
保護者の皆様へ
一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会

当協会は､助け合うという互助の精神を柱に､知的障害児者･

自閉症児者の皆さまをかけがえのない存在として捉え､より豊

かな生活が送れるよう支援しています｡ぜひこの機会にご入会を

ご検討頂ければ幸いです｡

当協会にご入会いただくと､疾病やケガの入院や賠償事故などを補償する｢生活サポート総合補償制度｣を
ご利用頂けます｡
この補償制度は､知的障害児者･自閉症児者の方が抱える様々なリスクを補償するために開発された制度です｡

特長
山入院給付金は既往症の病気､てんかんも補償
B個人賠償は最高3億円まで補償
El年令に力鳩もわら武知的障害児者､自閉症児者の方であればご加入いただけま7.

E) 24時間安心補償E]常生活におけるケガや病気による入院を補償しま7.

今年度は全国から125作品の応募があり､全作品を当協会HP ｢お知らせ｣に掲載し
ております｡総会の投票で3作品が入賞しましたので紹介します｡ (※作者名　敬称略)

ひまわりく小沼伸二)

アール･ブリュットとは

ネバーランド(斎藤努)　　　　　赤おに(福田英樹)

｢生(き)の芸術｣というフランス語｡正規の美術教育を受けていない人による､何ものにもとらわれない表現

一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会

静岡県知的障害児者生活サボ-ト協会
ご加入の皆様へ

本書6-7ページの補償概要および別紙の重要事項説明書(r契約概要｣ ･ ｢注意喚起情報｣)には､ご契約にあたっての重要な事項が記載されていますので､必ず事畝
ご一読ください｡特に､ ｢保険金をお支払いできない主な場合｣など､皆様にとって不利益な情報が記載された部分については､その内容について必ずご確認ください｡



3っのプランから
お選びいただけます｡

入院給付金豊熟f)んかん発作などによる入院も櫓と
被保険者が病気やケガの治療(治療のための検査を含む｡ )により､補
償期間中に開始した入院が補償の対象となります｡

<ご注意>
･ (力付添介護保険金は被保険者の年令や心身の状態等により必要となる付添

または介助が補償の対象となります｡お見舞い等は対象となりません｡
･ (彰差額ベッド費用は､本人のみ対象となります.付添ご家族のベッド代は対

象外となります｡
I ④入院一時金は､ (力付添介護保険金､ (彰差額ベッド費用､ (彰入院諸費用のい

ずれかの支払日数が30日に達した臼の翌日以降の入院についてはお支払い
できません｡

･ @入院一時金の単独でのご請求はできません｡
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①付添介護保険金8,000円×1 4日= 1 1 2,000円

④差額ベッド費用3,000円×14日=　42,000円

⑨入院諸費用　1.000円×14日= 14.000円

④入院一時金　　　　　　　　　　6,0 00円

お支払保険金合計1 74,000円

トイレで転倒し､

/魯保険金
被保険者が補償期間中にケガを被った場合が補償の対象となります｡

<ご注意>
･急激性のない自傷行為は補償の対象となりません｡
･てんかんを含む脳疾患や疾病･心神喪失によって生じたケガは補償の対象

となりません｡
･ (矛入院保険金は｢入院給付金｣ (D(彰(吾④と重複してお支払いします｡
･死亡保険金の受取人は法定相続人となります｡

死亡･後嘩障害･入院･通院･手術
左大腿骨頭部
を骨折した｡
45日間

入院し手術､
退院後
リハビリで

(矛入院保険金5,000円×45日= 225.000円

⑧通院保険金3,000円×20日=　60,000円

⑨手術保険金(入院中の手術) =　50,000円

お支払保険金合計335,000円

ボタン電池を誤飲して､内視鏡による除去手術を受けた｡

@通院保険金　3.000円×1El=　3,000円

㊥手術保険金(入院中以外の手術) = 25,000円

お支払保険金合計28 ,000円

個人賠償責任保険金※1
Ej常生活中に偶然な事故により他人にケガをさせたり､他人の物諌2に損害
を与えて法律上の損害賠償責任を負った場合が補償の対象となります0

<ご注意>
･被保険者が法的な賠償責任を負う場合に限ります｡被保険者の範囲は補償

概要をご参照ください｡
･保険金は､被保険者が負担する損害賠償の責任の割合に応じてお支払いし

ます｡損害賠償の責任の割合は､特定の行為を繰り返し行う場合等､頻度や
その事故の内容により変わります｡

お支払保険金合計1億3,000万円(治療費等)

