一般社団法人全国介護事業者連盟
会員の皆さまへ

〔引受保険会社〕

加入手続き時に保険料の
ご用意は不要！

令和2年10月以降保険始期用

保険料がオトク！
集団扱の分割払契約は、一般の分割払契約にかかる
分割割増がありません。また、集団扱一括払契約は一
般契約の一時払に比べて５％割安です。
※種目によっては上記と異なります。

ご契約時に保険料を準備する必要はなく、キャッシュレ
スでの契約が可能です。保険料の払込みは原則２か月
後からの口座振替となります。

◆企業（事業主）さまならびに従業員さまの保険も

「集団扱制度」

の対象となります！

－大切な事業経営・企業の財産・従業員さまのさまざまな「危険」を「損害保険」でお備えください－
じゅう

業務中の危険（従業員災害、自動車事故、建物損壊・什器商品損害、ＰＬ事故、請負工事中の損害賠償事故、
施設や業務に起因した損害賠償事故、機械設備の損壊、災害休業中の利益損失 など）
業務時間外の危険（マイカー自動車事故、建物損壊・家財破損、ケガ など）

集団扱制度対象保険種類（主なもの）

タフ・クルマの保険（個人総合自動車保険）
タフビズ事業用自動車総合保険（一般総合自動車保険）
はじめてのクルマの保険（パーソナル自動車保険）
など

タフ・すまいの保険（すまいの火災保険）
地震保険（注1） （注２）
タフビズ事業活動総合保険（事業活動総合保険）

など

（注1）5％割安の対象となりません。
（注2）単独ではご契約できません。
火災保険とセットでご契約する必要があります。

タフビズ賠償総合保険（企業包括特別約款、企業総合賠償特約セット賠償責任保険）
タフビズ建設業総合保険（企業包括特別約款、企業総合賠償特約(建設業用)セット賠償責任保険）
タフビズ業務災害補償保険（業務災害補償保険）
施設所有（管理）者賠償責任保険
PL保険（生産物賠償責任保険）
請負業者賠償責任保険
など
機械保険
☆このチラシは集団扱制度の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「各保険商品のパンフレット」および「重要事項のご説明」 を
あわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約)」(注)をご用意していますので、必要に応じて引受保険会社のホームページでご参照ください。
もしくは、代理店・扱者または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社にお問合わせください。

お問合わせ先
（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社のご契約者さま）
担当の代理店・扱者へお問い合わせください。

引受保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社に未契約の方）
会員名（法人）、連絡先をご記入のうえ介事連本部事務局へ
メール（yuzuriha@kaiziren.or.jp）にてお問い合わせください。
(2020年10月承認)

GB20H010492

介護施設の皆さまへ

2022年1月以降保険始期用

こんな事故が発生しました･･･
デイサービスを終えた利用者のAさんは、車椅子で送迎用のワゴン車に乗り移る
際に、ワゴン車後部のリフトから車椅子ごと転落、頭を強く打ち搬送先の病院で
お亡くなりになりました。
デイサービス利用者のBさんは、自宅まで迎えにきてもらった送迎用のワゴン車
に乗る際に、ワゴン車のドアに左手をはさんで、創傷と打撲で全治３週間のケガ
をされてしまいました。
杖歩行の利用者Cさんは、送迎用のワゴン車に乗り込もうとしたところ、ステップ
板につまずきバランスを崩して転倒、大腿骨を骨折する重傷を負ってしまいまし
た。

これら送迎車の乗降中の事故は、施設の業務遂行中に発生した事故であり、施設の責任が
問われる可能性があります。

自動車と施設との狭間の事故では、自動車保険と施設の賠償責任保険（注）とどちらが対象
になるのか事故状況をしっかり確認する必要があります。
施設の賠償責任保険（注）と自動車保険の代理店・扱者や引受保険会社を同一にすることで、
事故解決に向けた初動が早まります。
（注）当社でご契約をいただいている「介護保険・社会福祉事業者総合保険」もこれにあたります。

