
1 グループホーム等賠償事故補償制度
＜施設所有（管理）者賠償責任保険・生産物賠償責任保険：福祉事
業者総合賠償責任保険特約・使用不能損害拡張補償特約＞

保険金※をお支払いする主な場合
（1）この保険では、以下の対象事故に起因して他人の生命もしくは身体を害

し、または他人の財物を滅失、破損もしくは汚損した場合に、被保険者
（保険契約により補償を受けられる方。以下同様とします。）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。

●［施設損害補償］福祉事業者が所有、使用または管理する保険対象施
設の構造上の欠陥や管理の不備によって発生した偶然な事故

●［業務遂行損害補償］福祉事業者またはその従業員等の保険対象業務
活動での不注意によって発生した偶然な事故

●［生産物損害補償］福祉事業者の占有を離れ、かつ福祉事業者が保険
対象業務として製造・販売・提供した財物により発生した偶然な事故

●［仕事の結果損害補償］福祉事業者が保険対象業務を行った結果によ
り発生した偶然な事故

（2）この保険では、以下の対象事故に起因して、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て保険金をお支払いし
ます。

●［受託財物損害補償］福祉事業者が保険対象施設内で保管する他人の
財物または保険対象業務を遂行するにあたり現実に福祉事業者の管
理下にある他人の財物を、滅失、破損もしくは汚損したことまたは紛
失しまたは盗取される事故

●［支援事業損害補償］居宅介護支援業務、介護予防支援業務、相談支援
業務等支援業務のミスに起因して発生した身体障害・財物損壊を伴
わない純粋経済損失

●［人格権侵害補償］偶然な事故に起因して、被保険者である福祉事業
者または福祉事業者以外の者が行った次に掲げる不当な行為
(a)不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀（き）損
(b)口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉

毀（き）損またはプライバシーの侵害
●[使用不能損害補償]　偶然な事故に起因して、被保険者が他人の財

物（有体物をいい、被保険者が所有、使用または管理する財物を除き
ます。）を滅失、破損または汚損することなく使用不能にしたこと。

（3）この保険では、被保険者が引受保険会社の同意・承認を得て支出した次
の費用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。

●〔被害者治療費等〕賠償責任補償（「施設損害補償・業務遂行損害補償・
生産物損害補償・仕事の結果損害補償」）で損害の原因と規定されてい
る事由に起因して、他人に身体障害（傷害および疾病をいい、これらに
起因する後遺障害および死亡を含みます。）を与え、被害者がその身体
障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて
１８０日以内に、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合に
おいて、被保険者が引受保険会社の同意を得て負担した次のいずれか
に該当する費用。

（a）被害者が入院による治療を必要とする場合において、その治療に
要した費用

（b）被害者が重度後遺障害を被った場合において、その原因となった
身体障害の治療に要した費用

（c）被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
（d）見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通

念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有
していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政
策、個人的同情等を理由としてなされる給付を除きます。

法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いの対象と
なりますが、損害賠償責任を負担した場合には、既にお支払いした保険
金は損害賠償金に充当されます。また、原因となった事故の発生の日か
らその日を含めて１年以内に被保険者が負担した費用に限ります。

●〔初期対応費用〕「施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損害補償・
仕事の結果損害補償」で損害の原因と規定する事故が発生する場合
に、被保険者が緊急的な対応のために要した次のいずれかに該当す
る引受保険会社が承認する費用。

（a）事故現場の保存に要する費用
（b）事故現場の取片付けに要する費用
（c）事故状況または原因を調査するために要した費用
（d）事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣す

るために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
（e）「生産物補償・仕事の結果補償」で対象とする事故が発生した場合

において、その損害の原因となったその生産物自体の保存、取片
付けまたは回収に要した費用
ただし、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険

お支払いの対象となる損害

保険金をお支払いしない主な場合

※印を付した用語については、P40～P41の「※印の用語のご説明」を
ご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

