備えておきたいリスクに合わせて、
補償を自由に組み立てることが可能です！

2022年度 (令和4年度) 版
（2023年3月始期契約まで有効）

2022年度（令和４年度） 保育園総合保険制度のパンフレット（詳細版）一式をご希望の場合は、下欄に必要事
項をご記入のうえ、（有）日保協までFAXでご請求ください。

改定あり
改定あり

→

（

部）

→

プラン５ 保育園賠償責任保険に感染症対策費用を追加します。
プラン６ 個人情報漏えい対応保険の保証金額を引き上げます。 ※詳細はP3をご覧ください。

3.自転車保険パンフレット(詳細版)一式を送って欲しい。 →

（

部）

麹町一丁目ビル6階

「2022年度(令和4年度) 保育園総合保険制度」の詳しい内容をご希望の場合は、P4「2022年度
(令和4年度) 保育園総合保険制度 資料請求書」でパンフレット(詳細版)一式をご請求ください。
なお、ご請求いただいた保育園様には粗品を進呈します。
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2022年度（令和4年度）保育園総合保険制度改定のご案内
改定１

プラン5（保育園賠償責任保険）に感染症対策費用を追加します。

●新型コロナウイルスの感染者が発生した保育所等の数は6,803か所、感染者数は6,486名、利用乳幼児9,390名となってお
り、保育園運営に大きな影響を与えています。（令和3年10月14時点 厚生労働省統計データより）
●感染対策を取りながら保育園運営を守っている保育園の皆様に感染症対策費用をプラン 5 のすべての型に追加いたします。
●感染症対応費用として、特定感染症や新型コロナウイルス感染症等に関連する消毒費用・清掃費用・検査費用・予防費用等
を補償対象に追加します。
●上記補償拡充に伴い、1 名あたり保険料が改定となります。

保育園児等傷害保険

プラン6（個人情報漏えい対応保険）の保険金額を引き上げます。

●改正個人情報保護法が2022年4月に施行されます。
●本改正により漏えい等が発生した際の報告義務が定められました。また、本人に通知する義務も課されます。
●また、法人に対する罰金刑を引き上げ、個人情報保護法に違反した場合には、法人に対して1億円以下の罰金が科されるな
ど、高額な罰金制度が導入されます。
●上記法改正に伴い、漏えい事故時の各種対応費用の保険金額を引き上げます。

地震等の
天災事故
に対応！

園児・職員の
ケガの補償

改定２

保育園総合保険制度のおすすめポイント

保育園賠償責任保険

賠償事故
の補償

保育園児等傷害保険と保育園賠償責任保険のセット加入で年間保険料

1,０３１円 （※）から！！

は園児・職員１名あたり、

(※)保育園児等傷害保険はＢ９
型、保育園賠償責任保険は
Ｈ型で保険料を計算してい
ます。

２０２２年度（令和４年度）は感染症対策費用を追加します。
取扱代理店までパンフレットをご請求のうえ、ご加入をご検討ください！
保育園総合保険制度は上記「保育園児等傷害保険」「保育園賠償責任保険」の他にも、次の９つの制度をご用意しております。より充実した補償
をお求めの場合は、『２０２２年度（令和４年度） 保育園総合保険制度のご案内（詳細版）』をご請求いただき、併せてご検討ください。

主催行事参加者傷害保険

保育園が主催する行事（地域活動事業・地域子育て支援センター事業など）における
園児・職員以外の参加者のケガを補償します。

自動車搭乗中傷害保険

保育園の送迎バスなどに搭乗中の園児・職員のケガを補償します。

保育園職員労災上乗せ保険

職員の労働災害を補償します。

(オプション)クレーム対応費用保険

苦情対応の相談が可能な専門窓口へ無料電話相談が可能です。解決が困難な場合は弁護士
対応費用もお支払いが可能です。

個人情報漏えい対応保険

保育園で発生した個人情報漏えい事故における損害賠償責任を補償します。

保育業務従事者向け賠償責任保険

保育業務に従事する職員個人が負う損害賠償責任を補償します。

社会福祉法人向け役員賠償責任保険

社会福祉法人の役員・評議員の皆さまが負う損害賠償責任を補償します。

雇用関連賠償責任保険

解雇や各種ハラスメント行為などの労働関連におけるトラブルに起因して、法人が負担す
る損害賠償責任を補償します。

保育園動産補償保険

園舎内にある備品などの偶然な損害を補償します。地震リスクも補償します。

✓重大事故対応費用（園児の死亡事故が発生した場合）
※プラン５に自動セットとなります
●保育園のブランドイメージの回復または失墜の防止のために必要な措置にかかる費用を補償します
【お支払い事例】 ・危機管理等の専門コンサルティング会社等に支払うコンサルティング費用がかかった。
・臨床心理士・精神科医等によるカウンセリングの費用がかかった。
✓クレーム対応費用保険 ※オプションのため、プラン⑤に加入いただいたうえで、別途セットが必要となります。
●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
【お支払い事例】 ・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。
・保護者が通常の水準を超える過度な保育を要求し、他の園児の保育に支障が出る状態が続いた。
・保護者が、園の対応について事実に基づかない悪口をいい、インターネットに書き込んだことによ
り、風評被害が生じた。

