
社会福祉施設従事者相互保険
ご加入のおすすめ
（災害保障特約付団体定期保険）

人材確保・定着のための
福利厚生制度の一つとして
活用をおすすめします。

2022年度版

この保険は以下の保障を必要とする方に適した保険期間1年（更新により一定年齢までの
継続可能）の生命保険です。
■死亡・高度障害保障
■不慮の事故による死亡・身体障害・入院保障
※保障内容の詳細は次ページ以降に記載していますので、そちらをご確認ください。
ご加入にあたっては、この保険の契約内容（保障内容・保険金額等）がお客様ご自身のご意向（ニー
ズ）に合致しているか、この加入勧奨資料（パンフレット）で必ずご確認ください。またこの加入勧奨
資料（パンフレット）はお申し込いただきました後も大切に保管ください。

『社会福祉施設従事者相互保険』とは、
社会福祉施設における福利厚生の一環として、
掛金は施設が負担し、役員・職員が業務上、業務外を問わず、
不慮の事故や病気による死亡、不慮の事故による障害、また入院をされた
場合に弔慰金や傷害見舞金、災害入院給付金をお支払いする保険です。

ご意向確認のお願い



1

設　立
法人名

代表者 理事長　橋本　正明

公益財団法人　社会福祉振興・試験センター
昭和21年3月25日

所在地 東京都渋谷区渋谷1-5-6
電話　03-3486-7511 (代表)　FAX　03-3486-7514

◆法人概要

◆事業内容

◆社会福祉施設従事者相互保険の特徴

① 全国で約5,000施設、約15万人が加入され、スケールメリット
　（契約規模に応じた割引率を適用）による低廉な掛金
② 業務上・業務外問わず、不慮の事故及び病気による死亡を保障
　（全死因に占める「不慮の事故」の割合は2.8％（厚生労働省：令和2年人口動態統計月報年計（概数）の概況））
　（掲載場所URL）https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai20/index.html

③ 災害死亡時（新型コロナウイルス感染症含む）は死亡保険金に80万円を上乗せ

④ 掛金から保険金・給付金をお支払いし、剰余金が発生した場合は、割戻金として還元
　（割戻率3年平均　44.0％）ただし、将来にわたってお約束するものではありません。

⑤ お申込み手続は簡単な告知のみで医師の診査は必要ありません

⑥ 70歳6カ月を超えられた方には、長寿祝金※を贈呈
　（※長寿祝金は当センター独自の給付です。）

●社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士国家試験および登録業務

●介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題の作成に関する業務

●社会福祉施設従事者のための相互保険事業（社会福祉施設従事者相互保険）

●独立行政法人福祉医療機構貸付に係る団体信用生命保険事業

●社会福祉施設従事者のための確定拠出年金制度の運営管理事業

●社会福祉施設職員等の国内および海外研修事業

●専門情報誌「介護福祉」等の出版事業

●福祉に関する調査・研究事業

●独立行政法人福祉医療機構貸付（福祉貸付）に係る債務保証事業

●その他社会福祉の向上に資するための事業
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社会福祉振興・試験センター

保険金・給付金の支払い加入申込
掛金払込

保険金・給付金の
お支払い

集まった掛金から
保険金等をお支払いします

剰余金

保険金
給付金 事務費等

１年間で大きな共有の
財産ができます

掛金

ご加入施設様から
掛金を集めます

集まった
掛金

※イラストはイメージです。剰余金や支払保険金等の分配割合は
実際とは異なります。また、毎年変動します。

◆社会福祉施設従事者相互保険の仕組み

◆割戻金の仕組み

社会福祉施設
掛金負担者・保険金等の受取人

１年ごとに収支計算を行い、
剰余金が生じた場合は、
割戻金をお受取りになれます。

割戻率
直近3年平均

44.0％

引受保険会社
ジブラルタ生命保険株式会社（事務幹事会社）

住友生命保険相互会社
第一生命保険株式会社

太陽生命保険株式会社

日本生命保険相互会社富国生命保険相互会社
明治安田生命保険相互会社

保険期間
毎年7月1日～6月30日

役員・職員へ傷害見舞金

施設から役員・職員本人（もしくは遺族）
に支払い

役員・職員の遺族へ弔慰金
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◆保険内容
この保険は以下の保障を必要とする方に適した保険期間1年（更新により一定年齢までの継続可能）の生命保険です。

