2019

（平成31年度）

2020

日本保育協会の会員保育園・認定こども園のための保険です。

社会福祉法人の役員・
評議員の賠償責任の補償
8 社会福祉法人向け役員賠償責任保険

保育園・保育士の
賠償責任の補償
（オプション）クレーム対応費用保険 新 設
9
7 保育業務従事者向け賠償責任保険

20日

必着

完了

かぎります。

目

保育園総合保険制度のご案内

次

はじめにご確認ください
２０１９年度

保育園総合保険制度改定のご案内

……………………………………… 2

クレーム対応費用保険の新設や、振込手数料のご負担者の変更などの改定がございますので必ずご確認ください。

保育園総合保険制度とは

…………………………………………………………………… 3

ご好評をいただいております保育園総合保険制度の特長をまとめました。

どの補償を選べばいいの？

………………………………………………………………… 5

おすすめのご加入パターンです。新規ご加入、補償見直しを検討される場合にご活用ください。

ご加入手続きのご案内と実績計算書の作成

……………………………………………… 7

ご加入手続きの方法、注意点等をご案内します。お手続き前にご確認ください。

各プランの概要
プラン１

保育園児等傷害保険

プラン２

主催行事参加者傷害保険

プラン３

自動車搭乗中傷害保険

プラン４

保育園職員労災上乗せ保険

プラン５
新設

オプション

……………………………………………………… 9
…………………………………………………11
……………………………………………………13
………………………………………………15

保育園賠償責任保険 ………………………………………………………17
クレーム対応費用保険 ………………………………………………………………19

プラン６

個人情報漏えい対応保険

…………………………………………………21

プラン７

保育業務従事者向け賠償責任保険

………………………………………22

（旧プラン名：保育士向け賠償責任保険）

プラン８

社会福祉法人向け役員賠償責任保険 ……………………………………23

プラン９

保育園動産（什器・備品）補償保険

じゅうき

……………………………………25

事故が発生した場合の対応
万が一事故にあわれた場合は

………………………………………………………………27

事故が発生した場合の対応方法などを記載しています。事故発生時にご確認ください。

保育園総合保険制度の事故通知書

…………………………………………………………29

その他のご案内
重要事項等説明書

契約概要のご説明と注意喚起情報のご説明

自動車搭乗中傷害保険の車両変更通知書
事故が発生したときのお手続き

………………………30

…………………………………………………40

……………………………………………………………41
1

２０１９年度

保育園総合保険制度改定のご案内

改定１ 「クレーム対応費用保険」をプラン５のオプションとして新設します
●ご要望の多かった保育園に寄せられる苦情に対応するための保険をプラン５のオプションとして新設します。
※プラン５「保育園賠償責任保険」とセット加入になります。オプション単独でのご加入はできません。

プランの特長
●苦情対応の相談が可能な専門窓口（クレームコンシェル）へ苦情対応の無料電話相談が可能です！
●クレームコンシェルが当事者間での解決が困難と判断した事案は、弁護士対応費用をお支払いします！
想定されるクレーム事例
保育園のサービスに不満があるとして、園児の両親がＳＮＳなどに書き込
みを行い、風評被害が発生した。
近隣住民から「園児の声がうるさい」と執拗な苦情が申し立てられ、業務
運営に支障が生じている。
園児の送迎の際、園児の両親が特定の保育士に対して恒常的に無理難題を
要求するため、他の保育業務が中断してしまっている。
クレーム発生時の対応

クレームコンサルタント、弁護士、オペレーターを配置し、保育園ご自身でクレーム対応を行う際の対応方法な
ど解決に向けたアドバイスを実施し、クレームの速やかな解決を目指します！

保険料例

※平均在籍園児数１００名の場合

保険金額（１事故・１期間中）

保険料

５０万円

３５，０００円

左記以外のプランも
ご用意しております。
詳細は１９ページを
ご参照ください！

改定２ 保険料をお振込みいただく際の振込手数料がご加入者様のご負担となります。
●２０１９年度より、保険料に係る振込手数料は、ご加入者様のご負担となります。保険料お振込みの際には振込手
数料を差し引かないようご注意ください。また、平成30年度版の払込取扱票は使用しないようにしてください。
●詳細は同封の「保険料の払込みに関するご案内」をご確認ください。
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新設

オプション

クレーム対応費用保険

3

保険金請求書類を記載してから
振込みまでの日数が早く、
大変満足しています。

対応が親切で、細かいところまで丁寧に
教えていただき助かりました。
また、経過の確認もあり、
安心してお任せできると思いました。

4

補償の見直し・新規ご加入をご検討の方へ

5

おすすめのプラン組合せ例をご紹介します。
補償を自由に選びたい方は【３ページ】を参
照してください。

保育園が対人事故・対物事故以外でクレームを受けた場合、無料で相談できるクレームコンシェルに解決
方法を相談し、弁護士委託が必要となった場合弁護士費用をお支払いする保険です。

社会福祉法人の役員（理事・監事）
・評議員の業務に起因して負担する法律上の賠償責任を補償します。
（第三者からの訴訟・法人からの訴訟ともに補償の対象となります。）

保育園に勤務する職員個人が負担する賠償責任を補償します。

保育職員の業務上・通勤途上における政府労災保険にて労働災害と認識された事故につき、政府労災保
険金の上乗せ補償を行います。
また、補償内容が不服として損害賠償を受けた場合の損害賠償金を補償します。

個人情報を漏えいまたは漏えいのおそれが発生した場合の損害賠償金・各種費用を補償します。
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保険始期の前月

20日まで
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保育園総合保険制度における保険料算出の基礎数字算出方法についてのご説明は次のとおりです。
ご申告いただく数字が事実と相違ないことをご確認のうえ、ご加入ください。
保育園児等傷害保険
保育園賠償責任保険・
（オプション）クレーム対応費用保険
個人情報漏えい対応保険
じゅうき
保育園動産（什器・備品）補償保険の園児数や職員数の算出については、ご加入月の前々月末日を基準とした過去１年
間の平均在籍者数でご申告いただくこととなっております。人数計算は次の「実績計算書」を使用して平均在籍者数を
算出します。（実績計算書をご加入の際に添付する必要はありません。）
主催行事参加者傷害保険の申告人数は過去１年間に保育園が主催した各行事の延参加者数（園児・職員を除きます。
）
となります。
自動車搭乗中傷害保険は、主に園児の送迎などに使用しご申告いただいたバス（自動車）の法定乗車定員数の合計が
保険料算出の基礎となります。
保育園職員労災上乗せ保険は、ご加入時に把握可能な直近の会計年度における平均被用者数となります。（政府労災資
料『労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書』をご確認ください。）
保育業務従事者向け賠償責任保険は、ご加入月の前々月末日における職員全員の数となります。
社会福祉法人向け役員賠償責任保険は、直近の会計年度における法人の事業活動計算書第２号の１様式「サービス活
動収益計⑴」の金額となります。

《実績計算書》（実績計算書をご加入の際に添付する必要はありません。）
通常保育に係る園児数には、保育所分園における園児数を含めます。
園児数
一時保育等
（※）
通常保育

学童数

職員数

平成

年

月

人

人

人

人

平成

年

月

人

人

人

人

平成

年

月

人

人

人

人

平成

年

月

人

人

人

人

平成

年

月

人

人

人

人

平成

年

月

人

人

人

人

平成

年

月

人

人

人

人

平成

年

月

人

人

人

人

平成

年

月

人

人

人

人

平成

年

月

人

人

人

人

平成

年

月

人

人

人

人

平成

年

月

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

合

計

（※）月間の延べ園児数÷その月の実施日数（小数点以下四捨五入）で算出してください。

÷12
平均在籍者数
（小数点第一位四捨五入）

人

人
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プラン

1

対
補償 象

保育園児等傷害保険
（学校契約団体傷害保険特約、熱中症危険補償特約、特定感染症危険補償特約および葬祭費
用保険金特約【Ａ型、Ｃ型】
、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒補償特約および天災危
険補償特約【Ａ型】セット傷害保険）

園児・職員

保険の特長
●保育園の管理下および通園途上（登園・降園の両方）における園児・職員のケガを補償する
保険で、保育園の損害賠償の有無に関係なく保険金をお支払いします。
どの型でも、日射病・熱射病などの熱中症によるケガについて補償されます。
◉【Ａ型、Ｃ型にご加入の場合】Ｏ−１５７などの特定感染症やサルモネラ菌などの細菌性食中
毒によるケガも補償します。
◉【Ａ型にご加入の場合】地震などの天災によるケガも補償します。
お支払いする保険金は次の６種類です。
・死亡保険金 ・後遺障害保険金 ・入院保険金 ・手術保険金 ・通院保険金 ・葬祭費用
用語の説明
保育園の管理下および通園途上
①園内・園外での保育中
（登園・降園の両方）とは …………… ②保育園の保育開始前または保育終了後における在園中
③保育園の保育のため、園または園の指定する場所と住居との通常の経路の往復途上
④保育園が主催する地域活動事業等の行事で、集合し解散するまでの間および住居と通常の経路の
往復途上
特定感染症とは………………………… 「特定感染症」とは、「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、二類感染症または三類感染症をいいます。２０１８年１０月現在、結核、重症急性呼吸器
症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものにかぎります。）、腸
管出血性大腸菌感染症（Ｏ−１５７を含みます。）等が該当します。

型別保険金額
ご加入の型

死亡・後遺障害
保険金額

入院保険金
日額

通院保険金
日額

Ａ１・Ｂ１・Ｃ１

９１６. ０万円

１４, ０００円

１０, ０００円

Ａ２・Ｂ２・Ｃ２

５７３. ０万円

８, ５００円

６, ５００円

Ａ３・Ｂ３・Ｃ３

４６０. ０万円

７, ０００円

５, ０００円

Ａ４・Ｂ４・Ｃ４

３４７. ０万円

５, ５００円

３, ５００円

Ａ５・Ｂ５・Ｃ５

２８８. ４万円

４, ５００円

３, ０００円

Ａ６・Ｂ６・Ｃ６

２２９. ５万円

３, ５００円

２, ５００円

Ａ７・Ｂ７・Ｃ７

１２０. ０万円

３, ０００円

２, ０００円

Ａ８・Ｂ８・Ｃ８

１２５. ５万円

２, ２５０円

１, ５００円

Ａ９・Ｂ９・Ｃ９

１１３. ０万円

１, ８００円

１, ３００円

※手術保険金は入院中の手術の場合は入院保険金日額の１０倍、外来の手術の場合は入院保険金日額の５倍となります。
※葬祭費用として３００万円までの葬祭費用実費をお支払いします。 また、 ご加入の型がＡ型の場合、 特定感染症で亡くなられた場合でも
３００万円までの葬祭費用実費をお支払いします。
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年間保険料
（保険期間１年）

