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※事故等が発生した場合は、ボランティア保険加入決定時に 

お知らせする保険会社に直接連絡をして下さい。 
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《本制度について》 

福祉の保険“ボランティア保険”は、ボランティア活動の振興を目的とし、安心してボランティア活

動を行っていただくための制度です。 

《保険期間》 

平成２５年４月２日～平成２６年３月３１日まで 

（期間途中の加入の場合は、保険加入決定日～平成２６年３月３１日まで） 

《対象となるボランティア活動》 

①日本国内における、自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する目的をもって取り組まれる活動 

②所属ボランティア団体における活動や、社会福祉協議会などへ届け出たり、委嘱を受けた活動であ

ること 

③無償の活動であること（交通費・食事代等、費用弁償程度の支給は無償の範囲に含みます） 

※活動のための学習会、研修会、会議や、活動場所への通常の経路による往復途上も含みます。 

※宿泊を伴う活動も対象になります。 

※被保険者が加入したボランティア団体の別団体での活動も、上記を満たす団体の場合には対象と

なります。 

《対象とならないボランティア活動》 

・海難救助または山岳救助ボランティア活動 

・鉄器を使用する害獣駆除ボランティア活動 

・野焼き、山焼きを行う森林ボランティア活動 

・チェーンソーを使用する森林ボランティア活動 

・インターシップ等や資格取得等を目的とした活動 

・団体構成員の相互扶助や親睦を目的とする活動 

・当事者団体（自助活動）が行う活動の内、ボランティア活動に該当しない活動 

・PTA、自治会、町内会、マンション管理組合等の会員の共通の利益、親睦を目的とした活動 

（※上記の活動を対象とした保険をお探しの場合は取扱代理店までご相談ください。） 

・企業等の営利事業の一環として行う活動     等 
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《傷害補償》 
 日本国内において被保険者がボランティア活動中（往復途上を含みます。）、被った急激かつ偶然な外来の事故によるケ

ガに対し、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等をお支払いします。 

・ボランティア活動中の食中毒（細菌性食中毒を含む）も補償の対象となります。 

・日射または熱射による身体の障害をケガに含め傷害保険金をお支払いします。（熱中症危険補償特約） 

     ・ボランティア活動中に転んでケガをした。 

     ・ボランティア活動からの帰宅途中に自転車に跳ねられケガをした。 

＜特定非営利活動法人補償特約＞ 

 特定非営利活動促進法に規定する「特定非営利活動」を、この保険の対象となるボランティア活動に含めます。また、

NPO 法人を被保険者に含め、ボランティアが NPO 法人の活動に従事している際に、この保険の対象となる事故により、

NPO 法人が賠償保険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。なお、賠償責任補償の支払い限

度額が適用されます。 

 

 

《賠償責任補償》 
 被保険者（この保険契約により補償を受けられる方）が日本国内において次のいずれかに該当する偶然な事故によって

他人の生命や身体を害したり、他人の財産を紛失、破損または汚損した場合に、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（損害賠償金や争訟費用など）に対して保険金をお支払いします。 

 

○ボランティア活動中に発生した事故 

（例）介護ボランティア中に、誤って車いすから利用者を落としてケガをさせ賠償責任を負った。 

○ボランティア活動中に伴って占有、使用または管理する保管物の損壊、紛失または窃取 

 （例）ボランティアが体育館備え付けの運動具を破損させ賠償責任を負った。 

 保管物についての正当な権利を有する者に対する法律上の損害賠償責任のみが対象となります。 

○ボランティア活動中に伴って提供した財物に起因する事故 

 （例）ボランティアが調理し配給した弁当で食中毒が発生し、賠償責任を負った。 

○ボランティア活動の結果に起因する事故 

 （例）ボランティアが建てた仮説テントが、設置の不備により倒れ、下にいた子どもがケガをして賠償責任を負った。 

 

 