■死亡・高度障害保障　　■不慮の事故による死亡・身体障害・入院保障

①給付内容

普通死亡弔慰金
（死亡保険金） ◯ ◯

普通高度障害
見舞金

（高度障害保険金）
◯ ◯

◯

◯

災害死亡弔慰金
（死亡保険金＋
災害保険金）

※

災害高度障害
見舞金

（高度障害保険金
＋障害給付金）

※　別表３の感染症による死亡のみ
　　掛金は団体定期保険の保険料計算の結果、変更となる場合があります。

上記掛金には運営事務費が含まれています。

◯

◯

（月換算）

掛金
1名当たり　半年分

コース

コース コース コース コース コース コース

原因

保障額・掛金

病気 事故

保障の種類

支払事由（概要）

（355円） （440円） （545円） （650円） （815円） （980円）

２，１３０円 ２，６４０円 ３，２７０円 ３，９００円 ４，８９０円 ５，８８０円

一日につき 一日につき 一日につき 一日につき 一日につき 一日につき
１，２００円 １，２００円 １，２００円 １，２００円 １，２００円 １，２００円

８万円 ８万円 ８万円 ８万円 ８万円 ８万円

１２万円 １２万円 １２万円 １２万円 １２万円 １２万円

２４万円 ２４万円 ２４万円 ２４万円 ２４万円 ２４万円

４０万円 ４０万円 ４０万円 ４０万円 ４０万円 ４０万円

５６万円 ５６万円 ５６万円 ５６万円 ５６万円 ５６万円

３３０万円 ３８０万円 ４８０万円 ５８０万円２３０万円 ２８０万円

１５０万円 ２００万円 ２５０万円 ３００万円 ４００万円 ５００万円

災害入院給付金
（入院給付金）

傷害見舞金
（障害給付金）

病気・事故を
問わず7ペー
ジの別表1の
高度障害状態
になったとき
不慮の事故ま
たは、8ペー
ジの別表3の
感染症により
死亡したとき
不慮の事故に
より7ページ
の別表1の高
度障害状態に
なったとき
不慮の事故
により7ペー
ジの別表２
の第2級に該
当したとき
不慮の事故
により7ペー
ジの別表２
の第3級に該
当したとき
不慮の事故
により7ペー
ジの別表２
の第4級に該
当したとき
不慮の事故
により7ペー
ジの別表2の
第5級に該当
したとき
不慮の事故
により7ペー
ジの別表2の
第6級に該当
したとき
不慮の事故
により5日
以上入院し
たとき（120
日限度）

病気・事故
を問わず
死 亡した
とき
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正社員・パート全員 社会保険対象者全員

正職員
パート職員

社会保険対象者

（それ以外の）パート職員

社会保険対象者
パート職員（週●時間以上勤務）
（それ以外の）パート職員

社会保険対象者及び
パート週●時間以上勤務者全員

自動更新
5月 6月

5月上旬募集〆 ’22年7月前期掛金 ’23年1月後期掛金 ’23年7月前期掛金

前期募集

後期募集

②保障期間と効力発生日

③加入対象および加入資格者

④長寿祝金（当センター独自の給付です）

⑤加入資格者全員加入の原則

⑥掛金

⑦掛金の払込方法

（１）保障期間は、2022 年 7月 1日から 2023 年 6月 30日までの 1年間となります。
　　以後、お申出のない限り毎年自動的に更新し、継続となります。
（２）新規の加入申込は年２回で、その加入日（効力発生日）は、7月 1日と 1月 1日です。
（３）期中での新規採用に伴う追加加入および退職等による異動は、毎月末日までに従事者相互保険事務局（以下事

務局という）に到着した分について、翌々月1日から効力が発生します。期中加入者の保障期間は、効力発生日
から2023年6月30日までで以後2023年7月1日付で1年間の契約として自動的に更新して継続となります。

（１）加入対象は、社会福祉法第 2条に定める社会福祉施設およびその関連施設並びに老人福祉法に基づく有料老
人ホームを経営する施設・団体です。

（２）加入資格者は、上記施設および団体に勤務されている役員・職員で、2022 年 7月 1日現在、満 14歳 6ヵ月
を超え、満 70歳 6ヵ月までの方で、健康で正常に就業している方です。

※1952 年（昭和 27年）1月 2日生まれから 2008 年（平成 20年）1月 1日生まれまでの方となります。

毎年 7月 1日時点で満 70歳 6ヵ月を超えると自動的に脱退となりますが、その方には、当センターから長寿祝
金（A・Bコース 5千円、C・Dコース 7千円、E・Fコース 1万円相当）を贈呈させていただきます。

払い込みいただく掛金は事務の簡素化等に配慮して、当該年度の前期（７月中旬）・後期（１月中旬）の２回とし、
同じ額としています（コース別掛金）×（7月 1日現在の加入申込者数）。

