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「消費者保護」を形にすれば…
日事連・建築士事務所賠償責任保険（建築家賠償責任保険）
ご加入のおすすめ

この保険の基本的な目的
建築士事務所が万が一、その業務上のミスにより、法律上の損害賠償責任を問
われた場合に、その損害に対する補償を受けることにより、社会に対して自ら
の責任を果たすことにあります。

紛争が増えています
構造計算書偽装事件以来、明らかに消費者の動向が変わりました。建築紛争が
増えているばかりではなく、責任の主体としての設計者の存在を、消費者は明
確に認識しました。したがって、全国の建築士事務所から、日事連サービスに
寄せられる事故の相談件数も、際立って増えています。

改正建築士法に規定されました
平成19年６月に施行された改正建築士法では第24条の６「書類の閲覧」の条文
に「建築士事務所の開設者は、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、設
計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保
険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を記録した
書類を閲覧させなければならない」旨が規定されました。

賠償責任保険への加入は、社会的な要請です
日事連は建築物の質の向上と、建築文化の発展を目指し、都道府県等地方公共
団体に対して、要望を行っていますが、そのなかの重要施策の一つとして、
「建
築設計・工事監理の発注に際して、賠償責任保険への加入を条件とする」よう
要望しているところです。賠償責任保険への加入は、社会的要請であると認識
しているからにほかなりません。

消費者保護
国も審議会を設置し、
「消費者保護」の徹底を図るべく建築士事務所に対し、
業務責任の明確化および更なる責任態勢の強化を求める施策として、賠償責任
保険の充実と加入促進につき検討しているところです。建築士事務所を経営さ
れる皆様におかれましては、本保険の重要性を正しくご理解いただき、
「消費
者保護」を見える形とするべく、ご加入くださるようおすすめいたします。
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本保険の特色
①社団法人日本建築士事務所協会連合会（日事連）構成員のための制度です（注）。
（注）日事連の会員以外の建築士事務所も加入可能ですが、④の団体割引が適用されない等相違点があります。

②建築士事務所を賠償事故からお守りするために、特にデザインされた保険です。
③日本国内の建築物の設計・監理業務に起因して生じた事故を包括的にカバーします。
④保険料は団体割引 20％が適用されます。
（注）日事連の会員以外の建築士事務所には適用されません。

⑤お支払いは便利な金融機関自動口座引落しです。
（注）日事連の会員以外の建築士事務所は振込扱となります。

⑥事務所の実態に合わせて選べる５つのタイプがあります。
⑦保険料は、経費として、損金処理ができます。
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日事連・建築士事務所賠償責任保険（建築家賠償責任保険）
この保険は、日本国内において行った設計業務のミスに起因して、設計業務の対象となった建築物（日
本国内に建築されたものに限ります）の外形的かつ物理的な滅失または破損（※１）もしくは、そ
れに起因する他人の身体の障害ならびに他人の財物の損壊について、建築士事務所が法律上の賠償責任を負
担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
ただし、建築物の給排水衛生・電気・空調設備ならびに遮音性能(※２)については建築物の外形的かつ物理的
な滅失または破損が発生していなくとも、これらの設備等が所定の技術基準を満たさずに、本来の機能を著
しく発揮できない状態が発生したことについて、建築士事務所が法律上の賠償責任を負担することによって
被る損害に対して、保険金をお支払いします。
（建築設備機能担保特約条項）
また、建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損事故が発生していなくとも、設計業務のミスに起因して
他人の身体障害について、建築士事務所が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保
険金をお支払いします。
（建築物の滅失・破損に起因しない身体障害担保特約条項）
●構造または設備設計1級建築士の資格において法適合確認業務を遂行するにあたり、その確認作業にミスがあり、確
認業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損、それに起因する他人の身体の障害・他人の財
物の損壊が発生し、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に対して、保険金をお支払
いします。
（法適合確認業務追加担保特約条項）
（※１）
単に契約書の内容やデザイン、色、形状等の意匠上の問題、使い勝手、寸法違い、打合せ不足等で、上記
お支払い事由に合致しないものについては、お支払いの対象となりませんのでご注意下さい。
（建築設備機能担保特約条項については、
４ページに支払限度額が別途定められておりますので、
ご注意ください。
）
（※２）
遮音性能については「住宅の品質確保の促進に関する法律（品確法）
」第２条第１項に規定される「住宅」に
関するものに限ります。
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補償の対象となる業務

被保険者またはその使用人、その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において遂行した下記の業務
①建築物の建築工事実施のために必要な図面および仕様書（施工図を除きます）の作成
●「施工図」とは、設計図書を実際に施工に移す場合に作成される図面（工作図、施工計画図等施工の方法・手段・
手順・技術・安全計画等を示した図面を除く。
）をいいます。

②建築士の資格を有する者による、施工者に対する指示書の作成および施工図承認書の作成
●「指示書」
とは、
建築物が設計図書の意図どおり実現するように設計図書の補足を行なう図面または文書をいいます。
●単に「確認（法適合確認業務（注）を除く）
」
・
「アドバイス」等の行為により発生した損害は対象外となります。
（注）法適合確認業務は、法適合確認業務追加担保特約で補償します。なお、対象とする業務は次の通りです。
被保険者またはその使用人、その他被保険者の業務の補助者が日本国内において遂行した下記の業務
①構造設計一級建築士が行う構造設計に関する法適合確認業務
②設備設計一級建築士が行う設備設計に関する法適合確認業務
詳細は約款でご確認ください。

２

補償の対象となる建築物

この保険で補償の対象となる「建築物」とは、
①建築基準法第２条第１号に規定する建築物
②①の建築物に付属し、物理的に①の建築物と一体をなしている工作物
をいいます。
●電気、ガス、給排水、換気、冷暖房などの建築設備も対象に含まれます。ただし、造園・通路の舗装工事・擁壁
などの工作物は、対象外となります。但し、傾斜地等において、擁壁が建築物の土台を兼ねる場合を除きます。

３

補償の対象となる事故例

※「 補償の対象となる期間」も合わせて
ご覧ください

例えば、次のような事故で、設計事務所が法律上の賠償責任を負った場合にお役に立ちます。
①設計時の部材の選択ミスにより、冬期に建物のガラスに熱割れが生じ、落ちてきた破片でケガ人
が出た。ガラスの改修のほか、ケガ人への補償が必要となった。
②構造設計上の考慮が足りなかったため、積雪の重みで屋根が落ちてしまった。
③指示書に指定したパーケットモザイクが、湿気により膨張する材料だったため、建物の完成後、
モルタル面よりはく離した。
④ボーリングによらずに近隣の地質調査データに基づいて、ベタ基礎の３階建ビルを設計したとこ
ろ、圧密沈下が進行し、一階の床部分に大きな亀裂が発生した。
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●地盤の組織に係わる事故ですから、お支払いする保険金は、60％（注）に制限されます。本パンフレットの５ページ
「 お支払いする保険金」の項をご参照ください。
（注）日事連の会員以外の建築士事務所のご契約は、50％となります。

