
全回と00万人聞入　　　　　　　　　平成31年度

ボランティア活動保険
（http：〝www血kushihoken．co．jp）

ふくしの保険

ボランティア活動中の 
さまざまな事故による「ケガ」や 

「損害賠償責任」を補償します 

さらに後遺障害もフルカバ”（※） 

なので安心！ 
（※）後遺障害保険金は、後遺障害等級1級から14級までの 
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窪舗架全国社会福祉協議会
〔本制度の契約形態〕
本制度は、ボランティア個人またはボランティアグループなどが加入申込人（加入対象者）となり、
ボランティア個人を被保険者（保険の補償を受けられる方）として全国社会福祉協議会が
一括して損害保険会社と締結する団体契約です。



聞入申込人（別人対義菩） （ご加入いただける方）

社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録
されているボランティア、ボランティアグループ、団体
（※）登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の

推進に取り組む団体です。なお、登録の方法は最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせください。
（※）営利企業名（株式会社・有限会社等）による加入も可能ですが、企業の営利事業の一環として行う活動は対象外となりますので、ご注意

〔垂垂亘二〕（保険の補償を受けられる方・ご加入者）’（ケガの補償）：ボランティア個人

（賠償責任の補償）‥ボランティア個人、ボランティアの監督義務者（※1）、NPO法人（※2）
（※1）ボランティアがお手さまなどの未成年者で責任能力がない場合には、監督義務者が法律上の損害賠償責任を負われる場合があるため、

被保険者としています。
（※2）ボランティアがNPO法人に所属している場合、ボランティア活動中の事故により、NPO法人が法律上の損害賠償責任を負われる場合が

あるため、被保険者としています。

対 �衷となるボランティア活動 
日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティ邦吉動」で、次の①から③までのいずれかに
該当する活動とします。

①グループの会則に則り企画、立案された活動であること。
（グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。）

②社会福祉協議会に届け出た活動であること。
③社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
※ボランティア活動のための学習会または会議などを含みます。
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。（自宅以外から出発する場合は、その場所と活動場所への

往復途上となります。）

対義とならないボランティア活動
◎自発的な意思による活動とは考え難いもの

（例）●学校管理下にある先生、生徒のボランティア活動
●道路交通法違反者による行政処分としてのボランティア活動
●免許、資格、単位取得やインターンシップを目的としたボランティア活動 など

◎PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが言う組織運営や
団体構成員の親睦のための活動
（例）●自治会などの総会、懇親会、レクリエーション活動

◎有償のボランティア活動（交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費の支給については無償とみなします。）
（例）●

＋ボランティ をされる場合は

など

⑥自宅で行う活動
ただし、日常生活と明確に区別でき、かつ活動計画書などによって活動予定や内容が事前に確認できる場合は対象になります。

◎企業等の営利事業の一環として行う活動や、業務出張等を含む業務として行うボランティア活動
⑥保険上対象外となっているボランティア活動

（例）●海難救助または山岳救助ボランティア活動

：議書絹麓課業蕉詫三芳聖を使用する森林ボランティア活動　　　　　　　　　　など
※スポーツ活動などにおいて、試合や練習に競技者として参加する場合は対象になりません。（ただし、スポーツを教える活動や福祉目的で
スポーツを見せる活動などの場合は対象になります。詳しくは最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせください。）

〔二重垂亘］
ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合や、偶然な事故により他人に
ケガを負わせたり、他人の物（※1）をこわしたことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いしますo

◆ボランティア自身の食中毒（0－157など）や特定感染症（※2）も補償しますo
◆熱中症（日射病や熱射病）も基本タイプで補償の対象となります。
◆天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天災（地震、噴火または津波）によるケガも補償します。（賠償責任の

補償は基本タイプと同じです。）
◆台風などの風水害によるケガは、基本タイプでも補償されます。
（※1）ボランティア活動に伴って占有、使用または管理する保管物を含みます。
（※2）特定感染症とは、感染症予防法に定める1類・2類・3類感染症をいいます。

ェポラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡（天然痘）、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラツサ熱、急性灰白髄炎（ポリが、
結核、ジフテリア、SARS、鳥インフルエンザ（H5NlおよびH7N9型）、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症（0－157など）、
腸チフス、パラチフス、MERS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年11月現在）
なお、特定感染症の補償については、死亡保険金は対象外となりますが、葬祭費用（300万円限度）をお支払いします。
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補慣期間（保険期間）
平成31年4月1日午前0時から平成32年3月31日午後12時までとなります。
中途加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌日午前0時から平成32年3月31日午後12時までとなります。