（１）掛金は、前期掛金（7月 1日～ 12月 31日）及び後期掛金（1月 1日～ 6月 30日）の 2回払いです。
（２）掛金は、ご指定の口座から自動引き落としの方法と施設等からお振込みいただく方法があります。
（３）自動引落しの場合、掛金の 1％が軽減されます。（通帳に「サンエイ．シケンセンター」「サンエイシユウノウ」等

と表示されます。）また、ゆうちょ銀行からお振込の場合、振込手数料は当センタ ーが負担いたします。

（１）加入日（継続加入日）現在の加入資格者は、施設単位で全員同一コースにご加入いただきます。
　　常勤、非常勤、パート勤務の別を問いません（特定の人を意図的に除くことはできません。）。
　　なお、ご加入コースの変更は 7月 1日の更新時のみ可能です。
（２）新規加入又は保険金が増額変更となる場合は、加入者の同意を必要とします。
　　同意確認は加入者の申込書への記名・押印により行わせていただきます。
※死亡保険金・給付金のご請求に際しては、死亡の場合は被保険者の遺族、高度障害保険金および障害・入院給付金の場合は被保
険者本人の了知が必要です。また遺族の了知は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、戸籍上存命している最上位者の了
知が必要となりますのでご注意ください（労働基準法施行規則第 42条、第 43条）。

〈加入対象（例）〉

〈新規施設加入〉

保障期間
7月1日～翌年6月30日 7月1日～

自動更新
11月 12月

11月下旬募集〆 ’23年1月後期掛金 ’23年7月前期掛金

保障期間
翌年1月1日～6月30日 7月1日～
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⑧加入（増額）申込時の告知について

⑨加入者の異動手続（追加加入・脱退）

⑩加入者の異動に伴う掛金の増減

⑪口座のご登録

⑫加入確認通知書と加入者名簿

⑬保険に係る税務について

加入者の異動に伴う掛金の増減は、割戻金により精算することとしています。加入者の異動は月当りで計算し、払
い込みいただいた掛金が不足した場合は割戻金から差引き、逆に払い込みいただいた掛金が多い場合は割戻金に
加えて返戻いたします。

追加加入（例） 脱退（例）

過去 1年以内に病気または外傷により継続して 2週間以上の入院をしたことがある方などは、ご加入（増額）いた
だけない場合があります。なお、健康状態の告知によって、増額いただけない場合は、ご加入中の保障額にてご継
続いただけます。

新規採用による追加加入、退職による脱退、同一法人内の転入や転出の異動手続は、発生の都度「加入申込書兼告
知書・異動報告書（1表）」を月次で従事者相互保険事務局宛に郵送してください。転出入については、転入先から
の異動報告をもって処理をおこなうこととしていますので、転出元においては転入先と連携して必ず手続をおこ
なうようお願いします。
中途加入者の保障開始日は、月末までに加入申込書が当事務局に到着した場合、翌々月 1日になります。

新規加入いただいた施設・団体には、加入確認通知書・加入者名簿・事務の手引きをお届けします。

一般的な税務の取扱いは次の表の通りです。今後、税制の変更に伴い、税務の取扱いが変わることがあります。
詳しくは税務当局等にお問い合わせください。

（１）掛金の払込を自動引落し払いとする場合は、ご指定口座登録のため「預金口座振替依頼書（金融機関用）」また
は「自動払込利用申込書（ゆうちょ銀行用）」を提出してください。割戻金はこの口座に振り込みます（引落し
の指定口座と別にしたい場合は別途登録ください。）。

（２）掛金の払込がお振込の場合は、割戻金のための口座を別途登録いただきます。「受取指定口座登録・変更届」
を提出してください。

（３）代表者変更で預金者名も変更する等、ご登録の口座に変更があった際は、その都度該当する所定の用紙を提
出してください。

法人・施設 加入者・遺族

掛金 支出：福利厚生費として計上 ―

保険金（弔慰金）
受取：雑収入として益金計上

遺族へ支給：
福利厚生費（弔慰金）として損金計上

加入者へ支給：
福利厚生費（見舞金）として計上し、社
会通念上妥当な金額については損金計上

次の金額までは課税されない。
年分 ※1
か月分 ※1

これを超える部分は相続税が課せされる。※2

保険金（高度障害）
受け取った見舞金は、社会通念上妥当な金額につ
いては非課税給付金（入院など）

配当金 受取：雑収入として益金計上 ―

※1　普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務手当などの合計額

業務上死亡：普通給与の3
業務外死亡：普通給与の6

※2　相続税が課される場合も、「500万円×法定相続人数」の範囲内までは非課税

採用 「加入」の1表が事務局到着

前期掛金（6か月分） 後期掛金（6か月分） 割戻金により精算

保障開始
10月1日～8月

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 9月 10月 11月（下旬） 12月

9月

退職 「脱退」の1表が事務局到着

脱退
10月1日～8月 9月
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災害入院給付金等
79件394万円