（１）全補償共通
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合にお

いて、その約定によって加重された損害賠償責任
③被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害

に起因する損害賠償責任
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら

に類似の事変もしくは暴動または騒擾（じょう）、労働争議に起因す
る損害賠償責任

⑥地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
⑦液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）もしくは固体の排出、

流出または溢（いっ）出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突
発的な事故によるものを除きます。

お支払いの対象となる損害は次のとおりです。ただし、適用される普通
保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場
合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認
ください。
①損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて被害者に対して支払う治療費や修理
費等（損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。）
②損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要また
は有益であった費用
③権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場
合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
④緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置（他人の生命や身体を害した場合にお
ける被害者の応急手当等）に要した費用
⑤協力費用
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協
力するために要した費用
⑥争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
⑦被害者治療費等
　初期対応費用
　訴訟対応費用
前記の「被害者治療費等補償」「初期対応費用補償」「訴訟対応費用補償」
のとおりです。

（注1） 特約に別の規定がある場合を除き、「損害賠償金」「損害防止費用」
「権利保全行使費用」「緊急措置費用」の保険金については、それぞ
れの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を
差し引いた額をお支払いします（＊）。ただし、保険証券記載の支払
限度額を限度とします。なお、「損害防止費用」および「緊急措置費
用」を除き、事前に引受保険会社の同意・承認が必要となりますの
で、支出を行う前に必ず引受保険会社までお問い合わせください。

 （＊）支援事業補償には免責金額は適用されません。
（注2） 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない

損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害
の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険
者が、法律上の賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して
支払われた見舞金等は、「被害者治療費等」の保険金として対象
となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。

者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と
引受保険会社が認めた費用に限ります。

●〔訴訟対応費用〕争訟費用が保険金として支払われる場合に、日本国
の裁判所に提起された訴訟に関連して支出した次の費用

（a）被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇
用費用

（b）訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
（c）被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要す

る費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度
とし、事故後の製品開発等を目的とする実験費用等を含みません。

ただし、被保険者が現実に支出した通常要する費用であって、争訟の
解決について有益かつ必要と引受保険会社が認めた費用に限ります。

（1）～（3）共通
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款およ
び特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および
特約でご確認ください。

⑧原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。（ただし、
医学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイ
ソトープ〈ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物な
らびにこれらの含有物を含みません。〉の原子核反応または原子核の
崩壊による場合を除きます。）

⑨直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該
当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事
由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限
らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対
して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
(a)石綿等（アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵（じん））の人体

への摂取または吸引
(b)石綿等への曝露（ばくろ）による疾病
(c)石綿等の飛散または拡散

等
（２）施設損害補償・業務遂行損害補償
①施設の新築・修理・改造・取壊し等の工事に起因する損害
②自動車の所有、使用または管理に起因する損害
③施設外における船舶・車両（自転車・身体障害者用いす・歩行補助車お

よび原動力がもっぱら人力である場合を除きます。）の所有、使用ま
たは管理に起因する損害

④直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人そ
の他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に
起因する損害
(a)医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令に

より、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていな
い行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行
うことを許されている行為を除きます。

(b)はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧または柔道整復。法令によ
り、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師
以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。

(c)理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、
外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書
士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測
量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為

等
（３）生産物・仕事の結果損害補償
①生産物の欠陥に起因するその生産物の滅失、破損または汚損自体（生

産物の一部の欠陥によるその生産物の他の部分の損壊を含みます。）
に対する損害（使用不能または修補に起因する損害を含みます。）

②仕事の欠陥に起因する仕事の目的物の滅失、破損または汚損自体（仕
事の目的物の一部の欠陥による仕事の目的物の他の部分の損壊を含
みます。）に対する損害（使用不能または修補に起因する損害を含み
ます。）

③被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置ま
たは資材に起因する損害

④保険期間前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期間開
始後に生じた事故

⑤事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同
一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事
の目的物について講じるべき回収措置（回収、廃棄、検査、修理、交換
またはその他の適切な措置）を、被保険者が正当な理由なく怠ったと
きの、以後発生する同一の原因に基づく損害