《補償内容・保険料》 

死亡・後遺障害保険金 ９１８万円 

入院保険金日額 ６，０００円 

通院保険金日額 ４，０００円 

賠償責任補償 

（対人・対物・受託物共通） 

１事故につき（支払い限度額）３億円 

（対人・対物：免責１，０００円 受託物：免責５，０００円） 

【手術保険金】 

左記保険金のほか、手術保険金として以下の保険金額をお支払いします。 

入院保険金日額×手術の種類に応じて定められた倍率（10 倍・20 倍・40 倍） 

 

【後遺障害保険金】 

保険金をお支払いする後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険の 100％～42％をお支払いし

ます。 

 

 

事故例 
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《保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金》 

 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険料 

賠
償
責
任
条
項 

被保険者（この保険契約により補償を

受けられる方）が日本国内において次

のいずれかに該当する偶然な事故によ

って、他人の生命や身体を害したり、

他人の財物を滅失、破損または汚損し

た場合に、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 

（損害賠償金や争訟費用など）に対し

て保険金をお支払いします。 

(a)ボランティア活動中に発生した事

故 

(b)ボランティア活動に伴って提供し

た財物に起因する事故 

(c)ボランティア活動の結果に起因す

る事故 

(d)ボランティア活動に伴って占有、使

用または管理する保管物の損壊、紛

失または盗取 

なお、 (d)については、保管物につい

て正当な権利を有する者に対する法律

上の損害賠償責任のみが対象となりま

す。 

①損害賠償金      

法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療

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、他人からの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 

上記①から④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額から 

パンフレット記載の免責金額を控除した額をお支払いします。ただし、パンフ

レット記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、

原則として支払限度額の適用はありません。ただし⑥については①の損害賠償

金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。「お支払いす

る争訟費用の額＝実際の争訟費用の額×支払限度額／損害賠償金の額」なお、

「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の

同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。 

被保険者が被害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及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、法律上の損害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、保険金のお支払い対象とはなりません。 

傷 

害 

条 

項 

日本国内において、被保険者がボラン

ティア活動中に被った急激かつ偶然な

外来の事故によるケガに対し、死亡保

険金、後遺障害保険金、入院保険金お

よび通院保険金をお支払いします。 

①死亡保険金 

 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死

亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額（注）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は、死亡・後遺障害保険金

額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。 

②後遺障害保険金 

☆後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約および後遺障害等級 1～7 級限

定補償特約セット 

 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後

遺障害等級 1～14 級のうち第 1～7 級に掲げる保険金支払割合（100%～42%）

を適用すべき後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺

障害保険金額の 100％～42％をお支払いします。 

（注１）被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治

療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその

日を含めて 181 日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定し

て、後遺障害保険金をお支払いします。 

（注２）既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険 

金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、

保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額

が限度となります。 

③入院保険金 

 事故によるケガの治療のため、平常の生活またはお仕事ができなくなり、入

院（普通保険約款に定める入院に準ずる状態を含みます。）された場合、入院

保険金日額×入院日数（注）をお支払いします。 

（注）事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の入院に限ります。 

④手術保険金 

 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガの治療のために、事故の発生の

日からその日を含めて 180 日以内に所定の手術を受けられたとき、「入院保

険金日額」×「手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率（10 倍、20 倍、

40 倍）」をお支払いします。 

 なお、1 回の事故につき、1 回の手術に限ります。また、同時に 2 種類以上の

手術を受けた場合はそのうち最も高い倍率となります。 

⑤通院保険金 

 事故によるケガのため、平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院された

場合、通院保険金日額×通院日数（注）をお支払いします。 

（注）事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の通院に限ります。また

90 日がお支払いの限度となります。 
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※「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」とは、「事故が突発的で、傷

