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社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 

 

生活困窮者就労支援に関する保険のご案内 

 

この保険は、東京都社会福祉協議会が提供する「行事保険制度」の規定を準用するものとします

が、一部生活困窮者就労支援事業独自の規定を定めております。 

  

１．生活困窮者就労支援に係る保険制度について  

本保険制度は、平成 27年 4月より施行された生活困窮者自立支援制度における就労訓練・

就労準備支援事業等について、①事業に関する活動の利用者がその活動中に偶然な事故によ

りケガをされた場合、②利用者が事業参加中に第三者にケガをさせたり第三者の物を壊す等、

事業の実施主体が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償を行います。 

 

２．ご加入いただける方（加入資格者） 

社会福祉法人東京都社会福祉協議会および東京都内の各区市町社会福祉協議会の会員団体、

同協議会に登録された非営利団体（社会福祉法人、NPO 法人、社団法人・財団法人、地方自

治体）であり、就労訓練事業または就労準備支援事業（「自立相談支援事業」において、相談

支援員等によるプランに基づくボランティア活動や就労体験プログラムへの参加などの就労

準備に向けた活動を含む。以下、「就労準備支援事業等」）を実施する団体。 

   

※営利法人が事業の実施主体である場合、加入申込人としてご加入いただく事は出来ません。 

  ただし、就労準備支援事業については委託者である行政（自治体）が加入申込人になる場合

は、補償対象とします。 

 

３．補償の対象となる方（被保険者） 
＜ケガの補償＞ 

認定就労訓練事業（非雇用型）または就労準備支援事業等の利用者（参加者） 

＜賠償責任の補償＞ 

認定就労訓練事業（非雇用型）または就労準備支援事業等の実施団体となる法人、団体、 

自治体 

 

※認定就労訓練事業（雇用型）は補償の対象となりません。 

 

４．補償の対象になる活動  
① 都道府県知事に認定された就労訓練事業所が実施する「認定就労訓練事業（非雇用型）」

において、利用者個々の就労支援プログラムに位置付けられた活動。 

② 自治体より委託された「就労準備支援事業等」において、利用者個々の就労準備支援プ

ログラムに位置付けられた活動。 

 

５．参加者人数要件  
＜宿泊を伴わない事業の場合＞ 

1名からご加入いただけます。「行事保険」の加入者要件である、最低加入人数（5名）は適

用されません。 

＜宿泊を伴う事業の場合＞ 

1名からご加入いただけます。 
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６．本制度の対象外となる事業内容  
  ■防犯・防火パトロール  

■草刈り・下草刈り（機械を使用するもの）、枝払い 

  ■山焼き・野焼き  

■雪下ろし  

■違法看板撤去  

■釣り（船を使用するもの） 

  ■運転講習  

■廃品回収  

■やぐらの組立・解体  

■交通安全街頭指導 

  ■植林  

■化学実験  

■消防団の訓練 等 

 

７．補償金額、保険料、補償内容  
＜宿泊を伴わない事業の場合＞ 

行事保険の a行事に準じます。 

※b行事、c行事に該当する様な事業がある場合は其々の行事保険料を準用します。 

＜宿泊を伴う事業の場合＞ 

行事区分はありません。日数に応じた保険料を準用します。 

 

保険金の種類 補償プラン 

Ａプラン Ｂプラン Ｃプラン 

死亡・後遺障害 300万円 600万円 1,000 万円 

入院保険金日額 3,500 円 4,000 円 5,000 円 

通院保険金日額 2.300 円 2,500 円 3,000 円 

外来手術保険金 17,500 円 20,000 円 25,000 円 

入院手術保険金 35,000 円 40,000 円 50,000 円 

対人賠償保険金 1名につき：1億円 

1 事故につき：2億円限度 

対物賠償保険金 1事故につき：1,000万円限度 

1日行事

保険料 

(１名) 

a行事 30円 41円 58円 

b行事 130円 188円 273円 

c 行事 255円 372円 542円 

 

 

宿泊行事 

保険料 

(1名) 

1 泊 2 日 229円 292円 393円 

2 泊 3 日 279円 355円 478円 

3 泊 4 日 284円 360円 483円 

4 泊 5 日 334円 425円 573円 

5 泊 6 日 339円 430円 578円 

6 泊 7 日 344円 435円 583円 

7 泊 8 日 473円 602円 807円 

8 泊 9 日 478円 607円 812円 

９泊１０日 483円 612円 817円 

 