チェックが入らない場合や、わからない場合はご相談ください！

歩行者など人との接触事故を起こしてしまった場合に、
手厚く補償できる保険になっていますか？
―対人賠償保険の保険金額は「無制限」に設定されることをおすすめします―

ドライバーを派遣で雇い入れている場合、その派遣されたドライバー
が事故を起こした場合でも支払われる保険になっていますか？
―派遣運転者が起こした事故は、雇い入れた側の保険で対応する必要があります―

乗車中や乗降中の利用者がケガをされた場合に、
治療費の実費や慰謝料が支払われる保険になっていますか？
―自動車に乗車中や乗降中の事故は、施設の賠償責任保険で対応できないケースがあります―

施設単位ではなく、法人単位で自動車保険を締結されていますか？
―法人単位で締結することにより管理が効率化され、保険料もお安くなるケースがあります―

このチラシは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず『タフビズ事業用自動車総合保険（一般総合自動車保険）』パンフレットおよび
「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、代理店・扱者
または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。

【ご相談・お申込み先】

（2022年6月承認） （GB19H010803）

2022年4月以降保険始期用

介護保険・社会福祉事業者総合保険

介護・福祉事業者の
皆さまへ

介護保険・社会福祉事業者総合保険

新型コロナウイルス感染症に
関する補償のご案内
ひとつの保険で総合補償！

介護保険・社会福祉事業の運営をとりまくさまざまなリスクを､総合的にカバーする総合補償型商品です。基本契約に加えて、
必要に応じて各種オプションを自由にセットすることができます。

利用者さま

事業者

職員

備え

備え

備え

への

としての

への

さらに手厚く

case1

case2

case3

感染症対策は十分に実施してい
たが、施設の利用者さまが新型
コロナウイルスに感 染。事 業 者
としての 賠 償 責 任 は 問 わ れ な
かったが、見舞金を支払った。

施設の利用者さまが新型コロナウ
イルスに感染していたことが判明。
保健所の指示により施設内の消毒
を行い、
その間利用者さまには、
ほ
かの施設へ移動いただいた。

施設の職員が新型コロナウイル
スに感染し、入院。

基本補償

基本補償

オプション

対人見舞費用

事故対応費用

事業者が 定めた災害補償規定に
基づいて、職員に対し見舞金を支
払った。

感染症見舞金補償費用
補償特約

チェック！ 詳しい補償内容については裏面をご覧ください。

補償内容についてのご案内
対人見舞費用

基本
補償

身体の障害が発生した場合に、事業者が法律上の損害賠償責任を負担することなく、慣習として支払う見舞金
（弔慰金および見舞品の購入費用を含む）を当社の同意を得て支払ったとき、見舞費用保険金を支払います。

施設事業者プラン

補 償 項目
死

対人見舞費用

後

遺

入院

（注1）

治療(注2)

障

亡
害

1型
5万円

2型
10万円

3型
10万円

訪問介護事業者プラン

0.2〜5万円 0.4〜10万円 0.4〜10万円

1型

2型
3型
50万円

2〜50万円

社会福祉協議会プラン

1型
5万円

2型
10万円

3型
10万円

0.2〜5万円 0.4〜10万円 0.4〜10万円

31日以上

3万円

5万円

5万円

10万円

3万円

5万円

5万円

15日以上

2万円

3万円

3万円

5万円

2万円

3万円

3万円

８日以上

1万円

2万円

2万円

3万円

1万円

2万円

2万円

７日以内

5千円

1万円

1万円

2万円

5千円

1万円

1万円

31日以上

2万円

3万円

3万円

5万円

2万円

3万円

3万円

15日以上

1万円

2万円

2万円

3万円

1万円

2万円

2万円

８日以上

5千円

1万円

1万円

2万円

5千円

1万円

1万円

７日以内

3千円

5千円

5千円

1万円

3千円

5千円

5千円

（注1）被害者1名について （注2）実際に通院（治療を伴わない通院は含みません）した日数をいい、入院した期間を除きます。

基本
補償

事故対応費用

新型コロナウイルス等の感染症（注3）の発生による緊急事態に対応するために事業者が
（注5）
被る損害に対して、保険金を支払います。
【お支払いの対象となる損害の範囲】
次のいずれかに該当する費用を被保険者が負担することによって生じる損害
①消毒・清掃費用 ②配食費用 ③食中毒・感染による移送・宿泊費用

