
安心の
示談交渉サービス付

（国内事故のみ）

部活動中の
ケガ

病気による
入院・手術も補償

賠償事故

高校生総合補償制度のご案内
千葉県高等学校ＰＴＡ連合会加盟校の保護者の皆さまへ

重要
2018年２月

申込締切日

保険期間

2018年３月31日（午後５時まで）
※中途加入は、2018年６月25日まで受付

高校生総合補償制度のご案内高校生総合補償制度のご案内

2018年４月１日 午後4時から
2021年３月31日 午後4時まで（３年間）

自転車
搭乗中の
ケガ

千葉県高等学校ＰＴＡ連合会
引受保険会社　損害保険ジャパン日本興亜株式会社



の割合で発生！※
※自転車乗用中の交通事故が201

6年には90,055件発生。

　出展：警察庁「平成28年におけ
る交通事故の発生状況」より

実際に起こった自転車事故と高額な損害賠償の例

もはや人ごとではありません！

自転車事故
もはや人ごとではありません！

自転車事故
もはや人ごとではありません！

自転車同士や歩行者との衝突事故等

５分48秒に１件
自転車事故

５分48秒に１件５分48秒に１件
高額賠償への備えは大丈夫ですか？

自転車同士の衝突
9,266万円の支払い命令！

ケース
２

車道を斜めに横断したところ、対向車線を自転車で直進してき
た男性と衝突。男性に重大な障害（言語機能の喪失等）が残った。
（東京地方裁判所　2008年６月５日判決）
※上記金額は概算額です。

歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性（62歳）
と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻ら
ない状態となった。
（神戸地方裁判所　2013年7月4日判決）
※上記金額は概算額です。

自転車と歩行者の衝突
9,521万円の支払い命令！

ケース
１

自転車事故による損害賠償責任
・自転車で通行中、歩行者にぶつかり
　ケガをさせてしまった。

・自転車で転倒して骨折。５日間入院した。

・買い物中に商品を壊してしまった。
・飼い犬が他人にケガをさせた。

・サッカーでスライディングを
　した際に左手を骨折。
・階段で転びケガを負った。

〈賠償のリスク〉 〈ケガのリスク〉示談交渉サービス付（※）
〈国内で発生した事故のみ〉国内外問わず補償!! 国内外問わず補償!!

自転車事故による損害賠償責任

自転車事故による損害賠償責任自転車事故以外の日常生活による損害賠償責任

自転車事故によるケガ

自転車事故以外のケガ

自転車  対  歩行者
自転車  対  自動車
自転車  対  自転車

対応プラン
Ｂプラン Ｃプラン ＤプランＡプラン

対応プラン
Ｂプラン Ｃプラン ＤプランＡプラン

対応プラン
Ｂプラン Ｃプラン Ｄプラン

対応プラン
Ｂプラン Ｃプラン Ｄプラン

自
転
車
事
故

自
転
車
事
故

以
外
の
事
故

そ
の
他

自転車事故の発生状況と高額賠償への備え

高額賠償に備えて１億円以上の補償をおすすめします

このような事故の場合に保険金をお支払いします

病気による入院 熱中症
・盲腸で３日間入院した。 ・部活動中に熱中症になり、

　２日間入院した。
対応プラン

Ｂプラン Ｃプラン Ｄプラン

対応プラン
Ｃプラン Ｄプラン

Ａプランなら月々約134円で３年間補償します！！Ａプランなら月々約134円で３年間補償します！！Ａプランなら月々約134円で３年間補償します！！Ａプランなら月々約134円で３年間補償します！！