弁護士費用等補償
補償期間中に発生した｢被害事故｣に対して､弁護士､司法書士､行政書
士への相談費用や損害賠償請求費用をお支払します｡
<ご注意>

購入した物品が10万円以下の場合(消費者被害)や､初年度の加入日から180
日以内に発生した虐待等､補償の対象とならない場合がありますので､詳しく
は補償概要をご確認ください｡ 芸i5&0:SBoao鎧‡慧講評,

亀惑
ぉ支払保険金合計22,000円(法律相談費用)

職業従事中事故対応費用補償
職業従事中(職業または職務に従事している間もしくは職業訓練を受
けている間｡通勤途上は除く｡)に被保険者の行為に起因する偶然な事
故により他人への身体の障害､財物の損壊が発生した場合に､引受保
険会社の同意を得て被保険者が負担した費用をお支払いします｡施設
等の管理責任や個人の賠償責任の有無に関係なくお支払いします｡

お支払保険金合計

30,000円(鯛費用)

_ _ぎ気でがt､ミニ十手':て:h:早:?)楠jIr7::I

被保険者が補償期間中に病気により死亡し､補償期間中また
は補償期間の終了日から60日以内に葬儀が行われた場合に､

親族等が実際に負担した葬祭費用が補償の対象となります｡

地震などによる傷害(ケガ)の補償
被保険者が､地震､噴火またはこれらによる津波によりケガを
被った場合､ (9死亡保険金､ (参後遺障害保険金､ (∋入院保険
金､ ㊥通院保険金､ ⑨手術保険金が補償の対象となります｡

※ 1施設職員が業務中に施設利用者から被害を受けた場合は､通
常政府労災保険の適用となります｡
｢被保険者｣ (補償概要をご参照ください｡ )に該当する方が
いない場合には､保険金をお支払いできません｡詳しくは取
扱代理店･扱者へお問い合わせください｡

※2他人の物でも､預かったり借りている物への損害は補償の対
象とはなりません｡

注)以下の補償をご契約されているお客さまで､別の保険契約にてこれらと同種の補償をセットさ
れている場合には､補償が重複する場合があります｡補償が重複している場合､補償の対象と
なる事故について､どちらの保険契約からでも補償されますが､いずれか一方の保険契約から
は保険金の一部または全部が支払われない場合があります｡ご契約前に､補償内容の差異や
保険金額等をご確認のうえ､補償プランをご検討ください｡ 【個人賠償責任補償等】

注)被保険者が受け取るべき保険金がある場合で､かつ被保険者が亡くなられた場合､保険金の
受取人は法定相続人となります｡

◎



*ご加入に際して健康診断や､

医師の診察は必要ありません.

(り付添介護保険金
付添介護を受けた日1 E]につき

(彰差額ベッド費用
差額ベッド代が生じた日1日につき

(参入院諸費用
入院1日につき

∴ ~-;r' L=:i_'､三点::工.･･TL:I:.臣二:_ I-:. ･十:I.I

入院4日日から
補償プラン㊧

8,000円

補償プラン◎
P'~'~--■■---'■---I⊃勺

… 8,000円:
8

-　　　　　　　　　　　　　　　　1

句歴盛匡軌鵬

泉臨空田圃か魯
補償プラン◎

3,000円
]

3,000円書

1 ,000円 1,000円:

@入院一時金
1入院につき 5,000円

]               J

: 6,000円:
】

(9死亡保険金 1 00,000円 1 00,000円 500,000円

⑥後遺障害保険金
後遺障害の程度に応じて 4,000-1 00,000円 4,000-1 00,000円 20,000-500,000円

(∋入院保険金
入院1日につき(180日限度) 3,000円 5,000円 5,000円

⑧通院保険金
通院I E)につき(90日限度) 2,000円 3,000円 3,000円

@手術保険金
1事故につき1回

30,000円､ 1 5,000円

(入院中) (入院中以外)

50,000円､ 25,000円

(入院中) (入院中以外)

50,000円､ 25,000円

(入院中) (入院中以外)