感染症見舞金補償費用補償特約
従業員が業務中に新型コロナウイルス等の感染症（注6）に罹患した場合に、
事業者が定める
補償規定に基づき支給する見舞金に対して、
保険金を支払います。（注8）

【お支払いの対象となる損害の範囲】
被保険者が災害見舞金規定等に基づき補償対象者またはその遺族に
補償金を支払うことによって被る損害

【お支払いする保険金の額】
補償対象者１名あたりの保険金の額は、
被保険者が定める災害見舞金
規定等の額または次に掲げる金額のいずれか低い額を限度とします。

死亡し葬祭が行われる場合の葬祭費用
治療の
場合

入院日数および
通院日数（注9）の合計

100万円

31日以上

７万円

８日以上30日以内

５万円

７日以内

３万円

（注3）
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律
（平成10年法律第114号）
に規定する一類感染症、
二類感染症、
三類感染症、
新型
コロナウイルス感染症
（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（注4）であるものに限ります。
）
、
指定感染症
（一類感染症、
二類感染
症および三類感染症と同程度の措置を講ずる必要がある感染症に限ります。
）
をいいます。
（注4）
令和２年１月に、
中華人民共和国から世界保健機関に対して、
人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。
（注5）
始期日または特約の中途セット日からその日を含めて10日以内に発病した感染症による損害は補償対象外となります。
（注6）
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律
（平成10年法律第114号）
に規定する一類感染症、
二類感染症、
三類感染症、
新型
コロナウイルス感染症
（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（注4）であるものに限ります。
）
、
指定感染症
（一類感染症、
二類感染
症および三類感染症と同程度の措置を講ずる必要がある感染症および別表記載の感染症（注7）に限ります。
）
をいいます。
（注7）
詳細は
「普通保険約款・特別約款・特約集」
でご確認ください。
（注8）
始期日からその日を含めて10日以内に発病した感染症による損害は補償対象外となります。
（注9）
実際に通院
（治療を伴わない通院は含みません。
）
した日数をいい、
入院した期間を除きます。

業務上のさまざまな補償に加え、新型コロナウイルス感染症にも対応可能です！
●このチラシは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず
「介護保険・社会福祉事業者総合保険パンフレット」
および
「重要事項のご説明 契約概要の
ご説明・注意喚起情報のご説明」
をあわせてご覧ください。また、詳しくは
「普通保険約款・特別約款・特約集」
をご用意していますので、代理店・扱者または当
社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収書の発行・ご契約の管理などの業
務を行っています。
したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては当社と直接契約されたものとなります。

2022年1月承認

GB21C010854

令和4年10月以降保険始期用

休業損害補償のおすすめ

CASE 001

CASE 002

業
業員が
新型コロナウイルスに
感
感染していたことが判明。
保健所
保健所の指示により店内の消毒が
必要となり、消 毒 が 完了するまで
の間休業を余儀なくされた。

日前に来店されたお客さまが、
政
政令で定められた指定感染症
に罹患
に罹患していたことが判明。
保健所の指示により店内の消毒が
必要となり、消 毒 が 完了するまで
の間休業を余儀なくされた。

タフビズ事業活動総合保険、企業財産包括保険の休業損害補償にご加入
いただくことで、新型コロナウイルス感染症や未知の指定感染症による
損失等が生じた際の事業継続対策に、お役立ていただけます！
対象となるご契約など、詳しくは裏面をご覧ください。

