
全国老人保健施設協会正会員の皆様へ

［ご注意］
本保険は法人全体でのご加入となります。
（施設単位でのご加入はできません。）
施設担当者の方は、法人本部ご担当者と連携の上、
加入をご検討いただきますようお願いいたします。

（詳細は２ページをご参照ください。）

法人全体をカバーする

個人情報漏えい保険

株式会社 全老健共済会

幹事会社　東京海上日動火災保険株式会社
　　　　　損害保険ジャパン株式会社
　　　　　三井住友海上火災保険株式会社

団体保険契約者

取扱代理店

引受保険会社

※以降の中途加入は原則として毎月20日締め切り、
　補償期間は翌月1日からとなります。

マイナンバー対策は
万全ですか？

※取扱代理店は引受保険会社との委任契約に基づき、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を
行っております。従いまして、団体契約の契約者が取扱代理店と締結いただき、有効に成立し
た契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

保険契約者

保険期間

加入資格

本制度の仕組み

被保険者

保険取扱代理店
〈お問い合わせ先〉

引受保険会社及び
引受割合（共同保険）

保険証券・
加入者票の発行

公益社団法人全国老人保健施設協会

2021年4月1日午前0時から2022年3月31日午後（深夜）12時（保険期間1年間、団体契約）
※本制度は、保険期間1年間の団体契約となります。加入資格を満たす会員の法人が上記保険期間の中途で
加入する場合でも、保険満期日は同一となります。

公益社団法人全国老人保健施設協会の正会員施設が属する法人で、同協会が加入を承認し
た場合に限り、ご加入いただけます。

この保険は公益社団法人全国老人保健施設協会を保険契約者とし公益社団法人全国老人保
健施設協会正会員施設が属する法人を記名被保険者とする個人情報漏えい保険の団体契約
です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は公益社団法人全国老人保健
施設協会が有します。

・記名被保険者
・記名被保険者の役員または使用人（ただし、記名被保険者の業務に関する場合に限ります。）

本制度は公益社団法人全国老人保健施設協会が契約者となる団体契約のため、保険証券は
公益社団法人全国老人保健施設協会宛に発行されます。各加入者に対しては、団体保険へ
の加入を証する「加入者票」を引受保険会社のうち幹事会社から発行し、保険証券に代わ
る書面とします。なお「加入者票」は、保険開始日から1週間程度で、各加入者が加入依頼
書に記載した代表者・保険手続き担当者様宛に送付されます。

株式会社 全老健共済会
〒105-0011　東京都港区芝公園2-6-15　黒龍芝公園ビル6階
TEL：03-5425-6900　FAX：03-5425-6901　https://www.roken.co.jp

東京海上日動火災保険株式会社（50％）［幹事保険会社］
〈ご意見・ご相談〉医療･福祉法人部　法人第一課
〒102-8014　東京都千代田区三番町6-4　TEL：03-3515-4143　FAX：03-3515-4142

損害保険ジャパン株式会社（25％）
医療･福祉開発部　第二課
〒100-8965　東京都新宿区西新宿1-26-1　TEL：03-3349-5137　FAX：03-6388-0154

三井住友海上火災保険株式会社（25％）
公務第二部　営業第一課
〒101-8011　東京都千代田区神田駿河台3-11-1　TEL：03-3259-3017　FAX：03-3293-8609

2020年12月作成　20-TC06767

加入手続き締切日

見積り依頼締切日

保険期間 2021年4月1日午前0時
～2022年3月31日午後（深夜）12時

2021年3月19日（金）

2021年2月19日（金）

その他の
情報漏えい保険

介護老人保健施設総合補償制度
施設単体での加入が可能な個人情報漏えい損害補償制度
マイナンバー制度にも対応

◎施設単位での加入が可能
◎申込み手続きが簡単
◎４パターンからのプラン選択
◎規模に関わらず保険料が一律＆特約付帯が可能

オススメ
ポイント

2021年度
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本保険で対象とする「補償範囲」

マイナンバー制度について

本保険は、法人全体でご加入いただく保険です。
法人内の各種施設・事業所全てを補償範囲としております。

《例》

　時下益 ご々清祥のこととお慶び申し上げます。

　会員の皆様には、平素より当協会業務の推進に特段のご支援ご協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。