ご加入の型

保険の対象と
なる事故

Ａ型

Ｂ型

Ｃ型

ケガ・熱中症

○

○

○

Ｏ−157 等の特定感染症、
細菌性食中毒など

○

×

○

地震・噴火・津波

○

×

×

７, ３７０円（Ａ１）

６, ２９８円（Ｂ１）

７, ２６７円（Ｃ１）

４, ６２０円（Ａ２）

３, ９４４円（Ｂ２）

４, ５５６円（Ｃ２）

３, ７００円（Ａ３）

３, １６３円（Ｂ３）

３, ６４８円（Ｃ３）

２, ７８０円（Ａ４）

２, ３８５円（Ｂ４）

２, ７４１円（Ｃ４）

２, ３２０円（Ａ５）

１, ９８８円（Ｂ５）

２, ２８８円（Ｃ５）

１, ８６０円（Ａ６）

１, ５９２円（Ｂ６）

１, ８３４円（Ｃ６）

１, ４００円（Ａ７）

１, １８５円（Ｂ７）

１, ３８２円（Ｃ７）

１, １３０円（Ａ８）

９６７円（Ｂ８）

１, １１６円（Ｃ８）

９６０円（Ａ９）

８２２円（Ｂ９）

９４６円（Ｃ９）

型別年間保険料
（園児・職員 1 名あたり）

保険料の計算方法

保険料算出の前にＰ８の「実績計算書」を作成し、平均在籍者数を算出してください。
実績計算書から転記

上表から選択

平均在籍者数
型別年間保険料
年間保険料
×
＝
（
）人
（
）円
（
）円
・園児全員の加入が前提です。園児数には一時保育、保育所分園における園児数、学童保育の学童も加えてください。
・職員を補償の対象に含めることができます。（職員のみの加入はできません。）
職員を補償の対象に含める場合の職員に係る平均在籍者数は、全職員数を基礎に計算します。
・学童保育の学童を補償の対象に含めることができます。学童保育の学童を補償の対象に含める場合、学童に係る平均在籍者数を算出し、
園児数に加算してください。
・加入月の前々月末日を基準とした過去１年間の在籍者数に基づき、平均在籍者数を計算してください。
なお、新設保育園等の場合で前年実績がない場合は、定員数、学童数、職員数などにより計算してください。

保険料計算例
平均在籍者数……………… 通常保育の園児９０名、一時保育等の園児１５名、職員数１５名（合計１２０名）
加入の型…………………… Ａ７型で職員も補償の対象に含める。

平均在籍者数
型別年間保険料
年 間 保 険 料
×
＝
人
円
（１２０）
（１, ４００）
（１６８, ０００）円
お支払いする事故の例
●通園時に交通事故に遭い、足を骨折して入院した。
●園庭のジャングルジムから落下し、腕を骨折し入院した。
●園外保育（いも掘りなど）の際、隣の園児のスコップが額にあたり怪我を負い通院した。
●保育園での給食が原因で食中毒が発生し、園児が入院した。（ご加入の型がＡ型・Ｃ型の場合）
●園庭での保育中に、日射病となって通院した。
※保険金のお支払い方法等重要な事項は、「重要事項等説明書」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

10

この保険は「プラン１」とセットでご加入ください！

対
補償 象

主催行事参加者傷害保険

園児・職員以外の

プラン

2

行事参加者

（行事参加者の傷害危険補償特約、熱中症危険補償特約、細菌性食中毒およびウイルス性食
中毒補償特約、天災危険補償特約【Ａ型】セット普通傷害保険）

父母や家族も
補償されます。

保険の特長
●日本国内で保育園が主催する宿泊を伴わない行事（利用者支援事業・地域子育て支援拠点事
業等）に参加中（管理下および往復途上の間）に生じた、園児・職員以外の保護者等の参加
者のケガを補償します。
●どの型でも、日射病・熱射病などの熱中症によるケガについても補償されます。
●どの型でも、Ｏ− 157などの特定感染症やサルモネラ菌などの細菌性食中毒およびウイルス
性食中毒によるケガも補償します。
◉【Ａ型にご加入の場合】地震などの天災によるケガも補償します。
お支払いする保険金は次の5種類です。
・死亡保険金 ・後遺障害保険金 ・入院保険金 ・手術保険金 ・通院保険金
用語の説明
管理下および往復途上とは…………… ①日本国内で保育園が主催する行事（利用者支援事業・地域子育て支援拠点事業等）で、行事参加者
が集合し解散するまでの間
（保育園が主催する行事にかぎります。ＰＴＡ等の主催は含まれません。
）
②保育園が主催する行事（利用者支援事業・地域子育て支援拠点事業等）に参加するため、行事参
加者が園または園の指定する場所と住居との通常の経路の往復途上（参加者名簿が備え付けてあ
る場合にかぎります。）

型別保険金額
ご加入の型

死亡・後遺障害
保険金額

入院保険金
日額

通院保険金
日額

Ａ１・Ｂ１

８００万円

１２, ０００円

８, ０００円

Ａ２・Ｂ２

５００万円

７, ５００円

５, ０００円

Ａ３・Ｂ３

４００万円

６, ０００円

４, ０００円

Ａ４・Ｂ４

３００万円

４, ５００円

３, ０００円

Ａ５・Ｂ５

２５０万円

３, ７５０円

２, ５００円

Ａ６・Ｂ６

２００万円

３, ０００円

２, ０００円

Ａ７・Ｂ７

１５０万円

２, ２５０円

１, ５００円

Ａ８・Ｂ８

１２０万円

１, ８００円

１, ２００円

Ａ９・Ｂ９

１００万円

１, ５００円

１, ０００円

※手術保険金は入院中の手術の場合は入院保険金日額の１０倍、外来の手術の場合は入院保険金日額の５倍となります。
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年間保険料

この保険は「プラン１」とセットでご加入ください！
（保険期間１年）

ご加入の型

保険の対象と
なる事故

Ａ型

Ｂ型

ケガ・熱中症

○

○

Ｏ− 157 等の特定感染症、
細菌性食中毒など

○

○

地震・噴火・津波

○

×

型別年間保険料
（行事参加者１名あたり）

８３円（Ａ１）

７５円（Ｂ１）

５２円（Ａ２）

４８円（Ｂ２）

４１円（Ａ３）

３８円（Ｂ３）

３１円（Ａ４）

２８円（Ｂ４）

２７円（Ａ５）

２３円（Ｂ５）

２１円（Ａ６）

２０円（Ｂ６）

１６円（Ａ７）

１５円（Ｂ７）

１３円（Ａ８）

１２円（Ｂ８）

１１円（Ａ９）

９円（Ｂ９）

保険料の計算方法
上表から選択

前年の延参加者数
型別年間保険料
年間保険料
×
＝
（
）人
（
）円
（
）円
・前年の延参加者数は（前年の延参加者数実績−園児・職員の延参加者実績）で算出してください。
なお、新設保育園等の場合で前年実績がない場合は、見込み延参加者数により計算してください。

保険料計算例
平均在籍者数……………… 前年の延参加者数（園児・職員は除きます。）は６８０名
加入の型…………………… Ａ４型

前年の延参加者数
（６８０）人

×

型別年間保険料
年 間 保 険 料
＝
（３１）円
（２１, ０８０）円

《前年の延参加者数算出方法》
１年間（加入月の前々月末日を基準とした過去１年間）に行った各行事の参加者数を累積したものとなります。
※下記の参加者数には園児・職員数は含みません。
（例）

２０１８年４月

保護者等への育児相談会……………３５名
異年齢交流事業（園庭開放）………４０名
退所児童との交流事業（人形劇）…３５名

⁝（省略）
２０１８年１２月

⁝（省略）
２０１８年８月

２０１８年１０月 退所児童との交流事業（合同運動会）…１２０名

⁝（省略）

退所児童との交流事業（盆踊り）…５５名

⁝（省略）

退所児童との交流事業（クリスマス会）…６０名

合

計（前年の延参加者数）

６８０名

お支払いする事故の例
●保育園主催の運動会の種目に参加した父親がケガをした。
●保育園主催のいも掘りに母親が向かう途中、転んでケガをした。
※保険金のお支払い方法等重要な事項は、「重要事項等説明書」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
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プラン

対
補償 象

自動車搭乗中傷害保険

3

バスなどに

搭乗中の方

（交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約セット普通傷害保険）

搭乗中の全員が
補償されます。

保険の特長
●主に園児の送迎等に使用するバス等（ご加入時に申告いただいたものにかぎります。
）に搭乗
中の日本国内でのケガを補償する保険です。保育園の損害賠償責任の有無や他の傷害保険の
お支払い等に関係なく保険金をお支払いします。
●ご加入時に申告いただいたバス・自動車などに搭乗中であれば、園児はもちろん、園児の父母、
職員、実習生、運転手、行事参加者等のすべての搭乗者が補償の対象となります。
お支払いする保険金は次の5種類です。
・死亡保険金 ・後遺障害保険金 ・入院保険金 ・手術保険金 ・通院保険金
用語の説明
搭乗中とは……………………………… 自動車に乗車するため、手足または腰等をドア、床、ステップまたは座席にかけた時から降車のた
めに手足または腰等をこれら用具から離し、車外に両足をつける時までの間をいいます。

保険金額と年間保険料

（保険期間１年）

死亡・後遺障害保険金額
保険金額

２２３. ４万円

入院保険金日額

３, ０００円

通院保険金日額

２, ０００円

保険料

１, ８００円

（法定乗車定員１名あたり）

※手術保険金は入院中の手術の場合は入院保険金日額の１０倍、外来の手術の場合は入院保険金日額の５倍となります。

保険料の計算方法

法定乗車員数合計
１名あたり保険料
年間保険料
×
＝
（
）人
１, ８００円
（
）円
・複数台のバス、自動車がある場合には、それぞれの法定乗車員数を合計し法定乗車員数を算出してください。

保険料計算例
法定乗車員数合計………… 送迎バス２０名＋乗用車５名の合計２５名

法定乗車員数合計
１名あたり保険料
年 間 保 険 料
×
＝
（１, ８００）円
（４５, ０００）円
（２５）人
お手続き上の注意点
・この保険の補償の対象とするバスなどについては、加入依頼書裏面に登録番号および法定乗車員数をご記入ください。
・保険期間の途中で、ご加入時にご申告いただいた自動車に増減などの変更があった場合は、通知が必要になります。
Ｐ４０の「車両変更通知書」を起票し、車両変更日の属する月の翌月１０日までにご通知ください。通知がない場合は、保険金を削減してお支
払いする場合がありますので、ご注意ください。

お支払いする事故の例
●送迎用バスが他の車と衝突し、搭乗していた園児、保育士がケガをした。
※保険金のお支払い方法等重要な事項は、「重要事項等説明書」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
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Memo
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プラン

対
補償 象

保育園職員労災上乗せ保険

4

（通勤災害担保特約条項、災害付帯費用担保特約条項、職業性疾病担保特約条項、使用者賠
償責任条項《Ｂ型・Ｄ型》および天災危険担保特約条項セット労働災害総合保険）

政府労災
保険の対象となる

保育園職員

保険の特長
●保育園の職員が業務上の災害（出退勤途中も含みます。）にあわれ、身体に障害（負傷、疾病、
後遺障害、死亡）を被り、政府労災保険にて労働災害と認定された場合に、政府労災保険の
上乗せ補償として保険金をお支払いします。
●どの型でも、地震・噴火・津波などの天災事故も補償します。
◉【Ｂ型・Ｄ型にご加入の場合】保育園の職員が被った労働災害について、使用者（保育園）が
法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金および解決のために支
出する弁護士費用などをお支払いします。

型別保険金額と年間保険料
ご加入の型

（保険期間１年／団体割引１５％／過去の損害率による割引２０％／事業種類コード９４）

Ａ型

死亡

Ｂ型

Ｃ型

Ｄ型

５００万円

５００万円

１, ０００万円

１, ０００万円

１級〜３級

５００万円

５００万円

１, ０００万円

１, ０００万円

４級

４５０万円

４５０万円

８００万円

８００万円

５級

３５０万円

３５０万円

７００万円

７００万円

６級

２００万円

２００万円

６００万円

６００万円

７級

１００万円

１００万円

５００万円

５００万円

８級

６０万円

６０万円

４００万円

４００万円

９級

５０万円

５０万円

３００万円

３００万円

１０級

４０万円

４０万円

２００万円

２００万円

１１級

３０万円

３０万円

１００万円

１００万円

１２級

２０万円

２０万円

５０万円

５０万円

１３級

１０万円

１０万円

３０万円

３０万円

１４級

５万円

５万円

２０万円

２０万円

１, ０００円

１, ０００円

２, ０００円

２, ０００円

後遺障害
保険金額

休業４日目以降（１日につき）
災害付帯費用
（死亡・後遺障害１〜７級）

４０･ １０･ ５万円
３億円

使用者賠償責任てん補限度額

−

年間保険料（職員１名あたり）

７８０円

１名・１災害

※法定外補償における業務上と通勤途上の保険金額は同額の設定となります。
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１, ９００円

