
【事業者プラン】 補償の基本となる保険です。事業者に賠償責任が生じる場合にお支払いします。

居宅介護支援事業者
賠償事故補償制度Ⅰ 生産物賠償責任保険

施設賠償責任保険

受託者賠償責任保険

　居宅介護支援事業者賠償事故補償制度は、公的介護保険指定事業者の申請の際に必要となる賠償資力の確保および
今後の事業遂行において発生する様々なリスクをカバーする保険です。
　「対人・対物賠償」だけでなく、「人格権侵害」「経済的損失」等についても補償の対象となります。

対象となる事故

補償対象者（被保険者）

対象となるサービス・業務

● 業務の遂行に伴い日本国内において発生した以下①～⑤
の事故に起因して被保険者が法律上の賠償責任を負担す
ることにより被る損害に対して保険金をお支払いします。
※ ①②④の事故については保険期間中に事故が発生した場合にお
支払いの対象となります。
　 ③の事故については、保険期間中に日本国内において不当行為
が行われた場合にお支払いの対象となります。
　 ⑤については、保険期間中に日本国内において被保険者が損害
賠償請求を受けた場合にお支払いの対象となります。
● この保険の対象となると思われる事故が発生した場合に、被保
険者が負担した⑥⑦の費用に対して保険金をお支払いします。

①【対人・対物事故】
＜施設・業務遂行に起因する事故＞
・ 被保険者が業務遂行のために所有・使用・管理する施
設（不動産または動産）、または業務遂行に起因して
発生した他人の身体障害・財物損壊事故
＜生産物・業務の結果に起因する事故＞
・ 業務の結果または業務遂行のために提供・貸与した飲
食物、介護用品、福祉用具等（生産物）に起因して発
生した他人の身体障害・財物損壊事故
②【管理財物事故】
・ 被保険者が業務の目的に従って管理する他人の財物
（サービス利用者宅の家具、レンタル用品など）の損
壊・紛失・盗取・詐取による賠償事故
・ 被保険者が業務の目的に従って管理する、他人の現金
や美術品等の貴重品の損壊・紛失・盗取・詐取による
賠償事故
③【人格権侵害事故】
・ 施設・昇降機の所有・使用・管理、業務遂行やその結
果、業務遂行のために提供・貸与した飲食物・介護用
品・福祉用具等に伴う不当行為（＊）に起因した他人の
自由・名誉・プライバシーの侵害
＊「不当行為」とは、次のいずれかの行為をいいます。
　・不当な身体の拘束
　・口頭･文書･図画等による不当な表示

④【臨時借用自動車による賠償事故】
・ 業務遂行のため臨時借用する他人の自動車（貸自動車
業者からの借用車を除く。）の使用・管理に起因する
他人の身体障害・財物損壊事故
⑤ 【居宅介護・介護予防支援事業にかかる賠償事故（経
済的損失）】
・ 業務として行った居宅介護支援、介護予防支援、相談
支援に起因して他人に経済的な損失（他人の身体障害
または財物の損壊・紛失・盗取・詐取によらないも
の）を与えたことにより提起された損害賠償請求

　社団法人全国老人保健施設協会正会員の経営法人と同一法人
が経営する事業者、かつ、公的介護保険において指定を受けた
① 指定居宅介護支援事業者
② 指定介護予防支援事業者
※①～②はこれから指定を受ける場合を含みます。

③ 事業者の理事・役員・職員（常勤・非常勤を問いません。）
④ 事業者のパートタイマー・協力会員（事業者の指示のも
と有償で活動をする方に限ります。）

⑤ 事業者が業務として行う住宅改修の下請負人（ただし、
住宅改修に起因する事故に限ります。）

⑥ ホームヘルパー養成研修、福祉用具専門相談員養成研修
の受講生（ただし、研修受講に起因する事故に限ります。）

①居宅介護支援事業
・ 要介護認定の申請代行や市町村から委託を受けた訪問調
査、居宅サービス計画作成　等
②介護予防支援事業
・ 介護予防サービス計画作成　等
③地域包括支援センターの業務
・ 介護予防ケアマネジメントや地域支援の総合相談、権利擁
護　等
※ 地域支援事業における介護予防事業（例：介護予防体操教室な
ど）を行う場合で報酬が発生する場合は、Ⅱ. 居宅サービス事
業者賠償事故補償制度もあわせて加入してください。

④在宅介護支援センターの業務
・ 介護サービス以外の生活相談、相談業務　等

⑥【事故対応特別費用】
・ 被保険者が日本国内で提起された損害賠償請求訴訟に対
処するために負担した相手方当事者・裁判所に提供する
文書作成費用、役員・使用人の人件費・交通費・宿泊費、
事故の再現実験・原因調査費用、意見書・鑑定書の作成
費用。ただし、社会通念上妥当な金額に限ります。
・ 事故発生に伴い被保険者が負担した、事故現場の保
存・記録費用、事故原因・状況調査費用、事故現場の
取片付け費用、役員・使用人の派遣費用（人件費・交
通費・宿泊費 等）、通信費。ただし、社会通念上妥当
な金額に限ります。
⑦【見舞金・見舞品】
・ 他人の身体障害事故が発生した場合に被保険者が負担
する社会通念上妥当な被害者への見舞金・見舞品費用
（香典を含みます。）
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居宅介護支援事業の賠償事故例