　私達、介護老人保健施設スタッフが利用者家族に満足していただけるサービスの提供

を目指した時、その入り口は適確なニーズの把握、利用者の状態の把握、提供可能なサー

ビスや目標・到達点の見極めが求められます。

　そして、高齢者が住み慣れた地域で、その人らしく生活し続けられるように、あるいは、

個々の利用者や家族が目指す目標や到達点に近づこうとして、利用者の既往歴やＡＤＬ、

認知症の有無等や精神状態に加えて、家族構成、家族のライフスタイル等の情報を元に、

最適と思われるサービスの提供に努めてきました。

　それら情報はＩＴ社会の発展の中で介護の分野においても高い利便性をもたらし、『ケア

プラン』の作成にも活用され、老健施設はもとより連携する居宅サービス事業所、医療機

関とも情報を共有し、一人の高齢者を医療・介護・福祉が連携をもって支えることを可能と

しました。

　このように『情報』は、ケアの戦略をたてる上で不可欠なものであり、一人の高齢者を支

える上で大変貴重なものであるものの、同時に極めて守秘性の高いセンシティブ情報でも

あり、その取扱は慎重に管理されなければならないことは言うまでもありません。

　無論、会員施設におかれましては、万全の体制をとられていることと存じますが、万が一、

外部からの不正アクセス等により情報が漏えいするような事態が起きないとも限りませんし、

ヒューマンエラーによる流出も可能性として否めません。

　仮に情報が流出し、利用者家族に甚大な被害を与え、そのことによって地域に根ざし、

地域を支える介護老人保健施設が社会的信用を失ったとしたら、施設サービスを利用し

ている多くの高齢者と家族も窮地に追い込まれることになってしまいます。

　万が一、そのような事態になった時、失う信用を最小限にとどめ、一日も早く信頼を回復

し利用者家族と地域を支えるための備えが必要と考える次第です。

　ここにご案内する『個人情報漏えい保険』はそのお手伝いをする保険としてご用意いた

しております。

　皆様の安心の一助となれば幸いでございます。

　2021年１月

「
個
人
情
報
漏
え
い
保
険
」加
入
の
お
す
す
め

公益社団法人全国老人保健施設協会会長

東　憲太郎

「個人情報漏えい保険」の概要

個人情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、損害賠償請求が保険期間中になされ、貴法人（被保
険者）が法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る賠償損害(損害賠償金や弁護士費用等の支払い)
や、各種費用損害に対して、保険金をお支払します。

漏えいとは
個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと（知られたと判断できる合理的な理由がある場合を
含みます。）をいいます。ただし、保険契約者または記名被保険者もしくはその役員が意図的に情報を
第三者に知らせる行為を除きます。

マイナンバーは、従来の個人情報に比べて結び付けられる範囲が広く、とても秘匿性の高い情報であるため、取扱いに際し
てはマイナンバー漏えい対策を万全にする必要があります。
本保険ではマイナンバー（個人番号）は上記の「個人情報」の定義に含まれますので、マイナンバーの漏えいまたはそのおそれ
に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害、被保険者が見舞金等の費用を負担した場合に
被る損害について補償することができます。

本保険で対象とする「個人情報」
記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア．その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に

照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。）
イ．個人識別符号（＊）が含まれるもの
（＊）個人識別符号とは、次のものをいいます。ア．マイナンバー、イ．運転免許証番号、ウ．旅券番号、エ．基礎年金番号、オ．保険証番号、

カ．アからオまでに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律に規定する個人識別符号
※対象となる、ならない個人情報の（例）については3、4ページをご参照ください。

医療法人○○ 社会福祉法人△△

○○病院

特養△△ 老健△△

地域包括支援センター

訪問看護△△

△△ケアハウス老健○○ ○○デイサービス

○○グループホーム
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個人情報漏えい

利用者情報を廃棄する際、誤って裁断・溶解
処理をせずに廃棄。後日、ごみ処理委託業者
から情報が流出しているとの指摘を受けた。

ケアプラン等の利用者情報が記載された
記録票を関連機関にファックス送信した際、
誤って違うところへ送信してしまった。

パソコンから外部媒体を使って個人情報を別のコンピュー
ターに移し替えた後、外部媒体が紛失し、その外部媒体に記
録されていた個人情報が施設外に流出した。コンピューター・ウイルス、