⑯個人賠償責任補償
1事故あたり支払限度額

1億円 3億円 3億円

⑪損害賠償請求費用
l事故あたり支払限度額

⑭法律相談費用
1事故あたり支払限度額(1回1万円限度)

⑯被害者見舞･治療等費用
の見舞金､見舞品購入費用
被害者死亡の場合-1 0万円限度
被害者入院の場合･ ･ ･2万円限度

㈹被害者の医療処置､入院費用等

㈱葬祭費用

⑭損壊財物復旧費用

冨1事故につき､　ヨ

呂合算して　　　呂
匠日

冨10万円隅慶　喜
口B

書自己負棚(3,000円)≡
bLSa b⊂コE== E= E= ⊂=コ.==t==⊂コ亡ヨ,==コ臼.ココ｡= E9

⑯葬祭費用保険金
支払尽日度頗

1 00,000円 1 00,000円

⑯地震･噴火･津波補償 補償されます

1 7,000円

汰)掛金には会費(制度運営費)が含まれています｡

注)補償プランの各補償項目に｢-｣と記載がある場合は､補償の対象外となります｡

◎

補償されます

23,000円

補償されます

望霊園◎◎◎岡
* ｢就労｣には､就業移行支援および就労

継続支援A･ B型を含みます｡

そ
れ
ぞ
れ
補
償
期
間
中
3
 
｡
日
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例えばこんな時にお役に立ちます

入院給付金
健康診断でガンが見つかり､抗がん剤治療を行った｡
6日間の入院を伴う治療を4匝l行った｡

(多差額ベッド費用3,000円×5日= 1 5,000円

⑨入院諸費用　1.000円×5日=　5.000円

④入院一時金(1入院)　　　　6,000円

26,000円

お支払保険金合計1 04,000円(4回分)

死亡･後遺障害･入院･通院･手術/各保険金

お支払保険金合計80,000円

個人賠償責任保険金
友だちの家のトイレにタオルを
落として詰まらせてしまった｡

お支払保険金合計

1 00,000円(修理費用)

∴†･･-くあるこ'問_療
■

El加入する際に医師の診察などが必要ですか?

El医師の診察は不要ですo

田何才から加入できますか?

E]諾慧認諾0

日既往症で入院しても､支払い対象になりますか?

E)芸1LiF=5tSX%'笑諾誓宝器吉宗霊tR芸.焉.b､ん

弁護士費用等補償

職業従事中事故対応費用補償
台車を押していてドアにぶつけ
てしまった｡

コ≡遍巳国正

お支払保険金合計

50,000円(修理費用)

バス乗車時にバスのシートに

傘を刺して破ってしまった｡

お支払保険金合計

20,000円(修理費用)

E]現在治療中なのですが､加入できますか?

口蓋誓書aqf蒜%=gTま芸完霊芝霊芝蕊会
象になります｡中途加入の場合は､待機期間もご

ざいますのでご注意ください｡

E卜般就労するのですが､加入できますか?

ElだbTb荒iBLgfE:hEEaqL票BL,Lf,ofg写あれば､職業

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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被保険者(補償の対象者)

知的障害児者または自閉症児者

補償期間(保険のご契轡間)

2019年4月1日から2020年4月I Ej午後4時までゐ1年間

加入方法･掛金

■新規加入(4月1日加入)

入会申込書兼保険加入依頼書にご記入･ご署名の上､山･El･Elを事務局へお出しください｡

(Elはお客さま控です｡ )

掛金は口座振替となりますので入会申込書兼保険加入依頼書の金融機関欄もご記入･ご捺印ください｡

b入院4BEjから補償プラン◎//掛金- 1 7,000円(保険料1 4,81 0円)

■入院2白目から補償プラン◎/掛金- 23,000円(保険料1 9,81 0円)

愚泉院2星員から靖慣プラン⑳//掛金- 22,000円(保険料1 9,430円)

口座振替日: 5月1 2日(金融機関が休日の場合は翌営業日)

締　切　日:3月10日

〔継続加入の口座振替E] :毎年5即2E] (金融機関が休日の場合は翌営業E])〕 ;

※次年度以降､口座振替により自動的に継続されますので手続きは不要です｡

■中途加入(3月10日以降に加入される場合)

入会申込書兼保険加入依頼書にご記入･ご署名の上､事務局へお出しください｡

(次年度以降､掛金は口座振替となりますので､入会申込書兼保険加入依頼書の金融機関欄もご記入･ご潜印くださいo )