保険金をお支払いする圭拡 �場合 
（1）ケガの補償

清掃ボランティア活動中、転んでケガを　　　ボランティア活動に向かう途中、交通
して通院した。　　　　　　　　　　　　　事故にあって亡くなられた。

（2）賠償責任の補償

入浴ボランティア活動中、誤ってお年　　　家事援助ボランティア活動で清掃中、
寄りにケガを負わせた。　　　　　　　　　誤って花ぴんを落としてこわした。

保険金をお支払いでき柏い主な �場合 
（1）ケガの補償

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③脳疾患、疾病または心神喪失
④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等に

より正常な運転ができないおそれがある状態での運転

⑤地震、噴火または津波（ただし、天災タイプご加入の
場合は補償の対象となります。）

⑥核燃料物質の有害な特性などによるケガ
⑦頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛等で

医学的他覚所見（※）のないもの

⑧ピソケル等の登山用具を使用する山岳登はんなど危険な

運動を行っている間の事故
⑨職業または職務に従事している間の事故

など
（※）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床

検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
以下同様とします。

帥入 �申込手続 �鴫き 

活動中、食べた弁当でボランティア
自身が食中毒になって入院した。

自転車でボランティア活動に向かう途中、
誤って他人にケガを負わせた。

（2）賠償責任の補償

（D故意

②地震、噴火または津波による事故
③核燃料物質の有害な特性などによる事故
④心神喪失に起因する事故
⑤航空機、自動車または銃器の所有、使用または管理に

起因する事故
⑥被保険者の職業上の職務遂行に直接起因する事故
⑦人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防、

救急救命処置または死体の検案に起因する事故

⑧医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または
授与の指示に起因する事故

⑨専門職業人資格に基づいて行う施術に起因する事故
など

※自動車による事故は、加入者自身のケガのみが対象となり、 
対人・対物事故などの賠償責任については対象となりません。 
（自動車保険でのお支払いとなります。） 

※自動車とは、道路交通法ならびに道路運送車両法に定義されて 
いるものをいい、ブルドーザー・パワーショベル・ユンポ・フォーク 
リフト・クレーン車などを含みます。 

（D所定の「加入申込書」に必要事項をご記入・ご署名（フルネーム）またはご捺印のうえ、保険料を添えて、最寄りの
社会福祉協議会にご提出ください。既作成の名簿がある場合は、「加入申込書」に名簿コピーを添付してください。
（名簿の書式は問いませんが、個々の加入者氏名と加入プランを明記してください。）
※法人の場合は必ず法人印をご捺印ください。
※必ずパンフレットの「重要事項等説明書」を確認し、「個人情報の取扱いについて」に同意したうえでお申込みください。また、2口以上の
加入者がいないこともご確認ください。

②社会福祉協議会がその内容を確認、受付印を押印し、保険料を受領することによって加入申込手続きの完了とします。

③「加入申込書」の2枚目に社会福祉協議会の確認印が捺印されたものが「加入証」となります。大切に保管してください。
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補借金額（保険 �金額） 
プラン 保険金の種類 ���Aプラン �Bプラン 

ケ ガ の 補 償 �死亡保険金 ��1，040万円 �1，400万円 

後遺障害保険金 ��1，040万円 �1，400万円 
（限度額） �（限度額） 

入院保険金日額 ��6，500円 �10，000円 

手術 保険金 �入院中の手術 �65，000円 �100，000円 

外来の手術 �32，500円 �50，000円 

通院保険金日額 ��4，000円 �6，000円 

特定感染症の補償 ��上記後遺障害、入院、通院の 各保険金額に同じ 

葬祭費用保険金 ��300万円 
（特定感染症） ��（限度額） 

貝書補 讐 �賠償責任保険金 ��5億円 

任 のイ質 �（対人・対物共通） ��（限度額） 

保険料（1名あたり）（闇擬態㌢）
プラン タイプ �Aプラン �Bプラン 

基本タイプ �350円 �510円 

天災タイプ（※） （基本タイプ＋地震・噴火・津波） �500円 �710円 

（※）天災タイプでは、天災（地震、噴火または津波）に起因する 被保険者自身のケガを補償します（天災危険担保特約条項）が、 賠償責任の補償については、天災に起因する場合は対象になリ 

ません。

◆補償期間（保険期間）の中途で加入される場合も上記の
保険料となります。なお、中途脱退による保険料の返れいは
ありません。

◆中途でボランティアの入善や、ご加入プラン・タイプの
変更はできません。

◆ご加入は、お1人につきいずれか1ロとなります。
◆複数口加入の場合でも補償は1ロのみとなります。

加入申込人は2ロ以上加入される被保険者がいないことを確認の
うえ、お申し込みください。

◆ボランティア活動保険普通保険約款／人格権侵
特約条項（賠償責任担保条項用）／天災危険担
条項／細菌性食中毒およびウイルス性食中毒担
条項／特定非営利活動法人担保特約条項／熱中
．－．．＿＿．．＿▲＿－．－　一●－＿”“　　　ノ　　●0　－　－　　．＿＿　　　　．＿＿　ヽ一〇一合と○　′l一一i M教主ゝヽ〃i●一〇．〃＿●一一○○ゴとく教′一〇