内・外部からの不正アクセス

盗難 ホームヘルプサービス中に駐車場に
停めてあった車から個人情報に関す
る資料が入ったカバンが盗まれた。

車上あらし

紛失

ファックスの誤送信

個人情報の持ち出し

メールの誤送信

廃棄ミス

緊急連絡に備え、従業員・利用者家族の連絡先一覧を自宅に
持ち帰った際、連絡先一覧が入ったカバンの盗難にあった。

病院の検査データを含む治療状況内容を
個人名を匿名にしないまま研究に利用し、
関係機関と電子メールで共有する際に誤っ
て違うところへ送信してしまった。

医療機関に勤務する職員が氏名、住所、体重等の個人情報約
1,300名分の台帳を、エステ会社の見込客名簿作成に流用した。
職員の夫がエステ会社に勤務しており、自宅から台帳を元に作
成した名簿が発見されたもの。

介護老人保健施設で、入所者約
150人分の個人情報が記録され
たパソコンと液晶モニターが盗ま
れた。パソコンには、入所者の氏
名や生年月日、健康状態のほか、
相談内容などのデータもあった。

介護老人保健施設の入所者情報（氏名、性別、生年月日
等79人分）がインターネットに流出した。施設職員が資
料作成のために自宅に持ち帰ったメモリースティックに
これらの個人情報が保存されており、自宅のパソコン
から、ファイル交換ソフト「Winny（ウィニー）」を介して
個人情報が流出したもの。

患者の氏名や診療内容等が記載された診療報酬明細書（レ
セプト）を、運送会社が搬送中に紛失する事件が地方自治体
で相次いだ。紛失したレセプトは合計201件。

万一、個人情報が漏えいすると被害者への損害賠償や争訟費用、万一、個人情報が漏えいすると被害者への損害賠償や争訟費用、
   謝罪広告やお詫び状郵送費用など多大な経済的損失が発生します。   謝罪広告やお詫び状郵送費用など多大な経済的損失が発生します。

医療・介護施設 のまわりには
こんな危 険が…。

医療・介護施設 のまわりには
こんな危 険が…。

●紙に記録されているサービス利用者または患者（個人）の名簿や介護記録
●コンピューター、データベース上で管理されている個人に関する情報
●施設で管理している従業員個人に関する情報　　　等

●特定の個人を識別できないメールアドレス
●アンケート集計結果をもとに作成された統計的な情報　　　等

対象となる個人情報（例）

対象とならない個人情報（例）

実例
実例

実例

実例
実例

実例

実例

実例

実例
実例



（注1）
●賠償責任部分においては、損害賠償金、争訟費用のほか、求償権保全・行使等の損害防止軽減費用、緊急措置費
用、引受保険会社への協力費用がお支払いの対象となります。
●損害賠償金については、賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。緊
急措置費用の一部、争訟費用、損害防止軽減費用については、支出前に引受保険会社の同意が必要となります。

●損害賠償金については、その額から免責金額（自己負担額）を差し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金
をお支払いします。賠償責任部分のその他の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象とな
ります。ただし、争訟費用について、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÷損害賠償金」
の割合によって削減して保険金をお支払いします。

（注2）
●保険期間中に被保険者が個人情報の漏えいまたはそのお
それを発見し、そのことが被保険者による公的機関への報
告やテレビ・新聞等における発表・報道によって客観的に明
らかになった場合に保険金をお支払いします。
●コンサルティング費用、弁護士報酬については、支出前に引
受保険会社の同意が必要となります。

●事故対応期間中（被保険者が最初に個人情報の漏えいまたはそ
のおそれを発見した時からその翌日以降180日が経過するまで）
に生じた費用に限ります。
●損害額の合計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。
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賠償責任部分

賠償責任部分（注1） 費用損害  部分（注2）
個人情報漏えい特別約款 個人情報漏えい対応費用　担保特約条項

争訟費用

弁護士への着手金、成功報酬など

コールセンター委託費用

コンサルティング費用 その他の費用

見舞金・見舞品
購入費用

お詫び状作成費用謝罪広告・会見費用損害賠償金

◎事故原因調査費用、求
償のための訴訟費用、
通信費、弁護士報酬

◎記名被保険者の使用人の超過勤務手当・臨時
雇用費用、記名被保険者の役員・使用人の交通
費、宿泊費

　等　
※弁護士報酬は社内弁護士、顧問弁護士に対するものを除きます。

被害者1名につき500円限度
（※法人情報漏えい担保特約条
項を付帯した場合は見舞い品
購入費用のみ：被害法人１社に
つき３万円限度）

保険金をお支払する損害

任意付帯（オプション）の
特約条項 

＜別途割増保険料が必要です＞

　貴法人（被保険者）が日本国内において行う、ホームページ
の運営・管理業務または電子メールの送受信業務に伴い、以
下の事由により発生した事故（他人の業務の休止もしくは阻害、
電子情報の消失もしくは損壊または人格権侵害（個人情報漏
えいまたはそのおそれによるものを除きます。））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って被る損害を
補償します。（費用保険金を除き賠償責任部分の支払限度額
の内枠で補償します。保険期間中に損害賠償請求を提起され
た場合に限ります。）
（a）コンピューター・ウイルスの感染
（b）第三者による不正アクセス
（c）被保険者が電子メールで発信した電子情報の瑕疵