害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が

被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは、「保険事故の原因が

被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。「傷害」とは、

身体外部からの有毒ガスまたは有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状（継

続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含み、次のア、イに該当するものを含みません。

ア.細菌性食中毒 イ.ウイルス性食中毒 

※被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、引受保険会社は、

事故の発生からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺

障害保険金をお支払いします。 

※通院されない場合で、骨折等のケガを被った部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装

着した結果、平常の生活またはお仕事に著しい支障が生じたときは、その日数について、通院したものとみなします。 

※柔道整復師（接骨院、整骨院等）による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の

治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼（はり）・灸（きゅう）・マッサージ等の医療類似行為については、被

保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。 

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および

特約でご確認ください。 

 

 

 

 

 

《保険金をお支払いしない主な場合》 

 保険金をお支払いしない主な場合 

賠 

償 

責 

任 

条 

項 

①ボランティア活動以外での事故  ②日本国外での事故  ③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  ④地震、噴火、洪水、津波等の天災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（そうじょう）、労働争議に起因する損害賠償責任  

⑥核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に起

因する損害賠償責任  ⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任  ⑧被保険者のまたは被保険者の指図による

暴行または殴打に起因する損害賠償責任  ⑨航空機、自動車または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責

任   ⑩被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して製造、販売または提供した提供物に起因する損害賠

償責任  ⑪提供物またはボランティア活動の結果が、初期の効能、性能を発揮できなかったことに起因する損害賠償責

任。ただし、提供物の本来意図しなかった悪影響によって発生した事故に起因する損害賠償責任はお支払いの対象となり

ます。   ⑫被保険者の職業上の業務の遂行に直接起因する損害賠償責任  ⑬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による次のいずれかに該当する業務の遂行に起因する損害賠償責任 

・人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防、救急救命処置または死体の検案 

・医療品または医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示 

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学療法士または作業療法士などの資格を有する職業人

がその資格に基づいて行う施術 

⑭被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約款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  

⑮提供物のかしによる提供物自体の損壊に対する賠償責任     等 

傷 

害 

条 

項 

①ボランティア活動以外でのケガ  ②日本国外でのケガ  ③保険契約者、被保険者または傷害保険金を受け取るべき

者の故意または重大な過失によるケガ  ④被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ  ⑤被保険者の

自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ（酒酔い運転とは、アル

コールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転することをいいま

す。）  ⑥被保険者の脳疾患・疾病または心神喪失によるケガ  ⑦被保険者の妊娠、出産、早産または流産によるケ

ガ  ⑧被保険者に対する外科的手術その他の医療措置によるケガ。ただし、外科的手術その他の医療措置によって生じ

た傷害が、引受保険会社が補償すべき傷害の治療によるものである場合には、お支払いの対象となります。  ⑨頸（け

い）部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの    

⑩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によるケガ        

⑪地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ（天災プラン選択により一部補償できます。）  ⑫核燃料物質または

核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によるケガ  ⑬山岳登はん、スカ

イダイビング、ハングライダー搭乗などの運動を行っている間に生じたケガ  ⑭乗用具によるレース中（レースに準ず

るものおよび練習中を含みます。）のケガ 

⑮次のいずれかに該当するボランティア活動をしている間のケガ 

  ・海難救助ボランティア活動   ・山岳救助ボランティア活動  ・野焼きまたは山焼きを行う森林ボランティア

活動  ・チェーンソーを使用する森林ボランティア活動  ・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動 

⑯職業または職務に従事している間のケガ     等 

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および特約をご確認下さい。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下さい。 
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《注意事項》 
＜保険会社破綻時等の取扱い＞（平成 25 年 2 月現在） 

○引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい

金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 

引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入し

ております。 

○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。）またはマンション

管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります（保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組

合（以下、「個人等」といいます。）以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべ

きこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。）。 

○補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は 80％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から３か月ま

でに発生した事故による保険金は 100％補償されます。 

●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。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下さい。 

●柔道整復師（接骨院、整骨院等）による治療の場合、保険金をお支払いする日数および通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程

度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、針（はり）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療類似

行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。 

 