死亡弔慰金等
85件1億9,450万円
（内災害死亡弔慰金5件1,550万円）

ご加入手続きの流れ・・・

低廉な掛金の理由

割戻金

支払実績（2020年度お支払実績（2020年7月1日から2021年6月30日支払実績）

●社会福祉施設従事者相互保険は、約 5,000 施設、約 15万人がご加入され、スケールメリット（契約規模に応
じた割引率を適用）があること（施設数およびご加入者数は 2021 年 7月 1日現在のものです）
●保険期間満了後に収支計算を行った結果、剰余が発生し、保険会社から配当金の支払があった場合は、事務費等
を控除のうえ当センターから施設あて割戻金として還元していること
※割戻金は各年度において次のとおり実績割戻率で還元しておりますが、将来にわたってお約束するものではありません。割戻 年度 次 実績割戻率 元 将来 約束

◆2019年 46.4％（以下全て対掛金）　◆2020年 42.6％　◆2021年 43.1％

保険期間満了後に収支計算を行った結果、剰余が発生し、保険会社から配当金の支払があった場合は、事務費等を
控除のうえ当センターから施設あて割戻金として還元することとしています。
なお、割戻金は各年度において次のとおり実績割戻率で還元しておりますが、将来にわたってお約束するもので
はありません。
◆2019年 46.4％（以下全て対掛金）　◆2020年 42.6％　◆2021年 43.1％

多くの方にお役に立っています

発足から2020 年度末までで 9,894 件、累計約 73 億円の保険金・給付金のお支払実績があります。

掛金

施設記入

施設記入

「1」

施設記入施施施施施 記記入施設記入施施施施施 記記入

新規加入・増額者全員 告知及び同意印「2」

郵
送
に
て
お
申
込
書
提
出

「3」

〈Dコースでの加入例〉

半年分 月額 一日当たり

直近３年間の平均の割戻率　44.0％を例にとると・・・
実質負担額

３，９００円 ６５０円 ２２円

２，１８４円 ３６４円 １３円

職員
告知・同意印告知・同意印 同意印はシャチハタ可、訂正用の豆印不可

【被保険者の告知事項】２
（1） 申込（告知日）現在、休業・欠勤していますか。また病気
や外傷による就業制限（*）がありますか。

（2） 過去 1 年以内に病気または外傷により継続して 2 週間
以上の入院をしたことがありますか。

（*）「就業制限」とは、勤務先または医師等により労働時間の
短縮、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示され
ている場合をいいます。
※告知事項（1）または（2）が「はい」の場合は、告知欄について
「はい」を○印のうえ別途『被保険者の告知事項』を提出し
てください。
（1）（2）いずれも該当しなければ「いいえ」を選択してくだ
さい。
「いいえ」の場合は『被保険者の告知事項』の提出は不要で
す。

１
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別表1

別表2

1．両眼の視力を全く永久に失ったもの
2．言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3．中枢神経系・精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4．胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5．両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6．両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7．1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8．1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

高度障害状態について

給付金額表
等級 身体障害 給付金額

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

56万円

40万円

24万円

12万円

8万円

 1．1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
 2．10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
 3．1肢に第3級の6から8までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の6か

ら8までまたは第4級の14から18までのいずれかの身体障害を生じたもの
 4．両耳の聴力を全く永久に失ったもの

 5．1眼の視力を全く永久に失ったもの
 6．1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用

を全く永久に失ったもの
 7．1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用

を全く永久に失ったもの
 8．1手の5手指を失ったかまたは第1指（母指）および第2指（示指）を含んで4手指を失ったもの
 9．10足指を失ったもの
10．脊柱に著しく奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

11．両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
12．言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
13．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著

しく制限されるもの
14．1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
15．1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
16．1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
17．1手の第1指（母指）および第2指（示指）を失ったかまたは第1指（母指）および第2

指（示指）のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
18．1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指（母指）および第2指（示指）を含

んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
19．10足指の用を全く永久に失ったもの
20．1足の5足指を失ったもの

21．1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
22．1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
23．1手の第1指（母指）もしくは第2指（示指）を失ったか、第1指（母指）もしくは第2指（示指）

