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ファミリー・サポート
活動中の
事故に備えて・・・

「忙しいときに子どもを預かってほしい」「自分の子育ての経験を活かしたい」そんな
会員を結ぶファミリー・サポート制度。大切な他人のお子さんを預かるのですから、事
故のないように気をつけて活動しなければなりません。
しかし、どんなに気をつけても事故は思いがけずやってくるものです。万が一、事故が
起こった場合には、ファミリー・サポート・センターが運営責任を問われ、訴訟、賠償
金支払へと発展するケースなどのリスクも予想されます。会員が安心して活動を行える
ように、総合補償制度をご検討してみてはいかがでしょうか。

総合補償制度は、災害補償制度と賠償金補償制度の 2 つで構成されます。
災害補償制度は、ファミリー・サポート制度を利用する会員＊ 1 のケガと特定疾病＊ 2 を補償します。
賠償金補償制度は、ファミリー・サポート・センターの運営上、会員＊ 1 や第三者への賠償責任が
生じた場合の賠償金を補償します。

もしもの場合の
高額補償

ファミリー・サポート・センターの運営管理や活動に起因して会員＊ 1 や第三者の
身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を会が負担した場合
• 損害賠償金

• 弁護士費用等の争訟費用

賠償金

など

見舞金

会員＊ 1 が被った傷害（ケガ）および特定疾病＊ 2 に対する補償
＊1
＊2

会員とは提供会員および依頼会員の子どもを指します
特定疾病については、次ページ 特長 1 を参照

災害補償制度
団体総合補償制度費用保険／企業・団体災害扶助規程担保特約／保険料確定特約（保険料精算を行う場合は付帯なし）

ファミリー・サポート・センター制度に基づき援助活動中の提供会員および依頼会員の子どもがケガや特定疾病を被った場合に、ファ
ミリー・サポート・センターが補償規程に基づき負担した費用（会員への見舞金）を補償します。
団体総合補償制度費用保険（WIZ）

提供会員

ファミリー・サポート・センター
（保険契約者・被保険者）

依頼会員の子ども

被補償者

想定事故例
• 公園で遊ばせていた依頼会員の子どもが熱中症で倒れ、通院した。
• 提供会員が依頼会員の子どもを保育施設まで迎えに行く途中、自動車に轢かれ、入院した。
• 提供会員の家で依頼会員の子どもを預かっているとき、地震でタンスが倒れ下敷きになり入院した。
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特長
1. 活動中に被ったケガだけではなく、特定疾病も補償します。
対象となる特定疾病
•
•
•
•

• 日射病および熱射病等の熱中症
• 低体温症
• 脱水症

急性虚血性心疾患（いわゆる心筋梗塞）、急性心不全等の急性心疾患
くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患
気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患
細菌性食中毒

2. 天災により被ったケガや特定疾病も補償します。
3. 提供会員・依頼会員の活動時間による保険料算出により、合理的な保険料を実現します。
保険金支払いの流れ
①事故報告・補償金の請求

ファミリー・サポート・センター
（保険契約者・被保険者）

提供会員・依頼会員の子ども（被補
償者）または被補償者のご遺族
③補償金のお支払い
②事故報告

事故発生 !

④保険金の請求
⑤保険金のお支払い

チャブ保険
保険契約締結には、ファミリー・サポート・センターが登録会員に補償を行う規程等が必要です。

賠償金補償制度
施設所有（管理）者賠償責任保険／生産物賠償責任保険／受託者賠償責任保険／ファミリー・サポート・センター賠償責任特約／初期対応
臨時費用等補償特約（ファミサポ用）／訴訟対応費用拡張補償特約（ファミサポ用）／保険料確定特約（保険料精算を行う場合は付帯なし）

提供会員が援助活動中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で、依頼会員の子どもや第三者（提供会員と同居の親族を除く）の身
体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する法律上の賠償金等をてん補限度額の範囲内で
補償します。なお、ファミリー・サポート・センターと提供会員間の賠償責任も補償します。
また賠償金補償制度は、本制度に最初に加入された日（遡及日）以降で保険期間中に発生した損害につき保険期間中に損害賠償
請求されたものが補償対象となります。
＊賠償金補償制度の被保険者：ファミリー・サポート・センターおよび提供会員（両方会員含む）