感染症により、対象施設が感染症の原因となる病原体に汚染されまたは
保健所その他
他の行政機関による消毒その他の措置がなされ、
他の行政機関
汚染された疑いがあり、保健所その他の行政機関による消毒その他の措置がなされ、
以下
下のとおり保
保険金をお支払いします。
損失等が生じた場合、以下のとおり保険金をお支払いします。
感染症の補償 その 1

感染症の補償 その 2

新型コロナウイルス感染症等の
特定感染症（注1）

（注3）
指定感染症等（注2）

１回の事故につき休業日数14日・
支払保険金500万円

20万円をお支払いします
（緊急対応費用保険金）
。

を限度にお支払いします。

詳細はこちら

ただし、
同一保険年度につき１回に限ります。

（注1）次のいずれかに該当するものに限ります。
①エボラ出血熱 ②クリミア・コンゴ出血熱 ③痘そう ④南米出血熱 ⑤ペスト ⑥マールブルグ病 ⑦ラッサ熱
⑧急性灰白髄炎 ⑨結核 ⑩ジフテリア ⑪重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ） ⑫中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）
⑬新型コロナウイルス感染症 ⑭鳥インフルエンザ（A（H5N1）またはA（H7N9）
） ⑮コレラ ⑯細菌性赤痢
⑰腸管出血性大腸菌感染症 ⑱腸チフス ⑲パラチフス
（注２）次のいずれかに該当する感染症をいいます。また、事故の原因となった感染症が指定感染症等に定められる前に生じた
事故に対しては、保険金をお支払いしません。
①
「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」第6条第8項に規定する指定感染症。
②同法第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症。ただし、
（注1）に記載の19種
類の感染症を除きます。
（注３）新規契約の始期日または特約等の中途セット日の翌日から起算して、14日以内に発生した事故は補償対象外です。
※1 事故を伴わない休業および行政機関からの要請等による営業自粛によって生じた損失等は対象外です。
※2 保健所その他の行政機関による直接的・具体的な措置がない場合においても、保健所への届出や、保健所による施設の感
染者の確認等の状況により、保険金の支払対象となることがあります。

お支払いする保険金
休業損害保険金（注4）
利益の損失、
休業中でも
発生する人件費
等の経常費
等

営業継続費用保険金（注4）

営業再開時臨時費用保険金

店内の消毒費用、
仮店舗で
営業するための
費用
等

営業再開時の
広告費用等の
諸費用

等

ご契約時に１日あたりの粗利益を基準に、
１日あたりの補償日額を１口１万円として、口数をお決めいただきます。

1回の事故につき、補償日額
（契約口数×１万円）
×
（実際に休業した日数ー控除する日数（注5））をお支払いします。
（注4）休業日数・復旧期間の限度は14日間となります。15日目以降に生じた損失や費用等はお支払いの対象外です。また、保健所その他の行政機関による
消毒その他の措置が解除された時までに限ります。
ひょう
「敷地外ユーティリティ設備の事故」は１日を控除します。
（注5）感染症の補償に控除する日数はありません。
「風災・ 雹 災・雪災、水災」
※3 支払限度額または復旧期間内の売上減少高に支払限度率を乗じて得た額から復旧期間内に支払を免れた経常費等の費用を差し引いた残額のいずれ
か低い額が限度となります。

対象となるご契約はこちらです！

タフビズ事業活動総合保険

企業財産包括保険

休業損害補償をセットしているご契
約（エコノミープランは対象外）

休業損害補償特約または休業損害補償
特約
（限定型）
をセットしているご契約

台風や大雨等による
損失等が生じた際にも、
上記「お支払いする保険金」
に記載の保険金を
お支払いします。
※補償の対象となる事故はご契約の
プランや特約により異なります。

●このチラシは「タフビズ事業活動総合保険」
「企業財産包括保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「タフビ
ズ事業活動総合保険パンフレット」
「企業財産包括保険パンフレット」および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。また、
詳しくは「タフビズ事業活動総合保険ご契約のしおり
（普通保険約款・特約）
「
」企業財産包括保険 普通保険約款・特約」をご用
意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお
問合わせください。
●
「タフビズ事業活動総合保険」は、事業活動総合保険のペットネームです。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料
領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。
したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご
契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
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一般社団法人全国介護事業者連盟会員の皆さまへ