険追加特約シティア
福祉法人全国社会福祉協議会席）／後遺障害保険金の支払 　　　　　　　割合変更に関する特約条項／特定感染症危険「後遺障害 お支払いする保険金の内容　彊擬鶉欝費用保険金」 

保険金の種類 ��補　償　内　容 

ケ ガ の 補 償 �死亡 保険金 �ボランティア活動中の事故（以下「事故」といいます。）によりケガをされ、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、死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている 場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 

；死亡保険金の額＝死亡鱒険金額の全額」 

後遺障害 保険金 �〔後遺障害保険金の支払割合変更に関する特約条項〕 事故によリケガをされ、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生じた場合、その程度に応じて 死亡保険金額の2％～100％をお支払いします○ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ死亡 保険金額を限度とします。 ：後遺障害保険金の額＝死亡保険金額×後遺障害の程度に応じた割合（2％～100％）： 

後遺障皇等級il級i2級i3級14級i5級i6級ir7級18級19級ilO級ill級112級113級114級i 

支払割合1100％189％178％i69％159％150％142％117％113％110％17・5％15％135％i2％i 

入院 保険金 �事故によリケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日に つき入院保険金日額をお支払いします。 ！入院保険金の額＝入院保険金日額×入院目数（事故の発生の日から180日以内主 

手術 保険金 �事故によリケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所に おいて、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の 手術にかきります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、＜入院中に受けた 手術の場合＞の手術保険金をお支払いします。 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手術（※1） 
②先進医療に該当する手術（※2） ；＜入院中に受けた手術の場合＞手術保険金の額＝入院保険金日額×10（倍）； ‘＜“悪けたノ肺の携㌔仝・＞手術保険金の額＝入院保険金日額×5（倍） 

（※1）以下の手術は対象となりません。 　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 

摂動術、抜歯手術 （※2）先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて悪報または必要部位に切除、摘出 　等の処置を施すものにかきります。 

通院 保険金 �事故によリケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を 限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします○ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に 対しては、通院保険金をお支払いしません。 × 

（注1）通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位（脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等） 　を固定するために医師の指示によリギプス等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。 （注2）通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支 

払いしません。 

特定感染症の 補償について �〔特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項〕 「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」に規定する「一類感染症」、「ニ類感染症」および 「三類感染症」を発症された場合にも、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金をお支払いします。ただし、後遺 障害は発症された日からその日を含めて180日以内に生じた後遺障害が入院は発症された日からその日を含めて 180日以内の入院がお支払いの対象となります。通院は発症された日からその日を含めて180日以内の通院が支払いの 対象となり、通院日数90日が限度となります○また、発症された日からその日を含めて180日以内に亡くなられた ときは、300万円を限度として葬祭費用の実額を葬祭費用保険金としてお支払いします○ 

貝吾補 壁 春 のイ質 �賠償責任 保険金 �日本国内において、ボランデイブ㌻舌動に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、 人格権を侵害してしまったこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用（訴訟費用 等）の合計金額をお支払いします（免責金額はありません○）○ただし、1回の事故につき損害賠償金は、賠償責任の 保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパン日本興亜の承認を必要とします。 

担保特約条項

用　語 �内　　　容 

【先進医療】 �病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療 技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省 ホームページをご覧ください。（http：／／www．mhlw．go．ip／topics／bukyoku／isei／SenSiniryo／kikan・htmi） 

【治療】 �医師が必要であると認め、医師か行う治療をいいます。ただし、被保険者か医師である場合は、被保険者以外の医師による 治療をいいます。 

【通院】 �病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。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。 

【入院】 �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。 

【免責金額】‾ �支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 
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ボランティア活動をされるにあたり… 句醜聞圃園田半田 　／飼え善人 ：金玉 �事故防止・軽減のための 10大ポイント 

：1．：体調が悪い時は �決して無理慈しないこと。∴ 　　　　　　　　　ノ／”一声 
＞健康と体言剛ますべての基本です。体調が悪いときは活動を見合わせることも重要です。 ＞「無理をする」＝「自らケガをしに行く」「他人に迷惑をかける可能性がある」と認識してください。 

、漆‾／＼／精報媒築く薫撥 � �撥饗繚撥繋留／常点検）を撥鸞麟緩緩／高言∵高鷲※緩 
＞活動場所や活動内容、往復途上の交通状況などの情報収集は、参加される活動のリスクを事前に予知する ための基本です。収集した情報はすべて事故の未然防止や軽減につながるといっても過言ではありません。 ＞道具を使用する場合は、取扱説明書を確認すること、そして日常の点検（使用前点検）を行ってください。 