想定事故例
• 提供会員が依頼会員の子どもを保育施設へ送る途中、依頼会

• 提供会員の家で手作りのお菓子を子どもに与えたところ、食

員の子どもが蹴った石が駐車中の第三者の自動車にあたり、

中毒を起こした。
• 提供会員が依頼会員からおやつ代として預かった現金が、盗

修理費を請求された。
• 提供会員が目を離した間に、依頼会員の子どもが道路に飛び

難されてしまった。

出し車にはねられ大ケガをしたことにより提供会員の管理責
任を問われて、賠償請求された。
オプション：センター見舞金費用補償特約
依頼会員の子どもが、提供会員あるいは提供会員と同居する提供会員の親族に対して偶然な事故により、身体障害あるいは財
物の損壊を発生させた場合において、その事故についてファミリー・サポート・センターが慣習に従って提供会員に支払う見舞
金の 50％を上限として補償します。（ただし、1 回のファミリーサポート業務遂行につき 5 万円を限度とします。）
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補償額（＊詳細については、P5 〜 6 をご覧ください）
災害補償制度

保険金額
提供会員

依頼会員の子ども

災害死亡補償保険金

500 万円

300 万円

後遺障害補償保険金

最高 500 万円

最高 300 万円

入院日額

3,000 円

3,000 円

手術保険金

手術の種類に応じて 3 万・6 万・12 万円

手術の種類に応じて 3 万・6 万・12 万円

通院日額

2,000 円

2,000 円

療養補償保険

保険金の種類

賠償金補償制度

てん補限度額
1 事故および保険期間中：2 億円

施設賠償・生産物賠償

対人・対物共通限度額

初期対応費用
見舞金・見舞品

1 事故・期間中：500 万円（下記見舞金・見舞品を含む）
死亡後遺障害：10 万円（1 事由につき）
入院：1 万円（1 事由につき） 通院：5,000 円（1 事由につき）

訴訟対応費用

1 事故・期間中：1,000 万円つき

受託者賠償（現金のみ）

1 事故・期間中：10 万円

オプション
センター見舞金費用

次のうち、いずれかの低い金額を限度
1） センター見舞金
2） 5 万円

免責金額

なし

ご契約例と年間保険料の目安
提供会員 200 名、依頼会員（子ども）800 名の場合
1 日の平均活動時間：3 時間

1 提供会員あたりの年間活動回数：40 日

年間のべ活動回数：8000 回として算出

おすすめプラン
合計保険料

＊左記保険料は一例です。過去の事故履歴等により、
保険料は異なります。

350,810 円

ご契約に関して
• お見積もりにあたって
別紙見積依頼書をご記入ください。それらに基づき保険料を算出いたします。
お見積は無料ですので、お気軽にご依頼ください。
• ご契約後には
中途加入会員・脱退会員についてその都度の報告や追加保険料の払い込みは不要です。
会員名簿の備付けが必要です。また補償規程に変更が生じた場合は、ただちに弊社宛にご通知ください。
• 保険期間終了後には
原則として、確定精算は不要となります。ただし、保険料確定特約を付帯しない場合は、保険期間終了後遅滞なく、保険期間中
の確定内容をご通知いただき、保険料の確定精算を行います。
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ファミリー・サポート・センター総合補償制度
団体総合補償制度費用保険／施設所有（管理）者賠償責任保険／生産物賠償責任保険／受託者賠償責任保険

【災害補償制度】

保険金をお支払いできない主な場合

対象となる損害

下記の場合において、業務・活動中に偶然発生した被
補償者（注 1）の傷害または特定疾病（注 2）（「補償
適用の原因（注 3）」といいます。）に対して、被保険
者が「補償規程（注 4）」に基づき、費用を負担した
ことにより被る損害に対して、下記の保険金を被保険
者にお支払いします。

災害死亡補償
保険金

補償適用の原因が生じた直接の結果として、その補償
適用の原因が生じた日から、その日を含めて 180 日以
内に被補償者が死亡した場合。

故意・重過失／被補償者の自殺行為・闘争行為・犯
罪行為／被補償者の麻薬・あへん ･ 大麻・覚せい剤・
シンナー等の使用／被補償者の無資格運転・酒酔い運
転／戦争・暴動／保険契約の始期直前 12 か月以内に
医師の治療を受け、または治療のために医師の処方に
基づく服薬をしていた疾病と医学的に因果関係のある
特定疾病 ( 継続契約の場合で、継続して 3 年以上被補
償者である者を除く ) ／該当する補償規程がない場合
／該当する補償規程を当会社が了知していない場合
など

後遺障害補償
保険金

補償適用の原因が生じた直接の結果として、①ケガを
した日からその日を含めて 180 日以内に被補償者に後
遺障害が生じた場合、または②特定疾病で公的な後遺
障害認定を受けた場合。
支払割合（最高 100％）は、後遺障害の程度に応じて
決定します。