⑥事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一
の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または
仕事の目的物（生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成し
ている場合には、その財物全体を含みます。）の回収措置（回収、廃棄、
検査、修理、交換またはその他の適切な措置）に要する費用（被保険者
が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと
否とを問いません。）およびそれらの回収措置に起因する損害

⑦直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人そ
の他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に
起因する損害
(a)医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令に

より、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていな
い行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行
うことを許されている行為を除きます。

(b)はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧または柔道整復。その他法
令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道
整復師以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。

⑧保険の対象が医薬品、医薬品製造・販売、臨床試験の場合に、特定の医
薬品および特定の症状・事由に起因する損害

等
（４）支援事業損害補償
①被保険者の犯罪行為（刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の

完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。ただし、過失
犯を除きます。）に起因する損害

②被保険者の重過失による法令違反に起因する損害
③被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら（認識していた

と判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為に起
因する損害

④支援事業の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、また
は免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を
有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保
険者が行った行為に起因する損害

⑤支援事業の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必
要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険
者が行った行為に起因する損害

⑥法令により定められた支援事業を行う事業者としての基準を満たし
ていない間に被保険者が行った行為に起因する損害

⑦被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履
行に起因する損害

⑧身体の障害（傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および
死亡を含みます。）または精神的苦痛に対する損害賠償請求に起因する
損害

⑨誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する被保険者の行為に
よる名誉毀（き）損または人格権侵害に対する損害賠償請求に起因す
る損害

⑩財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難（これらに起因する財物の使
用不能損害を含みます。）に対する損害賠償請求に起因する損害

⑪この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害
賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合

（知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）に
おいて、その状況の原因となる行為によってなされた損害賠償請求
に起因する損害

⑫この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされ
ていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為によってなされ
た損害賠償請求に起因する損害

等
（５）受託財物損害補償
①被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の同居の親族もしく

は使用人が行いまたは加担した受託物の盗取に起因する損害
②被保険者の使用人が所有しまたは私用する財物を滅失、破損もしく

は汚損したことまたは紛失しまたは盗取されたことに起因する損害
③航空機、自動車、船舶（部品、付属品およびこれらに積載された財物を

含みます。）または動物を滅失、破損もしくは汚損したことまたは紛
失しまたは盗取されたことに起因する損害

④受託物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、
汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食
いに起因する損害

⑤受託物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然
爆発に起因する損害

⑥受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後
に発見された管理財物の損壊に起因する損害

等
（６）人格権侵害補償
①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて

被保険者以外の者によって行われた犯罪行為（過失犯を除きます。）
に起因する損害賠償責任

②直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用また
は解雇に関して、被保険者によってまたは被保険以外の者によって
行われた不当行為に起因する損害賠償責任

③最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復と
して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた
不当行為に起因する損害賠償責任

④事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者
の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因す
る損害賠償責任

等
（7）使用不能損害補償
①普通保険約款第6条（保険金を支払わない場合）③に規定する「被保険

者が所有、使用または管理する財物」を使用不能にしたことによって
生じた賠償責任を負担することによって被る損害

②生産物特別約款第1条（保険金を支払う場合）に規定する生産物(以下
「生産物」)または仕事(以下「仕事」)の目的物を使用不能にしたことに
よって生じた賠償責任を負担することによって被る損害

③被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によっ
てなされた契約の履行遅滞その他の債務不履行に起因して発生した
純粋使用不能損害

④生産物または仕事の結果が所期の効能または性能を発揮しなかった
ことに起因して、他人の財物を使用不能にしたことによって生じた
賠償責任。ただし、生産物または仕事の結果に生じた機械的、電気的
またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能また
は性能が発揮されなかったことに起因する損害は除きます。