⑤設計図書のなかで指示した給湯設備のキャパシティが小さく、所定の性能が出なかったため再施
工が必要となり、設備業者との間で責任を分担した。（建築設備機能担保特約条項）
⑥ベランダの手すりの高さを基準法通り設計したが、空調用室外機を近
くに配置したために、それを足場として子どもが手すりから転落し大
ケガをした。
（建築物の滅失・破損に起因しない身体障害担保特約条項）
⑦構造設計１級建築士資格を持たない事務所から、法適合確認を必要と
する建築物の法適合確認を依頼された。その確認ミスによって、建築
物の構造強度不足を見逃し、梁が撓み、壁に亀裂が生じたため、その確認不足についての責任を
負担することとなった。
（法適合確認業務追加担保特約条項）
⑦の事例の場合は当社が作成した架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません

４

お支払いできない主な損害

直接であると間接であるとを問わず、次の事由によって生じる損害は、お支払いの対象となりませんの
でご注意ください。
①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④原子力事業者が所有・使用もしくは管理する原子力施設の設計業務
⑤展示会、博覧会または興行場等の仮設建築物の設計業務
⑥日本国外に建築される建築物の設計業務
⑦建築物以外の工作物の設計業務。ただし、建築物の建築工事に付帯して行われる基礎工事の設計
業務については、お支払いの対象となります。
⑧建築主から提供された、測量図・地質調査図等の資料の過誤
⑨被保険者が、事故が発生することを予見できた（予見することができたと認められる合理的な理
由がある場合を含みます。）設計業務
⑩被保険者と他人の間で賠償責任に関する特別の約定がある場合、その約定によって加重された賠償責任
⑪建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損を伴わない身体障害について、身体障害の発生また
は拡大を防止するために講じた建築物の再建築、再施工、修理、交換その他の措置に起因する損害。
⑫建築物の瑕疵。ただし建築物に外形的かつ物理的な滅失または破損を生じさせている場合を除き
ます。
など

５

補償の対象となる期間

①この賠償責任保険の保険期間は2012年４月１日午後４時より2013年４月１日午後４時までの１年間で
す 。保険期間中に日本国内においてお支払いの対象となる事故が発見された場合にかぎり、損害に
対して、保険金をお支払いします。ただし、当該設計業務遂行時から保険契約が継続されていること
が条件となります。
②初年度契約の保険期間の開始前１年間に完成し、かつ他人に引き渡した設計図書、指示書または施
工図承認書に起因する損害については、①ただし書きの規定にかかわらず補償の対象とします。（保
険責任遡及特約条項（日本建築士事務所協会連合会用））
前年１年間

翌年

次の特約条項の適用については、次の時点またはご加入時のい
ずれか遅い日を初年度とします。

翌々年

特約条項

継続

継続

新規加入

保険金お支払い対象

本年

保険金お支払い対象
保険金お支払い対象

（注）日事連の会員以外の建築士事務所は、申込受付日の翌月１日
から１年間となります。
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設備等

時点

給排水衛生設備
建築設備機能担保特約
電気設備・空気調和設備
条項
遮音性能

1999年4月

1994年4月

建築物の減失・破損の
発生しない身体障害担 −
保特約条項

2000年4月

2002年4月

６

支払限度額・免責金額と保険料率

保険料率

①事故の際は、下記の支払限度額内で保険金が支払われます。支払限度額の適用方法について詳しく
は、 お支払いする保険金をご覧ください。
Ｄ〜Ｈまでの５タイプ
支払限度額
（万円）
の中から、予想される
免責
損害の程度を基準に適
金額
当と思われるものをお
選びください。できる
だけＥタイプ以上で加
入されるようおすすめ
します。
●団体割引 20％ 適用前の料率です。
●事故発生の場合は、支払保険金相当額が残余の保険期間中の支払限度額から減額されます。ご希望があれば残りの
保険期間につき、追加保険料をお支払いいただくことにより、元の支払限度額まで復元することができます。
●法適合確認業務追加担保特約条項はD 〜 Hタイプと支払限度額を共有します。
●機能不発揮事故（建築設備機能担保特約に基づく事故）については１事故500万円、保険期間中（１年間）1,000万
円が支払限度額となり、上記と異なり復元できません。
●同一の設計により、複数の設備機能に事故が発生しても、発生の時、部分または補修請求の数に関わらず、一回の
事故とみなし、支払限度額および免責金額の規定を適用します。なお、設備機能に発生した事故が、この保険で保
険金をお支払いする他の事故と同時に発生・発見された場合は、免責金額は重ねては適用しません。
②免責金額
事故の際にお支払いする損害保険金のうち一定額を自己負担していただくのが免責金額です。下記
の６種類からお選びください。

７

保険料の計算方法

①年間保険料は、次のように計算します。
保険料 ＝ 設計料および監理料×保険料率×（１＋過去の事故件数による割増引率）
× 80％
（注１）
（注２）
（注３）
（注４）
（注１）
設計料および監理料は、保険契約申込時において把握可能な最近の決算数値（税込金額）により算出します。
その設計料および監理料は、客観的資料または、
「保険料算出基礎数字申告書」により、別途申告していた
だきます。なお、設計料および監理料は、各協力事務所発注分も含みます。千円の単位を四捨五入し１万円
の単位までご報告下さい。
保険期間中の決算数値による保険料の精算は行いません。なおご申告いただいた数値が実際の決算数値に不
足した場合は、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下さい。
（注２）
保険料率は、支払限度額のタイプと免責金額の大きさによって、上記 の表のとおり定めます。
例えば、Ｅタイプで免責金額10万円の場合、料率は、設計料および監理料１万円につき13.36となります。
（注３)過去５年間の保険事故件数により、割増が付加されます。割増率は「 事故割増引」のとおりです。
（注４)団体割引 20％ が適用になります。ご加入事務所数が300人を下回った場合には、割引率を引き下げ保険料の引き上げ等の
変更をさせていただきます。日事連の会員以外の建築士事務所のご契約には団体割引が
適用されません。詳細は添付別紙「ご契約にあたってのご注意点」をご参照下さい。

●この保険の最低保険料は年間30，000円です。
●口座振替手数料100円が別途かかります。なお、日事連の会員以外の建築士事務所は振込手数料をご負担ください。

②保険料計算例（設計料および監理料が3,012万円の場合）
〔日事連の会員〕
設計料および監理料

3,012万円

ご契約タイプ

Ｅタイプ

免責金額

10万円

32,290

〔日事連の会員以外〕
設計料および監理料

3,012万円

ご契約タイプ

Ｅタイプ

免責金額

10万円

口座振込額 ・別途振込手数料が必要となります。

40,240
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８

事故割増引

①ご加入後過去10年間、保険事故が無かった場合には５％の割引が適用されます。
（割引適用後に最低
保険料30,000円を適用します。）
②ご加入後過去５年間の保険事故の件数によって、次の割増率が適用されます。
【保険料30万円未満の場合（注１）
】
事故件数（注２）
１件
２件
割増率
100％
200％