一∴　　　　　　　　∴∴∴一一 ∴∴∴ 

＞活動される内容、気候、季節などを照らし合わせ、適した服装で活動されることが事故防止の近道です。 ：聾二競羅藍微な享認諾捷麗監禁謙。離日娯ボンも有効です。）　など 

／藍雷電を串宅が／動罵るま／でが活動で諒潔繋緩＼気を動機緩謙譲 
＞集合時間に遅れそうなときは、連絡の上、焦らずに活動に向かいましょう。焦ると周りが見えなくなります。 ＞活動を終えてもホツとして気を抜かないこと。帰り道の事故も多く発生しています。 

／率＼活動謝こは準備 �∴　自∴　　　　　　　∴tつ　　　　∴　　　　　　　　　　　　　　　　∴∴ 
．ヽ∴　　　　　　　　　　∴．：∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴∴∴ 

＞ボランティァ活動はスポニッと同じです。急激に動く‾と思わぬケガをするごとがあります。 
＞体を十分にほぐし、あたためてから活動を開始しましょう。 

、、藍子憲態議緩撥擬緩 �麟治蝉富を傾けること。　　　　畿※畿畿畿漆※※※慾 
＞自分自身であらかじめ気づいていなかったリスクを確認する機会です。 ＞また、当たり前の話であればあるほどしっかり耳を傾け、小二刻みましょう。当たり前のことを守らなかった 

から事故が起きたということも非常に多く発生しています。 

／高：疲れを感遼経営 �∴　　　　　　∴一　∴ 

＞疲れたときは、注意力が散漫になり、慎重な活動ができなくなる可能性が高くなります。 ＞「疲れた」と実感する前に、「ちょっと疲れた」と感じた時には、周囲の人に遠慮することなく休憩をとりましょう。 ＞水分補給は熱中症予防、脱水症状防止、体力回復のための基本であり、非常に重要です。 

鷲通信禁物。今ゐ自分にできることをあら譲麟／縄彊擾彊／／ぅ言 
＞「以前はこのくらいできたから今でも大丈夫」は危険です。今の自分にできることを予め認識し、他の 

ボランティアの方と協力して活劃しましょう。 ＞ここまでやって大丈夫といった自己判断、過信は禁物です。周囲の方の判断を仰ぐことも重要です。 

鸞灘緩寝元注意。（転倒の防止）＼ ���∴∴　∴ 
＞足元への注意は事故防止の基本です。実際に発生している事故全体の2／3は転倒事故です。つまり、足元に 注意を払っていれば事故の2／3は防げた可能性があるということです。 ＞廊下においてあった花瓶を蹴とばして壊してしまったなどの賠償事故の防止にもつながります○ 

10∴周囲の方：との協 �力、情報嬢繋緩縁図り／志しょう譲 �� 
＞ボランティア活動は一人で行うものではありません。その他の活動参加者や、利用者と協力して行うもので あることを認識してください。（重いものは複数人数で運ぶ、脚立に乗るなど足元が不安定な場合は支えて 

もらう、危険な場所の情報を共有する　など） 
＞活動中、お互いに声を掛け合うことで、突発的なリスク回避にもつながります。 

しても起きてしまうこと疑義ります。／ ひとつで事故を未然に防いだり、程度を軽減することができます掴 臥楽しく、元気にボランティ勇吉動をしまもよう、。 　　　　　　　〈i＿Br 



翳揚合とお支払いで巷懸態　　　溺畿澄撥畿　　　灘態　　　藤懸漆～
「嘉諦数万ヽ＝）偶然ブま夕†栗；の）事故」に＝⊃Llてこ

（注）砦義てこ豪語まも点もやけ等は・「急激かつ偶然な外来の

賀商品の仕組み：この商品iまボラ二ノティプフ；舌動保険普通保険約款iこ各種
特約をセットしたものて干す‾。

喜保険契約者　：社会福祉う芸人全国社会福祉協議会
臆保険期間　　：平成31年4月1日の午前〇日寺に始まり、平成32年3月

31日の午後12日寺lこ終わ〔⊃ます。
喜申込締切日　：1呆険期間開始の前日。7こたし、大規模災害特例か＼適用

される災害に関す－るごカロ人につし＼ては、保険期間

臆引蔓桑津続繋護憲）、擬，隼勢浜脊藷譲，÷ぉ。ますのそ
こ三確認くださし＼。
●カ日大対象者一社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会

