ご契約についてのしおり
各土地改良区様
保険期間 ：2021 年 4 月 1 日～2022 年 4 月 1 日
保険契約者：大分県土地改良事業団体連合会
被保険者 ：本ご契約を申込まれた各土地改良区
（保険の補償を受けられる方）
１．農業用用排水路等の賠償責任保険（注）
保険の内容

メリット

保険金を支払う事故の具体例

農業用用排水路、道路、溜池等の所有者あるいは １）高額な賠償請求に対処できます。
、管理者である市町村土地改良区等が、用排水路 ２）一般住民の権利意識の高揚に伴い財務防
、溜池、道路等の管理上の欠陥等により、第三者

衛と安全策の一環として利用できます。

の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責 ３）保険会社の承認を得て支出した、訴訟費

１）ガードレールが壊れていて、自動車が用排水路
に転落。
２）用排水路のガードネット設置に不備があり、子
供が転落し負傷。

任を負うことによって負担する損害賠償金や、そ

用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に ３）溜池のさくが壊れていた為、子供が転落して負

の他応急手当、訴訟費用などを支払う保険です。

関する費用が保険金として支払われます。

但し、施設からの用水等の排出・流出・溢出また

傷
４）舗装道路に生じた穴に、二輪車の車輪が落ちて

は漏出に起因する損害に対しては保険金を支払い

転倒して負傷。

ません。

てん補限度額と年間保険料

１kmあたりの保険料

身体賠償
種 類

１名あたりの

１事故あたりの

財物賠償の

1事故あたりの

てん補限度額

自己負担額

（2021年4月1日から2022年4月1日までの保険料）
溜

池

用排水路

道 路

てん補限度額

てん補限度額

１号型

2,000万円

１億円

1,000万円

１万円

12,244.40円／km

6,947.49円／km

6,314.40円／km

２号型

2,000万円

１億円

5,000万円

１万円

13,067.60円／km

7,036.194円／km

6,435.36円／km

３号型

3,000万円

１億円

1,000万円

１万円

13,266.40円／km

7,669.365円／km

6,768.00円／km

４号型

3,000万円

１億円

5,000万円

１万円

14,089.60円／km

7,758.069円／km

6,888.96円／km

５号型

3,000万円

３億円

1,000万円

１万円

13,938.00円／km

8,143.74円／km

8,693.28円／km

６号型

3,000万円

３億円

5,000万円

１万円

14,761.20円／km

8,232.444円／km

※用排水路にはﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ（地下部分のみ）を含む

8,814.24円／km

※ため池はため池の外周の距離

（注）「農業用用排水路等の賠償責任保険」とは賠償責任保険普通保険約款（企業用）に「施設所有管理者特約」を付帯した賠償責任保険です
（注) 1 ㎞あたりの保険料 詳細は別紙添付

主な免責事由（保険金をお支払いしない主な場合）：
・保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任
・地震、噴火、洪水もしくはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任
被保険者が所有、使用、管理する財物の滅失、き損または汚損につき、その財物に対して正当な権利を有
する者に対し負担する賠償責任
・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障害によって生じた賠償責任
・被保険者と他人との間に賠償責任に関する特別な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
・施設からの用水等の排出・流出・溢出または漏出に起因する賠償責任
・用排水路の内、地下部分以外のパイプラインに起因する賠償責任
（保険契約申込書および保険証券添付の「施設賠償責任保険追加免責特約」によります。）
農業用施設賠償責任保険の保険料（用排水路・道路）の計算方法
※計算方法が身体分と財物分をそれぞれ分けた単価を計算して、合計するようになりました。
（例）用水路１号型の場合
総延長（注）（km）×上記の保険料＝保険料（１円単位を四捨五入し１０円単位とします）
総延長

÷ 1,000 × ｋｍあたり保険料 ＝ 保険料

1,434ｍ ÷ 1,000 ×

5,896.80 円 （身体単価）

1,434ｍ ÷ 1,000 ×

417.60 円 (財物単価)