療養補償保険金

団体総合補償制度費用保険︵企業・団体災害扶助規程担保特約︶

保険金をお支払いする場合

入院日額

補償適用の原因の治療を直接の目的として入院した場
合。補償適用の原因が生じた日からその日を含めて
180 日以内の入院日数が対象となります。

手術保険金

療養補償保険金（入院日額）が支払われる場合で、補
償適用の原因が生じた日からその日を含めて 180 日以
内に、補償適用の原因の治療のために所定の手術を
受けた場合。療養補償保険金（入院日額）に手術の
種類に応じて定めた倍率（10 倍、20 倍、40 倍）を乗
じた額とします。ただし、1 事故に基づく補償適用の原
因につき、1 回の手術に限ります。

通院日額

補償適用の原因の治療を直接の目的として通院した場
合。補償適用の原因が生じた日からその日を含めて
180 日以内の通院日数に対して、90 日を限度とします。

【賠償金補償制度】

保険金をお支払いする場合

施設所有（管理）者
賠償責任保険
（交差責任担保特約Ｂ）

ファミリー・サポート・センターの運営管理や活動に起 給排水管、暖冷房装置等
提供会員の虐待およびそ
因して、第三者の身体または財物に損害を与えたこと から漏出する蒸気、水等 れに類する行為（身体的・
により、ファミリー・サポート・センターまたはサービ あるいは屋根、窓、扉等 物理的・精神的であるか
ス提供会員が法律上の損害賠償責任を負った場合に、 から入った雨、雪等によ 問わない）によって生じ
損害賠償金および下記の費用をお支払いします。
る損害／施設の修理、改 た全ての賠償責任／医師
①緊急措置費用 ②損害防止・軽減費用 ③協力費
造等の工事に基づく賠償 により処方された薬を与
用 ④求償権保全・行使費用 ⑤訴訟費用
責任／航空機、昇降機、 えるなどの行為に起因す
自動車または施設外にあ る賠 償 責 任 ／ 故 意 ／ 戦
る船、車両（自転車等人
争、 変乱、 騒じょう、労
力によるものを除く）、動 働争議に起因する賠償責
物による賠償責任 など
任／地震・噴火・津波に
起因する賠償責任／被保
サービス提供会員が提供した飲食物等が原因で、第三 生産物または仕事の瑕疵
険者と第三者との間に損
者の身体または財物に損害を与えたことによりサービ に起因する当該生産物ま 害賠償に関し特約がある
ス提供会員が法律上の損害賠償責任を負った場合に、 たは仕事の目的物の損壊
場合、その特約により加
損害賠償金および下記の費用をお支払いします。
自体に対する賠償責任／ 重された賠償責任／被保
①緊急措置費用 ②損害防止・軽減費用 ③協力費
被保険者が故意または重
険者の使用人が被保険者
用 ④求償権保全・行使費用 ⑤訴訟費用
大な過失により法令に違 の業務に従事中に被った
反して製造、販売もしく 身体障害に対する賠償責
は引渡した生産物または
任／被保険者の同居の親
行った仕事の結果に起因
族に対する賠償責任／排
する賠償責任 など
水または排気（煙を含む）
に起因する賠償責任／被
依頼会員から預かった現金が盗難にあったことにより、 被保険者、その代理人、 保険者が所有、使用また
ファミリー・サポート・センターまたはサービス提供会 使用人が行いまたは加担 は管理する財物の損壊に
員が法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償 した盗難による損害／受 つき、その財物に対し正
金および下記の費用をお支払いします。
託物が預け主に引き渡さ 当な権利を有する者に対
①緊急措置費用 ②損害防止・軽減費用 ③協力費
れた後に発見された損害 し負担する賠償責任
用 ④求償権保全・行使費用 ⑤訴訟費用
など
など

生産物賠償責任保険

受託者賠償責任保険
（貴重品危険補償特約
セット）

保険金をお支払いできない主な場合
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センター見舞金費用
補償特約（オプション）

依頼会員の子どもが、提供会員あるいは提供会員の親
族の身体または財物に対して、偶然な事故により損害
を与えた場合において、ファミリー・サポート・センター
が提供会員に「センター見舞金」を支払う場合に、セ
ンター見舞金費用保険金をお支払いします。「センター
見舞金」とは、提供会員が支出した治療費・修理費等
の実費の 50％を上限として、ファミリー・サポート・
センターが慣習に従って提供会員に支払う見舞金をい
います。
保険金の額は、1 回のファミリー・サポート業務遂行に
つき、「センター見舞金」 あるいは「5 万円」 のいず
れか低い金額を限度とします。

上記の保険金を支払わない場合に追加して
①提供会員が航空機、昇降機、自動車または施設外に
おける船。車両を所有、使用または管理することに
起因して生じた損害
②提供会員が依頼会員から預かった財物に対する損害
③財物の損壊に起因するその財物の使用不能損害
④身体の障害に起因する休業損害