オプション1

オプション2

オプション3

支払限度額

免責金額

●基本契約の賠償責任部分の支払限度額または１億円
のいずれか低い額（基本契約の賠償責任部分と共有）

費用損害部分 ●基本契約の費用損害部分と同じ（基本契約の費用損
害部分と共有）

賠償責任部分 ●基本契約の賠償責任部分と同じ

費用損害部分 ●基本契約の費用損害部分と同じ

個人情報が漏えいし、
法律上の損害賠償責任
を負ったことによって
被る損害

ｅ－リスク担保特約条項

　基本契約（賠償責任部分）で保険金のお支払い対象外と
している「クレジットカード番号、口座番号または暗証番号
等が漏えいし、これらの番号が使用されたことによって他
人に経済的な損害が生じたことに起因する損害」について、
補償の対象とします。

クレジットカード番号等漏えい
危険担保特約条項

　法人情報（記名被保険者以外の実在する法人に関する情
報で、その法人が公表していない内部情報）の漏えいまたはそ
のおそれについて、被保険者が負担した次の損害に対して、保
険金をお支払いする特約です。
①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（賠償責任）
②事故原因調査費用や見舞品購入費用など、被保険者が事
故対応のために負担した費用損害（費用損害）

法人情報漏えい担保特約条項

「個人情報漏えい保険」の内容

さらに、
オプションで
補償の範囲が
広がります。
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（一時払）

（＊1） 個人情報の漏えいまたはそのおそれに起因して被害者以外の者（個人情報の委託元事業者等）が支出した費用につき、貴法
人（被保険者）が法律上の損害賠償責任を負った際の損害は、「費用損害部分」の支払限度額の内枠で「費用損害部分」と同
額の支払限度額（サブリミット）が適用されます。

　　　＜例えば、貴法人が預かった他の法人が保有する個人情報データが漏えいしたことにより、他の法人が負担した見舞金費用につ
いて、貴法人が賠償請求された場合　など＞

（＊2） 見舞金・見舞品購入費用については、被害者1名につき５００円、コンサルティング費用については、1事故あたり５００
万円をお支払いする保険金の限度とします。ただし、費用損害部分の支払限度額が５００万円未満の場合は、他の費用損
害と合算して、費用損害部分の支払限度額が限度となります。

免責金額（自己負担額）は賠償責任部分・費用損害部分とも1請求・1事故につき10万円です。

賠償責任部分
支払限度額（１請求・保険期間中）（＊1）

費用損害部分
支払限度額（１事故・保険期間中）（＊2）

Ａタイプ 3,000万円 300万円

Ｂタイプ 5,000万円 500万円

Ｃタイプ 1億円 1,000万円

＜重要事項＞

＜賠償責任・費用損害部分共通＞
◎保険契約者または被保険者の故意に起因する損害
◎保険契約者または被保険者が、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いた（認識していた
と判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行為に
起因する損害
◎地震、噴火、洪水、津波または高潮によって生じた損害
◎他人の身体の障害
◎他人の財物の損壊・紛失・盗取・詐取。ただし、被保険者が
使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取
または詐取に起因して発生した個人情報の漏えいまたはそ
のおそれに対しては、この規定を適用しません。
◎記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟によ
る損害賠償請求

等　

＜賠償責任部分＞
◎保険期間の開始前に発生した事由により損害賠償請求
を受けるおそれがあることを保険契約者または被保険者
が保険期間の開始時に認識していた場合（認識していた
と判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）は、そ
の事由
◎クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えい
し、これらの番号が使用されたことによって他人に経済的
な損害が生じたことに起因する損害（「クレジットカード番号
等漏えい危険担保特約条項（オプション２）」をセットした場
合には補償することができます。）
◎株価や売上高の変動に起因する損害
◎被保険者によって、または被保険者のために行われた広
告宣伝、放送または出版に起因する損害