＝ 8，456.01 （1 円単位を四捨五入）≒ 8，460 円（身体）
＝

８，４６０(身体)＋６００（財物）＝ 保険料合計 ９,０６０円
（注）ため池の場合は外周の距離にて計算

598.84 （1 円単位を四捨五入）≒

600 円（財物）

２．土地改良施設管理活動中の傷害総合保険
保険の内容

申 込 み

保険金を支払う事故の具体例

土地改良施設の管理に従事する人が急激かつ

申込みは連合会会長による一括申込み扱いと

管理作業中や現場見回り、又は賦課金の徴収（往復途上を

偶然な外来の事故により傷害を被った時に支

なりますので、保険会社所定の傷害総合保険

含む）。

払う保険です。

申込書の提出は不要です。
支払限度額と保険料

補
死亡・後遺傷害

償

内

容

入院保険金（日額）

通院保険金（日額）

１年間１人あたり

１年間１人あたり

保険料（掛金）

保険料（掛金）

※団体割引ありの場合
３００万 円

３００万 円

２００万 円

２００万 円

２，０００ 円

３，０００ 円

１，５００ 円

２，０００ 円

１，０００ 円

２，０００ 円

１，０００ 円

１，５００ 円

※団体割引なしの場合

１２，５９０円

１３，２２０円

（準記名式１）

（準記名式１）

１８，６２０円

１９，５５０円

（準記名式２）

（準記名式２）

１０，２１０円

１０，７２０円

（準記名式３）

（準記名式３）

１３，２３０円

１３，８９０円

（準記名式４）

（準記名式４）

※各パターン毎の加入人数が２０名以上の場合は団体割引の適用がございます。（各改良区毎ではなく全体で）
各土地改良区の加入状況を確認してから団体割りの適否を精査いたします。団体割引が適用できない可能性もございます
のでその際はご了承願います。

準記名式

（全員付保）契約について

Ⅰ．契約の概要
準記名式契約とは、契約締結時に契約者側に被保険者（保険の対象となる方・以下同じ）となりうる者の名簿を備え付けている
ことを条件として、保険契約申込書への被保険者の記名を省略する契約です。
この準記名式契約でご締結されれば、被保険者の名義変更や個人名義の申し込みが不要となり事務手続きの簡素化ができます。
（改良区等からの申込時に加入する人数の報告だけで契約が出来ます。ただし、死亡保険金の受け取りは法定相続人に限定される
ことと、今回の保険申し込みは連合会会長名義で一括して申し込みを行いますので連合会には名簿を控えておく必要があります。
新規加入団体については名簿の提出、既加入団体で名義が変わればその都度報告をお願い致します。）
Ⅱ．契約規定
１）保険契約者は大分県土地改良事業団体連合会・被保険者は土地改良区等の構成員（構成員に準ずる者）。
２）対象保険種目は傷害総合保険（管理下中の傷害危険補償特約・往復途上傷害危険補償特約付帯）となります。
※往復途上の補償は下記のイ、ロの要件のいずれをも充足する場合に限り補償することができます。
イ 被保険者が土地改良区の管理等に参加する目的をもって住居を出発する前に、被保険者が大分県土地改良事業団体連
合会の備える名簿により確定していること。
ロ 土地改良区の管理等の開催日、開催場所が活動計画表および活動状況に関する実行状況日誌等の客観的資料によりで
きること。

土地改良施設管理活動中の傷害総合保険の保険料の計算方法
計算方法は今までと変更ありません。
（例）準記名式１(団体割引あり)の場合
保険契約される人数 × 上記の保険料（準記名式１） ＝
３名 ×

12,590 円

保険料

＝ 37，770 （1 円単位を四捨五入）≒ ３７，７７０ 円

※保険の内容についてご不明な点は、下記取扱代理店までご照会ください。
※詳しくは別途、大分県土地改良事業団体連合会ご契約についてのしおりをご覧ください。
※事故が発生した場合は、ただちに取扱代理店または弊社までご通知ください。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いでき
ない場合がございますので、十分ご注意ください。
※個人情報のお取扱について
損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品･
各種サービスの案内･提供、等を行うために取得･利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等
（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者及び
被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供する事があります。なお、保険医療等のセンシティブ情報（要配慮個人
情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個
人情報の取扱いに関する詳細（国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイトを
ご覧くださるか、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願います。

（お問い合せ先）
取扱代理店

引受保険会社

株式会社 エージェント別大支店

損害保険ジャパン株式会社 大分支店 別大支社

大分市東春日町17-19 大分ソフィアプラザビル4 階

大分市末広町2-10-22 損保ジャパン大分ビル6 階

担当 辛島 誠一

ホームページ：https://www.sompo-japan.co.jp/
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