詳しくは.事務局までお間い合せください｡

【補償期間:加入E] (毎即Eu ～2020年4即日午後4時】　　　2｡.8年9月.日現在

締切日-毎月20日

加入日-締切日の翌月の1日

掛　金-初年度の掛金は右記

の掛金表でご確認の

うえ､締切日までに

指定の口座までお振

り込みください｡

※中途加入の場合､初年度の掛金は

口座振替できません｡
※次年度以降､口座振替により自動

的に継続されますので手続きは不

要です｡

*掛金には制度運営費が含まれてい

ます｡

*保険料は過去の実績等をもとに加

入者1 0,000名以上の場合の多数

割引を適用したものですも

㍗ 唸自¥��i�'�$)h���9亰��__二. �� 

･1≡ 亅I&ﾘﾎ�-x刮�ht2�与磯勾野淵舵穆QB ��瀞縒粐ﾄh凾���停ﾓ｢�辻苒�v���r��

5月1日 ��Rﾃ3#�冷��2ﾃ�C�冷��20,840円(17,700円) �#�ﾃ�� ��冷��rﾃS��冷��

6月1日 ��2ﾃ�3�冷�ﾂﾃ田�冷��19,150円(16,130円) ��ゅ2� ��冷��Rﾃ鼎�冷��

7月1日 ��"ﾃSC�冷���ﾃsS�冷��17,240円(14.500円) ��bﾃR� ��冷��Bﾃ33�冷��

8月1日 免ﾂﾃ�C�冷ヲﾃSS�冷��15,320円(12,880円) ��Bﾃr�1 ��冷��"ﾃsC�冷��

9月1日 湯縱C�冷モﾃ3s�冷��13,410円(ll,260円) ��"ﾃ�� ��冷�ﾂﾃ�S�冷��

10月1日 唐ﾃ3s�冷ビﾃ���冷��ll,490円(9.690円) 免ﾂﾃ�� ��冷ヲﾃSs�冷��

11月1日 澱ﾃ塔�冷コﾃ塔�冷��9,580円(8,060円) 湯ﾃ�� ��冷ビﾃ田�冷��

12月1日 迭ﾃSc�冷ィﾃs��冷��7,660円(6,440円) 途ﾃ2� ��冷ッﾃ3s�冷��

1月1日 釘ﾃ���冷�2ﾃc��冷��5,750円(4.820円) 迭ﾃR� ��冷ィﾃs��冷��

2月1日 �"ﾃ���冷�"ﾃC��冷��3,830円(3,250円) �2ﾃb� ��冷�2ﾃ���冷��

※加入日が3月1日の設定はありません｡

*当制度に保険期間の中途で加入した場合､入院給付金(2ページ)のお支払い対象期間は下表のとおりとなります｡

病気による入院については､ご加入日(補償の開始E])からそのE]を含めて30日を経過したE]の翌日以降に開始した
入院がお支払いの対象となりますのでご注意ください｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔 -,

中途加入E] (補償開始E])　　　30日

×
令-待機期間(30日) -ゆ ◎誌Tete諾忘監㌫監禁監蒜欝ですo

◎中勘]入日以降に発生したケガによる入院がお支払いの対象です｡
■

◎
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補償概要

この補償概要の詳矧こついては担当代理店･扱者または引受保険会社にお問い合わせください｡また､プランによってセットされている補償が

異なり､補償できない補償項目がありますのでご注意ください｡

●病気やケガで入院したときの補償(国内外補償)