を含んで2手指を失ったかまたは第1指（母指）および第2指（示指）以外の3手指を失ったもの
24．1手の第1指（母指）および第2指（示指）の用を全く永久に失ったもの
25．1足の5足指の用を全く永久に失ったもの
26．両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
27．1耳の聴力を全く永久に失ったもの
28．鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの
29．脊柱（頚椎を除く）に運動障害を永久に残すもの

30．1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
31．1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
32．1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの
33．1手の第1指（母指）もしくは第2指（示指）の用を全く永久に失ったか、第1指（母

指）もしくは第2指（示指）を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指
（母指）および第2指（示指）以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの

34．1手の第1指（母指）および第2指（示指）以外の1手指または2手指を失ったもの
35．1足の第1指（母指）または他の4足指を失ったもの
36．1足の第1指（母指）を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの
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引受保険会社

被保険者への同意確認と個人情報の取り扱い（保険契約者および生命保険会社からのお知らせ）について

別表3 対象となる感染症

感染症名（分類項目）

コレラ
腸チフス
パラチフスA
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
ペスト
ジフテリア
急性灰白髄炎＜ポリオ＞
ラッサ熱
クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱
マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病
エボラ＜Ebola＞ウイルス病
痘瘡

重症急性呼吸器症候群［SARS］
（ただし、病原体がコロナウイルス属SARS
コロナウイルスであるものに限ります。）

A00
A01.0
A01.1
A03
A04.3
A20
A36
A80
A96.2
A98.0
A98.3
A98.4
B03

U04

基本分類コード

この保険は公益財団法人社会福祉振興・試験センターが生命保険会社と締結した災害保障特約付団体定期保険契約に基づき運営します。
下記の引受保険会社は、各ご加入者施設の加入金額のうち、それぞれの引受割合（2021年12月1日現在）による保険契約上の責任を負い
ます。
また、引受保険会社および引受割合は変更することがあります。
引受生命保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご加入時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が引受割合の範囲において
削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の
措置が図られることがありますが、この場合にも、ご加入時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細につい
ては、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。ただし、本保険については当センターの責任において加入者施設の皆様方に
一切ご迷惑、ご心配をお掛けすることはございませんので、どうかご安心ください。

引受保険会社
　ジブラルタ生命保険株式会社（事務幹事会社）（39.8％）
　富国生命保険相互会社（16.0％） 日本生命保険相互会社（19.7％）　
　明治安田生命保険相互会社（15.1％） 第一生命保険株式会社（5.2％）
　住友生命保険相互会社（2.9％） 太陽生命保険株式会社（1.3％）

社会福祉施設従事者相互保険制度は、福利制度等に基づき社会福祉施設等が掛金を負担し弔慰金等を受取るしくみですが、加入に際しそ
の加入対象者（被保険者）の同意が必要となります。
また、当該保険制度の運営にあたっては、公益財団法人社会福祉振興・試験センターは加入対象者（被保険者）の個人情報（氏名、性
別、生年月日、健康状態等）を取扱い、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが保険契約を締結する生命保険会社（共同取扱会社を
含みます。以下同じ。）へ提出いたします。公益財団法人社会福祉振興・試験センターは当該保険制度の運営において入手する個人情報
を、本保険の事務手続のために使用いたします。生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・
給付金等の支払、その他保険に関連・付随する業務のため利用（注）し、また、公益財団法人社会福祉振興・試験センター、他の生命保険
会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き公益財団法人社会福
祉振興・試験センターおよび生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
なお、記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。
本保険の被保険者となることおよび上記のとおり個人情報が取扱われることについての加入対象者の同意確認を、加入申込書への記名・
押印により行わせていただきます。
（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる

目的に利用目的が限定されています。

死亡保険金受取人の個人情報の取り扱いについて
指定された死亡保険金受取人（以下、受取人）の個人情報については、加入対象者（被保険者）の個人情報と同様に取り扱われますの
で、お申込みにあたっては、受取人にその旨をご説明いただき、個人情報の取り扱いについての同意を取得してください。

その他
被保険者の保険契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合等において、被
保険者は保険契約者に対し、その被保険者の部分の解除を請求することができます。（保険法第58条、第87条）

対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のもの（注）とし、分類項目の内容については厚
生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10（2003年版）準拠」によるものとします。

Gi-団-2021-104（2021.12.1）

（注）新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の法令（令和2年政令第11号）
　　第1条に定める新型コロナウイルス感染症を含めます。
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◆ 契約概要