【用語の説明】
（注 1） 被補償者：「被保険者」であるファミリー・サポート・センターの役職員・構成員等で、被補償者名簿に記載された者
（注 2） 特定疾病：次の疾病をいいます。
急性虚血性心疾患（いわゆる心筋梗塞）、急性心不全等の急性心疾患／くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患／気胸、過換気症候群等
の急性呼吸器疾患／細菌性食中毒／日射病・熱射病等の熱中症／低体温症／脱水症
（注 3） 補償適用の原因：被補償者が業務・活動＊従事中およびその往復途上に被った傷害または特定疾病
＊あらかじめ約定した被保険者の「業務」または ｢ 活動 ｣ をいいます。
（注 4） 補償規程：「被保険者」であるファミリー・サポート・センターが「被補償者」である役職員・構成員等に対する補償を定めた規程・規約・
協定等で明文化されたもの

ご注意
• ご契約に際しては、「補償規程」の写しをご提出願います。
• 原則として、確定精算は不要となります。ただし、保険料確定特約を付帯しない場合は、保険期間終了後遅滞なく、保険期間中
の被補償者ごとの業務従事日数と時間数、および行事開催日ごとの被補償者数と参加時間数をご通知いただき、保険料の確定精
算を行いますので、ご契約に際して、「業務記録簿 ( 業務従事時間数等がわかるもの )」も備付けが必要となります。
• 被保険者は被補償者名簿の備付けが必要となります。被補償者名簿にお名前の記載がない方に係る損害は、保険金支払いの対象
とはなりませんので、ご注意ください。
• ご契約に次のようなことが生じた場合には、ただちに取扱代理店または弊社までご通知ください。
①住所を変更された場合
②補償規程の記載事項に変更が生じた場合
③被補償者を保険の対象とする他の保険契約を締結する場合、またはこれらの保険契約があることを知った場合

重要事項説明
1. 個人情報の取扱いについて
弊社は、保険契約申込書等から得た個人情報（保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等の
センシティブ情報を含みます。）の取扱いについて以下のとおりとさせていただきます。
なお、詳細については、弊社ホームページ（www.chubb.com/jp）をご覧ください。
(1) 主な利用目的について
1. 弊社または弊社のグループ会社が取り扱う損害保険の案内、募集および販売
2. 上記 1. に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、提供および管理
3. 損害保険契約の引受審査、引受、履行および管理
4. 適正な保険金・給付金の支払
5. 新たな商品・サービス開発、問い合わせ・依頼等への対応
6. その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務
(2) 第三者への情報提供について
弊社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
1. 法令に基づく場合
2. 弊社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合
3. 再保険契約に伴い、当該保険契約の情報を提供する場合
4. 弊社のグループ会社、損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合
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2. 保険会社破綻時の取扱いについて
保険契約を引受けている損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」がありますが、
支払われる保険金や解約返れい金が下記割合に削減されることがあります。
詳細は、弊社ホームページ（www.chubb.com/jp）をご覧いただくか、弊社までお問合わせください。
なお、ご契約者様が、個人・小規模法人・マンション管理組合である場合に以下が対象となります。
ご契約の種類

保険金支払い

解約返れい金

賠償責任保険
団体総合補償制度費用保険

破綻後 3 ヶ月間は、保険金を全額支払（補償割合
100％）、3 ヶ月経過後は、補償割合 80％

補償割合 80％

本制度の具体的な内容については弊社ホームページ（www.chubb.com/jp）をご覧いただくか、弊社までお問い合わせください。

事故が起こったとき
事故が発生したときは、ただちに取扱代理店または弊社までご連絡ください。
＊事故発生の日からその日を含めて 30 日以内にご通知がない場合は、保険金をお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。

• このパンフレットは「団体総合補償制度費用保険（企業・団体災害扶助規程担保特約）、施設所有（管理）者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、
受託者賠償責任保険」の概要を説明したものです。この保険の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
•「WIZ（ウィズ）」は団体総合補償制度費用保険のペットネームです。
• 保険契約のお申込時は、保険契約申込書の記載内容に誤りがないかご確認ください。
• 取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
• 保険料お支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することと致しておりますので、お確かめください。なお、ご契約後 1 か月を経過しても
保険証券が届かない場合には、弊社までご照会ください。
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引受保険会社
Chubb 損害保険株式会社
〒 141-8679 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 29 号
ガーデンシティ品川御殿山
Tel 03-6364-7000（代）
www.chubb.com/jp

取扱代理店

株式会社 中央保険プラザ
住所 500-8175 岐阜市長住町6-1-3
TEL 058-214-6170 FAX 058-214-6188
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