■保険金をお支払いする場合

被保険者が病気を発病またはケガを被り､その直接の結果として補償期間中に開

始した入院が所定の要入院日数以上となった場合

※病気については､補償期間開始以前の発病についてもお支払いの対象となり

ますが､ケガについては､補償期間開始後に被り､かつ､事故の日からその日を

含めて1 80日以内に医師の治療を開始した場合にお支払いの対象となります0

※当制度に中途で加入された場合､病気による入院についてはご加入日(補償の

開始日)からその日を含めて30日を経過した日の翌日以降に開始した入院がお

支払いの対象となります｡

■お支払いする保険金

傷害疾病付添介護保険金

所定の要入院日数以上入院した場合､要入院日数以降の別途約言刺こ定める介

護人による付添介護を受けた入院1日につき傷害疾病付議介護保険金をお支払
いします｡ただし､補償期間を通じて30日を限度とします｡

傷害疾病入院時室料差額費用保険金

所定の要入院日数以上入院した場合､要入院日数以降の差額ベッド代が生じた

入院1日につき傷害疾病入院時室料差額費用保険金をお支払いします｡ただし､

補償期間を通じて30日を限度とします｡

傷害疾病入院諸費用保険金

所定の要入院日数以上入院した場合､要入院日数以降の入院1日につき傷害疾病

入院諸費用保険金をお支払いします｡ただし､補償期間を通じて30日を限度とします｡

傷害疾病入院一時金

所定の要入院日数以上入院した場合､ 1回の入院について1回に限り､傷害疾病

⑳ケガをしたときの補償(国内外補償)

入院一時金の全額をお支払いします｡ただし､傷害疾病入院諸費用保険金･傷害

疾病入院時室料差額費用保険金･傷害疾病付添介護保険金のいずれかの支払

日数が30日に達した日の翌日以降の入院については傷害疾病入院一時金をお

支払いできません｡

■保険金をお支払いしない主な場合

次の事由のいずれかにより､被保険者が被った病気またはケガ

●保険契約者､被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過

失によって被った病気またはケガ

●被保険者の自殺行為､犯罪行為または闘争行為によって被った病気またはケガ

●被保険者の麻薬､あへん､大麻､覚せい割､シンナーなどの使用によって被った

病気またはケガ｡ただし､治療を目的として医師がこれらの物を用いたことによる

ものである場合は､保険金をお支払いします｡

●被保険者のアルコール依存､薬物依存または薬物乱用によって被った病気もし

くはケガ｡ただし､治療を目的として医師がこれらの物を用いたことによるものであ

る場合は､保険金をお支払いします｡

●放射線照射や放射能汚染によって被った病気またはケガ

●被保険者の妊娠または出産

●頭部症候群(いわゆる｢むちうち症｣ )または､腰痛その他の症状で医学的他覚

所見のないもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- ･など

次の事由により被保険者が被ったケガ

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波

●被保険者による自動車､バイク(原動機付自転車を含む)などの無賃格運転･酒

気帯び運転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日･など

■保険金をお支払いする場合

死亡保険金

被保険者がケガにより､事故日を含めて1 80日以内に死亡した場合

後遺障害保険金

被保険者が被ったケガにより､事故日を含めて1 80日以内に身体に後遺障害が生

じた場合

入院保険金

被保険者がケガにより入院した場合

通院保険金

被保険者がケガにより通院(通院に準じた状態( ※ )および往診を含みます｡ )した場合

(※)骨折･脱臼･執帯損傷などで､保険の約款に定める部位(長管骨･脊柱など)香

固定するためにギプスなどを常時装着した状態をいいます｡

手術保険金

被保険者がケガにより､事故日を含めて1 80日以内に所定の手術を受けた場合

■お支払いする保険金

死亡保険金
ご加入の死亡保険金額の全額をお支払いします｡

(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には､その額を死亡保険金額

から差し引いてお支払いします｡

後遺障害保険金

後遺障害の程度に応じてご加入の後遺障害保険金額の4%～1 00%をお支払い

します｡

(注)お支払いする保険金は､保険期間を通じて､後遺障害保険金額が限度となり

ます｡

●他人に損害を与えたときの補償(国内外補償)

入院保険金

〔ご加入の入院保険金日額×入院日数〕をお支払いします｡

(1事故につき､事故日を含めて1 80日以内の入院が対象)

通院保険金

〔ご加入の通院保険全日板×通院日数〕をお支払いします｡

(1事故につき､事故日を含めて1 80日以内の通院のうち90日限度)

手術保険金
(カ入院中に受けた手術の場合　入院保険金日額×1 0-手術保険金の額

(参①以外の手術の場合　入院保険金日額×5-手術保険金の額

(注) 1事故について1回の手術に限ります｡

■保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じたケガ

●故意または重大な過失

●自殺行為､犯罪行為または闘争行為

●自動車･バイク･クレーン車などの無資格運転･酒気帯び運転･麻薬などを使用し

ての運転中に被ったケガ

●病気･心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により

意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など)