３件
300％

４件以上
（注３）

【保険料30万円以上50万円未満の場合（注１）
】
事故件数（注２）
１件
２件
３件
割増率
80％
160％
240％

４件以上
（注３）

【保険料50万円以上100万円未満の場合（注１）
】
事故件数（注２）
１件
２件
３件
割増率
60％
120％
180％

４件以上
（注３）

【保険料100万円以上の場合（注１）
】
事故件数（注２）
１件
２件
割増率
40％
80％

４件以上
（注３）

３件
120％

●この割増率は、保険契約加入後の継
続期間が５年に満たない場合でも適
用されます。
●最低保険料（30,000円）の場合（保
険料30万円未満の場合）
、過去５年の
事 故 の 件 数 に 応 じ て １ 件60,000円、
２件90,000円、３件120,000円となり
ます。
●日事連の会員以外の建築士事務所の
場合は、保険料にかかわらず【保険
料30万円未満の場合】を適用します。

（注１）保険料は、事故割増引適用前のものとなります。
（注２）過去５年間（保険始期４ケ月前から５年間）の保険事故の件数となります。
（注３）個別にご照会ください。

９

お支払いする保険金

損害額−免責金額＝保険金≦支払限度額
ただし、地質、地形もしくは地盤の組織に関する事象に起因する損害のときは、
（損害額−免責金額）×60％（注）＝保険金≦支払限度額
地盤の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れ、土砂の流入・流出、地下水の増減等による損害
がこれに該当します。
（注）日事連の会員以外の建築士事務所のご契約は、50％となります。
【お支払いする保険金の種類】
被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。
①被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※賠償責任の有無および賠償金額の決定に際しましては、引受保険会
社の同意が必要です。
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、
引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために
必要・有益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書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤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場合において、引受保険会社の求めに応じて協力
するために支出した費用
【保険金のお支払方法】
・上記①〜④については、その合計額から免責金額（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。
ただし、地盤の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入、または地下水の増減等の地質、地形、
地盤組織に起因する損害については上記①〜④の合計額から免責金額（自己負担額）を差し引いた額に60％（注）を乗
じた額を支払限度額内でお支払いします。
（注）日事連の会員以外の建築士事務所のご契約は、50％となります。
・上記⑤の費用についてはその全額がお支払い対象です。
●継続手続きの際に支払限度額等を変更された場合は、
①事故が発見された時に有効な契約で支払うべき保険金
②設計図書・指示書・施工図承認書等を完成引渡しした時に有効な契約で支払うべき保険金
のいずれか低い金額内で、保険金をお支払いします。
なお、保険金の算出にあたり、免責金額は契約時に適用されるものとします。
【注意】
特別約款第１条で補償すべき財物の外形的かつ物理的な滅失または破損がないケース、補償の対象外となる業務で
争われているケース等保険責任が発生しない場合において、弁護士費用等の争訟費用等を含めて、この保険は補償
の対象外となります。
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〔支払限度額の適用方法〕
イ

1億円

継続時減額

引渡し
ロ

事故発見

増額

事故発見

5,000万円

継続時増額

引渡し
ハ

5,000万円
減額

継続時増額（その2）

5,000万円

1億円

1億円
増額 引渡し

1億円

支払限度額
5,000万円

5,000万円

1億円

事故発見

●継続手続きの際に、免責金額のみを変更された場合は、
①事故が発見された時に有効な免責金額
②設計図書・指示書・施工図承認書等を完成引渡しした時に有効な免責金額
のいずれか高い免責金額を適用します。
●2007年４月１日以降Ａ、Ｂ、Ｃタイプが廃止されたことにより、Ｄ〜Ｈへ変更になったご契約者に関しては、㋺・
㋩の例のお取扱いとなります。
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事故の通知

保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したときは、遅滞なく、事故発生および発見
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の必要事項につい
て、書面で日事連サービスまたは引受保険会社にご通知ください。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。

11

事故の査定

事故が発生した場合、責任の有無・賠償額について、保険会社が特に必要と認めた場合は、日事連・
建築士事務所賠償責任保険審査委員会で審議いたします。

12

事務所廃業の場合の取扱い

日事連会員の建築士事務所は、事務所廃業前に遂行した設計業務に起因する損害が、事務所廃業後
に発見された場合に備えて、被保険者が賠償責任を負担することにより被る損害を補償する契約にご
加入いただくことができます。事務所廃業の際には、日事連サービスまでご相談ください。

なお、詳しくは、８ページ以降の普通保険約款・特別約款および特約条項をご参照下さい。
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お申込みにあたって
１

契約形態

①この保険は社団法人日本建築士事務所協会連合会を保険契約者とし社団法人日本建築士事務所協会
連合会会員を被保険者とする建築家職業賠償責任保険団体契約です。保険証券を請求する権利、保
険契約を解約する権利等は社団法人日本建築士事務所協会連合会が有します。但し、各加入者が本
制度より任意で脱退することを妨げるものではありません。
②被保険者は、日事連構成員である建築士事務所となりますので、万一の事故の時の保険金は、原則
として直接各建築士事務所または被害者（詳しくは別紙「ご加入にあたっての注意点」８．先取特
権（※）についてをご参照ください。）宛お支払いし、その結果を日事連に報告します。
（※）先取特権とは、保険法第22条第１項に規定される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。
保 険 期 間：2012年４月１日午後４時〜2013年４月１日午後４時
募集締切日：2012年２月10日
中途加入の保険期間は、毎月25日までに申込みをされた場合、お申込月の翌々月の１日午後４時から
2013年４月１日午後４時までになります。

２

申込手続

①日事連・建築士事務所賠償責任保険加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、ご捺印ください。
②設計料および監理料が分かる客観資料を添付ください。適当な資料がない場合は、保険料算出基礎
数字申告書に必要事項をご記入のうえ①と同一印でご捺印ください。
③預金口座振替依頼書に、金融機関名、口座番号、口座名義等を正確にご記入のうえ、金融機関届出
印をご捺印ください。旧漢字のお名前や肩書きの有無など特にご注意ください。
●毎月25日締切（到着日ベース）で、随時申込受付けを行っておりますので、上記①〜③を日事連事
務局宛ご送付ください。

３

ご契約手順の流れ

８月25日までにお申込みの例（中途加入される場合）

４

注意事項

①この保険は１年契約とし、特定の設計・監理業務のみを対象として、加入することはできません。
②保険料のお支払い方法
●ご指定の金融機関預金口座から自動引落し（毎月27日）により処理させていただきます。なお、引
落し業務は㈱ジャックスが代行いたします。
●金融機関によっては、記帳上の表示が、
「クレジット」
・
「ジャックス」
・
「JACCS」等と異なりますの
で、あらかじめご了承願います。
③賠償責任保険加入証の発行
保険料収納の翌月下旬までに保険会社より直接ご郵送いたします。
④引落し不能の場合は、加入手続きが完了せず保険金がお支払いできない場合がありますのでご注意
下さい。
⑤ご契約内容に変更が生じた場合は、すみやかに日事連事務局または日事連サービスまでご連絡くだ
さい。
⑥共同保険に関するご説明
この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険㈱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、以下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。
引受保険会社
引受割合
東京海上日動火災保険㈱（幹事保険会社）
65％
ゼネラリ保険会社
20％
三井住友海上火災保険㈱
7. 5％
日本興亜損害保険㈱
7. 5％
⑦日事連の会員以外の建築士事務所は、補償内容、契約形態、申込手続等が一部異なりますので、別
途有限会社日事連サービスよりご案内致します。