１００･ ２５･ ２５万円
−
１, ７４０円

３億円
１名・１災害

２, ８００円

保険料の計算方法
政府労災資料記載の

前ページから選択

平均被用者数
型別年間保険料
年間保険料
×
＝
（
）人
（
）円
（
）円
・平均被用者数は、
ご加入時に把握可能な直近会計年度の政府労災資料（
『労働保険概要・増加概算・確定保険料申告書』
）をご確認ください。
・正当な理由もなく平均被用者数を過少申告された場合には、保険金が削減される場合がありますのでご注意ください。

保険料計算例
平均職員数………………… 直近把握可能な政府労災に記入された平均被用者数２２名
加入の型…………………… Ｄ型（使用者賠償あり）
政府労災資料記載の

平均被用者数
型別年間保険料
年 間 保 険 料
×
＝
（２２）人
（２, ８００）円
（６１, ６００）円
お手続き上の注意点
保育園で独自に定めた法定外補償規定（災害補償規定）の有無の確認が必要です。ご加入時には加入依頼書「④保育
園職員労災上乗せ保険」の確認事項欄に必ずご記入ください。
確

認

事

項

法定外補償規定（※）の備付けはありますか？⇒ １．あり

２．なし

①「１．あり」の場合には、法定外補償規定に定めた金額がP１５の法定外補償の保険金額を下回る場合には、法定外
補償規定に定めた金額を限度にお支払いします。法定外補償規定に定めた金額がP１５の法定外補償の保険金額を
上回る場合には、P１５の法定外補償の保険金額をお支払いします。
②「２．なし」の場合には、P１５の法定外補償の保険金額をお支払いします。
（※）職員に対して、政府労災保険の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、
災害補償規定等をいいます。

お支払いする事故の例
●園児を連れて保育園主催の遠足に行く途中、交通事故に遭いケガをした。
●保育園で勤務中、火災が発生し、園児を救出しようとして火傷を負った。
●職員の死亡は過労が原因として遺族が保育園を相手に賠償を求め提訴。
裁判所が保育園（勤務先）に対して安全配慮の義務を怠ったとして、賠
償金の支払いを命じた。
【Ｂ型・Ｄ型にご加入の場合】

『こころとからだホットライン』が利用できます！
こころとからだホットラインは、保育園職員労災上乗せ保険にご加入いただいていた保育園の職員のみなさまの心と身体の健
康に関するご相談をはじめ日常の色々な悩みなどを、無料で電話相談いただけるサービスです。また人事労務部門ご担当者の
相談窓口としてもご利用いただくことが可能です。メンタルヘルス対策や健康増進の福利厚生制度として是非ご活用ください。
※ 詳しくは裏表紙をご覧ください。

※保険金のお支払い方法等重要な事項は、「重要事項等説明書」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
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プラン

5

対
補償 象

保育園賠償責任保険
（賠償責任保険追加条項、施設所有管理者特約条項、昇降機特約条項、生産物特約条項、人
格権担保追加条項、受託者追加条項セット賠償責任保険）

保育園

保険の特長
●保育園の施設管理・業務遂行・提供した飲食物等に起因する事故により、園児や第三者の身
体に障害を与えた場合や、財物をき損した場合に、保育園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。
●すべてのプランでエレベーターに関する賠償事故も補償します。
●パート・アルバイトや実習生も補償の対象です。
◉【ＥＲ型・Ｅ型・ＧＲ型・Ｇ型にご加入の場合】
通常の保育に加え、保育園が主催する行事（利用者支援事業・地域子育て支援拠点事業等）
も補償の対象となります。
用語の説明
通常の保育とは………………………… 保育園管理下での保育中をいい、学童保育、地域子ども・子育て支援事業に定める一時保育、休日保育、
延長保育等を含みます。

◉【ＥＲ型・ＦＲ型・ＧＲ型・ＨＲ型にご加入の場合】
園舎を借りて保育園を運営している場合や、運動会等で体育館を一時的に借りた場合で、借
りた建物自体に損害を与えてしまった場合に負担する法律上の損害賠償責任も補償の対象に
なります。

型別保険金額と年間保険料
保険の対象

ご加入の型

自己負担額はありません。
（保険期間１年）

ＥＲ

ＦＲ

Ｅ

Ｆ

ＧＲ

ＨＲ

Ｇ

Ｈ

通常保育

○

○

○

○

○

○

○

○

地域子育て
支援事業等

○

×

○

×

○

×

○

×

借りた建物

○

○

×

×

○

○

×

×

１０億円

１０億円

７億円

７億円

対物賠償

１, ０００万円

１, ０００万円

１, ０００万円

１, ０００万円

１億円

１億円

７, ０００万円

７, ０００万円

１, ０００万円

−

１, ０００万円

−

１０万円

１０万円

１０万円

１０万円

１００万円

１００万円

１００万円

１００万円

人格権侵害補償
受託者賠償

保険金額

対人賠償

建物
現金・
貴重品等
上記
以外

年間保険料
（園児・学童１名あたり）

３２０円

２８０円

２７０円

２３０円

３１０円

２６０円

２６０円

２１０円

※表中の保険金額については、以下のとおりとなっております。
・対人賠償………… 施設賠償責任保険・昇降機賠償責任保険は１名・１事故の、生産物賠償責任保険については１名・１事故・保険期間中の保
険金額を記載しています。
・対物賠償………… 施設賠償責任保険・昇降機賠償責任保険は１名・１事故の、生産物賠償責任保険については１事故・保険期間中の保険金額
を記載しています。
・人格権侵害補償… １名・１事故・保険期間中の保険金額を記載しています。
・受託者賠償……… 保険期間中の保険金額を記載しています。
※対人賠償、対物賠償における施設賠償責任保険と昇降機賠償責任保険は、１回の事故について、それぞれの損害額を合算して上表記載の保険金
額を限度とします。
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保険料の計算方法

保険料算出の前にＰ８の「実績計算書」を作成し、
Ａ〜Ｃの合計により平均在籍園児数を算出してください。
前ページから選択

平均在籍園児数
型別年間保険料
年間保険料
×
＝
（
）人
（
）円
（
）円
平均在籍園児数の算定にあたっては、以下の点にご注意ください。
・園児数には、一時保育、保育所分園における園児数、学童保育の学童を加えてください。
・職員数や保育園が主催する行事の参加者数は園児数に含みません。
・平均在籍園児数は、加入月の前々月末日を基準とした過去１年間の平均在籍園児数となります。なお、新設保育園の場合等で、在籍園
児数の実績がない場合は、定員数などに基づき平均在籍園児数を算出してください。

保険料計算例
平均在籍園児数…………… 通常保育の園児９０名、一時保育の園児１５名（合計１０５名）
加入の型…………………… ＥＲ型

平均在籍園児数
型別年間保険料
年 間 保 険 料
×
＝
（３２０）円
（３３, ６００）円
（１０５）人
お支払いする事故の例
●保育園の留金がゆるんで老朽化した窓ガラスが落下し、下にいた園児にあたり頭を負傷した。
●園児が遊具から落ちてケガをした。
●エレベーターの欠陥による誤作動により園児が扉に手をはさんでしまい負傷した。
●保育園で提供した飲食物が原因で食中毒が発生した。
●保育士が園児の親から借りていたビデオカメラを誤って落とし、破損させた。
●【ＥＲ型・ＦＲ型・ＧＲ型・ＨＲ型】運動会のために借りた体育館で、大型機材を倒してしまい、体育館の床に穴
が開いた。

お見舞金・初期対応費用
万が一、事故が起きてしまった場合でも保育園総合保険制度では全プランにお見舞金（被害者対応費用補
償）と初期対応費用（事故対応特別費用補償）がセットされています！
大きな苦情に発展することを未然に防ぐよう、保育園の円滑な対応を支援します。
お見舞金（被害者対応費用補償）

賠償責任の有無を問わずお支払いします。

対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に
臨時に必要とした費用を補償します。（受託者賠償ではお支払いの対象となりません。）
被害者１名あたり

対人
見舞費用

死亡

１００万円

死亡以外

１０万円

対物臨時費用

１０万円

保険期間中

３, ０００万円

初期対応費用（事故対応特別費用補償）
保険金のお支払いの対象となるような損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求が発生するおそれがある
ことを保育園が知った場合において、保育園がそのために支出した文書作成費用、交通費、記録費用などを保険
期間中１,０００万円を限度として補償します。

※保険金のお支払い方法等重要な事項は、「重要事項等説明書」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
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対
補償 象

プラン５「保育園賠償責任保険」に必ずご加入ください。
新 設

オプション

クレーム対応費用保険

保育園

（業務妨害対応費用保険（費用・利益保険））

保険の特長
●会員保育園が第三者からクレーム行為を受けた場合に、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）へ無料相談が可能です。
●クレームコンシェルが当事者間での解決困難と判断した事案は、弁護士費用を補償します。
※弁護士による法的対応を行う場合は、損保ジャパン日本興亜の承諾が必要です。
用語の説明
クレーム行為とは……………………… 保育園に対して行われる「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」の行為をさします。

プラン５「保育園賠償責任」との関係

（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。

身体障害・財物損壊を
原因とするクレーム

プラン５「保育園賠償責任保険」
により対応

上記以外のクレーム

本保険の対象
（弁護士費用）

クレーム行為
発生
（※）

（※）その他の賠償責任保険にて対象となるクレームも除きます。

型別保険金額と年間保険料

自己負担額１万円
（保険期間１年）

ご加入の型
保険金額

Ｑ

Ｒ

Ｓ

１事故・１期間中

１事故・１期間中

１事故・１期間中

５０万円

１５０万円

３００万円

園児数５０名以下

１９, ２５０円

４２, ０００円

６３, ０００円

園児数５１名以上１００名以下

３５, ０００円

７５, ６００円

１１３, ４００円

園児数１０１名以上１５０名以下

４９, ８８０円

１１３, ４００円

１６０, ６５０円

園児数１５１名以上２００名以下

６６, ５００円

１４２, ８００円

２０１, ６００円

年間保険料

※園児数２０１名以上の場合は幹事代理店（有）日保協（０３‑５２２６‑００２５）または募集代理店までお問い合わせください。
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保険料の計算方法

園児数に応じて、左ページの保険料表よりお選びください。
・園児数には、学童保育の学童、一時保育、保育所分園や認定子ども園における園児数を加えてください。

保険料計算例
園児数 ……………… 通常保育の園児９０名、一時保育の園児１５名（合計１０５名）
加入の型 …………… Ｑ型

年 間 保 険 料
（４９，８８０）円

クレームを受けた場合の対応
ＳＴＥＰ

無料

１

●クレームが発生した場合、クレームコンシェルにお電話にてご相談くださ
い。オペレーター、クレームコンサルタント、弁護士が常駐しています。

専門家に電話相談

●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。
【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

クレームコンシェルについて
・受付時間：平日午前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いませんので、コンサルタントによる相談受
付となります。）