●妊娠･出産･早産

●むちうち症､腰痛､その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの

●特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん､ス

カイダイビング､ハンググライダー搭乗など)

●戦争･革命･内乱･暴動

●放射線照射･放射能汚染 など

個人賠償責任補償
■保険金をお支払いする場合

被保険者が､次の事故により他人にケガをさせたり他人の物に損害を与えて法律

上の賠償責任を負った場合
･本人の居住用の住宅および同一敷地内の動産の所有､使用または管理に起

因する偶然な事故
･被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

(注)本人の他､本人の親権者､本人の配偶者およびそれらの者の同居の親族ま
たは別居の未婚の子､本人の法定監督義務者(※)も被保険者となります｡ただ

し､法定の監督義務者(栄)は本人に対する監督義務に関する事故に限ります｡

また､本人と本人以外の被保険者との続柄は､損害の原因となった事故発生の

時におけるものをいいます｡

(※)監督義務者に代わって本人を監督する者を含みます｡ただし､本人の親族(6

親等以内の血族､配偶者および6親等以内の姻族)に限ります｡

■お支払いする保険金

法律上の損害賠償金､訴訟費用などをお支払いします｡損害賠償金は､ 1回の事

故につきご加入の個人賠償責任保険金額を限度とします｡

※賠償金額の決定にあたっては､事前に引受保険会社の承認が必要です｡その

◎

際に､保険会社は被害者との示談､調停などの法律行為を行うことができませ
んが､被害者からの損害賠償請求に対して､その解決に当たるための助言､協

力を行うことができます｡

※同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも､受け取られる全額が

損害額を超えることはありません｡

※他人の物を損壊した場合､それを新しく購入した金額をお支払いする保険ではありま

せん｡破損物が事故日時点でどれくらいの価値であるか(時価額)を算出し､その金額

がお支払い金額となります｡ただし修理可能な場合は修理代金でのお支払いとなり

ます｡ (万一､修理代金が暗価額を超えた場合は時価額でのお支払いとなります｡ )

■保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた損害

●故意

●地震･噴火またはこれらによる津波

●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)

●自動車などの所有･使用･管理による損害賠償責任

●心神喪失による損害賠償責任

●同居の親族に対する損害賠償責任

●他人から借りたり預ったりした物に対する損害賠償責任 など



補償概要

この補償概要の詳細については担当代理店･扱者または引受保険会社にお問い合わせください｡また､プランによってセットされている補償が

異なり､補償できない補償項目がありますのでご注意ください｡

●被害事故への弁護士費用等の補償(国内補償)

弁護士費用等補償

■保険金をお支払いする場合

被保険者が保険期間中に日本国内において次の(力～(彰の被害事故を被ること
により､損害賠償請求を行うために損害賠償請求費用を負担した場合､または弁

護士等(注1 )への法律相談を行うことにより法律相談費用を負担した場合

仁)偶然な事故により被保険者が被った身体の障害または財物の損壊

(参消費者被害(注2)

(彰被保険者が所有する財物を盗取､詐取または横領されること

(彰不当解雇

(参虐待(注3)

(注1 )弁護士､司法書士または行政書士をいいます｡

(注2)被保険者が最終消費者として価格が1 0万円以上の物品を購入したこと

により経済的な不利益を被ることをいい､かつ､その原因が以下の事由によるも

のとします｡

(77)事業者の虚偽または誇大な広告その他事業者による消費者の利益を不

当に害する行為

(イ)事業者による消費者の自主的な選択または合理的な選択を阻害する行

為

(注3)虐待とは､障害者に対する虐待をいい､具体的には以下の行為､または以

下の行為に該当すると疑われるものをいいます｡

(77)身体に外傷が生じ､もしくは生じるおそれのある暴行を加え､又は正当な

●職務中の他人への身体の障害､財物損壊の補償(国内外補償)