このパンフレットは、引受規定ならびに約款・特約条項が記載されておりますので大切に保管して下さい。
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賠償責任保険普通保険約款
記載されている場合は、その時刻）に始まり、末日の午後４時に
終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に
発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第６条（告知義務）
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危
険（損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。
）に関す
る重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項と
することによって当会社が告知を求めたもの（他の保険契約等に
関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。
）について、
当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項につ
いて故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または
事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する
書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①⑵の事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場
合または過失によってこれを知らなかった場合（当会社のため
に保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げ
た場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを
告げることを勧めた場合を含みます。
）
③保険契約者または被保険者が事故による損害の発生前に告知事
項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれ
を承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合に
おいて、その訂正を申し出た事実が保険契約締結の際に当会社
に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと
認めるときに限り、これを承認するものとします。
④当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時から１か
月を経過した場合または保険契約締結時から５年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合で
あっても、当会社は、第19条（保険契約解除の効力）の規定にかか
わらず、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を
支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故によ
る損害には適用しません。
第７条（保険金を支払わない場合）
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起
因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争（宣戦の有無を問いません。）、変乱、暴動、騒じょうまたは労
働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮等の天災
第８条（保険金を支払わない場合）
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるか
にかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る
損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合に
おいて、その約定によって加重された賠償責任
②被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財
物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④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
⑤排水または排気（煙を含みます。
）に起因する賠償責任
第９条（調査）
⑴ 被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置
を講じるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも⑴の予防措置の状況を調査し、
かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第10条（通知義務）
⑴ 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（告
知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等にお
いてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限
ります。）が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞
なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、そ
の事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加（告知事項についての危険が
高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計
算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをい
います。以下同様とします。
）が生じた場合において、保険契約者
または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規
定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する
書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを

第１条（保険金を支払う場合）
当会社は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊（以下 ｢事
故｣といいます。
）について法律上の損害賠償責任を負担すること（以下「保
険事故」といいます。
）によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第２条（損害の範囲）
当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するも
のに限ります。
①法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁
済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得する
ものがある場合は、その価額を控除します。
②争訟費用
損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面によ
る同意を得て支出した費用をいいます。
③損害防止軽減費用
第12条（事故の発生）⑴③の規定に基づき被保険者が他人から損
害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行
いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止に
ついて必要なその他の手段を講じた場合（④に規定する場合を除き
ます。
）において、被保険者がその手続または手段のために当会社の
書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。
④緊急措置費用
第12条⑴③の規定に基づき被保険者が必要な手続を行いまたは手段
を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、
被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用ま
たは当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
⑤協力費用
第13条（損害賠償請求解決のための協力）⑴の規定に基づき当会
社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる
場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支
出した費用をいいます。
第３条（用語の定義）
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
身体の障害

定 義
人の傷害および疾病ならびにこれらに起因する後遺障
害および死亡をいいます。
財物
財産的価値のある有体物をいいます。
「有体物」とは、
有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、デ
ータ、ソフトウエアもしくはプログラム等の無体物、
漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電
気もしくはエネルギーを含みません。
損壊
滅失、破損または汚損をいいます。「滅失」とは、財
物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、
詐取および横領を含みません。
「破損」とは、財物が
予定または意図されない物理的、化学的または生物学
的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させる
ことをいいます。
「汚損」とは、財物が予定または意
図されない事由によって汚れることによりその客観的
な経済的価値を減少させることをいいます。
売上高
保険期間中に被保険者が販売または提供する商品また
はサービスの税込対価の総額をいいます。
完成工事高
保険期間中に被保険者が完成させる工事に関する税込
収益の総額をいいます。
賃金
保険期間中に被保険者が労働の対価として被用者に支
払う税込金銭の総額をいいます。
入場者
保険期間中に施設に入場する利用者の総数をいいます。
他の保険契約 第１条（保険金を支払う場合）の損害を補償する他の
等
保険契約または共済契約をいいます。
第４条（責任の限度）
⑴ 当会社は、法律上の損害賠償金については、１回の事故について、
その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、
その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が
支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額（以下「支
払限度額」といいます。）を限度とします。
⑵ 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支
払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超え
る場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を
支払います。
支払限度額
保険金の額 ＝ 争訟費用の額× 法律上の損害賠償金の額
⑶

当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用に
ついては、それらの全額に対して保険金を支払います。
第５条（保険責任の始期および終期）
⑴ 当会社の保険責任は、
保険証券記載の保険期間（以下「保険期間」
といいます。
）の初日の午後４時（保険証券にこれと異なる時刻が
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第16条（保険契約の取消し）
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が
保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面によ
る通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条（保険契約者による保険契約の解除）
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険
契約を解除することができます。
第18条（重大事由による解除）
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契
約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除する
ことができます。
①保険契約者または被保険者が、当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、または
生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺
を行い、または行おうとしたこと。
③①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に
対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な
事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合
であっても、⑴①から③までの事由が生じた時から解除がなされ
た時までに発生した事故による損害に対しては、次条の規定にか
かわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、
既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求す
ることができます。
第19条（保険契約解除の効力）
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条（保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合）
⑴ 第６条（告知義務）⑴により告げられた内容が事実と異なる場
合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保
険料を返還しまたは請求します。
⑵ 第10条（通知義務）⑵の危険増加が生じた場合または危険が減少
した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社
は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過
期間（危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいま
す。
）に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
⑶ 保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠っ
た場合（当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにも
かかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。）
は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ
の保険契約を解除することができます。
⑷ ⑴または⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、
⑶の規定により当会社がこの保険契約を解除することができると
きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既
に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求する
ことができます。
⑸ ⑷の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が
生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
⑹ ⑴および⑵に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契
約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承
認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更
する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険
料との差に基づき計算した、未経過期間（条件を変更する時以降の
期間をいいます。
）に対する保険料を返還しまたは請求します。
⑺ ⑹の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の
請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、
追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契
約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約
に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条（保険料の返還−無効または失効の場合）
⑴ 第15条（保険契約の無効）の規定により保険契約が無効となる
場合は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間（失効した
時以降の期間をいいます。
）に対し日割をもって計算した保険料を
返還します。
第22条（保険料の返還−取消しの場合）
第16条（保険契約の取消し）の規定により当会社が保険契約を取り
消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第23条（保険料の返還−解除の場合）
⑴ 第６条（告知義務）⑵、第10条（通知義務）⑵もしくは⑹、第18
条（重大事由による解除）⑴または第20条（保険料の返還または請
求−告知義務・通知義務等の場合）⑶の規定により当会社が保険
契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間（解除の時以降の
期間をいいます。
）に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