・ご利用は本保険の被保険者である会員保育園のみとなります。
・電話番号は保育園総合保険制度の加入証に掲載いたします。
※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分となります。
※保険加入前に発生しているクレームや、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園長先生からお願いします。ただし、緊急の場合等で園長のご了
承済みの場合はこの限りではありません。

ＳＴＥＰ

２
専門家に対応依頼

●クレームコンシェル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。
●弁護士の対応にかかる費用は、保険金額を限度に保険金としてお支払いす
ることができます。
※弁護士費用を保険金としてお支払いするのは、クレームコンシェルに相談があったうえで、損保ジャ
パン日本興亜が承認した案件に関する費用のみが対象となります。

お支払いする事故の例
●職員の対応に不満を持った保護者が、園内で大声で職員を罵倒し業務に支障が生じた。
●保護者が、自分の子どもに通常の水準を超える過度な保育を要求し、他の園児に対して十分な保育を提供できない
状況が度々生じている。
●保護者が職員に対して執拗に連絡先を尋ねたり、抱きつく等のセクシャルハラスメントに該当するような行為を頻
繁に繰り返している。
●保護者が他の保護者に対して、園の対応に関する事実に基づかない悪口をいい、さらにインターネット上にも同様
の書き込みをしたことによって風評被害が発生した。
※保険金のお支払い方法等重要な事項は、「重要事項等説明書」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
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プラン

対
補償 象

個人情報漏えい対応保険

6

（個人情報取扱事業者保険）

保育園

保険の特長
●保育園が保有する個人情報を漏えいまたはそのおそれが発生した場合に、保育園が負担する
法律上の損害賠償責任について保険金をお支払いします。
●保育士・事務員などの従業員が起こした個人情報漏えいにより保育園が負担する法律上の損
害賠償についても保険金をお支払いします。
用語の説明
対象となる「個人情報」とは………… ①その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（注）により特定の個人を識別することができ
るもの。なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが
できることとなるものを含みます。
②個人識別符号が含まれるもの。
（注）その他の記述等とは、
文書、
図面もしくは電磁的記録に記載され、
もしくは記録され、
または音声、
動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。
「個人識別符号」とは ………………… マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、保険証番をいいます。
対象となる「個人情報漏えい」とは … 保育園の意図に反して、保育園が所有、使用または管理する（していたものを含みます。）個人情報、
または管理を委託した個人情報が流出したことをいいます。

型別保険金額と年間保険料

自己負担額はありません。
（保険期間１年）

ご加入の型

Ｉ

保険金額

損害賠償金・その他の費用
第三者の損害賠償に
関する補償

（個人情報漏えい）

損害賠償金・その他の費用
（企業情報漏えい）

企業ブランドの価値のき損を
防止・縮減するための補償
年間保険料

５, ０００万円

１億円

１, ０００万円

１, ０００万円

５０万円

１００万円

２０, ０００円
２５, ０００円
３０, ０００円

３２, ０００円
４５, ０００円
５４, ０００円

ブランドプロテクト費用
※ 縮小てん補割合９０％

園児数１００名以下
園児数１０１名以上２００名以下
園児数２０１名以上

Ｊ

※表中の保険金額については、保険期間中の保険金額を記載しております。
※精神的苦痛に対する損害賠償金については、１件の個人情報につき３０万円を限度として保険金をお支払いします。
※ブランドプロテクト費用保険金は、第三者への損害賠償に関する補償の外枠でのお支払いとなります。

保険料の計算方法

園児数に応じて、上表よりお選びください。
・園児数には、一時保育、保育所分園における園児数、学童保育の学童を加えてください。

保険料計算例
園児数 ……………… 通常保育の園児９０名、一時保育の園児１５名（合計１０５名）
加入の型 …………… Ｉ型

年 間 保 険 料
（２５, ０００）円

お支払いする事故の例
●園児や保護者情報の入った保育園のパソコンが盗まれ、情報がネット上に掲載された。
●ファックスの誤送信により、園児情報が外部に流出した。
※保険金のお支払い方法等重要な事項は、「重要事項等説明書」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
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プラン

対
補償 象

保育業務従事者向け賠償責任保険

7

保育園の
職員全員

（各種特約セット業務過誤賠償責任保険）

保険の特長
●保育士など、保育園に勤務する職員が行う業務全般において、他人の身体への傷害や財物の
損壊、人格権侵害が発生したことにより、職員個人が負う法律上の損害賠償責任について保
険金をお支払いします。
保育士以外の職種・職員も補償の対象に含めることができます！

保険金額と年間掛金

（保険期間１年）

保険金額

対人・対物賠償

１億円

１事故あたり

（自己負担額１, ０００円）

人格権侵害補償
初期対応費用（事故対応特別費用）
お見舞金（被害者対応費用）

期間中５００万円
死亡の場合：５０万円
死亡以外の場合：３万円

年間掛金（職員１名あたり）

１, ５００円

※年間掛金には制度運営費５００円を含みます。この制度運営費は、社会福祉法人日本保育協会が保育士等の環境向上に資する取組のために使用
します。

ご加入にあたっては、保育士個人で同種の保険制度に加入していないかご確認ください。
保険料の計算方法

（

職員数
１名あたり年間掛金
年間掛金
×
＝
１, ５００円
）人
（
）円

このプランは、保育士・職員・事務員などの保育園に勤務する全職員（パート・アルバイトを含みます。）でご加入いただきます。
職員数の算出にあたっては、ご加入月の前々月末日における職員全員の数をご利用ください。
（実績計算書の平均在籍者数ではございませ
んのでご注意ください。）

保険料計算例
職員数……………………… 施設長１名、保育士２１名、栄養士５名、事務員３名（合計３０名）

職員数
１名あたり年間掛金
年 間 掛 金
×
＝
（１, ５００）円
（４５, ０００）円
（３０）人
お支払いする事故の例
●保育士が保育園が定めた以外のルートで園児を散歩に連れ出し、園児がケガをしたため保育士個人が損害賠償責任
を負った。
●保育士が園児の衣類・備品等を不注意により損壊したため、保育士個人が損害賠償責任を負った。

こころとからだホットラインご利用ができます（無料）
こころとからだホットラインは、保育業務従事者向け賠償責任保険にご加入いただいている保育士の皆さまの心と身体の健康
に関するご相談をはじめ、日常の色々な悩みなどを、無料で電話相談いただけるサービスです。メンタルヘルス対策や健康増
※ サービスの詳細は裏表紙をご覧ください。
進の福利厚生制度として是非ご活用ください。
※保険金のお支払い方法等重要な事項は、「重要事項等説明書」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
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プラン

8

社会福祉法人向け役員賠償責任保険

対
補償 象
社会福祉法人の

（役員賠償責任保険）

役員・評議員等

保険の特長
●社会福祉法人の役員（理事・監事）・評議員などの皆さまが、その業務を行ったことにより、
法律上の損害賠償責任・争訟費用を負担することによって被る損害を補償します。
●セクハラ、不当解雇、差別行為だけでなく、パワハラ、マタハラなどが行われたことによる
法律上の損害賠償や弁護士費用についても保険金をお支払いします。
●第三者が役員（理事・監事）
・評議員に対して訴訟を提起した場合に加え、社会福祉法人が訴
訟を提起した場合も補償します。
●訴えられる「おそれ」がある場合の書類作成費用などの初期対応費用を補償します。

型別保険金額と年間保険料

（保険期間１年）

ご加入の型

Ｎ

役員賠償責任
１事故・保険期間中

保険金額

法人調査費用（法人内調査費用）

自己負担額なし

保険期間中

法人調査費用（第三者委員会対応費用）
保険期間中

総収入金額３億円以下
年間保険料

総収入金額３億１円以上１０億円以下

１億円

３億円

１, ０００万円

１, ０００万円

１, ０００万円

５, ０００万円

５, ０００万円

５, ０００万円

５２, ０００円

７３, ０００円

１０５, ０００円

５６, ０００円
（６, ０００円）

（１０億円を含みます。）

総収入金額１０億１円以上５０億円以下

６６, ０００円
（７, ０００円）

（５０億円を含みます。
）

Ｐ

５, ０００万円

（５, ０００円）

（３億円を含みます。）

Ｏ

（８, ０００円）

７６, ０００円

（１１, ０００円）

１１１, ０００円

（８, ０００円）

（１２, ０００円）

９２, ０００円
（１０, ０００円）

１３３, ０００円
（１４, ０００円）

※総収入金額が５０億円を超える場合は、取扱幹事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。
※表中の（
）内の保険料は、役員個人負担保険料になります。

保険料の計算方法

総収入金額に応じて、上表よりお選びください。
・総収入金額は、法人の事業活動計算書

第２号の１様式「サービス活動収益計⑴」の金額を使用してください。

保険料計算例
事業活動計算書「サービス活動収益計⑴」の金額………… ２億９,６００万円
加入の型…………………… Ｏ型

年 間 保 険 料
（７３, ０００）円

役員個人負担保険料の取扱い
「法人からの損害賠償請求に対する補償」部分の保険料（上表（
）内の保険料）は、役員（理事・監事をいい、評議員は含みません。
）個人が
負担すべきもので、法人が負担をした場合は、経済的利益供与があったものとして、役員個人の課税対象報酬扱いとなる可能性があります。
（平成６年１月２０日付 国税局発「会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて」より）
なお、実際の負担額処理の方法については、個別に税理士等にご確認ください。
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お支払いする事故の例
●入園説明会でご案内した、実施すると説明した保育サービスが提供できなかった。そのため、園児の両親から、実
際の保育料と保育サービスの対価の差額につき、責任者である理事に対して損害賠償請求がなされた。
●保育園の人事担当理事が、従業員から長期間勤務しているにもかかわらず給与が不当に低いと相談を受けていた。
理事から理由を説明したが、合意・納得を得ることができず、その従業員は退職した。退職後、その元従業員から
人事担当理事に対し損害賠償請求が提起された。
●近隣の住民より、保育園児の声がうるさいと苦情を受けていた。保育園としてフェンスを設置するなど対応をして
いたが、その住民は引っ越すこととなり、引越費用と住宅再取得費用につき、社会福祉法人の担当役員に対して損
害賠償請求が提起された。
●職員が保育士に対してセクハラを行ったため、当保育士が精神的苦痛を受けたとして、理事長と担当役員に対して
損害賠償請求が提起された。
●職員が社会福祉法人の資金を横領したことにつき、その責任者である担当役員に対して、その社会福祉法人が損害
賠償請求を提起した。

ご加入の検討にあたって
本プランは、２０１６年度の発売以降、多くの社会福祉法人さまにご加入いただいております。本プラ
ンにご加入いただくことで、定期的に改選のある評議員の皆さまに「安心して業務に取り組んでいただ
くことができる」メリットもございますので、是非ご検討ください。
メリット１

安心して評議員に就任していただけます！

評議員の就任を依頼する際、役員賠償責任保険に加入していることで評議員としての業務リスクに対して適切な
対策をとっていることをアピールできます。
メリット２

評議員の皆さまの個人資産を守ります！

評議員に対する予期せぬ損害賠償請求があり、賠償責任を負った場合でも、評議員の皆さまの個人財産をき損す
ることなく対応できます。
メリット３

言いがかり的な苦情にも対応できます！

このプランでは弁護士費用もお支払いの対象となるため、言いがかり的な苦情に対しても弁護士に依頼し、スムー
ズに対応することができます。

よくあるお問い合わせ
Ｑ１

退任した役員・評議員は本プランの補償の対象になりますか？
最初にご契約いただいた契約の始期日において、役員・評議員であった方であれば、損害賠償請求が提起さ
れたときに退任していても補償の対象となります。