理由なく身体を拘束すること

仰わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること

(T))著しい暴言､著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷杏

与える言動を行うこと

(I)障害者を衰弱させるような著しい減食､長時間の放置､ (刀から(ウ)に掲げる

行為と同様の行為の放置等､養護を著しく怠ること

帥財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得
ること

■お支払いする保険金

1回の被害事故につき､損害賠償請求費用保険金は200万円､法律相談費用

保険金については5万円(1回の相談につき1万円)をお支払いの限度とします｡

なお､被害事故が虐待である場合､初年度契約の保険始期から1 80日以内に発

生した虐待については保険金をお支払いしません｡

『保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた損害

●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失

●被保険者の闘争行為､自殺行為または犯罪行為

●被保険者が受けた診察等の医療行為

●専ら被保険者またはその使用者の業務の用に供される財物および被保険者ま

たはその使用者の業務に関連して壁託した財物の損壊　　　　　　日･など

職業従事中事故対応費用補償

■保険金をお支払いする場合

被保険者の就業中または職業訓練中の行為による保険期間中の偶然な事故に

より､他人の身体の障害または財物の損壊が発生した場合

■お支払いする保険金

被害者へお支払いする次の見舞金･治療費用､財物の修理費用の合計額から自

己負担額(3千円)を控除した額をお支払します｡ただし､お支払いする保険金は､ 1

回の事故につき保険金額を限度とします｡

(D被害者見舞･治療等費用

(乃見舞金､見舞品購入費用として負担した費用｡ただし､以下の金額を限度とし

ます｡

被害者が死亡した場合10万円　被害者が入院した場合2万円

(イ)被害者の内科処置､外科処置､ X線検査､歯科処置､緊急移送､入院､補て

つ装置および職業看護師雇入れのために現実に支出した通常要する費用

およびそれらに伴う交通費等

0病気で死亡したときの補償(国内外補償)

(ウ)葬祭費用

(彰損壊財物復旧費用

■保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかの事由によって生じた損害

●保険契約者､被保険者､被保険者の使用者または個人賠償責任補償におけ
る被保険者の故意

●同居の親族に対する身体障害または財物損壊

●被保険者の使用人が被保険者の事業に従事中に被った身体の障害

●被保険者の占有を離れた財物､または終了した仕事の結果に起困する身体の

障害または財物の損壊

●財物の目減りまたは原困不明の数量不足

●作業によって通常避けることのできない変色､摩耗､品質劣化等

●通常の作業工程上生じた修理または加工の拙劣または仕上不良等

●冷凍･冷蔵装置の電気的･機械的事故､破損､変調､故障または操作上の誤り

による温度変化などによる装置内の財物損壊

疾病葬祭費用保険金

■保険金をお支払いする場合

被保険者が補償期間中に病気により死亡し葬儀が行われた場合

■お支払いする保険金

保険契約者または被保険者の親族､成年後見人､入居施設等が負担した葬祭

費用に対して､ご加入の保険金額を限度として､その費用の負担者に疾病葬祭費

用保険金をお支払いします｡

ご負担額を超えることはありません｡

}保険金をお支払いしない主な場合

次に掲げる事由のいずれかによって発病した病気による被保険者の死亡

●保険契約者､被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失

●被保険者の自殺行為､犯罪行為または闘争行為

●被保険者による自動車､バイク(原動機付自転車を含む｡ )などの無資格運転､

酒気帯び運転､麻薬などの影響下の運転

ただし､葬祭などを開始した日が補償期間中である場合または補償期間の終了日　●被保険者に対する刑の執行

から60日を経過する日までの間である場合に限ります｡　　　　　　　　　　　　●戦争､暴動等

※同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも､受け取られる全額が　●放射線照射や放射能汚染　　　　　　　　　　　　　　　　　-など

●地震などによる傷害(ケガ)の補償

地震･噴火･津波危険補償

■保険金をお支払いする場合

被保険者が､地震､噴火またはこれらによる津波によりケガを被った場合

■お支払いする保険金

｢ケガをしたときの補償｣の死亡保険金､後遺障害保険金､入院保険金､通院保

険金､手術保険金をお支払いします｡

○

『保険金をお支払いしない主な場合

｢ケガをしたときの補償｣の保険金をお支払いできない主な場合と同じです｡



用語の説明
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みますoただし､細菌性食中毒またはウイルス性食中毒を除きますo 
●｢急激｣とは､突発的に発生し事故からケガまでの問に時間的間隔がないこと 
●｢偶然｣とは､事故の発生原因または結果の一方､または両方が被保険者によって予知できないこと 
●｢外来｣とは､被保険者の身体外部からの作用によること 
をいいますo上記3要件に該当しない＼例えば､｢Ej焼け｣､｢しもやけ｣､｢低温やけど｣＼｢疲労骨折｣､｢テニス肘｣､｢野球肩｣などは､保険金支払いの対象 
となりませんo 