福祉協議会力ヾ運営するボランティフフセンタ－・市民ラ舌動
センタ－なと三に登金表されてLlるボランティア、ボ：ラン

も被保険者　璃諸隻語親償】耗霧号敵、ボランティアの

●お支払方法‥専用の払込用紙を欝講誓叢プ莞蟹殻
妄言醸能力上弦弓薫議書霊室雲h諸富蘭議操鞋窪
まてテお間し1合わせくださし＼。

験き塗蒸発繋態灘綴
被イ葉陰者（補償の対象となる方）かヾ、このイ呆険の対象となるラ舌動従事中
および往復途」ニiこおし1－こ、急激か、つイ琵然な夕†粟の事故（l叉‾下「事故」と
し＼し＼ます‾。）Iこよりケガ（※）をされた場合、ボランティフフ；舌動くこ起因す‾る
イ萬然な事故iこよくつ他人（こケガをさせたり、他人の物を壊したりしたため（こ、
；去律上の損害賠償責任を負担‾す‾ること（こよってこ被る損害（こ対して、

（※）脅籍籠誓斎磐案雲菖警霊擬驚言下藩塞軽養護
ウイ）レス′性食中毒を含みま；す。）。
「熱中症危険担保特約条項」かヾセットされてし＼ますので、日射または
熱射Iこよる身体の障害もお支払Llの対象となと）ます。

（注）保険期間の開始時よと）前（こ発生し7こ事故（こよるケガ・損害lこ対して－Iま、
保険金をお支払し＼‾こきません。

保険金の種類 ��1呆陰金をお支払し＼する主な場合 �保険金をお支払し＼て三吉なし＼主な場合 

ケプゴの �死亡 �事故iこよりケガをされ、事故の発生の自力ヽらその日を含めて180日以内に死亡 �（D故意またiま重大な過失 

された場合、死亡1呆険金額の全額をお支払しlLますo　ただし、‾す‾‾蜜に後遺障害 �（宴）自殺弓〒；烏、う巴罪イモ為ま；7こlま闘争千手；鳥 
1呆陰金 �保険金を・お支払し＼してこし＼る場合（ま、その金額を差し弓ル＼てお支払しlLます。 �③無資格運転　酒気を帯びた状態て亨の運転 

死亡保険金の額＝死亡保険金額の全額i �またIま麻薬等Iこより正常な運転力ヾ‾できなし1 おそれ力＼ある状態て三の運転 （互）脳疾患、疾病また（まI心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 

後遺 �〔後遺障害保険金の支払害調合変更iこ関する特約条項〕 
事故（こよりケガをされ、事故の発生の目方ヽらその日を含めて180日l叉［ブヨ（こ後遺 障害力＼生じた場合、その程度（こ応じ‾こ死亡保険金額の2％－100％をお支払Ll 

障害 �します‾。ただし、お支払し1する後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡保険 �（萱）夕1番斗白勺手術その他の匪療処置 
保険金 �金　を　度としき≡す。 �（D戦争、外国の武カネ〒使、暴動（ラニロイ子弟 （※l）を除きます‾。）、核燃料物質等（こ 

後遺障害保険金の額＝死亡保険金額×後遺障害の程度（こ応じた害u合（2％－ 
100％） �よるもの ⑧地震、噴火また（ま津波（天災危険担保 特約条項をセットしなし＼場合） ㊤）頸（iナLl）部症イ戻群（し＼わゆる「む‾うう‾ら 症」）、歴…痛等て三医学的他覚所見（※2）の なLlもの 

入院 保険金 �事故iこよりク‾ガをされ、入院された場合、事故の発生の自力ヽらその日を含めて－ 180日以内の入院日数（こ対し、1日につき入院保険金日額をお支払しlLます‾o 
入院保険金の額＝入院保険金日額×入院日数（事故の発生の自力ヽら180日以内）l 

手術 保険金 �事故によりケブゴをされ、事故の発生の自力ヽらその日を含めてニ180日1…l内（こその 

ク‾ガの；台癌のため（こ病院または診療所（こおし＼て、l叉‾下〈Dまごたiまく妻）のLlずれ力、の �⑲ヒ：ッケル等の登山用具を使用する山岳 
手術を受（ナた場合、手術1呆険金をお支払しlLます‾。た7とし、1事故（こつき1回の �登はん、ロッククライ’ミング（ブリ－クライ’ 
手術（こか、ぎりま；す‾。なお、l事故lこ基づくク‾ガiこ対して、入院中および夕†来‾ご手術を �言を粂葱藷を歴襲撃梁警筋 
受（ナたときは、＜入院中（こ受lナた手術の場合＞の手術1呆陰金をお支払LlLます。 
①公的医療保険詰り度（こおiナる医科診療幸辰酬点数表（こ、手術料の算定対象として‾夕l」挙 �グライタ、－搭乗等の危険な運動を千千って 
されてLlる手術（※「） �Llる間の事故 