お支払いする保険金  経済的損失について

お支払いの対象にならない主な場合

●業務遂行中に発生する事故例
・ 市町村からの委託を受けた訪問調査の実施中、体位交換、各部位
の可動状況等を調べる際に、対象者にケガを負わせた（骨折等）。
・ 居宅サービス計画作成のために対象者の自宅に赴いた際に、枕元
にあった眼鏡に気づかずに踏み、破損させた。

●業務の結果に起因して発生する事故例
・ 居宅サービス計画の実施主体として選定した居宅サービス事業者
が利用者にケガを負わせたため、居宅介護支援事業者が居宅サー
ビス事業者とともに責任追及された。

●人格権侵害の事故例
・ 職員が利用者のプライバシーについて本人の了解を得ずに公表し
たことにより訴えられた。

● この保険では、被保険者が負担する次の損害に対して約款の規
定に従い保険金をお支払いします。

①損害賠償金　法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被
保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※ 賠償責任の承認、賠償金額の決定に際しましては、あらかじ
め引受保険会社の同意が必要です。
※ 管理財物事故については、当該管理財物の時価が限度となり
ます。

②争訟費用　損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、引受
保険会社の同意を得て被保険者が支出した弁護士費用、訴訟費
用等

③緊急措置費用　被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を
講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急
手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の同意
を得て支出したその他の費用

④損害防止軽減費用　被保険者が他人から損害賠償をうけることが
できる権利の保全・行使手続きまたはすでに発生した事故に係
わる損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得
て支出した必要・有益な費用

⑤協力費用　引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解
決に当たるため被保険者に協力を求めた場合において、被保険
者が引受保険会社に協力するために支出した費用

⑥事故対応特別費用
⑦他人の身体障害事故が発生した場合の見舞金・見舞品費用

●保険金のお支払い方法
・上記①の損害賠償金については、損害額から免責金額を控除して
ご加入された支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
※ 人格権侵害については、損害額の90％を、支払限度額を上限として
お支払いします。
※ 経済的損失については、損害賠償請求者の数にかかわらず、同一原
因または事由に起因する全ての請求を1回の請求とします。
・上記②～⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお
支払い対象となります(支払限度額は適用されません。)。ただし、
上記②の争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超え
る場合は、支払限度額の損害賠償金に対する割合によって削減し
てお支払いします。
・上記⑥⑦の費用についてはそれぞれご加入いただいた支払限度額
を限度として実額をお支払いします。ただし身体障害事故の被害
者に対して法律上の賠償責任を負う場合、⑦の費用は損害賠償金
に充当されます。
※ 臨時借用自動車による賠償事故については、その自動車が加入している
自賠責保険の補償額（自賠責保険の加入がない場合は、自賠責保険で
補償されるべき金額。）および自動車保険の補償額を合算した金額また
は保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額とします。

　被保険者が仕事として行った居宅介護支援、介護予防支援または
相談支援に起因して生じた、他人の経済的損失（他人の身体障害ま
たは財物の損壊・紛失・盗取・詐取によらないもの）について負担
する賠償責任を補償します。

●経済的損失の事故例
・利用者から月末のサービス提供について日時変更の希望があり、
翌月月初の利用になったが、その結果、翌月の利用が支給限度額
を超えるサービス提供になることに気づかずに給付管理を行って
しまい、利用者から余分な出費をさせられたとして訴えられた。
・要介護認定の申請代行を依頼されていたが、失念し、介護給付が
受けられなかったとして損害賠償を請求された。

◇保険金が支払われない主な場合
・ 要介護認定前に作成された居宅サービス計画・介護予防サービス
計画によって生じた経済的損失。（本来、居宅サービス計画作成は
要介護認定区分が判明後、行われるべきものであり、要介護認定
前に居宅サービス計画を作成する場合は償還払いが前提となりま
す。要介護認定区分と事前に作成した居宅サービス計画とは、区
分がずれる可能性が元々あり、予見できるものです。）

● この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支
払いできません。

①各担保内容共通
　・ 保険契約者、被保険者の故意に起因する損害
　・ 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議、または地震、噴火、
洪水、津波、高潮

　・他人との特別な約定によって加重された賠償責任
　・ 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
障害に起因する賠償責任

　・ 石綿（アスベスト）、石綿の代替物質等の発がん性その他の有害
な特性（管理財物事故を除きます。）

　・ 核燃料物質、核原料物質、放射性元素、放射性同位元素等の有
害な特性またはその作用（放射能汚染、放射線障害を含みます。）
に起因する損害（ただし、医学・産業用の放射性同位元素の使
用・貯蔵・運搬による損害であり、法令違反がなかった場合は、
お支払いの対象となります。）

　・ 汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出（ただし、突発的な事
故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に
発見され、通知されたものは、お支払いの対象となります。）また
は廃棄物の不法投棄・不適正な処理（管理財物事故を除きます。）