手術 佶(ﾔ饐ｸﾊ�,�,x,ﾈﾏi4�9|9]ｸﾊ�,ﾈｸｹWI���ｸ,h+X,I.�-�.x.ｨ,H*(.偃姻�*�.h-��i��9|8,丼�9h+x.偃姻�/�*(*(-ﾈ+v��ただし､創傷処理､皮膚切開術､胃.関節の非観血的整復術､抜歯手術などの手術は補償の対象になりませんo 
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【ご加入の流れ】

3月10日までに

入会申込書兼保険加入依頼書を事務局まで
ご提出ください｡

▼

∈　4月1日遵
補償が開始されます｡

㍗
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加入書証兼振替案内が加入者住所に送付されます｡
▼

5月12日

ご指定の銀行もしくはゆうちょ銀行D座より掛金が

引落しされます｡ (休日の場合は翌営業日となります｡ )

■　2020年2月頃

- l    ～ - r -  I ･

今年加入された方は継続確認の案内が送付され
ます｡同じご契約内容で継続される方は新たな加

入手続きは不要です｡

毎月20日までに

入会申込書兼保険加入依頼書を事務局まで
ご提出ください｡ 5ページの掛金表をご確認

のうえ､掛金をお振込みください｡

▽

__翌占1占t-

補償が開始されます｡
▽

補償開始翌月上古.

加入者証が加入者住所に送付されます｡

2020年2月頃

継続案内が送付されます｡

( 2月頃)
継続案内が送付されます｡
(ご契約内容を変更される場合は､専用の返信用ハガ寺

に必要事項をご記入のうえ署名､捺印して返信してくだ

さい｡ご契約内容の変更のない場合は返信不要です｡ )
▼

( 4月1日)
補償が開始されます｡

▼

( 5月上旬)
加入書証兼振替案内が加入者住所に送付されます｡

▼

5月12日

ご指定の銀行もしくはゆうちょ銀行口座より掛金が

引落しされます｡ (休日の場合は翌営業日となります｡ )
て7
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継続案内が送付されます｡

【個人情報の取扱いについて】　契約者である団体は､入会申込書兼保険加入依頼書に記載された個人情報をこの保険の引受保険会社に提供します｡
引受保険会社における個人情報の取扱いについては､重要事項説明書にてご確認ください｡

次の場合､下記へご連結ください｡

( 1 )補償期間中にこの制度の対象となる事故(ケガや病気､個人賠償事故等)にあわれた場合は､担当代理店･扱者または引受保険会社に事故発生の日か
らそのEjを含めて30E]以内に事故発生の状況およびケガや損害の程度についてご通知ください｡その後の手続きについてご案内しますo正当な理由

無くご通H]をいただけない場合などには､引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いしますので､ご注意ください｡

(2)後日お配りする加入者証の記載内容に変更があったとき(例えば住所変更など)
(3)保険の内容あるいは手続きについてのお問い合わせ

(4)団体の構成員(会員)でなくなった場合(補償を継続できなくなるため)

引受保険会社の損害保険募集人は保険契約の締結の代理権を有しています｡
このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです｡詳細については担当代理店･扱者または引受保険会社にお問い合わせください0

加入に関するお問い合わせ先

=事務局

(加入依頼書等送付先)

静岡県知的障害児者生活サポート協会
〒420-0856静岡市実区駿府町1番70号

静岡県総合社会福祉会館内

TEL:05412601671 3 FAX:054･254･6396

(B-1 80487 2020-1 0)

8

補償に関するお問い合わせ先

ロ担当代理店･扱者

ジ工イアイシーセントラル(樵)静岡営業所
〒422-8008静岡市駿河区栗原6-25　静鉄栗原ビル5F

TEL:01 20-758-625(お問い合わせ専用ダイヤル)

受付時間:午前9時～午後5時(土･日･祝日･年末年始を除く)

□引受保険会社

A I G損害保険株式会社
https://www･alg･⊂〇･JP/SOnPO

静岡営業支店
〒420-0851静岡県静岡市実区黒金町20番1号　富士火災静岡ビル5階

TEL:054-686-1 1 50
受付時間:午前9時～午後5時(土･田･祝日･年末年始を除く)