Ｑ２

契約前の行為に起因する損害賠償請求も補償の対象になりますか？
最初にご契約いただいた契約の始期日から１０年前までの行為に係る損害賠償請求は補償の対象となります。
ただし、最初にご契約いただいた契約の始期日より前に、すでに損害賠償請求がなされるおそれがあること
を認識していた場合は補償の対象になりません。

Ｑ３

役員ではない園長は保険の対象に含まれますか？
理事会で選任された園長にかぎり本プランの補償の対象に含まれます。

※保険金のお支払い方法等重要な事項は、「重要事項等説明書」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
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じゅうき

プラン

対
補償 象

保育園動産（什器・備品）補償保険

9

（動産総合保険）

保育園

保険の特長
じゅうき

●保育園舎内（建物内）の什器・備品一式が、偶然な事故により損害が生じた場合に、保育園
に保険金をお支払いする保険です。
●保険金のお支払いは再調達価額基準でお支払いします。
◉【ＫＥ型、LＥ型、ＭＥ型にご加入の場合】地震等による損害も補償します。
用語の説明
再調達価額基準とは…………………… 損害が発生した地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを
再取得または再築するのに要する額を基準とするものです。
地震等とは……………………………… 地震、地震による火災・破裂・爆発、損壊、埋没、津波、洪水その他の水災をいいます。

型別保険金額と年間保険料
ご加入の型

Ｍ

地震等以外

５０万円

（１事故）

保険
金額

地震等

×

（保険期間中）

年間
保険料

（保険期間１年）

Ｋ

Ｌ

１００万円
×

３００万円
×

ＭＥ

ＫＥ

ＬＥ

５０万円

１００万円

３００万円

５０万円

１００万円

３００万円

園児数
５０名以下

９, ９００円

１６, ０００円

２１, ２００円

３５, ６００円

５９, ４００円

１０５, ２００円

園児数５１名以上
１００名以下

９, ９００円

２２, ３００円

２９, ８００円

４１, ５００円

７６, ７００円

１３２, ４００円

１２, ５００円

２８, ６００円

３８, ４００円

４９, ３００円

９２, ９００円

１６２, ７００円

園児数
１０１名以上

※すべての型で業務用現金の保険金額は３０万円が限度となります。
※すべての型で自己負担額は１事故１万円となります。ただし、全損の場合および火災（焦げ損害を除きます。）、落雷、破裂または爆発の事故に
よる損害の場合は、自己負担額はありません。なお、全損の場合とは、１回の事故で保険金額の全額をお支払いした場合をいいます。

保険料の計算方法

園児数に応じて、上表よりお選びください。
・園児数には、一時保育、保育所分園における園児数、学童保育の学童を加えてください。

保険料計算例
園児数………… 通常保育の園児９０名、一時保育の園児１５名（合計１０５名）
加入の型……… ＫＥ型

お支払いする事故の例
●園児が備品を押し倒し、破損させた。
じゅうき
●火災が発生し、什器・備品が焼失した。
●水災により備品が汚損した。
●地震によって備品が倒れ、破損した。（ＫＥ型、ＬＥ型、ＭＥ型にご加入の場合）
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年 間 保 険 料
（９２, ９００）円

じゅうき

じゅうき

補償の対象となる什器・備品

保育園舎内（建物内）に収容されている取り外し可能な什器・備品
が補償の対象となります。

じゅうき

保険の対象となる什器・備品の例
テレビ、ビデオデッキ（ＤＶＤ・ＣＤデッキ等を含みます。）、オーディオ機器、ベッド、机、椅子、棚、ワゴン、マット、
楽器、各種遊具、ＯＡ機器（パソコン、プリンタ、コピー機、ファックス機など）
、食器、時計、観賞用水槽、業務
用現金（３０万円まで）
など
じゅうき

保険の対象とならない什器・備品の例
建物（※）、商品・製品、有価証券・預貯金証書・印紙および切手その他これらに類するもの、自動車（自動三輪車、自
動二輪車、原動機付自転車を含みます。）、船舶・航空機・貴金属・宝玉および宝石ならびに書画・骨董・彫刻物その
他の美術品で１個の価額が３０万円を超えるもの、動物・植物、医薬品、稿本・設計書・図案・ひな形・鋳型・木型・
紙型・模型・証書・帳簿その他これらに類する財物、建設用機械・他人の所有物（リース・レンタル品や園児・保護
者の持ち込んだ物等）、園舎内（建物内）に収容されていない物
など
（※）建物に付帯する財物（建具、電気・ガス・空調設備など）は、建物の所有者が保育園である場合は建物に該当することから、補償の対象外と
なります。ただし、建物の所有者が保育園以外の場合は補償の対象となります。
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じゅうき
じゅうき
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ຍධ⪅ドグ㍕䛾㏻⏝ල䜢䛔䛔䜎䛩䚹

䝥䝷䞁䠐䚷ಖ⫱ᅬ⫋ဨປ⅏ୖ䛫ಖ㝤
䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾✀㢮䛸ෆᐜ
䛆ἲᐃእ⿵ൾ᮲㡯䛇
⿕ಖ㝤⪅䠄ὀ䠍䠅䛾⿕⏝⪅䠄ὀ䠎䠅䛜ᴗົୖ⅏ᐖ䛚䜘䜃㏻㏵ୖ䠄ฟ䛚䜘䜃㏥䠅䛻䜘䛳䛶㌟య㞀ᐖ䠄Ṛஸ䚸ᚋ㑇㞀ᐖ䚸㈇യ䚸䠅䜢⿕䛳䛯ሙྜ䛻䚸ᨻᗓປ⅏ಖ㝤
➼䠄ὀ䠏䠅䛾ୖ䛫䛸䛧䛶䚸⿕ಖ㝤⪅䛜⿕⅏䛧䛯⿕⏝⪅䜎䛯䛿䛭䛾㑇᪘䛻⿵ൾ㔠䜢ᨭᡶ䛖䛣䛸䛻䜘䛳䛶⿕䜛ᦆᐖ䛻䛴䛔䛶䚸⿕ಖ㝤⪅䛻ಖ㝤㔠䠄Ṛஸ⿵ൾಖ㝤㔠䚸
ᚋ㑇㞀ᐖ⿵ൾಖ㝤㔠䚸ఇᴗ⿵ൾಖ㝤㔠䠅䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹
䠄ὀ䠍䠅⿕ಖ㝤⪅䛸䛿䚸ᴗ䠄ಖ⫱ᅬ䠅䜢䛔䛔䜎䛩䚹௨ୗྠ䛨䛷䛩䚹
䠄ὀ䠎䠅⿕⏝⪅䛸䛿䚸ᖖ㞠⏝䛾⫋ဨ䚸䜰䝹䝞䜲䝖䚸⮫㞠䛔䚸䝟䞊䝖䝍䜲䝬䞊䚸Ꮨ⠇ປാ⪅➼䚸ಖ⫱ᅬ䛾ຍධ䛧䛶䛔䜛ᨻᗓປ⅏ಖ㝤䛾⤥ᑐ㇟䛸䛺䜛⫋ဨ
䛜⿵ൾᑐ㇟䛸䛺䜚䜎䛩䚹௨ୗྠ䛨䛷䛩䚹
䠄ὀ䠏䠅⿕ಖ㝤⪅䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䚸ᨻᗓ䛾⟶ᤸ䛩䜛ປാ⪅⅏ᐖ⿵ൾಖ㝤➼䠄௨ୗ䛂ᨻᗓປ⅏ಖ㝤➼䛃䛸䛔䛔䜎䛩䚹䠅䛾ಖ㝤㛵ಀ䛜ᡂ❧䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛩䚹

䚾⅏ᐖᖏ㈝⏝ᢸಖ≉⣙᮲㡯䚿
⿕⏝⪅䛾Ṛஸ䚸ᚋ㑇㞀ᐖ䠍䡚䠓⣭䛻ヱᙜ䛩䜛ປാ⅏ᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䚸ಖ㝤㔠䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛺䜚䜎䛩䚹≉⣙᮲㡯䛾ヲ⣽䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸ເ㞟௦⌮ᗑ䞉ྲྀ
ᢅᖿ௦⌮ᗑ䜎䛯䛿ᦆಖ䝆䝱䝟䞁᪥ᮏ⯆ள䜎䛷䛤↷䛟䛰䛥䛔䚹
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䛆⏝⪅㈺ൾ㈐௵᮲㡯䛇
⿕ಖ㝤⪅䛾⿕⏝⪅䛜ᴗົୖ⅏ᐖ䛻䜘䛳䛶⿕䛳䛯㌟య㞀ᐖ䠄Ṛஸ䚸ᚋ㑇㞀ᐖ䚸㈇യ䚸䠅䛻䛴䛔䛶䚸⿕⅏䛧䛯⿕⏝⪅䜎䛯䛿䛭䛾㑇᪘䛛䜙䛾ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛻䜘
䜚䚸⿕ಖ㝤⪅䛜ἲᚊୖ䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢㈇ᢸ䛩䜛䛣䛸䜘䛳䛶⏕䛨䜛ᦆᐖ䛻ᑐ䛧䛶䚸䛶䜣⿵㝈ᗘ㢠䜢㝈ᗘ䛸䛧䛶䚸⿕ಖ㝤⪅䛻ಖ㝤㔠䠄ὀ䠍䠅䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹

䠄ὀ䠍䠅 ッゴ䜔ㄪ䛸䛺䛳䛯ሙྜ䛿䚸䛭䜜䛻せ䛩䜛㈝⏝䜔ᘚㆤኈሗ㓘䛻䛴䛔䛶䜒䚸㈺ൾಖ㝤㔠䛾እᯟ䛷ಖ㝤㔠䛾ᑐ㇟䛸䛺䜚䜎䛩䚹䠄ᚲ䛪๓䛻ᦆಖ䝆䝱䝟䞁᪥ᮏ⯆
ள䜎䛷䛤㐃⤡䛟䛰䛥䛔䚹䠅䛯䛰䛧䚸ᦆᐖ㈺ൾ㔠䛾㢠䛜䛶䜣⿵㝈ᗘ㢠䜢㉸䛘䜛ሙྜ䛿䚸䛶䜣⿵㝈ᗘ㢠䛾ᦆᐖ㈺ൾ㔠㢠䛻ᑐ䛩䜛ྜ䜢䜒䛳䛶䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹
䠄ὀ䠎䠅⿕ಖ㝤⪅䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䚸ᨻᗓ䛾⟶ᤸ䛩䜛ປാ⪅⅏ᐖ⿵ൾಖ㝤➼䛾ಖ㝤㛵ಀ䛜ᡂ❧䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛩䚹
䛆⫋ᴗᛶᢸಖ≉⣙᮲㡯䛾ሙྜ䛇
䖃⫋ᴗᛶᢸಖ≉⣙᮲㡯䠄▼⥥ᦆᐖ➼ᢸಖ≉⣙᮲㡯䜒ྠᖏ䠅䛾ሙྜ䛿䚸௨ୗ䛾Ⅼ䛻䛴䛔䛶䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹
䕻ᨻᗓປ⅏ಖ㝤䛻䛶Ⓨ᪥䛸ㄆᐃ䛥䜜䛯᪥䜢㌟య㞀ᐖ䛾Ⓨ⏕᪥䠄ᨾ᪥䠅䛸䛧䜎䛩䚹
䕻ᨾ᪥Ⅼ䛷䚸ປാ⅏ᐖ⥲ྜಖ㝤䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᴗሙ䛻䛚䛡䜛⿕⏝⪅䛷䛺䛡䜜䜀䚸ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛷䛝䜎䛫䜣䚹
䕻ಖ㝤ᮇ㛫⤊ᚋ䠏ᖺ௨ୖ⤒㐣䛧䛶䚸⿕⏝⪅䜎䛯䛿䛭䛾㑇᪘䛛䜙䛺䛥䜜䛯ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜎䛯䛿⿵ൾ㔠ㄳồ䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛷䛝䜎䛫䜣䚹
䛆ඹ㏻䛇
䛣䛾ಖ㝤䛿䚸ᨻᗓປ⅏ಖ㝤➼䛾ಖ㝤⤥䛜Ỵᐃ䛥䜜䜛䛣䛸䛜䚸ಖ㝤㔠䛚ᨭᡶ䛔䛾せ௳䛸䛺䜚䜎䛩䚹䠄ὀ䠅䜎䛯䚸ᴗົୖ⅏ᐖ䛾ㄆᐃ䚸ᚋ㑇㞀ᐖ䛾➼⣭䛚䜘䜃ఇᴗ
䛾ᮇ㛫䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᨻᗓປ⅏ಖ㝤䛺䛹䛾ㄆᐃ䛻ᚑ䛔䜎䛩䚹
䠄ὀ䠅⏝⪅㈺ൾ㈐௵᮲㡯䛾㈝⏝ಖ㝤㔠䠄தゴ㈝⏝䜔ᘚㆤኈሗ㓘䛺䛹䠅䛾䛚ᨭᡶ䛔䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᨻᗓປ⅏ಖ㝤➼䛾⤥䜢⤯ᑐせ௳䛸䛿䛧䛶䛔䜎䛫䜣䛜䚸᫂䜙
䛛䛻ᴗົୖ⅏ᐖ䛻ヱᙜ䛧䛺䛔ሙྜ䛺䛹䛿䛚ᨭᡶ䛔䛾ᑐ㇟䛸䛿䛺䜚䜎䛫䜣䚹๓䛻ᦆಖ䝆䝱䝟䞁᪥ᮏ⯆ள䜎䛷䛤㐃⤡䛟䛰䛥䛔䚹

ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛷䛝䛺䛔䛺ሙྜ
䛆ἲᐃእ⿵ൾ᮲㡯䛇
䕿ዎ⣙⪅䜒䛧䛟䛿⿕ಖ㝤⪅䜎䛯䛿䛣䜜䜙䛾ᴗሙ䛾㈐௵⪅䛾ᨾព䛻䜘䜛⿕⏝⪅䛾㌟య㞀ᐖ
䕿ᡓத䚸እᅜ䛾Ṋຊ⾜䚸㠉䚸ᨻᶒዣྲྀ䚸ෆ䚸Ṋ䛭䛾䛣䜜䜙䛻㢮ఝ䛾ኚ䜎䛯䛿ᭀື䛻䜘䜛⿕⏝⪅䛾㌟య㞀ᐖ
䕿᰾⇞ᩱ≀㉁䛾ᨺᑕᛶ䚸⇿Ⓨᛶ䛭䛾䛾᭷ᐖ䛺≉ᛶ䛾స⏝䛻䜘䜛⿕⏝⪅䛾㌟య㞀ᐖ
䕿㢼ᅵ䛻䜘䜛⿕⏝⪅䛾㌟య㞀ᐖ
䕿▼⥥䠄䜰䝇䝧䝇䝖䠅䜎䛯䛿▼⥥䜢ྵ䜐〇ရ䛾Ⓨ䜺䞁ᛶ䛭䛾䛾᭷ᐖ䛺≉ᛶ䛻㉳ᅉ䛩䜛⿕⏝⪅䛾㌟య㞀ᐖ
䕿⿕ಖ㝤⪅䛾ୗㄳ㈇ே䜎䛯䛿䛭䛾⿕⏝⪅䛜⿕䛳䛯㌟య㞀ᐖ
䕿⿕⏝⪅䛾↓㈨᱁㐠㌿䜎䛯䛿㓇㓉㐠㌿䛻䜘䜛䛭䛾⿕⏝⪅ᮏே䛾㌟య㞀ᐖ
䕿㈤㔠䜢ཷ䛡䛺䛔᪥䛾➨䠏᪥┠䜎䛷䛾ఇᴗ䛻ᑐ䛩䜛ఇᴗ⿵ൾಖ㝤㔠䛚䜘䜃ᦆᐖ㈺ൾ㔠㻌

䛺䛹

䛆⏝⪅㈺ൾ㈐௵᮲㡯䛇
䕿ዎ⣙⪅䜒䛧䛟䛿⿕ಖ㝤⪅䜎䛯䛿䛣䜜䜙䛾ᴗሙ䛾㈐௵⪅䛾ᨾព䛻䜘䜛⿕⏝⪅䛾㌟య㞀ᐖ
䕿ᡓத䚸እᅜ䛾Ṋຊ⾜䚸㠉䚸ᨻᶒዣྲྀ䚸ෆ䚸Ṋ䛭䛾䛣䜜䜙䛻㢮ఝ䛾ኚ䜎䛯䛿ᭀື䛻䜘䜛⿕⏝⪅䛾㌟య㞀ᐖ
䕿᰾⇞ᩱ≀㉁䛾ᨺᑕᛶ䚸⇿Ⓨᛶ䛭䛾䛾᭷ᐖ䛺≉ᛶ䛾స⏝䛻䜘䜛⿕⏝⪅䛾㌟య㞀ᐖ
䕿㢼ᅵ䛻䜘䜛⿕⏝⪅䛾㌟య㞀ᐖ
䕿▼⥥䠄䜰䝇䝧䝇䝖䠅䜎䛯䛿▼⥥䜢ྵ䜐〇ရ䛾Ⓨ䜺䞁ᛶ䛭䛾䛾᭷ᐖ䛺≉ᛶ䛻㉳ᅉ䛩䜛⿕⏝⪅䛾㌟య㞀ᐖ
䕿⿕ಖ㝤⪅䛾ୗㄳ㈇ே䜎䛯䛿䛭䛾⿕⏝⪅䛜⿕䛳䛯㌟య㞀ᐖ
䕿㈤㔠䜢ཷ䛡䛺䛔᪥䛾➨䠏᪥┠䜎䛷䛾ఇᴗ䛻ᑐ䛩䜛ఇᴗ⿵ൾಖ㝤㔠䛚䜘䜃ᦆᐖ㈺ൾ㔠㻌

䛺䛹

䝥䝷䞁䠑䚷ಖ⫱ᅬ㈺ൾ㈐௵ಖ㝤
䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾✀㢮䛸ෆᐜ
䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠䛾✀㢮

ෆ䚷䚷䚷ᐜ

䐟ᦆᐖ㜵Ṇ㈝⏝

ಖ⫱ᅬ䠄⿕ಖ㝤⪅䠅䛜ᦆᐖ䛾Ⓨ⏕䜔ᣑ䜢㜵Ṇ䛧䛯㝿䛻ᨭฟ䛧䛯㈝⏝䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹

䐠⥭ᛴᥐ⨨㈝⏝

ᦆᐖ䛾Ⓨ⏕䜔ᣑ䛾㜵Ṇ䛾ᡭẁ䜢ㅮ䛨䛯䛒䛸䛻㈺ൾ㈐௵䛜䛺䛔䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯ሙྜ䛷䛒䛳䛶䜒䚸⿕ᐖ⪅䛻ᑐ䛩䜛ᛂᛴ
ᡭᙜ䚸⥭ᛴฎ⨨䛾䛯䜑䛻ᨭฟ䛧䛯㈝⏝䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹

䐡ᶒಖ⾜㈝⏝

ಖ⫱ᅬ䠄⿕ಖ㝤⪅䠅䛜➨୕⪅䛻ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛷䛝䜛ሙྜ䛻䚸䛭䛾ᶒ䜢ಖ䞉⾜䛩䜛䛯䜑䛻ᨭฟ䛧䛯㈝⏝䜢䛚ᨭᡶ
䛔䛧䜎䛩䚹

䐢தゴ㈝⏝

ಖ⫱ᅬ䠄⿕ಖ㝤⪅䠅䛜๓䛻ᦆಖ䝆䝱䝟䞁᪥ᮏ⯆ள䛾ᢎㄆ䜢ᚓ䛶ᨭฟ䛧䛯ッゴ㈝⏝䚸ᘚㆤኈሗ㓘➼䛾㈝⏝䜢䛚ᨭᡶ
䛔䛧䜎䛩䚹

䐣༠ຊ㈝⏝

ಖ⫱ᅬ䠄⿕ಖ㝤⪅䠅䛜ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜢ཷ䛡䚸ᦆಖ䝆䝱䝟䞁᪥ᮏ⯆ள䛜ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ಖ⫱ᅬ䠄⿕ಖ㝤⪅䠅䛾௦䜟䜚䛻ゎ
Ỵ䛻ྥ䛡䛯ᑐᛂ䜢⾜䛖ሙྜ䛻䚸ಖ⫱ᅬ䠄⿕ಖ㝤⪅䠅䛜ᦆಖ䝆䝱䝟䞁᪥ᮏ⯆ள䛻༠ຊ䛩䜛䛯䜑䛻ᨭฟ䛧䛯㈝⏝䜢䛚ᨭᡶ
䛔䛧䜎䛩䚹

䐤ᦆᐖ㈺ൾ㔠

⿕ᐖ⪅䛻ᨭᡶ䛖䜉䛝ἲᚊୖ䛾ᦆᐖ㈺ൾ㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹
䠘㌟య㈺ൾᨾ䛾ሙྜ䠚
䚷㻌⒪㈝䚸་⒪㈝䚸៘ㅰᩱ➼
䠘㈈≀㈺ൾᨾ䛾ሙྜ䠚
䚷㻌ಟ⌮㈝䚸ㄪ㐩䛻せ䛩䜛㈝⏝➼
䚷㻌䈜ಟ⌮㈝䛚䜘䜃ㄪ㐩䛻せ䛩䜛㈝⏝䛿䚸䛭䛾ᦆᐖ䛻䛒䛳䛯㈈≀䛾౯㢠䜢㉸䛘䛺䛔⠊ᅖ䛷䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹
ಖ⫱ᅬ䠄⿕ಖ㝤⪅䠅䛜ᦆᐖ㈺ൾ㔠䜢ᨭᡶ䛖䛣䛸䛻䜘䛳䛶௦ྲྀᚓ䛩䜛䜒䛾䛜䛒䜛ሙྜ䛿䚸䛭䛾౯㢠䜢㝖䛝䜎䛩䚹

䕔⿕ᐖ⪅ᑐᛂ㈝⏝䠄䛚ぢ⯙㔠䠅

ᑐேᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛻䚸័⩦䛸䛧䛶ᨭฟ䛧䛯ぢ⯙㔠䜎䛯䛿ぢ⯙ရ䛾㉎ධ㈝⏝䜔䚸ᑐ≀ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛻⮫
䛻ᚲせ䛸䛧䛯㈝⏝䜢⿵ൾ䛧䜎䛩䚹
䈜䛚ぢ⯙㔠䛿䚸㈺ൾ㈐௵䜢㈇ᢸ䛩䜛ሙྜ䛻䛿ᦆᐖ㈺ൾ㔠䛻ᙜ䛥䜜䜎䛩䚹

