一般社団法人 東京都産業資源循環協会 推奨

令和 4 年 8月作成

一般社団法人 東京都産業資源循環協会正会員企業の皆様へ

『東産協あんしんパッケージ』
※

のご案内

異物混入により破損した機械の
修繕・取替費用等を補償したい企業様へ

「中間処理施設専用機械保険」
をご用意致しました。

▶P.3

以降

をご確認ください。

コロナ感染 を含む

業務災害補償を見直したい企業様へ

「経営ダブルアシスト」
をご用意致しました。

貴社の企業防衛、メンタルヘルス対策のお役に立てる、
時代にピッタリの労災対策をご提案します。

取扱代理店
引受保険会社

今なら最大

約

56 %

割引

さらに健康経営優良法人認定
割引5%が適用される場合も
あります。

▶P.15

以降

をご確認ください。

東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
東京海上日動火災保険株式会社

◆保険加入要件：一般社団法人

東京都産業資源循環協会正会員企業

※東産協あんしんパッケージとは、機械保険並びに業務災害総合保険のペットネームです。

協会ご挨拶

会員企業限定『東産協あんしんパッケージ』について
一般社団法人

東京都産業資源循環協会

拝啓 会員企業の皆様に於かれましては時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、日頃より、 当協会事業推進に多大なるご尽力・ご高配を賜りまして厚くお礼申し上げます。
さて、 当協会は何か会員企業の皆様のためにお役に立てないかとの思いの下、 当協会賛助会
員である東京海上日動火災保険株式会社と検討し、この度会員企業様限定の『東産協あんし
んパッケージ』を発売することと致しました。
このパッケージは二つの保険からなり、 ひとつは会員企業の皆様が使用する「中間処理施設
機械」 が異物混入により破損した場合の修繕・部品取替費用等を補償する保険です。
本保険の特徴は、 排出事業者の委託基準違反の責に関わらず、 機械破損の事実をもって損害
を補償するところにあります。既に保険事故適用例も発生しておりご加入企業様からは大変喜
ばれております。
掛け金の面では、東京都の優良性基準適合認定の「産廃エキスパート」や「産廃プロフェッショ
ナル」 に加えて、 環境省の優良産廃処理業者認定制度において 「優良認定業者」 の認定を
取得の企業様の掛け金を安くしております。
このパッケージのもう一つの保険は、 昨今のコロナ対応につきましては会員企業の皆様に於
かれましても様々な策を講じられているかと思いますが、 会員企業様の役員・従業員の方々が
「コロナに感染」して死亡・入院・通院・手術した場合定額補償する最大約 56％割引の低廉
な保険料の会員企業の皆様専用の保険です。
本保険はコロナ対応だけでなく「業務災害定額補償」 ならびに企業向けの 「賠償補償（パワ
ハラ・セクハラ等の雇用関連を含む）」も補償致します。
この機会に会員企業の皆様の信用を高め、さらに、 事業の安定と発展のために是非『東産協
あんしんパッケージ』の活用についてご検討いただければ誠に幸甚です。
本パッケージに関して、ご質問やもっと詳しい説明を聞きたい等のご要望がございましたら当
協会提携先の本パッケージ連絡窓口である東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社ま
でご遠慮無くお申し付け下さい。
尚、 本保険連絡窓口である東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社の担当者が訪問
しました際には、 何卒ご引見頂きます様宜しくお願い申し上げます。
敬具
令和 4 年 8 月吉日

【お問合せ先】
東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社 本店営業第一部
担当：靍田 剛平（携帯：070 ｰ 4212 ｰ 0146 メール：g_tsuruta@web-tac.co.jp）
住所：〒 103-0027 東京都中央区日本橋 1-19-1
電話：03-3243-7022
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『東産協あんしんパッケージ』
のご案内

中間処理施設専用機械保険について
（「中間処理施設専用機械保険」は、
「異物混入による破損のみ担保特約」等をセットした機械保険のペットネームです。）

本保険の特色

1
2
3
4
5

東京海上日動火災保険（株）が、一般社団法人東京都産業資源循環協会
正会員企業様向けの「破砕機破損事故」の損害保険として開発した商品です。
異物混入による中間処理施設の機械破損事故を補償します。
異物混入により中間処理施設の機械が破損した場合の修繕・部品取替等の必要経費を補償
する保険です。

＊補償範囲を「異物混入による破損事故」に限定している点が、通常の機械保険と異なる点です。

刃の交換費用については、１事業社につき１保険期間中に 3 回を限度に修理費に
含めて保険金をお支払いたします。
※前年に保険金をお支払いした場合、今年度の保険期間中は１回を限度とします。
（※1）
東京都の「優良性基準適合認定」、環境省の「優良産廃処理業者認定制度」
を受けた正
会員企業様に対して、
「安全性反映割引」を適用できます。

（※1）詳細はP3の「安全性反映割引」欄をご参照ください。

機械の購入金額が 1,000万円、自己負担額が 50万円 の場合、年間掛け金（保険料）は
86,870円（※2、※3）となります。
（※2）コンクリート破砕機以外を想定しております。
（※3）保険料算出等詳細はP8の下段をご参照ください。

本保険の対象者
一般社団法人 東京都産業資源循環協会正会員の産業廃棄物処理業者とします。
産業廃棄物処理業者…「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
（以下「廃棄物処理
法」といいます。）第 14 条または第 14 条の 4 に基づいて都道府県知事または政
令市長の許可を受けた処理業者であって中間処理施設を有する業者をいいます。
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安全性反映割引
下記認定を取得済みの企業様は『掛け金（保険料）』をさらに割安にしております。
産廃エキスパート