知った時から１か月を経過した場合または危険増加が生じた時か
ら５年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合
であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた
時までに発生した事故による損害に対しては、第19条（保険契約
解除の効力）の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いま
せん。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当
会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生
した事故による損害には適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生
じ、この保険契約の引受範囲（保険料を増額することにより保険
契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会
社が交付する書面等において定めたものをいいます。）を超えるこ
ととなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合で
あっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時まで
に発生した事故による損害に対しては、第19条の規定にかかわらず、
当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金
を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条（保険契約者の住所変更）
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、
保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条（事故の発生）
⑴ 保険事故またはその原因となるべき偶然な事故が発生したことを保
険契約者または被保険者が知った場合は、保険契約者または被保険
者は、次の①から⑤までのすべての事項を履行しなければなりません。
①事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およ
びこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所・氏名を、
また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく
当会社に書面により通知すること。
②他の保険契約等の有無および内容（既に他の保険契約等から保
険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。）
を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の
保全または行使について必要な手続をすることおよび既に発生
した事故に係る損害の発生または拡大を防止するために必要な
その他の一切の手段を講じること。
④あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または
一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措
置については、当会社の承認を得る必要はありません。
⑤損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起
された場合は、直ちにその旨を当会社に通知すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴に規定する義務
に違反した場合は、当会社は、第１条（保険金を支払う場合）の
損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
①⑴①、②または⑤に規定する義務に違反したときは、それによ
って当会社が被った損害の額
②⑴③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大
を防止することができたと認められる額
③⑴④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損
害賠償責任がないと認められる額
第13条（損害賠償請求解決のための協力）
⑴ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費
用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。
この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行
について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由なく⑴の協力の要求に応じない場合は、
当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保
険金を支払います。
第14条（保険料の精算）
⑴ 保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割
合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約の終了後、
遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出し
なければなりません。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約の終了後１年間に限り、
保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を算出するために
必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。
⑶ ⑴および⑵の書類に基づいて算出された保険料（保険証券記載
の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。
）と当会社
が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、
遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還します。
第15条（保険契約の無効）
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を
不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
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②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、
保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める
事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額お
よび事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契
約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当
する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害
について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および
既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保
険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可
欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日から
その日を含めて次に掲げる日数（複数に該当する場合は、そのう
ち最長の日数）を経過する日までに、保険金を支払います。この
場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終
えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①⑴①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防
その他の公の機関による捜査・調査結果の照会（弁護士法に基
づく照会その他法令に基づく照会を含みます。） 180日
②⑴①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑
定等の結果の照会 90日
③災害救助法が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤ま
での事項の確認のための調査 60日
④⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代
替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、
保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、
またはこれらに応じなかった場合（必要な協力を行わなかった場
合を含みます。
）は、これにより確認が遅延した期間については、
⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
第27条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済
契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金
または共済金の額（以下「支払責任額」といいます。
）の合計額が損害
の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済
金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任
額を限度とします。
第28条（時効）
保険金請求権は、第25条（保険金の請求）⑵に定める時の翌日から
起算して３年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条（代位）
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権
を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払
ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
①当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない
損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き
有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済される
ものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社に移転する⑴の債権の保全
および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類
の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が
当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第30条（訴訟の提起）
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に
提起するものとします。
第31条（準拠法）
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠し
ます。

⑵ 第17条（保険契約者による保険契約の解除）の規定により保険契
約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期
間（保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。
）に対し
て別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、そ
の残額を返還します。ただし、保険料が売上高、完成工事高、賃金
または入場者等に対する割合によって定められたものであるときは、
第14条（保険料の精算）⑶の規定に基づいて保険料を精算します。
第24条（先取特権−法律上の損害賠償金）
⑴ 第１条（保険金を支払う場合）の事故につき被保険者に対して
損害賠償請求権を有する者（以下「被害者」といいます。）は、被
保険者の当会社に対する保険金請求権（第２条（損害の範囲）①
の損害に対するものに限ります。以下この条において同様としま
す。
）について先取特権を有します。
⑵ 当会社が第２条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のい
ずれかに該当する場合に限ります。
①被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から
被保険者に支払う場合（被保険者が弁済した金額を限度とします。
）
②被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者
の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が
被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を
行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が
被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、
当会社から被保険者に支払う場合（被害者が承諾した金額を限
度とします。
）
⑶ 保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできま
せん。また、保険金請求権を質権の目的とし、または⑵③の場合
を除き、差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④
の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求する
ことができる場合を除きます。
第25条（保険金の請求）
⑴ 被保険者の保険金請求権は、第２条（損害の範囲）①の損害に
対するものは保険事故による損害が発生した時に、同条②から⑤
までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それ
ぞれ発生します。
⑵ 被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使で
きるものとします。
①第２条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の
和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれか
によって被保険者の損害賠償責任の有無および第１条（保険金
を支払う場合）の損害の額が確定した時
②第２条②から⑤までの損害に対するものは、第１条の損害の額
が確定した時
⑶ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証
拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出
しなければなりません。
①保険金の請求書
②被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調
書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
③被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額
を証明する書類
④被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があ
ったことおよびその金額を証明する書類
⑤第２条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
⑥その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために
欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に
当会社が交付する書面等において定めたもの
⑷ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、⑶に掲げるも
の以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協
力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。
この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、
必要な協力を行わなければなりません。
⑸ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑷に規定する義務
に違反した場合または⑶もしくは⑷の書類に事実と異なる記載を
し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場
合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引
いて保険金を支払います。
第26条（保険金の支払時期）
⑴ 当会社は、被保険者が前条⑶に規定する手続を完了した日（以
下この条において「請求完了日」といいます。
）からその日を含め
て30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の
確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故
の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該
当する事実

別表 （短期料率表）
０ １１ １
既 経 過 ７ １５ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １
ま 日ま かま かま かま かま かま かま かま かま かま かま かま 年ま
で
期 間 日で で 月で 月で 月で 月で 月で 月で 月で 月で 月で 月で 月で
短
料
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期
１０％ １５％ ２５％ ３５％ ４５％ ５５％ ６５％ ７０％ ７５％ ８０％ ８５％ ９０％ ９５％ １００％
率

建築家職業危険特別約款
第１条（保険金を支払う場合）
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険約款」
といいます。
）第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、
被保険者または業務の補助者による設計業務の遂行に起因して発
生した次のいずれかの事由（以下「事故」といいます。
）について、
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
害に対して、保険金を支払います。
①設計業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失また
は破損
②①に起因する他人の身体の障害
③①に起因する他人の財物（①の建築物を除きます。
）の損壊
⑵ 当会社は、⑴①の事故が保険証券記載の保険期間（以下「保険
期間」といいます。
）中に日本国内において発見された場合に限り、
保険金を支払います。