商品のしくみ

保険期間

支払事由（概要）

ご加入者の範囲等

保険料について

脱退による返戻金・満期保険金について

保険金・給付金等のご請求について

各ご照会窓口

この「団体定期保険 契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載してい
ます。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
契約概要に記載の支払事由や給付に際しての制限事項などは、概要や代表事例を示しています。各事項の詳細等については、
本資料の該当箇所を必ずご確認ください。

□保険商品の正式名称　
災害保障特約付団体定期保険

□保険商品の特徴
企業・団体の役職員の方について、万一のときの保障を確保するために、企業・団体を保険契約者として運営する団体保険商品です。
保険期間は1年ですが、更新により一定年齢まで継続してご加入いただくことが可能です。

この保険からお支払いする保険金・給付金と、その支払事由の概要は次のとおりです。
・死亡保険金 ：保険期間中に死亡されたとき
・高度障害保険金 ：保険期間中に加入（責任開始）日以後に発生（発病）した傷害（疾病）により、所定の高度障害状態に該当されたとき
・災害保険金 ：保険期間中に、加入日以後の不慮の事故による傷害により、その事故の日から180日以内に死亡されたとき、
 　または、加入日以後に発病した所定の感染症により死亡されたとき
・障害給付金 ：保険期間中に、加入日以後の不慮の事故による傷害により、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態に
 　該当されたとき
・入院給付金 ：保険期間中に、加入日以後の不慮の事故による傷害により、その事故の日から180日以内に5日以上入院されたとき
なお、
・支払事由に該当し、保険金等をお支払いした場合には、その保障は消滅します。
・高度障害保険金をお支払いした場合には、死亡保険金を重複してお支払いしません。また、死亡保険金をお支払いした場合には、その
後、高度障害保険金のご請求を受けても、これをお支払いしません。

・障害給付金は、同一の不慮の事故または同一の保険期間において、通算して特約保険金額の10割を限度にお支払いします。
・入院給付金は、同一の不慮の事故について通算して120日を限度としてお支払いします。

保険期間は2022年7月1日から2023年6月30日までの1年間であり、一旦ご加入されると、更新日現在満70歳6ヵ月まで継続してご加入い
ただけます。

ご加入いただける方、およびご加入いただける保険金額・給付金額には一定の範囲があります。詳細は、P.3およびをP.4ご覧ください。

保険料は毎年の更新時に加入状況・加入者の年齢に基づき、契約ごとに算出し変更します。また払込方法、払込経路等も契約ごとに異な
ります。なお、掛金はこの保険料と制度運営費から構成されますが、詳しくは、支払経路等とあわせてP.3およびP.4をご覧ください。

この保険には、被保険者の脱退による返戻金、および保険期間満了による満期保険金はありません。

支払事由が発生する事象、保険金・給付金などをお支払する場合またはお支払できない場合については、本資料に記載しておりますの
で、ご確認ください。
保険金・給付金などのご請求は、団体（保険契約者）経由で行っていただく必要がありますので、保険金・給付金など支払事由が生じた
場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに保険契約者窓口へご連絡くだ
さい。
保険金・給付金などの支払事由が生じた場合、ご加入内容によっては、複数の保険金・給付金などの支払事由に該当する場合があります
ので、不明な点がある場合等には、すみやかに保険契約者窓口へご連絡ください。
なお、事務幹事会社で委託した確認担当者が保険金・給付金等のご請求の際ご請求内容について確認させていただく場合があります。
保険金等の請求の権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しなかったときには消滅します。

公益財団法人社会福祉振興・試験センター、および一般社団法人生命保険協会に、各々ご照会窓口を設置しています。詳細は、「注意喚
起情報」をご覧ください。
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以下の事項は、告知を行う際の重要事項ですので、告知を行う前
に必ずご確認ください。
■当社が書面でおたずねすることについて、ありのままをご記入
ください。（告知義務）

【告知の重要性について】
　現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせ
いただくことを告知といい、加入申込者ご本人には告知をしてい
ただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出し
あって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康
状態の良くない方等が無条件に加入された場合、保険料負担の公
平性が保たれません。ご加入のお申込にあたっては、過去の傷病
歴、現在の健康状態、身体の障がい状態等について「告知書」で
生命保険会社がおたずねすることについて、事実をありのままに
正確にもれなくお知らせ（告知）ください。

【告知受領権について】
　生命保険会社の職員等（営業職員・代理店・コールセンター
担当者等）や契約者等の職員等は告知を受領する権利がなく、
口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませ
ん。告知をされる場合は、生命保険会社所定の書面「告知書」
をご提出ください。