②先進医療（こ該当する手術（※2） �⑪自動車、原動機付自転車等iこよる競技、 　競争、典1〒（これら（こ準ずるモ）のおよび 
＜入院中（こ受iナた手術の場合＞手術保険金の額＝入院保険金日額XlD（倍） 
＜夕†来‾で受Iナた手術の壕合＞手術保険金の額＝入院1乗除金日額×5（倍） �練習を含みます。）の間の事故 　　　　　　　　　　　など 
（※1）以‾下の手術は対象となりません。 

補償 ��倉i」傷処理、皮l菅切開術、デブリ－ドーマン、骨またiま関節のヲE観血白勺またIま �（※l）「テロ千千；罵」と（ま、政；告白勺・社会白勺 　もしくは宗教・思想白勺な主義・ 　主張を有する団体・個人ま・た【ま 　これと連帯‾夢‾るもの力ヾその主義・ 　主張Iこ関して：行う暴ブコ的才子；鳥をLlLl 
徒手白勺な整復術・整復固定術および摂動術、抜歯手術 

（発と）先進医療iこ該当する手術くま、；台療を直接の目白勺としてメス等の器具を用し＼てニ 
憲菩陳妾たは必要善臣位（こ切除、字面出等の処置を施す‾モ）の（こかヽぎと）ます○ 

通院 保険金 �事故（こよlつク‾ブゴをされ、通院された場合、事故の発生の自力ヽらその日を含めてニ 

180日1三I内の通院日数に対し、90日を限度として、1日（こつき通院保険金日額を お支払し＼します‾。ただし、入院保険金をお支払Llする一ミき期間中の通院（こ対してiま、 �　ます。l三人下同様とします。 （※2）「医学的他覚所見」と（ま、理学白勺 　検査、神経学的検査、臨l末検査、 　画像検査等により言忍められる異常 

通院1呆陰金をお支払し＼しません。 
通院保険金の額＝通院保険金日額× 

通院日数（事故の発生の日かヽら180日以内の90日限度） �所見をLlL＼ます。l三l下同様とします‾。 
（注1）通院されなし＼場合て三あっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた 

菩B位（脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等）を国定するためIこ医官両の指示により 
ギプス等を常白寿装着したときはその目数iこつし＼て通院したものとみなします。 

（注2）通院保険金の支払し＼を受（ナられる期間中に新たに他のケガをされた場合‾ご 
あっ‾こも、重複し‾こ通院保険金をお支払し＼しません。 

特定 �〔特定感染症危険「後遺障害保険金、入院1呆陰金、通院保険金および葬祭費用 

1呆陰金」担1呆特約条項〕 

麗葦麗筆重態議讃繁華議語器謀議書評慶喜毒馨 
感染症の 補償Iこ �呆　金、入　一呆　金、通　　呆　金をお　　　しlLます。ただし、名　遺　書は発症 

された目方ヽらその日を含＆）‾こ180日l又内（こ生じた後遺障害力＼、入院（ま発症された日 
ヽらその　　　　めて180　1二　　の　　‾力ヾお　　　し＼の、　とな　　　　　、　古（ま　、 

つLlてニ �された目力ヽらその日を含めて180日以内の通院力＼支払し＼のヌ寸象となり、通院日数 
90日わく限度となります。また、発症された目方ヽらその日を含めて180日l又内に亡く 
なられたとき（ま、300万円を限度とし－こ葬舅ミ費用の実額を葬祭費用保険金として 
お支払LlLます‾。 

賠償責任の補償 ��日本国内におし＼‾こ、イ呆険の対象となる；舌動（こ起因するイ寓然な事故により、他人（こ �●故意 ●地震、噴火また（ま津波 ●核燃料物質の有害な特，i生（こよる事故 ●I心神喪失（こ起因する事故 ●航空機、自動車または銃器の所有、使用 ま：た（ま管理に起因す‾る事故 
ケガを負わ‾せたり、他人の財物を壊したりしたこと等iこよって二、；去律＿上の損害賠償 �●被保険者の職業」二の職務遂千手（こ直接起因 
責任を－負った場合に、損害賠償金および費用（訴訟費用等）の合計金額をお支払し＼ �す‾る事故 

（ラ舌動者イ国人） ��します（免責金額iまありません。）ただし、1回の事故（こつき損害貝菩償金（ま、賠償 �●人また（ま重力物（こ対する診療、治療、看護、 
責任の保険金額を限l妻とします‾。なお、賠償金額の；央定に（ま、事前（こ損保シャノ（ン �疾病の予防、救急救命処置また（ま死1本の 
日本興亜の承認を必要とします。 �検案（こ起因す‾る事故 ●医療品また（ま医療用具の調斉山、調整、 i鑑定、授一与ま三た（ま‡受与の才旨示（こ起因する 事故 ●専F冒職業人資格iこ基づLlて弓子う施術（こ起因 す‾る事故　　　など 