等　

＜費用損害部分＞
◎この保険契約と同種の損害保険契約の保険料
◎記名被保険者の役員に対する報酬・給与
◎被保険者が直接支出したものであるかまたは法律上の損
害賠償金として負担したかどうかを問わず、ネットワーク構
成機器・設備の修理、回収、代替、交換等に要する費用
◎謝罪のために被害者に対して支出する費用のうち、保険
契約者または被保険者が販売・提供する商品またはサー
ビスに関する金券の購入費用
◎事故対応期間（事故発見日の翌日から起算して180日まで）経
過後に支出された費用

等　

＜ｅ－リスク担保特約条項部分＞
　（オプション1に加入された場合）
＊＜賠償責任・費用損害部分共通＞に記載の損害に加えて、
以下の損害についてもお支払の対象となりません。

①次の事由に起因する損害
(a)電子マネー
(b)ソフトウェア開発またはプログラム作成
(c)対象業務の結果を利用して製造、加工、配合、組立、
建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、
工作物等の財物の不具合

(d)対象業務の履行不能または履行遅滞
(e)対象業務の追完もしくは再履行または対象業務の結
果の回収、点検、修補、交換、やり直し等の措置

(f)被保険者の支払不能または破産
等　

②次の賠償責任に起因する損害
(a)業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
(b)被保険者の下請負人または共同事業者に対する賠
償責任

等　

＜法人情報漏えい担保特約条項＞
　（オプション3に加入された場合）
◎基本契約（「個人情報」を「法人情報」、｢保険期間の開始
前｣を「法人情報漏えい担保特約条項を付帯する前」、「保
険期間の開始時」を「法人情報漏えい担保特約条項を付
帯した時」とそれぞれ読み替えてください）の保険金のお支
払い対象とならない主な損害

◎賠償責任について、次の事由
ア．信用のき損、信頼の失墜またはブランド力の低下
イ．被保険者が他人に法人情報を提供または取扱いを

委託したことが法人情報の漏えいにあたるとして
なされた請求

◎費用損害について、被保険者が他人に法人情報を提供ま
たは取扱いを委託したことが法人情報の漏えいまたはその
おそれにあたるとしてなされた請求により生じた費用

等　

（実際には加入依頼書、保険料算出基礎数字申告書の回答内容に基づき、個別に保険料を算出いたします。）

＜例＞診療所（有床）1施設
　　  病院・診療所以外の直近会計年度の年間売上高が4億円の医療法人の場合

保険金のお支払い対象とならない主な損害

ご加入タイプと支払限度額

保険料例

加入タイプ 基本保険料 e-リスク担保特約付帯 法人情報漏えい
担保特約付帯

クレジットカード番号等
漏えい危険担保特約付帯

オプション1 オプション2 オプション3

＜例＞病院1病院（一般病床数50床、その他病床数50床）、診療所（有床）1施設
　　  病院・診療所以外の直近会計年度の年間売上高が4億円の医療法人の場合

A

B

C

年間　約10.9万円

年間　約12.7万円

年間　約16.0万円

＋約0.9万円

＋約1.1万円

＋約1.2万円

＋約2.0万円

＋約2.1万円

＋約2.4万円

＋約0.5万円

＋約0.6万円

＋約0.8万円

A

B

C

年間　約12.9万円

年間　約14.9万円

年間　約18.8万円

＋約1.2万円

＋約1.3万円

＋約1.4万円

＋約2.3万円

＋約2.5万円

＋約2.8万円

＋約0.6万円

＋約0.7万円

＋約0.9万円
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損害賠償額、緊急対応費用等の算出にあたってはNPO法人日本ネットワークセキュリティ協会の「2003年度情報セキュリティインシデント
に関する調査報告書」を参考にしています。

※１　損害賠償額の算出は、情報の基本数値500円にプライバシー性、経済的損失可能性、本人特定容易性、企業の社会的責任度合、事後
対応の善し悪しを勘案した係数を乗じる上記報告書の算定モデル式を使用。

※２　個人情報漏えいの被害者(漏えい人数)のうち、訴訟を起こす人の割合。この割合は、情報漏えいによる精神的苦痛度合、経済的損失
度合、事故の形態、企業等の事後対応の善し悪し、等により異なります。

病床数数百の大規模病院の情報漏えい事故

個人情報漏えい事故の賠償金額および負担する費用例

上記の被害金額の全てが損害保険契約で保険金のお支払い対象となるわけではありません。

被害想定

想定事例

病院に入通院した患者約1万人の名前や病名が書かれた医療情報(氏名、住所、年齢、性別、
病名、症状(精神疾患を含む）、病歴、服薬指導の回数等)がインターネット上に流出。
公表や謝罪が遅れるなど、病院側の対応に不適切なところがあり、訴訟参加率（※2）や社会的
非難が高まった。

