ・お申し込みは（取扱代理店）

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
FAX 03-3667-9037
03-3669-2831

B-210045
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