『ネット炎上防止費用保険』は随時受付中です。
今すぐご検討ください！

令和4年3月以降保険始期用
費用･利益保険普通保険約款
＋ブランドイメージ費用･利益保険特約（ネット炎上防止費用保険特約）

2022年2月10日までにお申し込みいただくと、
2022年3月1日から1年間の保険期間でご加入できます。
2022年4月1日以降を保険始期としてご加入を希望される場合は、
取扱代理店までお問合わせください。

（このチラシに記載した保険料は、
2022年3月1日を保険始期として加入した場合のものです）

ネット炎上リスクに
備えていますか？
ここ数年SNSの普及に伴い、
企業に関するネガティブな情報が、ネットニュースへの掲載によって拡散する。
イメージダウンによる大きな経済的損失が発生する
「ネット炎上リスク」が高まっています。

実際にネットニュースに掲載された事例
老人ホームで虐待

介護報酬を不正受給

特 別 養 護 老 人 ホームで
職 員 が入 所 者に 虐 待 を
行っていたことが判明。

介 護 施 設 を 運 営 する
医 療 法 人 が介 護 報 酬 を
不 正 に 受 け 取 って い た
ことが判明。

突然降りかかる

ネット炎上リスクに備えることができる保険です！
詳細は裏面をご覧ください

ネット炎上防止費用保険
保険金を支払う場合

ネガティブワード

Yahoo!ニ ュ ー ス、LINEニ ュ ー ス、Twitter
ニュース※で企業名並びに特定のネガティブ
ワードが含まれているニュースが発信された
場合

※配信元が朝日新聞、
読売新聞、
毎日新聞、
日経新聞、
産経
新聞、
時事通信、
共同通信、
ローカル局、
地方紙に限る。

支払限度額

300万円

1事故・保険期間中：
払込方法

一時払

虐待、
逮捕、
書類送検、
不正、
虚偽、
不祥事、
横領、
贈賄、着 服、処 分、食 中 毒、誤 嚥、体罰、悪 戯、
パワハラ、セクハラ、マタハラ、ケアハラ、
いじめ、
プライバシー侵害、
個人情報漏えい、
指定取消、
訴
訟、公職選挙法違反、恫喝

免責金額

なし
保険料

72,000円

対象となる費用
補償する期間：最初の対象ニュースが配信されてから、3か月以内に支出した費用を補償します。
①拡散防止費用

ネット炎上の拡散防止に努めるために実施する拡散可能性の分析およびこれに基づく対応
について必要かつ不可欠な費用

②コンサルティング費用

提携先その他第三者のコンサルティングまたは類似の指導等を受けるために要した費用

③原因調査費用・
分析費用

ネット炎上の原因の調査またはネット炎上の分析に要した費用

④臨時費用

ネット炎上への対応のために要した次のいずれかに該当する費用
臨時回線
ア．電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用（文書の作成代および封筒代、
の設置費用ならびに増設コピー機の賃借費用を含みます）
イ．通信業務のコールセンター会社への委託費用
ウ．通常要する人件費を超える部分（使用人等に対する超過勤務手当、アルバイト等
の臨時雇入れ費用等を含みます）
エ．出張費および宿泊費

⑤社告宣伝活動費用

ネット炎上に起 因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための社告
宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に
限ります。
ア．ネット炎上に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等
イ．事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または社告

●このチラシは概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ず
「ネット炎上防止費用保険のご案内」
および
「重要事項のご説明 契約概要のご説明・
注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、代理店・扱者または当社まで
ご請求ください。
ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
●「ネット炎上防止費用保険」
は
「ブランドイメージ費用・利益保険特約（ネット炎上防止費用保険特約）
セット費用・利益保険」のペットネームです。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の
管理などの業務を行っています。
したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなり
ます。
【代理店・扱者名】
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