Ａプランは
国内のみ補償

Ａプランは
国内のみ補償



■補償内容と保険金額・保険料
3年一括保険料職種級別A級…保険期間３年　団体割引15％

自転車タイプ：自転車総合保険
総合補償タイプ：傷害総合保険

■申込日（払込日）と保険期間について
申込日から3月31日まで 2018年4月1日～ 2021年3月31日申込日

（払込日）が

4月1日から4月25日まで 申込日の5日後～2021年3月31日申込日
（払込日）が

4月26日から5月25日まで 2018年6月1日～ 2021年3月31日申込日
（払込日）が

5月26日から6月25日まで 2018年7月1日～ 2021年3月31日申込日
（払込日）が

プラン名 Aプラン
自転車搭車中のケガ

Bプラン
ケガ

Cプラン
ケガ＋病気

Dプラン
ケガ＋病気

保険料　３年一括
自転車タイプ 総合補償タイプ

4,800円 15,000円 40,000円 50,000円

① 他人への補償（賠償責任補償※） １億円 １億円 １億円 ３億円

②

償
補
の）
害
傷
（ガ
ケ
死亡・後遺障害
保険金額

～3/31、4/1～
4/25の申込 114.4万円 13.1万円 52.1万円 70万円

4/26～5/25
　　の申込 215.5万円 37万円 116万円 149.1万円

5/26～6/25
　　の申込 257.8万円 52.3万円 155.7万円 198.6万円

入院保険金日額 7,000円 1,800円 3,300円 4,500円

通院保険金日額 3,000円 1,000円 2,800円 3,400円

手術保険金 ―

③ 育英費用 ― ― 100万円 100万円

④
⑤

償
補
の）
病
疾
（気
病
疾病入院保険金日額 ― ― 3,300円 4,500円

疾病手術保険金 ― ― 入院中の手術：疾病入院保険金日額の10倍
外来の手術：疾病入院保険金日額の５倍

⑥ 熱中症危険補償特約 ― ○ ○ ○

⑦ 天災危険補償特約 ― ○ ○ ○

⑧ 特定感染症危険補償特約 ― ○ ○ ○

⑨ 細菌性食中毒および
ウイルス性食中毒補償特約 ― ○ ○ ○

・保険料のうち、疾病保険特約保険料については介護医療保険料控除の対象となります。（2017年11月現在）
※傷害総合保険では個人賠償責任補償となっています。



◆問い合わせ・ご連絡先◆

◆事故のご連絡先◆

0120-882-774（受付時間：平日の午前９時から午後５時まで）
※お問い合わせの際は、「高校生総合補償制度」とお伝えいただけるとスムーズです。
●取扱代理店　損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社
　　　　　　　　　　　　〒260-0028　千葉市中央区新町18-10　千葉第一生命ビルディング３階
●引受保険会社　損害保険ジャパン日本興亜株式会社　千葉支店　千葉中央支社
　　　　　　　　　　　　〒260-0026　千葉市中央区千葉港8-4　損保ジャパン日本興亜千葉ビル７階
●指定紛争解決機関
損保ジャパン日本興亜は、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。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し
立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽＡＤＲセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808 ＜通話料有料＞ 
受付時間：平日の午前９時15分から午後５時まで（土・日・祝日・年末年始は休業）
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（http://www.sonpo.co.jp/）

【事故サポートセンター】0120-727-110（受付時間：24時間365日）
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務を行っております。
　したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご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になります。
●このパンフレットは、概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●加入者カードは大切に保管してください。また、3か月を経過しても加入者カードが届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までご照会ください。

●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。

※１ 厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況（平成27年７月）」における差額ベッド代１～４人室の１日あたり平均額です。
※２ 平成29年６月現在の公的医療保険「入院時食事療養費」

骨折の平均在院日数は14.4日です。
（厚生労働省「退院患者の平均在院日数等（平成26年９月）」における15～34歳の平均です。）

7,000円×14日＝ 98,000円 かかります。  ＋入院・通院の付添いで仕事を休むことも…
ご自身へのケガ・病気に対する備えも重要です！！

入院時にかかる費用の一例（治療費を除きます。）DATA

差額ベッド代
食　費

１日あたり　平均6,155円※１

１日あたり　約1,080円（1食360円※２×３）
合わせて
  １日約7,000円かかります。

Ａプランでは入院日額 7,000円 補償

治療費以外の入院費用っていくらかかるの？

ケガの多い部活を教えて！
以下の部活では特にケガの発生件数が多いです

野球
（1,482件）
サッカー

（1,287件）
バスケットボール
（1,156件）
バレーボール
（656件）
ラクビー
（480件）

負傷 骨折 負傷 捻挫
負傷 挫傷・打撲 負傷 靭帯損傷（断裂）
負傷 その他 疾病 熱中症 疾病 その他

出展：独立行政法人日本スポーツ振興センター「課外指導における事故防止対策 調査報告書（平成22年3月）」を加工して作成

476476 125125 499499 6767 165165 2727 123123

414414 277277 264264 148148 8585 1313 8686

270270 311311 156156 209209 128128 55 7777

142142 169169 9898 118118 6262 55 6262

154154 7777 127127 3232 5353 22 3535




