【ご参考】カスタマーハラスメントとは？
消費者・顧客の立場を利用して理不尽な要求や謝罪を強要する「カスタマーハラスメント」が年々増加しており、社会問題
となっています。カスタマーハラスメントは企業で働く従業員に大きなストレスを与え、結果、従業員が退職してしまうな
ど、人材の損失を招く恐れがあります。
また、情報化社会において、消費者が事実とは異なる情報をSNS等で流布し、風評被害により事業継続へ大きな影響を与え
る事例が発生しています。
とても減っている
0.3%

調査結果

減っている
2.1%
変わらない
41.8%
株式会社
エス・ピー・ネットワーク
「カスタマーハラスメント
実態調査
（2019年）
」
より

上記は普通傷害保険・賠償責任保険ほか各種保険商品の概要を説明したものです。保険商品の正式名称を含む詳細をご希望の場合は、取扱代理店までパンフレット一式を資料請求ください。

直近3年間でカスタマーハラスメントが増えていると感じますか？
クレーム対応をおこなっているうえで、
「カスタマーハラスメントに困っ
ている」
という回答は約6割を占めています。

増えている
41.1%

カスタマーハラスメントの特徴として約7割が「要求が不当な要求であ
ること」
を挙げています。

保育園総合保険制度とは別に、保育園職員向けの自転車保険（自転車安心プラン）もご用意しています！
●近年では自転車保険の加入を義務づける自治体も増えています。

保険期間

２０２１年１２月２０日～２０２２年１２月２０日

●年間保険料１名あたり2,200円から加入可能！
●すべての型で個人賠償責任を2億円まで補償！

SJ21-08728

られることもございます。

保育園総合保険制度とあわせて資料請求を！！

引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課 ＴＥＬ ０３－３３４９－５１３７
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●高額の賠償事案が発生した場合、数千万単位の賠償金の支払いを求め

➡

麹町一丁目ビル６階

とても
増えている
14.7％

2021/10/22作成
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2022年度（令和4年度）保育園総合保険制度改定のご案内
改定１

プラン5（保育園賠償責任保険）に感染症対策費用を追加します。

●新型コロナウイルスの感染者が発生した保育所等の数は6,803か所、感染者数は6,486名、利用乳幼児9,390名となってお
り、保育園運営に大きな影響を与えています。（令和3年10月14時点 厚生労働省統計データより）
●感染対策を取りながら保育園運営を守っている保育園の皆様に感染症対策費用をプラン 5 のすべての型に追加いたします。
●感染症対応費用として、特定感染症や新型コロナウイルス感染症等に関連する消毒費用・清掃費用・検査費用・予防費用等
を補償対象に追加します。
●上記補償拡充に伴い、1 名あたり保険料が改定となります。

保育園児等傷害保険

プラン6（個人情報漏えい対応保険）の保険金額を引き上げます。

●改正個人情報保護法が2022年4月に施行されます。
●本改正により漏えい等が発生した際の報告義務が定められました。また、本人に通知する義務も課されます。
●また、法人に対する罰金刑を引き上げ、個人情報保護法に違反した場合には、法人に対して1億円以下の罰金が科されるな
ど、高額な罰金制度が導入されます。
●上記法改正に伴い、漏えい事故時の各種対応費用の保険金額を引き上げます。

地震等の
天災事故
に対応！

園児・職員の
ケガの補償

改定２

保育園総合保険制度のおすすめポイント

保育園賠償責任保険

賠償事故
の補償

保育園児等傷害保険と保育園賠償責任保険のセット加入で年間保険料

1,０３１円 （※）から！！

は園児・職員１名あたり、

(※)保育園児等傷害保険はＢ９
型、保育園賠償責任保険は
Ｈ型で保険料を計算してい
ます。

２０２２年度（令和４年度）は感染症対策費用を追加します。
取扱代理店までパンフレットをご請求のうえ、ご加入をご検討ください！
保育園総合保険制度は上記「保育園児等傷害保険」「保育園賠償責任保険」の他にも、次の９つの制度をご用意しております。より充実した補償
をお求めの場合は、『２０２２年度（令和４年度） 保育園総合保険制度のご案内（詳細版）』をご請求いただき、併せてご検討ください。