病院に入通院した患者約1万人の名前や病名が書かれた医療情報がインターネット上に流出

情報漏えい事故発生！

・緊急対応電話設置・電話によるお詫び対応・専用HP作成
対応窓口開設

費用損害部分300万円

・事故調査・緊急対応委員会発足・外部専門家の採用
・サーバーへのアクセス履歴（ログ）の分析
・弁護士への相談費用
・セキュリティコンサルタントの採用

費用損害部分

費用損害部分

500万円
200万円
100万円
200万円

・詫び状、お詫びの品・金券の送付 費用損害部分1,200万円

原因究明

情報漏えい対象者への対応

（金券1,000円＋郵送代・封筒代・宛名記入等諸経費200円）×漏えい人数10,000人＝1,200万円

・損害賠償額 賠償責任部分6,600万円
損害賠償金の支払

・調査・準備
・管理体制リスク調査及び改善策策定
・システム監査
・サーバー・ネットワークの脆弱性検査

500万円
200万円
100万円
100万円

再発防止策検討

損害賠償額（※1）132,000円×漏えい人数10,000人×訴訟参加率（※2）5.0%＝6,600万円

被害者の会による損害賠償請求訴訟提起！

1億円想定被害総額

個人情報は当該施設だけではなく法人内で共有
している、また共有しうるものであるため、法人全
体で本保険にご加入いただくことをおすすめさせ
ていただきます。

なお、皆様より多くのご希望をいただき、介護老人保健施設
総合補償制度に施設単位でご加入いただける補償を新設し
ました。

どうして施設単位で加入できないのですか？

マイナンバーが単体で漏えいした場合には、それ
がマイナンバーであることが確認できる場合には
補償の対象となります。マイナンバー自体は単な
る12ケタの番号であるため、それがマイナンバ

ーだと判断できない場合には、個人情報には該当しないた
め、対象外となります。

マイナンバーだけが流出した場合でも
補償対象になりますか？

この特約は、被保険者によるホームページの運
営・管理業務または電子メールの送受信に伴い、
メールの送信先等の第三者に損害を与えてしま
った場合などの損害賠償責任を補償する特約で

す。例えば、業務でメール送信したファイルがウィルスに感
染していたため受信先の電子情報を消失してしまった場合
に補償されます。
本特約は「個人情報の漏えい」とは直接的に関係ありませ
んが、「情報に関するリスク」の一環として特約を用意して
いるものです。

「ｅ－リスク担保特約」は、個人情報漏えい
保険とどのような関係があるのですか？

被保険者が使用または管理する磁気デスク等の
盗難・紛失等によって個人情報が「漏えい」した
（被害者以外の第三者に個人情報が知られる）、ま
たは、漏えいした“おそれ”がある場合に補償され

ます。「個人情報が第三者に知られた、またはそのおそれが
あるかどうか」については、事故が発生した際の磁気デスク
等のパスワード設定状況等により個別事案毎に判断するこ
とになります。
例えば、盗難された磁気デスクが非常に複雑なパスワード
設定がされていて第三者が当該データを見ることが不可能
であるような場合には、お支払の対象とならない場合もあ
ります。
また、法人情報漏えい対応費用は被害法人に対するお詫び
状の送付等法人情報の漏えいを客観的に確認できること、
もしくは漏えいした事実が公的機関への届出または報告や
テレビ・新聞等における発表・報道によって客観的に明らかに
なることが要件となっておりますのでご注意ください。

データの盗難、または紛失は
補償の対象となるのか？

本保険で補償しているのは「法律上の損害賠償責
任（被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁
済として支出）」ですので、罰金はこれに該当しな
いため対象外です。

マイナンバーを漏えいした場合に
科される罰金は個人情報漏えい保険で
補償対象となるのですか？

地方自治体立の施設は原則、地方自治体単位で
の引受けになります。個人情報の管理体制などケ
ースによって異なる対応となりますので、別途ご
相談ください。

地方自治体立の施設はどうすればよいのですか？

本保険の保険料は、事業規模をあらわす病床数や
年間売上高によって個別に計算されますので、保
険料算出基礎数字をご連絡ください。個別にお見
積りさせていただきます。なお標準的な例をパン