【先進医療】 �病院等におし＼‾こ年子われる医療イテ；島のうち、－定の施言受基準を・満たした病院等が厚生労働省への届出により子〒う高度な医療技術をしlL＼ ます‾。対象となる先進医療の種類につし＼て．は、保険期間中 �こ変更となること力ヾあります‾。言羊しく（ま厚生労働〕省ホ－ム／ヾ二三ジをこ！覧くだ 
さし＼。（http：／／www．mhlw．gC．jp／topics／bukyoku／ise �／SenSiniryo／kikan．htmI） 

【治療】 �医白市が必要てテあると認め、医白市が千手ララ台療をLlいます‾。たた �し、存皮1呆険者力ヾ医白面“である場合iま、被1呆険者以夕†の医師iこよる治療をLlL＼ ます。 

【通院】 �病院もしくは診療所に通し1、または往診により、ラ台癌を受（ナることをし＼し1ます‾。ただし、治療を伴わなLl、薬斉U、診断書、医療器具等の 受領等のためのものは含みません。 
【入院】 �自宅等て三の治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医白市の管理下におし＼てラ台癌に専念す‾ることをし＼Llま‾す。 

【免責金額】 �支払保険金の算出にあたり、損害の額力ヽら控除する自己負担額をし＼Llます－。 
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必要となる書類 �必要書類の例 

（㊦ �被保険者が損害賠償 責任を負担することが 確認できる書類 �示談書（※）、判決書（写）、調停調書（写）、 妻醒誓書（写）、樺の方からの領収書、など 

⑦ �損保ジャパン日本 興亜が支一払うべき 保険金の額を算出 するための書類 �他の保険契約等の保険金支払内容を記載した 支払内訳書　　　　　　　など 

（※）保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った 

三謙譲約であ。、ク＿リングオフの対象とはな脹せん。

●難凝毅義認摺譲合は、被保険者の法定相続人にお支払い
します。

ので、ご；主意ください。

4．責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後〇時に始まります。
5．事故がおきた場合の取扱い

必要となる書類 �必要書類の例 

（D �保険金請求書および 保険金請求権者が 確認できる書類 �籍薬毒蕃童話薬篭藷警手在…譲謄本、など 

（② �事故目時・事故原因 および事故状況等が 確認できる書類 �傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故 証明書、メーカーや修理業者等からの原因 調査報告書　　　　　など 

（⑤ �傷害の程度、保険の 対象の価額、損害の 額、損害の程度 および損害の範囲、 復旧の程度等が確認 できる書類 �（D被保険者の身体の傷害または疾病に関する 事故、他人の身体の障害に関する賠償 

事故の場合 死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断書、 診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費 領収書、診察券（写）、運転免許証（写）、 レントゲン（写）、所得を証明する書類、休業 損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、 補償金受領書　など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面（写）、 被害品明細書、賃貸借契約書（写）、売上高等 営業状況を示す帳簿（写）など 

（② �保険の対象である ことが確認できる書類 �売買契約書（写）、保証書　　　　　　　など 

（蔓） �公の機関や関係先等 への読i杏のために 必要な書類 �同意書　　　　　　　　　　　　　　　　　など 

後にお支払いします。
（注1）事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ　前記

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。

●前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその
日を含めて30日以内に、損保ジャパン日本興亜が保険金をお支払い

諦櫻塞藷藷醸箆譜鷲謬挟葬攫
確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払い
までの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、
損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

●ケガをされた場合等くま、この保険以外の保険でお支払いの対象となる
可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払
対象となる場合もあります。損保ジャパン日本興亜・他社を問わず、
ご加入の保険証券等をご確認ください。

6．保険金をお支払いできない主な場合

袈蒜謹話講婦警寵忍轢驚きお支払いする主な場合とお支払い

躍鞋」蕃睦型璽準匿はありません。
また、ボランティアの入輩や加入プランの変更はできません。

き　　驚謀議翳誤険契約であ。、引受保険
会社は各々の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。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して
保険料の領収保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を
行っております。
引受保険会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （幹事）　85％

東京海上日動火災保険株式会社　15％

9，保険会社破綻時の取扱い
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
基づきご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

製薬隷寮詔姿。弄姦露語擬墨書議灘麗磐誤電鰭
補償されます。
（1）保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで

蟹試料補彊讐緊急3か月までに発生した事故による保険金は
（2）保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割

纏蕎議酷薄琵堯ぇ、主務大臣が定める率よ。高い予定
利率が適用されているご契約については、追加で引き下げと
なることがあります。

10．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・利用します。また、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。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