主催行事参加者傷害保険

保育園が主催する行事（地域活動事業・地域子育て支援センター事業など）における
園児・職員以外の参加者のケガを補償します。

自動車搭乗中傷害保険

保育園の送迎バスなどに搭乗中の園児・職員のケガを補償します。

保育園職員労災上乗せ保険

職員の労働災害を補償します。

(オプション)クレーム対応費用保険

苦情対応の相談が可能な専門窓口へ無料電話相談が可能です。解決が困難な場合は弁護士
対応費用もお支払いが可能です。

個人情報漏えい対応保険

保育園で発生した個人情報漏えい事故における損害賠償責任を補償します。

保育業務従事者向け賠償責任保険

保育業務に従事する職員個人が負う損害賠償責任を補償します。

社会福祉法人向け役員賠償責任保険

社会福祉法人の役員・評議員の皆さまが負う損害賠償責任を補償します。

雇用関連賠償責任保険

解雇や各種ハラスメント行為などの労働関連におけるトラブルに起因して、法人が負担す
る損害賠償責任を補償します。

保育園動産補償保険

園舎内にある備品などの偶然な損害を補償します。地震リスクも補償します。

✓重大事故対応費用（園児の死亡事故が発生した場合）
※プラン５に自動セットとなります
●保育園のブランドイメージの回復または失墜の防止のために必要な措置にかかる費用を補償します
【お支払い事例】 ・危機管理等の専門コンサルティング会社等に支払うコンサルティング費用がかかった。
・臨床心理士・精神科医等によるカウンセリングの費用がかかった。
✓クレーム対応費用保険 ※オプションのため、プラン⑤に加入いただいたうえで、別途セットが必要となります。
●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
【お支払い事例】 ・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。
・保護者が通常の水準を超える過度な保育を要求し、他の園児の保育に支障が出る状態が続いた。
・保護者が、園の対応について事実に基づかない悪口をいい、インターネットに書き込んだことによ
り、風評被害が生じた。

【ご参考】カスタマーハラスメントとは？
消費者・顧客の立場を利用して理不尽な要求や謝罪を強要する「カスタマーハラスメント」が年々増加しており、社会問題
となっています。カスタマーハラスメントは企業で働く従業員に大きなストレスを与え、結果、従業員が退職してしまうな
ど、人材の損失を招く恐れがあります。
また、情報化社会において、消費者が事実とは異なる情報をSNS等で流布し、風評被害により事業継続へ大きな影響を与え
る事例が発生しています。
とても減っている
0.3%

調査結果

減っている
2.1%
変わらない
41.8%
株式会社
エス・ピー・ネットワーク
「カスタマーハラスメント
実態調査
（2019年）
」
より

上記は普通傷害保険・賠償責任保険ほか各種保険商品の概要を説明したものです。保険商品の正式名称を含む詳細をご希望の場合は、取扱代理店までパンフレット一式を資料請求ください。

直近3年間でカスタマーハラスメントが増えていると感じますか？
クレーム対応をおこなっているうえで、
「カスタマーハラスメントに困っ
ている」
という回答は約6割を占めています。

増えている
41.1%

カスタマーハラスメントの特徴として約7割が「要求が不当な要求であ
ること」
を挙げています。

保育園総合保険制度とは別に、保育園職員向けの自転車保険（自転車安心プラン）もご用意しています！
●近年では自転車保険の加入を義務づける自治体も増えています。

保険期間

２０２１年１２月２０日～２０２２年１２月２０日

●年間保険料１名あたり2,200円から加入可能！
●すべての型で個人賠償責任を2億円まで補償！

SJ21-08728

られることもございます。

保育園総合保険制度とあわせて資料請求を！！

引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課 ＴＥＬ ０３－３３４９－５１３７
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●高額の賠償事案が発生した場合、数千万単位の賠償金の支払いを求め

➡

麹町一丁目ビル６階

とても
増えている
14.7％

2021/10/22作成
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備えておきたいリスクに合わせて、
補償を自由に組み立てることが可能です！

2022年度 (令和4年度) 版
（2023年3月始期契約まで有効）

2022年度（令和４年度） 保育園総合保険制度のパンフレット（詳細版）一式をご希望の場合は、下欄に必要事
項をご記入のうえ、（有）日保協までFAXでご請求ください。

改定あり
改定あり

→

（

部）

→

プラン５ 保育園賠償責任保険に感染症対策費用を追加します。
プラン６ 個人情報漏えい対応保険の保証金額を引き上げます。 ※詳細はP3をご覧ください。

3.自転車保険パンフレット(詳細版)一式を送って欲しい。 →

（

部）

麹町一丁目ビル6階

「2022年度(令和4年度) 保育園総合保険制度」の詳しい内容をご希望の場合は、P4「2022年度
(令和4年度) 保育園総合保険制度 資料請求書」でパンフレット(詳細版)一式をご請求ください。
なお、ご請求いただいた保育園様には粗品を進呈します。
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