力費用を除きます。
）が保険証券記載の免責金額を超過する場合に
限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当
会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額を
限度とします。
⑵ 地質、地形または地盤の組織に関する事象（地盤の沈下、隆起、
移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入または地下水の増減等
をいいます。
）に起因する損害については、⑴の規定中「その超過
額のみ」とあるのを「その超過額の50％のみ」と読み替えます。
⑶ 第３条（保険金を支払わない場合）③ただし書の場合において、
保険期間開始前に遂行された設計業務に起因する損害について当
会社が支払う保険金の額は、⑴ただし書の規定にかかわらず、こ
の保険契約において支払うべき保険金の額または事故の原因とな
った設計業務の遂行時に締結されていた建築家賠償責任保険契約
において支払うべき保険金の額のうちいずれか低い額を限度とし
ます。
⑷ 当会社は、第２条（用語の定義）の「設計業務」ウの業務に起
因する損害のうち、その業務の対象となった施工図の過誤に起因
するものについては、普通保険約款第２条①の規定を次のとおり
読み替えて⑴から⑶までの規定を適用します。
「 ①法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済
としての支出をいい、次の額を控除したものとします。
ア．被保険者が施工者に対し損害の賠償を請求することができる金
額
イ．被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その
価額
」
第６条（１事故の定義）
支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由
に起因する一連の事故は、発見の時もしくは場所または被害者の数に
かかわらず、
「１事故」とみなし、最初の事故が発見された時にすべて
の事故が発見されたものとみなします。
第７条（求償権の不行使）
当会社は、普通保険約款第29条（代位）の規定に基づき当会社に移
転する権利のうち、業務の補助者に対するものに限り、これを行使し
ません。ただし、損害がこれらの者の故意によって生じたものである
場合を除きます。
第８条（読替規定）
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。

第２条（用語の定義）
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によ
ります。
用 語
業務の補助者
設計業務

建築物

建築家賠償
責任保険契約

定 義
被保険者の使用人その他被保険者の業務を補助する
者をいいます。
被保険者または業務の補助者が、日本国内において
遂行する次の業務をいいます。ただし、イおよびウは、
建築士資格を有する者により行われたものに限りま
す。
ア．設計図書（建築物の建築工事実施のために必要
な図面または仕様書をいいます。
）の作成。
「設計
図書」には、施工図（設計図書を実際に施工に移
す場合に作成される図面をいい、施工の方法・手段・
手順・技術・安全計画等を示す工作図および施工
計画図等を除きます。
）を含みません。
イ．施工者に対する指示書（建築物が設計図書の意
図どおりに実現するように設計図書を補足する図
面または文書をいいます。
）の作成
ウ．施工図承認書の作成
次のものをいいます。
ア．建築基準法第２条第１号が規定する建築物
イ．アの建築物に付属し、これと物理的に一体をな
している工作物
この保険契約の被保険者について当会社との間で締
結されたこの特別約款に基づく保険契約をいいます。

普通保険約款の規定
読替前
第５条（保険責任の始期およ 発生した事故
び終期）⑶、第６条（告知義務）
⑸、 第10条（ 通 知 義 務 ） ⑷、
⑸および⑺、第18条（重大事
由による解除）⑵ならびに第
20条（保険料の返還または請
求−告知義務・通知義務等の
場合）⑸および⑺
第６条⑶③
事故による損害の
発生前
第６条⑷ならびに第10条⑷お 事故による損害の
よび⑺
発生後

第３条（保険金を支払わない場合）
当会社は、普通保険約款第７条（保険金を支払わない場合）および
第８条（保険金を支払わない場合）に規定する損害のほか、直接であ
るか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、
保険金を支払いません。
①建築物の瑕疵。ただし、建築物に外形的かつ物理的な滅失または
破損を生じさせている場合を除きます。
②建築主から提供された測量図または地質調査図等の資料の過誤
③保険期間開始前に遂行された設計業務。ただし、この規定は、そ
の設計業務の遂行時（被保険者が設計図書、指示書または施工図
承認書を完成させ、発注者に引き渡した時をいいます。以下同様
とします。
）に建築家賠償責任保険契約が締結されており、かつ、
これがこの保険契約の保険期間の初日まで有効に継続されていた
場合には適用しません。
④被保険者が事故の発生を予見できた（予見することができたと認
められる合理的な理由がある場合を含みます。
）設計業務
⑤建築物以外の工作物の設計に関する業務。ただし、この規定は、
建築物の建築工事に付帯して行われる基礎工事の設計業務に起因
する損害には適用しません。
⑥原子力事業者が所有、使用または管理する原子力施設の設計業務
⑦展示会、博覧会または興行場等の仮設建築物の設計業務
⑧日本国外の建築物の設計業務
第４条（事故の発見）
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故の発生を知った場合は、普
通保険約款第12条（事故の発生）⑴①に規定する事項のほか、事
故が発見された日時を遅滞なく当会社に書面により通知しなけれ
ばなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の通知を怠った
場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し
引いて保険金を支払います。
第５条（責任の限度）
⑴ 当会社は、普通保険約款第４条（責任の限度）⑴および⑵の規
定にかかわらず、１回の事故について、第１条（保険金を支払う
場合）⑴の損害の額（普通保険約款第２条（損害の範囲）⑤の協

読替後
発見された事故

事故が発見される
前
事故が発見された
後

第９条（普通保険約款等との関係）
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しな
いかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の
規定を適用します。
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建築設備機能担保特約条項（建築家職業危険特別約款用）

大を防止するために講じられた建築物の再構築、再施工、修理、交換
その他の措置に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第３条（読替規定）
この特約条項においては、特別約款を下表のとおり読み替えます。

第１条（保険金を支払う場合）
⑴ 当会社は、
建築家職業危険特別約款（以下「特別約款」といいます。
）
第１条（保険金を支払う場合）⑴に規定する損害のほか、被保険者
または業務の補助者による設計業務の対象となった建築物の設備ま
たは遮音性能（遮音性能は、住宅に関するものに限ります。
）が所定
の技術基準を満たさずに本来の機能を著しく発揮できない状態とな
ったこと（以下「事故」といいます。
）について、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に対して、保険金
を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内にお
いて発見された場合に限り、保険金を支払います。
第２条（用語の定義）
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によ
ります。
用

語

定

特別約款の規定

国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「建築設備設計
基準」に掲げられた給排水衛生設備、電気設備（電
力設備、通信・情報設備）または空気調和設備をい
います。

遮音性能

社団法人日本建築学会編集の「建築物の遮音性能基
準と設計指針」に掲げられた遮音性能をいいます。

住宅

住宅の品質確保の促進に関する法律第２条第１項に
規定された住宅をいいます。

所定の技術基準

次の基準をいいます。
ア．設備に関しては、国土交通大臣官房官庁営繕部
監修の「建築設備設計基準」、「公共建築工事標準
仕様書（機械設備工事編）」およびこれらに準ず
る仕様書等に定められた基準
イ．遮音性能に関しては、建築基準法、住宅の品質
確保の促進に関する法律、社団法人日本建築学会
編集の「建築物の遮音性能基準と設計指針」およ
びこれらに準ずる仕様書（設計標準等を含みま
す。
）等に定められた基準

第４条（普通保険約款等の関係）
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しな
いかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯
される他の特約条項の規定を適用します。
法適合確認業務追加担保特約条項（建築家職業危険特別約款用）
第１条（保険金を支払う場合）
当会社は、建築家職業危険特別約款（以下「特別約款」といいます。）
第１条（保険金を支払う場合）⑴に規定する損害のほか、被保険者ま
たは業務の補助者による法適合確認業務の遂行に起因して発生した次
のいずれかの事由について、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に対して、保険金を支払います。
① 確認業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失また
は破損
② ①に起因する他人の身体の障害
③ ①に起因する他人の財物（①の建築物を除きます。）の損壊
第２条（用語の定義）
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用