【傷病歴がある方でも引受可能なケースがあることについて】
　当社では、ご契約者間の公平性を保つため、加入申込者のお
身体の状態すなわち保険金等のお支払が発生するリスクに応じ
た引受対応を行っております。傷病歴等がある場合でも、その
内容によってはお引き受けすることがありますので、ありのま
まを正確に告知してください。（なお、その内容によってはお
引き受けできないこともあります。）

【正しく告知されない場合のデメリットについて】
　告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。も
し、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を
告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合「告知
義務違反」としてご契約が解除されることがあり、保険金等が
支払われない場合があります。
　また既に払い込まれた保険料については、返金されない場合
があります。

※なお、上記の場合以外にも、ご加入時の状況等により、保険金
等が支払われない場合があります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極
めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされな
かった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺
による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことが
あります。（告知義務違反による解除の対象外となる１年経過
後にも取消しとなることがあります。また、取消しとなった場
合には既に払い込まれた保険料については返金されません。）

この保険は、団体を保険契約者とする保険契約であり、被保険者
となられる方のご加入のお申込にはクーリング・オフの適用はあ
りません。

ご提出された加入申込書（告知書）に基づき、引受保険会社がご
加入を承諾した場合、引受保険会社は所定の「加入日」からご契
約上の責任を負います。
生命保険会社職員や代理店等には保険への加入を決定し、責任を
開始させるような代理権はありません。

つぎのような場合には、保険金・給付金をお支払いできないこと
がありますので、お申込に際し特にご注意ください。
（増額の場合の増額部分については、「加入」を「増額」と読替
えます）
■免責事由
死亡保険金・高度障害保険金について
（1）被保険者が加入後1年以内に自殺したとき（2）保険金受取
人が故意に被保険者を死亡させたとき（または高度障害状態に
させたとき）（3）被保険者が故意により高度障害状態となった
とき（4）被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したとき
（または高度障害状態となったとき）

災害保険金・障害給付金・入院給付金について
（1）保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による
とき（2）災害保険金の受取人、障害給付金の受取人または入院
給付金の受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、
その者が災害保険金の一部の受取人、障害給付金の一部の受取
人または入院給付金の一部の受取人であるときは、当会社は、
その残額をその他の受取人に支払います。（3）被保険者の犯罪
行為によるとき（4）被保険者の精神障害の状態を原因とする事
故によるとき（5）被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によ
るとき（6）被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転
している間に生じた事故によるとき（7）被保険者が法令に定め
る酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じ
た事故によるとき（8）地震、噴火または津波によるとき（9）
戦争その他の変乱によるとき

■加入（責任開始）日前の傷病や不慮の事故を原因とする場合
加入（責任開始）日前に発生した病気やケガを原因とする場合
は、原則として保険金等をお支払いできません。

■告知義務違反
　保険契約者または被保険者から告知していただいた内容が事
実と相違し、ご契約の全部またはその被保険者の部分が告知義
務違反により解除された場合。

■重大事由による解除
　保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取
する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社
会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当
し、保険契約の全部または一部が解除された場合。

■詐欺による取消し
　保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、ご
契約の全部またはその被保険者の部分が取消しとなったとき。

■不法取得目的による無効
　保険契約者または被保険者に保険金等の不法取得目的があり、
ご契約の全部またはその被保険者の部分が無効となったとき。

■保険契約の失効
　保険契約者から保険料のお払込がなく保険契約が失効し、失
効日以後に支払事由が生じたとき。

この保険には、被保険者の脱退による返戻金、および保険期間満
了による満期保険金はありません。

　支払事由が発生する事象、保険金・給付金などをお支払する場
合またはお支払できない場合については、本資料に記載しており
ますので、ご確認ください。
　保険金・給付金などのご請求は、団体（保険契約者）経由で
行っていただく必要がありますので、保険金・給付金など支払事
由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合
や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに団体窓口
へご連絡ください。
　保険金・給付金などの支払事由が生じた場合、ご加入内容に
よっては、複数の保険金・給付金などの支払事由に該当する場合
がありますので、不明な点がある場合等には、すみやかに団体窓
口へご連絡ください。
　なお、当社で委託した確認担当者が保険金・給付金等のご請求
の際ご請求内容について確認させていただく場合があります。

引受生命保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご加入時
にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が引受割合の範囲に
おいて削減されることがあります。
引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。な
お、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破
綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保
護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご加入時
の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせくだ
さい。
　（お問合わせ先）生命保険契約者保護機構
　TEL：03-3286-2820
　ホームページアドレス：https://www.seihohogo.jp/
※「社会福祉施設従事者相互保険」におけるお取扱につきまして
は、「加入勧奨資料」をご覧ください。