䕔ᨾᑐᛂ≉ู㈝⏝

ୖグ䐟ࠥ䐤䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛䜘䛖䛺ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛜䛺䛥䜜䛯ሙྜ䚸䛒䜛䛔䛿ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛜Ⓨ⏕䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䛣䛸䜢
ಖ⫱ᅬ䠄⿕ಖ㝤⪅䠅䛜▱䛳䛯ሙྜ䛻䛚䛔䛶䚸ಖ⫱ᅬ䠄⿕ಖ㝤⪅䠅䛜䛭䛾ᑐฎ䛾䛯䜑䛻ᨭฟ䛧䛯㈝⏝䠄ᩥ᭩సᡂ㈝⏝䚸
㏻㈝䚸ᨾ⌧ሙ䛾ㄪᰝ㈝⏝䚸グ㘓㈝⏝䞉㏻ಙ㈝䛺䛹䠅䜢⿵ൾ䛧䜎䛩䚹
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䕺ḟ䛻ᥖ䛢䜛⏤䜎䛯䛿⾜Ⅽ䛻㉳ᅉ䛩䜛㈺ൾㄳồ䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸ᦆಖ䝆䝱䝟
䞁᪥ᮏ⯆ள䛿ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛫䜣䚹
䚷䠄䈜䠅䛻䛴䛔䛶䛿ྛ⏤䜎䛯䛿⾜Ⅽ䛜䚸ᐇ㝿䛻⏕䛨䛯䜎䛯䛿⾜䜟䜜䛯䛸ㄆ䜑
䜙䜜䜛ሙྜ䛻㐺⏝䛥䜜䚸䛭䛾㐺⏝䛾ุ᩿䛿⿕ಖ㝤⪅䛤䛸䛻ಶู䛻⾜䛔䜎䛩䚹
䞉 ⿕ಖ㝤⪅䛜⚾ⓗ䛺┈䜎䛯䛿౽ᐅ䛾౪䜢㐪ἲ䛻ᚓ䛯䛣䛸䠄䈜䠅
䞉 ⿕ಖ㝤⪅䛾≢⨥⾜Ⅽ䠄ฮ䜢⛉䛫䜙䜜䜛䜉䛝㐪ἲ䛺⾜Ⅽ䜢䛔䛔䚸ຠ䛾
ᡂ➼䛻䜘䛳䛶ฮ䜢⛉䛫䜙䜜䛺䛛䛳䛯⾜Ⅽ䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅䠄䈜䠅
䞉 ἲ௧䛻㐪䛩䜛䛣䛸䜢⿕ಖ㝤⪅䛜ㄆ㆑䛧䛺䛜䜙䠄ㄆ㆑䛧䛶䛔䛯䛸ุ᩿䛷
䛝䜛ྜ⌮ⓗ䛺⌮⏤䛜䛒䜛ሙྜ䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅⾜䛳䛯⾜Ⅽ䠄䈜䠅
䞉 ⿕ಖ㝤⪅䛻ሗ㓘䜎䛯䛿㈹➼䛜㐪ἲ䛻ᨭᡶ䜟䜜䛯䛣䛸䠄䈜䠅
䞉 ⿕ಖ㝤⪅䛜䚸බ⾲䛥䜜䛶䛔䛺䛔ሗ䜢㐪ἲ䛻⏝䛧䛶䚸ᰴᘧ䚸♫മ➼䛾
㈙➼䜢⾜䛳䛯䛣䛸䠄䈜䠅
䞉 ḟ䛾⪅䛻ᑐ䛩䜛㐪ἲ䛺┈䛾౪䠄䈜䠅
䐟ᨻᅋయ䚸බົဨ䜎䛯䛿ྲྀᘬඛ䛾♫ᙺဨ䚸ᚑᴗဨ➼䠄䛭䜜䜙䛾⪅
䛾௦⌮ே䚸௦⾲⪅䜎䛯䛿ᐙ᪘䛚䜘䜃䛭䜜䜙䛾⪅䛸㛵ಀ䛾䛒䜛ᅋయ➼
䜢ྵ䜏䜎䛩䠅
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䐠┈䜢౪䛩䜛䛣䛸䛜㐪ἲ䛸䛥䜜䜛䛭䛾䛾⪅
䞉 ึᖺᗘዎ⣙䛾ಖ㝤ᮇ㛫䛾㛤ጞ᪥䜘䜚䠍䠌ᖺ๓䛾ᛂᙜ᪥䜎䛯䛿♫䛜タ
❧䛥䜜䛯᪥䛾䛔䛪䜜䛛㐜䛔᪥䜘䜚๓䛻⾜䜟䜜䛯⾜Ⅽ
䞉 ึᖺᗘዎ⣙䛾ಖ㝤ᮇ㛫䛾㛤ጞ᪥䜘䜚䠍䠌ᖺ๓䛾ᛂᙜ᪥䜎䛯䛿♫䛜タ
❧䛥䜜䛯᪥䛾䛔䛪䜜䛛㐜䛔᪥䜘䜚๓䛻ἲே䛻ᑐ䛧䛶ᥦ㉳䛥䜜䛶䛔䛯ッ
ゴ䛚䜘䜃䛣䜜䜙䛾ッゴ䛾୰䛷⏦䛧❧䛶䜙䜜䛯ᐇ䛸ྠ୍䜎䛯䛿㛵㐃䛩䜛
ᐇ
䞉 䛣䛾ಖ㝤ዎ⣙䛾ಖ㝤ᮇ㛫䛾㛤ጞ᪥䛻䛚䛔䛶䚸⿕ಖ㝤⪅䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㈺
ൾㄳồ䛜䛺䛥䜜䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛≧ἣ䜢⿕ಖ㝤⪅䛜▱䛳䛶䛔䛯ሙྜ䠄▱䛳
䛶䛔䛯䛸ุ᩿䛷䛝䜛ྜ⌮ⓗ䛺⌮⏤䛜䛒䜛ሙྜ䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅䛻䚸䛭䛾≧
ἣ䛾ཎᅉ䛸䛺䜛⾜Ⅽ
䞉 䛣䛾ಖ㝤ዎ⣙䛾ಖ㝤ᮇ㛫䛾㛤ጞ᪥䜘䜚๓䛻⿕ಖ㝤⪅䛻ᑐ䛧䛶䛺䛥䜜䛶
䛔䛯ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛾୰䛷⏦䛧❧䛶䜙䜜䛶䛔䛯⾜Ⅽ
䞉 ┤᥋䛷䛒䜛䛸㛫᥋䛷䛒䜛䛸䜢ၥ䜟䛪䚸᰾≀㉁䛾༴㝤ᛶ䜎䛯䛿䛒䜙䜖䜛ᙧ
ែ䛾ᨺᑕ⬟ởᰁ

䕺ḟ䛻ᥖ䛢䜛䜒䛾䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸ᦆಖ䝆䝱䝟䞁᪥ᮏ⯆
ள䛿ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛫䜣䚹
䞉 ㌟య䛾㞀ᐖ䠄䜎䛯䛿Ṛஸ䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅䜎䛯䛿⢭⚄ⓗⱞ③
䞉 ㈈≀䛾⁛ኻ䚸䛝ᦆ䚸ởᦆ䚸⣮ኻ䜎䛯䛿┐㞴䠄䛭䜜䜙䛻㉳ᅉ䛩䜛㈈≀䛾
⏝⬟ᦆᐖ䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅
䞉 ཱྀ㢌䜎䛯䛿ᩥ᭩䛻䜘䜛ㄦㅫ䚸୰യ䜎䛯䛿ே䛾䝥䝷䜲䝞䝅䞊䜢ᐖ䛩䜛
⾜Ⅽ䛻䜘䜛ே᱁ᶒᐖ

䞉 ἲே䛾㆟Ỵᶒ⥲ᩘ䛻䛴䛝䚸䠍䠌䝟䞊䝉䞁䝖௨ୖ䜢┤᥋䞉㛫᥋䜢ၥ䜟䛪ᡤ
᭷䛩䜛⪅䛛䜙䛺䛥䜜䛯ᦆᐖ㈺ൾㄳồ
䞉 ᙺဨ䛾ᶒ㝈つᐃ䜢㐓⬺䛧䛯⾜Ⅽ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ
䞉 ┤᥋䞉㛫᥋䜢ၥ䜟䛪䚸▱ⓗ㈈⏘ᶒッゴ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ
䞉 ┤᥋䞉㛫᥋䜢ၥ䜟䛪䚸䝁䞁䝢䝳䞊䝍䚸㞟✚ᅇ㊰䛚䜘䜃䛭䜜䜙䜢ෆⶶ䛩䜛ᶵ
ჾ䛜᪥䝕䞊䝍䜢ㄆ㆑䛷䛝䛺䛔䛣䛸➼䠄䛔䜟䜖䜛䛂䠎䠌䠌䠌ᖺၥ㢟䛃䠅䛻㉳ᅉ
䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ
䞉 ་ᖌ䚸ᘚㆤኈ䚸බㄆィኈ䚸⛯⌮ኈ䚸ᘓ⠏ኈ䚸㔠⼥䚸ື⏘䛭䛾䛾ᑓ
㛛⫋ᴗ㐙⾜ୖ䛾㐣ㄗ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ

䕺ḟ䛻ᥖ䛢䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ䛻ᑐ䛧䛶䛿ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧
䜎䛫䜣䚹
䞉 グྡᏊ♫䛾ᙺဨ䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛾䛖䛱䚸グྡᏊ♫䛜୍⯡♫ 䕺ಖ㝤ᮇ㛫୰䛻ḟ䛾ྲྀᘬ䛜⾜䜟䜜䛯ሙྜ䛻䛿䚸ྲྀᘬ䛾Ⓨຠ᪥䛾ᚋ䛻⾜䜟
ᅋ䞉㈈ᅋἲேἲ䛻ᐃ䜑䜛Ꮚἲே䛻ヱᙜ䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯㛫䛻⾜䜟䜜䛯⾜
䜜䛯⾜Ⅽ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛜䛺䛥䜜䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸⿕ಖ㝤⪅䛜⿕䜛
Ⅽ䛻㉳ᅉ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ
ᦆᐖ䛻ᑐ䛧䛶䛿ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛔䛯䛧䜎䛫䜣䚹
䞉 䛾⿕ಖ㝤⪅䜎䛯䛿㈗ἲே䜒䛧䛟䛿㈗ἲே䛾Ꮚἲே䛛䜙䛺䛥䜜䛯ᦆᐖ
䐟グྡἲே䛜➨୕⪅䛸ྜే䛩䜛䛣䛸䚸䜎䛯䛿グྡἲே䛾㈨⏘䛾䛩䜉䛶䜢
㈺ൾㄳồ䚸䛺䜙䜃䛻䚸⿕ಖ㝤⪅䜎䛯䛿㈗ἲே䜒䛧䛟䛿㈗ἲே䛾Ꮚἲே䛜
➨୕⪅䛻ㆡΏ䛩䜛䛣䛸䚹
㛵䛧䛶䚸㈗ἲே䜒䛧䛟䛿㈗ἲே䛾Ꮚἲே䛾㆟Ỵᶒ䜢ᡤ᭷䛩䜛⪅䛻䜘䛳
䐠➨୕⪅䛜䚸グྡἲே䛾㆟Ỵᶒ⥲ᩘ䛾䠑䠌䝟䞊䝉䞁䝖䜢㉸䛘䜛㆟Ỵᶒ䜢ྲྀ
䛶䛺䛥䜜䛯ᦆᐖ㈺ൾㄳồ
ᚓ䛩䜛䛣䛸䚹㻌
䛺䛹
䛨䜕䛖䛝

䝥䝷䞁䠕䚷ಖ⫱ᅬື⏘䠄ொჾ䞉ഛရ䠅⿵ൾಖ㝤㻌
䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛ಖ㝤㔠

ᦆᐖಖ㝤㔠

ᦆᐖ㢠䛿䚸ㄪ㐩౯᱁䠄ᦆᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ᆅ䛚䜘䜃䛻䛚䛡䜛ಖ㝤䛾ᑐ㇟䛸ྠ୍䛾㉁䚸⏝㏵䚸つᶍ䚸ᆺ䚸⬟ຊ䚸ᵓ㐀䛾䜒䛾䜢ྲྀᚓ䜎
䛯䛿⠏䛩䜛䛾䛻せ䛩䜛㢠䠅䛻ᇶ䛵䛝⟬ฟ䛥䜜䚸ᦆᐖ㢠䛛䜙⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䠍䠄ὀ䠅䜢ᕪ䛧ᘬ䛔䛯㔠㢠䜢ᦆᐖಖ㝤㔠䛸䛧䛶䛚ᨭᡶ䛔䛧
䜎䛩䚹
䠄ὀ䠅ᦆ䛾ሙྜ䛚䜘䜃ⅆ⅏䠄↔䛢ᦆᐖ䜢㝖䛝䜎䛩䚹䠅䚸ⴠ㞾䚸◚䜎䛯䛿⇿Ⓨ䛾ᨾ䛻䜘䜛ᦆᐖ䛾ሙྜ䛿䚸⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䠄䈜䠍䠅ᦆᐖಖ㝤㔠䛿䠍ᨾ䛻䛴䛝ಖ㝤㔠㢠䛜㝈ᗘ䛸䛺䜚䜎䛩䚹䚷䠄䈜䠎䠅ᦆ䛸䛺䛳䛯ሙྜ䚸䛤ዎ⣙䛿⤊䛧䜎䛩䚹

⮫㈝⏝ಖ㝤㔠

௨ୗ䛾ᨾ䛻䜘䜚ᦆᐖಖ㝤㔠䛜ᨭᡶ䜟䜜䜛ሙྜ䚸ᦆᐖಖ㝤㔠䛾䠏䠌䠂䠄䛯䛰䛧䚸䠍ᨾ䛻䛴䛝䠏䠌䠌㝈ᗘ䠅䜢⮫㈝⏝ಖ㝤㔠䛸䛧
䛶䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹
䜂䜗䛖
䛼
䛨䜗䛖
䖃ⅆ⅏䚸ⴠ㞾䚸◚䞉⇿Ⓨ䚷䖃㢼⅏䚸㞿⅏䚸㞷⅏䚷䖃እ㒊䛛䜙䛾≀య䛾㣕᮶䞉⾪✺䚷䖃Ỉ䜜䚷䖃㦁ᨐ䞉㞟ᅋ⾜ື䚷➼

ṧᏑ≀ྲྀ∦䛵䛡
㈝⏝ಖ㝤㔠

ṧᏑ≀ྲྀ∦䛵䛡㈝⏝ಖ㝤㔠䠄Ύᤲ㈝⏝➼䛾ᚋ∦䛵䛡㈝⏝䠅䛸䛧䛶䚸ᦆᐖಖ㝤㔠䛾䠍䠌䠂䜢㝈ᗘ䛻ṧᏑ≀ྲྀ∦䛵䛡㈝⏝䛾ᐇ㈝䜢䛚ᨭ
ᡶ䛔䛧䜎䛩䚹

ಟ⌮ᖏ
㈝⏝ಖ㝤㔠

௨ୗ䛾ᨾ䛻䜘䜚ᦆᐖಖ㝤㔠䛜ᨭᡶ䜟䜜䜛ሙྜ䚸ಖ㝤䛾┠ⓗ䛾ᪧ䛻䛒䛯䜚䚸ཎᅉㄪᰝ㈝⏝䚸✌ാ䛾䛯䜑䛾Ⅼ᳨㈝⏝➼䛾䛖
䛱䚸ᦆಖ䝆䝱䝟䞁᪥ᮏ⯆ள䛾ᢎㄆ䜢ᚓ䛶ᨭฟ䛧䛯ᚲせ䛛䛴᭷┈䛺㈝⏝䛾ᐇ㈝䜢䚸ಟ⌮ᖏ㈝⏝ಖ㝤㔠䛸䛧䛶䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹䛯䛰
䛧䚸䠍ᨾ䛻䛴䛔䛶䠍ᩜᆅෆ䛤䛸䛻⿵ൾ㔠㢠䛾䠏䠌䠂䜢㝈ᗘ䛸䛧䜎䛩䚹
䖃ⅆ⅏䚸ⴠ㞾䚸◚䞉⇿Ⓨ

ᦆᐖ㜵Ṇ㈝⏝

അ↛䛺ᨾ䛻䜘䜚ᦆᐖಖ㝤㔠䛜ᨭᡶ䜟䜜䜛ሙྜ䚸ᦆᐖ䛾Ⓨ⏕䛚䜘䜃ᣑ䛾㜵Ṇ䛾䛯䜑䛻ᨭฟ䛧䛯ᚲせ䜎䛯䛿᭷┈䛺㈝⏝䛾ᐇ㈝䜢
ᦆᐖ㜵Ṇ㈝⏝䛸䛧䛶䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸⿵ൾ㔠㢠䛛䜙ᦆᐖಖ㝤㔠䜢ᕪ䛧ᘬ䛔䛯㢠䜢㝈ᗘ䛻䚸ᦆಖ䝆䝱䝟䞁᪥ᮏ⯆ள䛜ᚲせ䜎䛯
䛿᭷┈䛸ㄆ䜑䛯㈝⏝䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䚹

ಖ㝤㔠䛾䛚ᨭᡶ㝈ᗘ㢠䛻䛴䛔䛶
䛣䛾ಖ㝤䛾䠍ᅇ䛾ᆅ㟈䛻䜘䜛ಖ㝤㔠ᨭᡶ㢠䛿䛤ຍධಖ⫱ᅬྜィ䛷䠎൨䛜㝈ᗘ䛸䛺䜚䜎䛩䠄䈜䠅䚹䠍ᅇ䛾ᆅ㟈䛻䜘䛳䛶ಖ⫱ᅬື⏘⿵ൾಖ㝤䠄㻹㻱䞉㻷㻱䞉㻸㻱ᆺ䠅䛻
䛤ຍධ䛾ಖ⫱ᅬ䛾ᨭᡶಖ㝤㔠ྜィ䛜䠎൨䜢㉸㐣䛩䜛ሙྜ䛿䚸ḟ䛾⟬ᘧ䛻䜘䜚๐ῶ䛧䛶ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛧䜎䛩䛾䛷䚸䛤ᢎ䛟䛰䛥䛔䚹
㸰൨
ᨭᡶಖ㝤㔠㸻⟬ฟࡉࢀࡓᦆᐖ㢠ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࡈຍධࡢಖ⫱ᅬࡢ⟬ฟࡉࢀࡓᦆᐖ㢠ྜィ

䠄䈜䠅ಖ㝤ᮇ㛫୰䛾㝈ᗘ㢠䜒䠎൨䛸䛺䜚䜎䛩䚹

ಖ㝤㔠䜢䛚ᨭᡶ䛔䛷䛝䛺䛔䛺ሙྜ
䐟ಖ㝤ዎ⣙⪅䚸⿕ಖ㝤⪅䠄⿵ൾ䜢ཷ䛡䜙䜜䜛᪉䠅䜎䛯䛿ಖ㝤㔠ཷྲྀே䛺䛹䛾
ᨾព䜒䛧䛟䛿㔜䛺㐣ኻ䜎䛯䛿ἲ௧㐪䛻䜘䜛ᦆᐖ
䐠ᡓத䚸እᅜ䛾Ṋຊ⾜䚸㠉䚸ᨻᶒዣྲྀ䚸Ṋ䛭䛾䛣䜜䜙䛻㢮ఝ䛾
ኚ䜎䛯䛿ᭀື䈜䛻䜘䜛ᦆᐖ
䈜ᭀື䛸䛿䚸⩌⾗䜎䛯䛿ከᩘ䛾⪅䛾㞟ᅋ䛾⾜ື䛻䜘䛳䛶䚸ᅜ䜎䛯䛿୍
㒊䛾ᆅ༊䛻䛚䛔䛶ⴭ䛧䛟ᖹ✜䛜ᐖ䛥䜜䚸Ᏻ⥔ᣢୖ㔜䛺ែ䛸ㄆ䜑䜙
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保育園職員労災上乗せ保険 加入保育園専用 無 料 電話相談サービス

こころとからだホットライン
こころとからだホットラインは、保育園職員労災上乗せ保険、保育業務従事者向け賠償責任保険の加
入者のみなさまの心と身体の健康に関するご相談をはじめ日常の色々な悩みなどを、無料で電話相談
いただけるサービスです。また、保育園職員労災上乗せ保険にご加入の場合は人事労務部門ご担当者の相談
窓口としてもご利用いただくことが可能です。メンタルヘルス対策や健康増進の福利厚生制度として是非ご活用ください。

「こころとからだホットライン」 サービス内容
〈従業員向け〉：メディカル＆生活関連サポートサービス（24時間・365日）
健康・医療相談

医療機関情報提供サービス

介護相談
育児相談

●緊急時の医療機関情報の提供
●専門医療機関情報の提供
●女性医師情報の提供
●高度医療機器による検査・診療を受けられる医療機関情報の提供
●転院・患者移送手配サービス
配サ ビス

健康管理相談

予約制専門医相談

●栄養・食事相談
相談

●薬に関す
●薬に関する相談

公的給付相談（予約制）

健康チェックサポートサービス
●人間ドック紹介
紹介 ●PET検診紹介

●郵便検診

法律・税金相談（予約制）

●検診結果相談
●

〈従業員向け〉：メンタルヘルス相談サービス
メンタルヘルス対面カウンセリング

メンタルヘルス電話カウンセリング

全国約150か所のカウンセリング拠点にて、対面で
国約150か所のカウンセリング拠点にて 対面
のカウンセリングを行います。（予約制）

メンタルITサポート

臨床心理士等のカウンセラーがメンタルヘルスに関
床心理士等のカウンセラ がメンタルヘルスに
わる相談に電話で応対します。

電 話

対 面

●１名につき年間５回まで、
１回は約50分まで
●予約受付は 平日 ９：00〜22：00
土曜10：00〜20：00
※日祝、年末年始
（12/29〜1/4）
を除きます。

●フリーダイヤル
●利用時間 平日 ９：00〜22：00
土曜10：00〜20：00
●回数制限なし
※日祝、年末年始
（12/29〜1/4）
を除きます。

（Webストレスチェック）
ホームページにアクセスすることに
よりストレスチェックが実施でき
ます。

人事労務部門担当者向けサービス（平日９：00〜17：00）
マネジメントサポート

リハビリテーションサポート

職場復帰サポート

産業保健の経験を有する保健師、看護師等
健の経験を有する保健師 看
がメンタルヘルスに関わる人事マネジメン
ト全般に関わる質問にお答えします。

産業保健の経験を有する保健師、看護師等が職
保健の経験を有する保健師 看護師等
場復帰のためのリハビリ全般に関わる相談にお
答えします。

産業保健の経験を有する保健師、看護師等
の経験を有する保健師
が職場復帰のための職場環境等の体制整備
全般に関わる質問にお答えします。

※本サービスは損保ジャパン日本興亜の提携業者が提供します。

お問い合わせ先

（募集代理店）

（事務幹事代理店）
有限会社

日保協

〒102 ‑ 0083 東京都千代田区麹町1 ‑ 6 ‑2 アーバンネット麹町ビル6 階

Tel. 03‑5226‑0025

Fax.03‑5226‑0026

受付時間：平日の10:00〜16:00
（土日、祝日、12／28〜1／4を除きます。）

URL : http://www.nippokyo.co.jp/
（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9:00〜17:00
（土日、祝日、12／31〜1／3を除きます。）

団体保険契約者
社会福祉法人

日本保育協会

〒102 ‑ 0083 東京都千代田区麹町1 ‑ 6 ‑2 アーバンネット麹町ビル6 階

Tel. 03‑3222‑2111

Fax. 03‑3222‑2117
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