免責金額

保険証券に記載された免責金額

⑵

第１条⑴の事故に起因する損害が特別約款により当会社が保険金
を支払う損害と同時に発生または発見された場合は、当会社は、⑴
の免責金額を適用しません。
第４条（読替規定）
この特約条項においては、
特別約款の規定を下表のとおり読み替えます。
読替前

定

義

第３条（読替規定）
この特約条項においては、特別約款第３条（保険金を支払わない場合）
または第５条（責任の限度）⑶およびこの保険契約に付帯される他の
特約条項の規定中「設計業務」とあるのを「法適合確認業務」と読み
替えます。
第４条（普通保険約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しな
いかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保
険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

１事故につき500万円、かつ、保険期間中につき1,000万円

特別約款の規定

語

法適合確認業務 被保険者または業務の補助者が、日本国内において
遂行する次の業務をいいます。
ア．建築士法第20条の２第３項に規定された構造設
計一級建築士が行う構造設計に関する法適合確認
業務
イ．同法第20条の３第３項に規定された設備設計一
級建築士が行う設備設計に関する法適合確認業務

第３条（責任の限度）
⑴ 第１条（保険金を支払う場合）⑴の事故に起因する損害については、
賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。
）第
４条（責任の限度）⑴の「支払限度額」および「免責金額」は、そ
れぞれ次の金額とします。
支払限度額

読替後

第６条（１事故の定義） 同一の原因または事由に 同一の設計業務による
起因する一連の事故
一連の事故

義

設備

読替前

保険責任遡及等特約条項（日本建築士事務所協会連合会用）
（建築家職業危険特別約款用）
第１条（責任の限度）
この保険契約において、建築家職業危険特別約款（以下「特別約款」
といいます。
）第３条（保険金を支払わない場合）③および第５条（責
任の限度）⑶の規定は、被保険者または業務の補助者が初年度契約の
保険期間開始前１年間に遂行した設計業務に起因する損害には適用し
ません。
第２条（用語の定義）
⑴ 特別約款第２条（用語の定義）の「建築家賠償責任保険契約」の
定義を次のとおり読み替えます。

読替後

第６条（１事故の定義） 同一の原因または事由に 同一の設計業務による
起因する一連の事故
一連の事故

第５条（普通保険約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しな
いかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯
される他の特約条項の規定を適用します。

用

語

定

義

建築家賠償責任保険契約 この保険契約の被保険者について損害保険
会社との間で締結されたこの特別約款に基
づく保険契約をいいます。

建築物の滅失・破損に起因しない身体障害担保特約条項
（建築家職業危険特別約款用）
第１条（保険金を支払う場合）
⑴ 当会社は、被保険者または業務の補助者による設計業務の遂行
に起因して発生した他人の身体の障害については、それが設計業
務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損に
よるものであるかどうかにかかわらず、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に対して、保険金を支
払います。
⑵ 当会社は、⑴の身体の障害が保険証券記載の保険期間中に日本
国内において発見された場合に限り、保険金を支払います。
第２条（保険金を支払わない場合）
当会社は、賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険約款」とい
います。
）第７条（保険金を支払わない場合）および第８条（保険金を
支払わない場合）ならびに建築家職業危険特別約款（以下「特別約款」
といいます。
）第３条（保険金を支払わない場合）に規定する損害のほか、
直接であるか間接であるかにかかわらず、身体の障害の発生または拡

⑵

特別約款第２条の規定の末尾に、
「初年度契約」の定義を追加しま
す。
用

語

初年度契約

定

義

損害保険会社がこの保険契約と同一の補償を提供する約
款に基づき同一の記名被保険者を引き受けた保険契約
（以下「同種契約」といいます。
）のうち、その保険期間
の初日が最も早いものをいいます。ただし、初年度契約
以降の同種契約とこの保険契約との間で保険期間が中断
している期間がある場合は、その保険期間の初日が最近
の中断期間より後であるもののうち最も早い同種契約を
初年度契約とします。

第３条（普通保険約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しな
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いかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保
険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

「第20条（保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合）
⑴ 第６条（告知義務）⑴により告げられた内容が事実と異なる場
合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保
険料を返還しまたは請求します。
⑵ 第10条（通知義務）⑴の事実が生じた場合において、保険料率
を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変
更後の保険料率との差に基づき、未経過期間（その事実が生じた
時以降の期間をいいます。
）に対し日割をもって計算した保険料を
返還しまたは請求します。
⑶ 保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠っ
た場合（当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにも
かかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。）
は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ
の保険契約を解除することができます。
⑷ ⑴または⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、
⑶の規定により当会社がこの保険契約を解除できるときは、当会
社は、保険金を支払いません（既に保険金を支払っていた場合は、
その返還を請求することができます。）。
⑸ ⑷の規定は、第10条⑴の事実が生じた場合において、その事実
が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をも
って保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当
会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があ
るときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に
基づき計算した未経過期間（条件を変更する時以降の期間をいい
ます。）に対する保険料を返還しまたは請求します。
⑺ ⑹の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の
請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契
約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支
払います。
」
第３条（保険金の支払時期）
当会社は、普通保険約款第26条（保険金の支払時期）の規定を次の
とおり読み替えます。
「第26条（保険金の支払時期）
⑴ 当会社は、被保険者が前条⑶に規定する手続を完了した日（以
下この条において「請求完了日」といいます。
）からその日を含め
て30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の
確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事
故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に
該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、
保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める
事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険
契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該
当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損
害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権およ
び既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき
保険金の額を確定するために確認することが必要な事項
⑵ ⑴の確認を行うため次に掲げる特別な照会または調査が不可欠
な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からそ
の日を含めて次に掲げる日数（複数に該当する場合は、そのうち
最長の日数）を経過する日までに、保険金を支払います。この場
合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終え
るべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消
防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会（弁護士法に
基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
） 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するために行う専門機関による
鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤
までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための
代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 損害賠償請求の原因となる事由もしくは事実の検証・分析を
行うために特殊な専門知識・技術を要する場合、これらの事由
もしくは事実が過去の事例・判例等に鑑みて特殊である場合ま
たは同一の事故により多数の者の身体の障害または多数の財物
の損壊が生じる等被害が広範に及ぶ場合において、⑴①から④

保険料不精算特約条項
第１条（保険料算出の基礎）
⑴ 賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）
第３条（用語の定義）の規定にかかわらず、この保険契約において
保険料を定めるために用いる次の用語の意味は、それぞれ次の定義
によります。
用語

定 義
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度（１年間）等
売上高
において、被保険者が販売または提供した商品またはサー
ビスの税込対価の総額をいいます。
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度（１年間）等
完成工事高 において、被保険者が完成させた工事に関する税込収益の
総額をいいます。
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度（１年間）等
賃金
において、被保険者が労働の対価として被用者に支払った
税込金銭の総額をいいます。
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度（１年間）等
入場者
において、施設に入場した利用者の総数をいいます。
⑵