募 集 要 領

公益社団法人　日本認知症グループホーム協会　総合補償制度係
〒160－0015　東京都新宿区大京町23－3　四谷オーキッドビル8階

平成29年４月１日午後４時～平成30年４月１日午後４時　１年間

平成29年3月17日（金）必着

① 別紙加入申込票に必要事項をご記入のうえ、
　 公益社団法人 日本認知症グループホーム協会までご郵送ください。
　 （※6.情報漏えい補償制度にご加入の場合は、告知事項申告書・保険料算出の基礎の確認資料もご

提出をお願いいたします。）

銀行名（金融機関コード）
店　番
預金種類
店　名
口座番号

ゆうちょ銀行（ ９ ９ ０ ０ ）
０ １ ９
当　座

〇一九（ゼロイチキュウ）店
０ ４ ９ ６ ３ ７ ５

加入月日
締切日
月割係数

5/1
4/20
11/12

6/1
5/20
10/12

7/1
6/20
9/12

8/1
7/20
8/12

9/1
8/20
7/12

10/1
9/20
6/12

11/1
10/20
5/12

12/1
11/20
4/12

1/1
12/20
3/12

2/1
1/20
2/12

3/1
2/20
1/12

被保険者（補償の対象者。賠償責任保険については、保険契約により補償を受けられる方。）には、ご加入時に危険
に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの（告知事項）について事実を正確に告知いただく義
務（告知義務）があり、取扱代理店には告知受領権があります（取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受
保険会社に告知いただいたものとなります）。
加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過
失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払
いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。

② 保険料を計算のうえ、下記の口座までお振り込みください。

③ 郵便振替用紙を使用しない振込用の店名・預金種類・口座番号（振込手数料はご加入者負担となります。）

口座番号　００１８０－４－４９６３７５
口座名義　日本認知症グループホーム協会　保険口

（注）保険料の払込方法は、ご加入と同時に現金でその全額を払い込む一時払となります。
　   詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

＜例＞ グループホーム［1ユニット定員9名］がグループホーム等賠償事故補償制度Bタイプに5月15日に申込み
 6月1日から加入の場合 ： 25,200円（年間保険料） × 10/12（月割係数） ＝ 21,000円（1円単位を四捨五入、10円単位）

保険期間

ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

加入者証の発送業務は4月末から開始いたします。
加入者証が到着するまで「加入申込票」・「保険料振込票」の控えを保管ください。

加入者証

●毎月20日までに加入申込票と保険料の入金が確認された場合、翌月の1 日からの中途加入（補償開始）
　となります（中途加入は毎月20日が締切日になります）。
●保険料は加入月によって月割で計算します。
　（注）ボランティア向け災害補償制度のみ常に年間保険料となります。

中途加入

加入方法

ご加入後、住所変更・定員変更，プラン変更，職業・職務の変更、職員数の変更等加入申込票の記載内容に変
更があった場合、あるいはこの保険と同種の危険を補償する他の保険契約（賠償責任保険・普通傷害保険・
団体総合生活補償保険・動産総合保険等）を契約した場合は取扱代理店（株）ヤジマまで遅滞なくご連絡く
ださい。ご連絡がない場合、変更後に生じた損害については保険金をお支払いできないことがあります。

内容変更

平成29年3月17日（金）必着  （同封の郵便振替用紙をご使用ください。）

⑤生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用さ
れた（生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として
製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用され
たときを含みます。）財物を使用不能にしたことに起因する賠償責任

⑥生産物が工作機械、製造機械、加工機械、生産ライン等（財物を製造す
る装置。以下「製造機械等」）または製造機械等の部品である場合、ま
たは仕事の結果が製造機械等の据付、修理、調整等である場合に、製
造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された
財物を使用不能にしたことに起因する賠償責任

等
（8）被害者治療費等補償
次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等
①治療費等を受け取るべき者（被害者を含みます。）の故意
②保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者（被害者を含

みます。）の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③治療費等を受け取るべき者（被害者を含みます。）と生計を共にする

同居の親族または生計を共にする別居の未婚の子の行為
④被害者の心神喪失
⑤被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打

等
（1）～（8）共通
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保
険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点につ
いては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
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