※10泊以上の場合は取扱代理店までお問い合わせ下さい。 
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 

死亡保険金 事故によるケガのため、事故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・後遺障害保険金の全額を被保

険者の法定相続人にお支払いします。 

後遺障害保険金 事故によるケガのため、事故発生の日からその日を含めて 180

日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて、死

亡・後遺障害保険金の 4％～100％をお支払いします。 

入院保険金 事故によるケガのため、入院された場合、事故の発生からその

日を含めて 180 日以内に入院した日数に対し、入院保険金日額

をお支払いします。 

手術保険金 事故によるケガの治療のため、事故発生の日からその日を含め

て 180日以内に手術を受けられた時、入院中に受けだ手術の場

合は、入院保険金日額×10、入院中以外の手術は、入院保険金

日額×５の額をお支払いします。1事故に基づくケガについて1

回の手術に限ります。 

通院保険金 事故によるケガのため、通院された場合、事故の発生からその

日を含めて 180 日以内に通院した日数に対し、90日を限度に

通院保険金日額をお支払いします。 

対人賠償保険金 第三者に対し、身体障害を負わせた場合、主催者として団体が

損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 

対物賠償保険金 第三者に対し、財物損害を負わせた場合、主催者として団体が

損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 

 

※就労訓練・就労準備支援事業の参加者が負った損害賠償責任は対象外となります。就労訓練・

就労準備支援事業の実施団体として団体が損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。

詳しくは「行事保険」パンフレットのＰ３～６をご参照下さい。 

 

８．保険金をお支払する主な事故例  
・参加者が就労訓練事業に自転車で向かう途中、交通事故に遭いケガをした。 

・就労訓練中、参加者が転倒しケガをした。 

・就労訓練中、参加者が施設利用者を介助している最中に誤って転倒させてケガを負わせて

しまい、実施団体が損害賠償責任を負った。 

・参加者が就労準備支援事業に向かう途中、駅の階段を踏み外して転倒しケガをした。 

・就労準備支援事業で農業体験中、参加者が鎌で指を切ってしまった。 

・就労準備支援事業で PC を活用した集計業務を行っているときに、参加者が誤って水をこ

ぼしてしまい PC を壊してしまった。実施主体である NPO 法人が PC の修理費などの損

害賠償責任を負った。（PC 本体の物理的損壊が修理の対象となり、データなどのソフトの

損害は対象外） 

 

９．保険金をお支払出来ない主な場合  
＜傷害部分について＞ 

 ■故意または重大な過失  

■自殺行為、犯罪行為または闘争行為  

■自動車等の無資格、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転  

■脳疾患、病気または心神喪失  

■妊娠、出産、早産または流産  

■外科的手術その他の医療処置  

■戦争、その他の変乱、暴動（テロ行為は除く）  

■地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波  
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■核燃料物質等の放射性・爆発性によるもの  

■頸部症候群、腰痛、その他医学的他覚所見のないもの           

 ■入浴中の溺水  

■誤嚥によって生じた肺炎  

■乗用具を用いた競技によるもの  

■宿泊のため施設に入ってから行事参加のため宿泊施設を出るまでのもの  

■補償対象外となる運動中のもの（山岳登はん、リュージュ、ボブスレー等） 等 

 ＜賠償責任部分について＞ 

  ■故意によるもの  

■財物の正当な権利を有する者に対する賠償責任  

■同居親族に対する賠償責任  

■業務に従事中に被った身体障害に起因する賠償責任  

■戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、その他これらに類似の事変もしくは暴動または

騒擾、労働争議に起因する賠償責任  

■地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する賠償責任 

  ■液体、気体もしくは個体の排出、流出もしくはいっ出に起因する賠償責任  

■原子核反応または原子核の崩壊に起因する賠償責任 等 

   

  ※保険金をお支払い出来ない主な場合については、「行事保険」パンフレットのＰ３～６をご

確認下さい。 

 