当会社は、この保険契約の保険料が⑴に規定するもの以外の金額
または数量に対する割合によって定められる場合においては、⑴に
準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度（１年間）等
におけるその金額または数量を、保険料を定めるために用います。
第２条（保険料精算の不適用）
当会社は、普通保険約款第14条（保険料の精算）⑴および⑶、第23
条（保険料の返還−解除の場合）ならびにこの保険契約に付帯される
特別約款または特約条項の保険料の精算の規定を適用しません。
第３条（保険金計算の特則）
当会社は、保険金を支払う場合において、保険契約者または被保険
者が申告した売上高、
完成工事高、
賃金もしくは入場者または第１条（保
険料算出の基礎）⑵に規定する金額もしくは数量が実際の金額または
数量に不足していたときは、申告された金額または数量に基づく保険
料と実際の金額または数量に基づく保険料との割合により、保険金を
削減して支払います。
第４条（普通保険約款等との関係）
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しな
いかぎり、普通保険約款およびこの特約条項が付帯される特別約款な
らびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
通知等変更特約条項
第１条（通知義務）
当会社は、賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険約款」とい
います。
）第10条（通知義務）の規定を次のとおり読み替えます。
「第10条（通知義務）
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の
内容に変更を生じさせる事実（保険契約申込書その他の書類の記
載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等にお
いてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限
ります。
）が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実
の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責め
に帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅
滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求し
なければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、当会
社に申し出る必要はありません。
⑵ ⑴の事実がある場合（⑷ただし書の規定に該当する場合を除き
ます｡）は、当会社は、その事実について変更依頼書を受領したか
どうかにかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもっ
て、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを
知った時から１か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時か
ら５年を経過した場合には適用しません。
⑷ 保険契約者または被保険者が⑴に規定する手続を怠った場合は、
当会社は、⑴の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保
険者がその発生を知った時から当会社が変更依頼書を受領するま
での間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いませ
ん。ただし、⑴に規定する事実が発生した場合において、変更後
の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除き
ます。
⑸ ⑷の規定は、⑴の事実に基づかずに発生した事故による損害に
は適用しません。
」
第２条（保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合）
当会社は、
普通保険約款第20条（保険料の返還または請求−告知義務・
通知義務等の場合）の規定を次のとおり読み替えます。
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までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の
照会 180日
⑶ ⑵①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵
①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが
明らかになった場合は、当会社は、⑵①から⑤までに掲げる期間内
に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することが
できます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、
保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、
またはこれらに応じなかった場合（必要な協力を行わなかった場合
を含みます。
）は、これにより確認が遅延した期間については、⑴
から⑶までの期間に算入しないものとします。
」
第４条（保険料分割払特約条項が付帯されている場合の読替え）
この保険契約に保険料の分割払を行う特約条項（以下「保険料分割払
特約条項」といいます。）が付帯されている場合において、下表に掲げ
る保険料を返還しまたは請求すべき事由が生じたときは、当会社は、第
２条（保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合）により
読み替えられた普通保険約款および保険料分割払特約条項の規定にかか
わらず、その事由ごとに下表に掲げる方法に従って保険料を返還しまた
は請求します。
事由
保険料の返還または請求の方法
① この特約条項により読み替えら 変更前の年額保険料と変更後の年額
れた普通保険約款第10条（通知 保険料との差に基づき、未経過期間
義務）⑴の事実が生じた場合に（その事実が生じた時以降の期間をい
おいて、保険料率を変更する必 います。）に対し日割をもって計算し
要があるとき。
た保険料を返還しまたは請求します。
② 次のいずれかに該当する規定に 年額保険料から未経過期間（解除の
より、保険契約が解除された場合 時以降の期間をいいます。）に対し日
ア．この特約条項により読み替 割をもって計算した保険料を返還し
えられた普通保険約款第10 ます。この場合において、未払込保
条⑵
険料があるときは、返還する保険料
イ．この特約条項により読み替 と未払込保険料の差額を返還しまた
えられた普通保険約款第20 は請求します。
条（保険料の返還または請
求−告知義務・通知義務等
の場合）⑶

次の特約条項は、日事連の会員の建築士事務所にのみ適用されます。
責任の限度額に関する特約条項（日本建築士事務所協会連合会用）
（建築家職業危険特別約款用）
第１条（責任の限度）
この保険契約において、建築家職業危険特別約款（以下「特別約款」
といいます。）第５条（責任の限度）⑵の規定を次のとおり読み替えます。
「⑵地質、地形または地盤の組織に関する事象（地盤の沈下、隆起、移動、
振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入または地下水の増減等をいいま
す。）に起因する損害については、⑴の規定中「その超過額のみ」とあ
るのを「その超過額の60％のみ」と読み替えます。」
第２条（普通保険約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない
かぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契
約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

㈳日本損害保険協会
そんぽＡＤＲセンター（指定紛争解決機関）
東京海上日動火災保険㈱㳋、 保険業法㳇基㳁㲫金融庁長官
㳊指定㳮受㲭㲻指定紛争解決機関㳃㲞㳧㈳日本損害保険協会
㳄手続実施基本契約㳮締結㲳㳂㲠㳚㲵。 東京海上日動火災保
険㈱㳄㳊間㳃問題㳮解決㳃㲩㳆㲠場合㳇㳋、 ㈳日本損害保険
協会㳇解決㳊申㲳立㳂㳮行㲢㲯㳄㲨㳃㲩㳚㲵。
詳㲳㲫㳋、 ㈳日本損害保険協会㳊㴲㱟㴷㴱㱟㴏㳮㲰覧㲫㲼㲱㲠。
(http://www.sonpo.or.jp/)

0570-022808
受付時間：平日午前9時15分〜午後5時
（土・日・祝日はお休みとさせていただきます。）

第５条（読替規定）
この保険契約に付帯される特別約款または特約条項において、普通保
険約款第10条（通知義務）または普通保険約款第26条（保険金の支払時期）
にかかわる規定がある場合は、それらの規定は、この特約条項の趣旨に
従い読み替えるものとします。
第６条（普通保険約款等との関係）
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない
かぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款およ
び他の特約条項の規定を適用します。

本保険の内容等、詳細については下記にお問い合わせください。

社団法人 日本建築士事務所協会連合会
〒１０４‐００３２ 東京都中央区八丁堀
２‐２１‐６ 八丁堀ＮＦビル
６Ｆ ０３
（３５５２）
１２８１
〒104‑0032
東京都中央区八丁堀2‑21‑6
八丁堀ＮＦビル6Ｆ

お問い合わせ先・取扱代理店

有限会社 日事連サービス
〒１
０
４
‐
０
０
３
２ 東京都中央区八丁堀3‐
２
３
‐
６ 安達ビル5Ｆ
０
３
‐
３
５
５
２
‐
１
０
７
７・FAX ０
３
‐
３
５
５
２
‐
１
０
６
６
〈引受保険会社〉

（担当課）建設産業営業部営業第二課
〒100‑8050 東京都千代田区丸の内1‑2‑1 ☎03(3285)1853
保険会社が経営破綻した場合等の取扱について：
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２
０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８
０％（破綻保険会社の支払停止から３ヶ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１
０
０％）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下さい。
※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、当該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。
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〈団体用〉
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４