フレットp.7に記載していますので、ご参照ください。

保険料は
いくらになるのですか？
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本制度の手続き要領

ご加入方法・お手続きの流れ

加入者票

加入者票見積依頼書見積依頼書は全老健共済会の
ホームページから
ダウンロードできます。
http://www.roken.co.jp/

お見積

加入依頼書
算出基礎数字
申告書

返信用
封筒

お見積

内容をご確認ください

申込書類一式

加入依頼書

算出基礎数字
申告書

ご記入・ご捺印ください

●ご加入の単位は、全老健正会員施設が属する法人単位です。
・施設単位での加入ではありません。正会員施設を含む法人全体でのご加入となります。
・一部の施設・事業所を除外しての加入は出来ません。

●保険料は、貴法人の最近の会計年度の売上高等を保険料算出基礎数字として算出いたします。
・自動更新は出来ません。
・更新加入の場合でも、保険料の再見積りと更新加入手続きが必要です。
・ご申告いただいた売上高等が把握可能な最近の会計年度の売上高等に不足していた場合に
は、申告された数字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により、保険金を
削減することになりますのでご注意ください。

●地方自治体が運営する施設の方は、別途ご相談ください。

ダンタイホケングチ コウエキシャダンホウジン ゼンコクロウジンホケンシセツキョウカイ

三菱UFJ銀行 新宿通支店（店番 050）
普通預金口座　　　No.３３５３８５３

《口座名義》

団体保険口　公益社団法人 全国老人保健施設協会

株式会社全老健共済会
〒１０５-００１1
東京都港区芝公園2-6-15　黒龍芝公園ビル6階

見積依頼書・加入依頼書送付先

保険料振込先

●加入依頼書（原本）
●算出基礎数字申告書（原本）
●年間保険料の着金

を確認させていただき、
加入手続き完了となります。

中途加入も可能です。期間途中でご加入される場合の締切、補償期間、保険料は左表の通りとなります。
（締切日が土・日・祝日の場合は、前営業日が締切となります。）3月19日

4月20日
5月20日
6月18日
7月20日
8月20日
9月17日
10月20日
11月19日
12月20日
1月20日
2月18日

2021 年 2月19日

4月  9日
5月10日
6月10日
7月  9日
8月10日
9月10日
10月  8日
11月10日
12月10日

2022 年 1月  7日
2月10日

4月 1日 午前 0 時

5月 1日 午前 0 時
6月 1日 午前 0 時
7月 1日 午前 0 時
8月 1日 午前 0 時
9月 1日 午前 0 時
10月 1日 午前 0 時
11月 1日 午前 0 時
12月 1日 午前 0 時

2022年 1月 1日 午前 0 時
2月 1日 午前 0 時
3月 1日 午前 0 時

2022年 3月 31日

午後（深夜）12時

　　　1年分

1年分×11／12ヶ月
1年分×10／12ヶ月
1年分×  9／12ヶ月
1年分×  8／12ヶ月
1年分×  7／12ヶ月
1年分×  6／12ヶ月
1年分×  5／12ヶ月
1年分×  4／12ヶ月
1年分×  3／12ヶ月
1年分×  2／12ヶ月
1年分×  1／12ヶ月

中　

途　

加　

入

注）左記締切日までに必ずお手続下さい。加入依頼書原本の到着、保険料の着金をもって、加入手続完了となります。
　　手続が締切日に間に合わなかった場合は、補償の開始日が遅れることがありますのでご注意願います。

見積り依頼締切 加入手続締切 補償の開始 保険の終了 保険料

保険料の見積依頼書を
全老健共済会宛に
お送りください。

または
03-5425-6901

申込書類一式を
4営業日程度で
お送りします。

返信用
封筒

幹事保険会社（東京海上日動火災保険（株））より、
加入者票をお送りします。

加入者票が到着しましたら、
内容をご確認ください。

年間保険料を右記の指定口座に
お振込ください。

ご加入に
あたっての
ご注意点

年度更新・年度加入の場合

年間保険料

補　

償　

開　

始 ●取扱代理店

加入依頼書・算出基礎数字申告書
にご記入・ご捺印の上全老健共済
会宛にお送りください。



1．告知義務：加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご加
入に関する重要な事項（告知事項）です。ご加入時にこれら
の事項に正確にお答えいただく義務があります。お答えいただ
いた内容が事実と異なる場合や事実を記載しない場合は、ご
契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

2．補償の重複に関するご注意：補償内容が同様の保険契約
（特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。）が他
にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複
すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補
償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払
われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額を
ご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。