１０．加入申込の手続き  
各区市町村社会福祉協議会等のボランティアセンター窓口にて申込手続きをお願いします。 

「行事保険」加入申込票に必要事項をご記入の上、プログラム※１および活動の詳細が特定で

きる資料※２を加入申込票と共にご提出をお願いします。 

加入申込票の記入例を次ページに記載しておりますので、ご確認下さい。 

※1 就労訓練事業における「就労支援プログラム」、就労準備支援事業における「就労準

備支援プログラム」、自立相談支援事業における「自立支援計画（プラン）」等をいい

ます。 

※2 活動の詳細（いつ、どこで、誰が、何をするのか）が分かる資料を指します。 

 

なお、申込手続きは就労支援が始まる日の遅くとも１週間前までにお願いします。 

 

１１．変更手続き  
＜日程変更及びプログラムが途中終了となった場合の取扱い＞ 

就労支援プログラム及び就労準備支援プログラムの日程が変更となった場合は、 

必ず取扱代理店である「東京福祉企画」へご連絡下さい。日程変更の連絡が無かった場合、

「行事保険」の開催日として認められないため、保険金のお支払が出来なくなりますので

ご注意下さい。 

また、プログラムが途中で終了となってしまった場合、取扱代理店である「東京福祉企画」

へプログラム終了が決まった時点でご連絡をお願いします。予め頂いた保険料について、

ご連絡を頂いた日以降の残り期間分を返金させて頂きます。 

※返金時の送金手数料はお申込者様の負担になりますので予めご了承下さい。 

なお、プログラム実施予定期間終了後に「東京福祉企画」へご連絡を頂いた場合は、保険

料の返金については致しかねますのでご了承下さい。 

 

 

１２．事故発生時の報告  
「行事保険」の加入申込票に添付されている事故報告書を使用し、事故発生の報告をお願

いします。 
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ご参考  

＜加入申込票記入例（実例を参考）＞ 

 

例１）１か月間の就労支援プログラムに１名が参加する場合 

  就労支援プログラム日程：10 月 3 日、5日、7 日、11 日、14 日、17 日、19 日、 

              21 日、26 日、28 日（計 10 日間）

 

 

 

 

 

 

例２）３か月間の就労支援プログラムに２名が参加する場合 

  就労支援プログラム日程：11 月 1日～1 月３１日（毎週月、水、金の祝日除く） 

（11 月：11 日間、12 月：11 日間、1 月：11 日間 計 33日間）×２名

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

＜東京都社会福祉協議会指定保険代理店＞ 有限会社東京福祉企画 

TEL：03-3268-0910 FAX：03-3268-8832  

＜引受保険会社＞ 三井住友海上火災保険株式会社 公務部 東京公務室 

 TEL：03-3259-7593 FAX：03-3259-7581 

＜団体契約者＞社会福祉法人 東京都社会福祉協議会  

（団体窓口）福祉部 経営支援担当 

 TEL：03-3268-7232 FAX：03-3268-2148 

 

行事名（上段）

行事内容（下段）

生活困窮者就労支援
1日

行事

■a行事

□b行事

□c行事

保育所での就労支援
宿泊

行事
　泊　　　日

開催日 開催場所 参加人数 補償内容詳細 プラン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００円

1名当たり保険料
合計保険料

（参加人数×1名当たり保険料）

　 10月 3日

（～10月28日）
Ａ保育所 　　　延べ10人

Ａプラン

Ｂプラン

Ｃプラン

　　　　　　　　　　３０円

行事名（上段）

行事内容（下段）

生活困窮者就労支援
1日

行事

■a行事

□b行事

□c行事

老人ホームでの就労支援
宿泊

行事
　泊　 日

開催日 開催場所 参加人数 補償内容詳細 プラン 1名当たり保険料
合計保険料

（参加人数×1名当たり保険料）

　11月 1日

（～1月31日）
Ｂ老人ホーム 　　　延べ66人

Ａプラン

Ｂプラン

Ｃプラン

　　　　　　　　　　　４１円 　　　　　　　　　　　　　　　　２，７０６円

行事名には、必ず 

「生活困窮者就労支援」 

と明記してください。 

１０日間×１名 

＝「述べ１０人」 と明記

してください。 

延べ人数分の保険料 

を明記してください。 

30円×10人＝300円 

行事名には、必ず 

「生活困窮者就労支援」 

と明記してください。 

３３日間×２名 

＝「述べ６６人」 と明記

してください。 

延べ人数分の保険料 

を明記してください。 

41円×66人＝2,706 円 