　・ 被保険者またはその業務補助者が行う次の行為に起因する損害
　　イ　 疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、

矯正、出産の立会い、検案、もしくは診断書・検案書・処方せ
ん等の作成・交付等の医療行為（法令により、医師、歯科医師、看護
師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。）

　　ロ　 美容整形、医学的堕胎、助産もしくは採血その他医師、歯科医
師、看護師、保健師、または助産師が行うのでなければ人体に
危害が生ずるおそれがある行為（法令により、医師、歯科医師、看護師、
保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。）

　　ハ　 薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給
　　ニ　 法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、

柔道整復師以外の者が行うことを禁じられている行為
　　ホ　 建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士、または獣医師以

外の者が行うことを法令により禁じられている行為　　等

②対人・対物賠償
　〈施設・業務遂行に起因する事故〉
　・ 航空機、または自動車、原動機付自転車の所有、使用、管理に
起因する損害（「臨時借用自動車による賠償事故」によって補償
される場合がございます。）　　　　　　　　　　　　　　等
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　〈生産物・業務の結果に起因する事故〉
　・ 生産物または仕事の目的物のうち事故の原因となった作業が加
えられた財物の損壊・使用不能について、損害賠償責任を負う
ことにより被る損害

　・ 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
もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

③管理財物（貴重品を含む）
　・ 保険契約者、被保険者が行い、または加担した盗取または詐取
に起因する損害

　・ 受託貴重品の紛失・置忘れによる損害
　・ 保険契約者、被保険者が受託物を私的な目的で使用している間
に生じた損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害

　・ 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現象またはねずみ食いもしくは
虫食い等の現象に起因する損害　　　　　　　　　　　　等

④人格権侵害
　・ 被保険者によって、またはその了解・同意に基づいて行われた
犯罪行為に起因する損害（過失犯を除きます。）

　・ 被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行
為に起因する損害

　・ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、またはそ
の指図により行われた不当行為に起因する損害

　・ 広告・宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

⑤臨時借用自動車による賠償事故
　・ 被保険者が労働者災害補償保険法、その他の雇用関係法令によ
り課せられる賠償責任

　・ 臨時借用自動車により運搬中の財物の損壊、紛失、盗取・詐取
に起因する損害

　・ 臨時借用自動車自体または臨時借用自動車に連結使用される被
牽引車（随伴車を含む。）の損壊・紛失・盗取・詐取に起因する
損害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

⑥経済的損失賠償
　・ 被保険者に対する請求が初年度契約の保険期間の始期日前に発
生した事由によりなされるおそれがあることを保険契約者また
は被保険者が保険契約締結当時に知っていた場合（知っていた
と推測される合理的な理由がある場合を含みます。）はその事由
に起因する損害

　・ 保険契約者、被保険者または業務の補助者が法令に違反するこ
とまたは他人に損害を与えるべきことを認識して行った行為ま
たは行わなかった不作為（認識していたと推測される合理的な
理由がある場合を含みます。）に起因する損害　　　　　　等　

●〈他の保険契約等がある場合〉
　 この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のと
おり保険金をお支払いします。
　他 の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合：他の
保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づき保
険金をお支払いします。

　他 の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合：損害額
から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引い
た残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づき保険金をお支
払いします。

● 保険会社の承認を得ないで、被保険者側で示談された場合には示談金
額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合があります。

支払限度額および保険料

※10円未満四捨五入、10円単位

＊1 「管理財物」の支払限度額の内枠となります。
＊2 人格権侵害については、縮小支払割合90％が適用されます。
＊3 免責金額は1事故または１請求ごとに適用されますのでご注意ください。
㊟ 本制度では示談交渉を保険会社が行うことができませんので、事故の際には各事業所に被害者との交渉を行っていただくこととなります。た
だし、保険会社と十分に事前相談を行っていただいた上で、交渉を行ってください。

見舞金・見舞品費用

事故対応特別費用

生産物賠償責任保険

受託者賠償責任保険

施設賠償責任保険

人格権侵害

5,000円＊3

5,000円＊3

なし

なし

なし

5,000円＊3

5,000円＊3

居宅介護支援事業等に係わる他人の経済損失

支払限度額 免責金額（自己負担額）補償内容

１事故・保険期間中　300万円＊2

１請求・保険期間中　1,000万円

保険期間中　1,000万円

50万円
（１事故・1名あたり1万円　保険期間中　50万円）

身体賠償（対人事故）
1名・１事故　１億円

財物賠償（対物事故）
１事故　１億円

身体賠償（対人事故）
1名・１事故・保険期間中　１億円

財物賠償（対物事故）
１事故・保険期間中　１億円

管理財物
１事故・保険期間中　150万円
（うち現金・有価証券・骨董品などの貴重品）
1事故・保険期間中　15万円＊1

＊4：非常勤の介護支援専門員については、常勤換算（1名以上切り上げ）となります。
＊5：地域包括支援センター、在宅介護支援センターの場合は、全職員数となります（常勤換算）。

（＊4、5）
（＊4、5）

ご加入の際のご注意
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