3．通知義務：ご加入後に加入依頼書に☆が付された事項（通
知事項）に内容の変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理
店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご
連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いでき
ないことがあります。

4．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（以下「他の保険契約等」といいます）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
契約内容に基づいて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
ご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

5．委託先事業者が個人情報を漏えいした場合には、引受保険
会社は代位求償権を行使する場合があります。

6．このパンフレットは、個人情報漏えい保険の内容についてご
紹介したものです。詳細は契約者である団体の代表者の方
にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明の点があ
りましたら代理店または保険会社におたずねください。

7．現在のご契約について保険金請求忘れがないか、今一度
確認をお願いします。ご請求忘れや、ご不明な点がございま
したら、すぐにご連絡ください。

8．加入者票は加入内容を確認する大切なものです。加入者票
が到着しましたら、ご意向通りの加入内容になっているかどう
かをご確認くださいますようお願いいたします。なお、パンフレッ
トには、ご契約上の大切なことがらが記載されていますので、
ご一読の上、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管し
てご利用ください。加入者票が到着までの間、パンフレット等に
加入内容を記録し保管くださいますようお願いいたします。

9．ご加入後、加入内容変更や脱退を行う際には、変更日・脱退

日より前にご連絡ください。その際の連絡先は本パンフレット裏
表紙をご覧ください。

10．保険期間中に、本契約の加入対象者でなくなった場合には、
脱退の手続きをいただく必要がありますが、終期までは補償
を継続することが可能なケースがありますので、詳細はパンフ
レット記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。

11．加入内容変更をいただいてから１ヶ月以内に保険金請求の
ご連絡をいただいた場合には、念の為、連絡先の担当者に、
その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。

12．責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有
する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対し
て有する保険金請求権（費用保険金に関するものを除きま
す。）について、先取特権を有します（保険法第22条第1項）。
「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先
立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を
得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険
金を請求することができます（保険法第22条第2項）。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保
険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から
③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済
を行っている場合

②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していること
を確認できる場合

③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に
対して直接、保険金を支払う場合

１3．ご加入の取消し・無効・重大な事由による解除について
（１）ご加入時にご契約者または被保険者に詐欺または脅迫

の行為があった場合は、引受保険会社はご加入を取り消
すことができます。

（２）ご加入時にご契約者が保険金を不法に取得する目的ま
たは他人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた
場合は、ご加入は無効になります。

（３）以下に該当する場合は、引受保険会社はご契約を解除
することができます。この場合は全部または一部の保険金
をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

・ご契約者または被保険者が引受保険会社にこの保険契
約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害
を生じさせた場合

・ご契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反
社会的勢力に該当すると認められたとき

・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者
に詐欺の行為があった場合

１4．ご加入者と被保険者が異なる場合
　ご加入者と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内
容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。

等　

13 14

ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の
原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知
ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住
所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他

事故受付の流れ

全老健共済会
（取扱代理店）

保険会社

①事故報告
③事故報告取次ぎ

②事故報告内容
　受付確認

④事故担当者より連絡

（随時）示談交渉等

⑤保険金請求手続
貴法人

被害者等

その他のご注意点 もし事故が起こったときは

※複数の保険会社による共同保険ですので、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、
連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。

※保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の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。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、或いは、「小規模法人」（破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人
（日本における営業所等が締結した契約に限ります））またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象
となり、保険金、返れい金等は原則として80％（破綻保険会社の支払停止から3ケ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については
100％）まで補償されます。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
＊保険契約者が個人等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、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。

一般社団法人　日本損害保険協会　そんぽADRセンター（指定紛争解決機関）
東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社
団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことがで
きます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。（https://www.sonpo.or.jp/)

IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
受付時間：平日 午前９時１５分～午後５時
（土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。）

0570-022808 ＜通話料有料＞

の必要事項について、書面で全老健共済会にご通知くだ
さい。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払
いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権に
は時効（3年）がありますのでご注意ください。

この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う
「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保
険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受
保険会社の担当部署からの助言に基づき、ご加入者（被保

険者）ご自身に、被害者の方との示談交渉を進めていただくこ
とになりますので、あらかじめご承知置きください。
なお、引受保険会社の承認を得ないで、ご加入者側で示談
締結をなされた場合には、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ございますので、ご注意
ください。

連絡先

株式会社 全老健共済会
〒105－0011
東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル6階
TEL：03-5425-6900　FAX：03-5425-6901