主謀菟／く耀藁韮薫き酷し雷発議諸、取扱代理店または
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。

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ ：∴．∴‾一 �トさいまし �∴∴∴∴∴ ∴7こら∴パンフレット ��　∴∴∴∴　　　∴∴ 　∵ ∴∵∴∴∴ �／／誓言 ∴∴∴ �∴∴∴∴∴ 　∴∴一 

題額題麗閻醸閣議畷醸塾頭鶏 口補償の内容（保険金の種類）、セ ロ保険金額 �お客さら � � �：丁÷　∴∴∴‾‾「i‾‾－：－1‾「「‾「「∵∴∴∴∴一 � � 
卜される特約　　　　　謀議整諸竪畢奨請書蓮当金がないこと 

以下の項目は、保険料
正しく告知されているかをこ‘確認く7古
口パンフレットに記載の「他の保険契1

擾畜饗躍醒麗露畷
□特に「注意喚起情報」には、「保険：

いますので必ずご確認ください。

らニ‾保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。

こついて、正しく告知されているかを

轡践轡饗鐙鐙饗澄藩轡繊髄遜獲騨轡響醒畿滝沌消能義藷読流澄泌書落歌

内容をよくご確認ください（告知事項について、

ご確認いただきましたか

いできない主な場合」はお客さまにとって不利益となる情報や 「告知義務・通知義務」

●‡旨定紛争解決機関 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。 －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：平日の午前9時15分から午後5時まで（土・日・視目・年末年始は休業） ●叢播撞騎擬釜主筆繋糞洗親指敏・涜誤読競醜・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、取扱代理店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、損保ジャパン日本興亜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・COijp／）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。） ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 

●加入証（加入申込書2枚呂）は大切に保管してください。 
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事故が起こったら
ただちに、加入申込手続きを行った社会福祉協議会に、次の事項をご連絡ください。

①ボランティアの氏名、住所、連絡先　　②事故発生の日時、場所　　③事故の原因、状況
④ケガの程度、病院名（傷害事故）　⑤相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度（賠償事故）

※事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
※賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパン日本興亜にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパン

日本興亜の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできない
ことがあります。

ボランティア活動前後にチェックしてみましょう。 ����� 

すべてに図が入ることを目指しましょう。 ����� 

随裁縫※前のチエヅ懇養　　　　　　　　　　　　魚 ��� � 
□活動内容、活動場所の詳細を確認した。　　　　　　□自宅から活動場所までの所要時間を確認した。 ���� 
□自分でできること、できないことの分析はしてある。□体調は万全（普段通り）だ。 

諦　　　　　■、勝義 ��繚／）i／服装のチェック鷺 �� 

（用意しましょう。） ���� 
□運動靴　　□軍手　　口幅手　　口タオル　　ロハンカチ　　ロティッシュペーパー　　ロ雨具 
□着替え　　□筆記用具　　□水筒（飲み物）　　□救急セット　　ロ身分証明書　　□携帯電話 
（必要に応じて用意しましょう。） 
□懐中電灯　　□携帯ラジオ　　ロヘルメット　　ロ鉄製のインソール 

熊襲滋、畿　　　　／堪難撥懸欝／・活動中の注意】　　雷撃霊黒 ���� 
□責任者からの注意事項の説明を受けた。　　　　　　□緊急時の避難場所、避難ルートを確認した。 ���� 
□段差や障害物になり得るものの場所を確認した。　　□休憩時間を確認した。（適宜取得可能が望ましい。） 
□準備運動をした。 

∴∴【嗣子】　　　　　　　　　∴∴ ��� 
□後片付けをした。 ���� 
□活動を通じてヒヤリとしたこと、ハットしたことのメモをとった。 

L／ ��� � 

●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（帖ps：／／www．sink．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。） 
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 

●この保険契約は、次の保険会社が共同で引き受ける共同保険契約であり、幹事保険会社は、他の引受保険会社の代理・代行して保険料の 
領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。 
引受保険会社は各々の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。 
【引受保険会社】（幹事会社）損害保険ジャパン日本興亜株式会社85％（非幹事会社）東京海上日動火災保険株式会社15％ 

お問い合わせは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体契約者 

取扱代理店　　　　　　　　㊧社会観法人舗常会福祉協議会 

株式会社福祉保険サービス　〒100‾8980東京都千代田区霞欄3‾3‾謹認諾－7851 
引受損害保険会社 

〒100－0013　　　　　　　　　　　　　　　（幹事保険会社） 

東京都千代田区霞が関3－3－2朝霞が関ビル　　損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

TELO3－3581－4667FAXO3－3581－4763　医療・福祉開発部第二課 〈受付時間‥平日の詣詣苦12／2。～1／3を除きます。）〉謀議認諾嵩嘉3を除勘＞ 

（非幹事会社）東京海上日動火災保険株式会社 

（D－1－1）

SJNK18－11286（2018．12．5）
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