【8ページより抜粋】
『引受生命保険会社の業務又は財産の状況の変化により～（中
略）～。詳細については、生命保険契約者保護機構にお問い合
わせください。ただし、本保険については当センターの責任に
おいてご加入者の皆様方に一切のご迷惑、ご心配をお掛けする
ことはございませんので、どうかご安心ください。』

□公益財団法人　社会福祉振興・試験センター　福祉第一部
　（TEL：03-3486-7511）
□この契約はジブラルタ生命保険株式会社を事務幹事会社とする
共同取扱契約であり、事務幹事会社が他の生命保険会社から委
任を受けて事務を行ないますが、被保険者の加入保険金額等に
ついては、それぞれの引受割合に応じて保険契約上の権利を有
し義務を負い、相互に連帯して責任を負いません。また将来に
向かって、引受生命保険会社および引受割合を変更することが
あります。なお、他の引受保険会社につきましては、本資料P.8
でご確認ください。

□（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」
この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会で
す。（一社）生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文
書（電子メール・FAXは不可）・来訪により生命保険に関する
さまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全
国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
（ホームページアドレス：https://www.seiho.or.jp/）
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会
社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過して
も、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合
については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁
定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図ってお
ります。

　この「注意喚起情報」は、ご加入のお申込に際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご加入前に必ずお読みいただ
き、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
　また、その他詳細につきましては、本資料の該当箇所を必ずご参照ください。

◆注意喚起情報

告知に関する重要事項

加入のお申込の撤回等に関する事項（クーリング・オフ）

脱退による返戻金・満期保険金について

保険金・給付金等のご請求について

保険会社の業務又は財産の状況が変化した場合
および生命保険契約者保護機構について

各ご照会窓口等

責任開始期

保険金・給付金をお支払いできない場合



Q1 A1
加入資格者全員加入の原則とありますが、週に
２日程度のパート職員まで加入することが必要
ですか？

施設ごとに、ルール（正職員のみ、社会保険対象者
のみ、週30時間を超えるパート以上等）を決めてい
ただきそれに該当する職員全員の加入が必要です
が、そのルールに該当しない方は加入させる必要は
ありません。　P.4参照

Q2 A2施設で保険金や給付金を請求した場合、翌年以
降の掛金が上がったりしますか？

保険金や給付金の支払いを受けても、それによって
掛金が変動することはありません。

Q3 A3理事長、非常勤役員も加入できますか？ 役員・職員が対象ですので加入可能です。

Q4 A4申込時に告知や医師の診査は必要ですか？
また、どのようなことが聞かれますか？

お申込手続きは、簡単な告知のみで診査はありませ
ん。詳細はP.6のご加入手続きの流れ、または団体定
期保険（社会福祉施設従事者相互保険用）加入申込
書兼告知書・異動報告書の左上をご参照ください

Q5 A5病気で５日以上入院しました。
入院給付金は出ますか？

この保険では、病気での入院は対象外となります。
不慮の事故による５日以上の入院が対象となりま
す。

Q6 A6新型コロナウイルス感染症に罹患し、死亡した
場合の保険金は出ますか？

死亡保険金の対象になります。
また、新型コロナウィルス感染症により亡くなられ
た場合、死亡保険金に加え、災害保険金（80万円）
が支払われます。

Q7 A7給付金の請求はどうしたらいいですか？

ご担当者様より当センターへご連絡ください。ご請
求に必要な書類をご案内します。ご請求に際して
は、死亡の場合は被保険者の遺族、高度障害保険金
及び障害・入院給付金の場合は被保険者本人の了知
が必要です。了知は支払請求書の了知欄への署名・
押印により行います。

Q8 A8納付する掛金の計算はどうなりますか？

掛金は半年ごとの払込で年２回納付していただきま
す。納付掛金の額は加入コースの掛金に7月1日現在
の加入申込者数を乗じた額です。前期分は7月に、後
期分は1月に同額払込となります。

Q9 A9保険金・給付金の経理処理は？
雑収入として受けて、保険金、入院給付金をお渡し
する際は弔慰金・見舞金として処理してください。
P.5参照

Q10 A10新規採用・退職等により加入者数に変動があっ
た場合の掛金の精算はどうなりますか。

掛金の精算は年に一度、割戻金お支払い時に行いま
す。加入者の異動を月単位で計算し、払い込みいた
だいた掛金が不足した場合は割戻金から差引き、逆
に払い込みいただいた掛金が多い場合は割戻金に加
えて返戻いたします。

従事者相互保険の
案内ページ

よくあるお問い合わせ