東京都の優良性基準適合認定

産廃プロフェッショナル

環境省の優良産廃処理業者認定制度

優良認定業者

※「収集運搬業」or「中間処理業」のどちらかまたは両方で「優良性基準適合認定」を取得していれば、取得認定に応じた割引が適
用可能です。破砕機の設置場所が東京都以外の場合でも、上記条件を満たしていれば割引適用可能です。

対象となる機械（具体例）
破砕機

粉砕機

プレス機

シュレッダー

圧縮梱包機

焼却炉

切断機

チェーンクラッシャー

選別機

コンベア

破袋機
洗浄機

減容機
その他

保険金をお支払いする主な場合
保険契約の適用となっている機械が異物混入により破損した場合その修繕費や買い替
えによる部品取替費用等について補償します。ただし、免責金額を差し引きます。
例えば次のような事故の場合に保険金をお支払します。

異物混入による機械の破損事故
①鉄塊等の混入により破砕機の刃が破損
②スプレー缶がクラッシャー型の破砕機に入り、変形
③アルミ窓枠が破砕機にたたかれ塊となり、破砕機の摩耗部品を破壊
④スパナが混入し機械破損
⑤ガスボンベが破砕機に入り爆発、破損
※本保険では、
加入日以前に発生した機械の破損については保険金をお支払いたしません。
（なお保険金請求権は 3 年以内となります。）
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保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合は保険金をお支払いいたしません。
（１）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金（損害保険金、再発防
止コンサルティング費用保険金または残存物取片づけ費用保険金をいいます。以下同様とします。）を
支払いません。
① 保険契約者、被保険者（保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役ま
たは法人の業務を執行するその他の機関）、これらの者の代理人または保険の対象の使用もしく
は管理を委託された者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者（そ
の者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）また
はその者の代理人の故意または重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除
きます。
③ 保険の対象の瑕疵。ただし、保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者に代わって保険の対
象を管理する者もしくはこれらの者の使用人が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵
を除きます。
④ 騒擾およびこれに類似の集団行動（群衆または多数の者の集団の行動によって、数世帯以上、ま
たはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、
（３）①
の暴動に至らないものをいいます。）
⑤ 労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑥ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
⑦ 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災（洪水、高潮等を除きます。）
⑧ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ（崖崩れ、地滑り、土石流また
は山崩れをいい、落石を除きます。）、落石等の水災
⑨ 土地の沈下、移動または隆起
⑩ 置き忘れ、紛失、盗難、詐欺または横領
（２）当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象を仮修理その他の応急措置により運転または使用している間に生じた損害
② ソフトウェアまたはプログラム等の無体物に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時
に損害を受けた場合は、この規定を適用しません。
③ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き、
その他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に支障をきたさ
ない損害。
（3）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害事故が拡大して生じた損害、および発生
原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。）に対
しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
）
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下同様とします。）もしくは核燃料物質によって汚染され
た物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特
性による事故。
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
（4）当会社は、保険の対象の製造者または販売者が被保険者に対し法律上または契約上責任負うべき損
害に対しては、保険金を支払いません。
（5）当会社は、保険証券添付の加入依頼書の「破砕機」欄において「コンクリート破砕機以外」が選択さ
れた保険の対象について、コンクリートの破砕に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
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お支払いする保険金の種類
（1）損害保険金
①損害保険金の支払い額
損害保険金は、保険の対象を事故直前の稼働可能な状態に復旧するために要する修理費
等から、免責金額を差し引いたものを支払います。
計算式

損害保険金＝損害の額（修理費（※ 1）+ 損害防止費用−残存物価額）
−免責金額
（※ 1）修理費…新部品費、解体費、材料費、検査費、運搬費、組立・据付費、試運転・調整費、諸経費等

a. 修理費および損害防止費用の合計額が新調達価額を超える場合は、新調達価額を限度と
いたします。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情を除き、損害が生じた日か
ら1 年以内に事業場に復旧を行わなかった場合は、損害が発生した時における機械設備・
装置の時価額（新調達価額から使用による減価を差し引いた額）が限度になります。
b. 次の費用は損害の額に含まれません。
（a）国際航空輸送、貸切輸送により特に要した増加運賃、海外からの技術員派遣費用
（＊）国内航空運賃、深夜・休日勤務の割増賃金等は保険金が支払われます。

（b）仮修理費用（本修理に含まれないもの）、模様替えまたは改良による増加費用、損傷
を受けた部分の修理に伴い他の部分の交換に要した費用
（c）保険の対象の損傷の修理に必要なものを除き、
イ. 分解整備、乾燥、清掃の費用
ロ . 凝固、閉塞、他物の付着、浸水等の状態の取り除き費用
②比例てん補
保険金額が事故時における保険の対象の新調達価額に不足していた場合には、次の算式に
よって算出した額を損害保険金としてお支払いします。
計算式

損害保険金＝損害の額×保険金額 / 新調達価額−免責金額
③免責金額の適用
1 回の事故により、2 以上の保険の対象が損害を受けた場合は、それぞれの保険の対象に
ついて損害の額から免責金額を差し引いた額を算出し、それを合算したものを損害保険金と
して支払います。
④損害防止費用
事故が発生した際の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用は、損害
の額に含めて支払われます。

▼

（2）残存物取片付け費用保険金
損害保険金の 10％の範囲内で保険の対象の残存物の取片付けに要した費用（取り壊し費用、
取片付け清掃費用および搬出費用）を支払います（実額払）
。 保険金額の外枠払
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（3）安定化処置費用保険金
保険金を支払うべき事故により罹災し、機械、機械設備または装置のさびまたは腐食等による
損害の発生または拡大を防止するために、ベルフォア社による安定化処置が実施されたときに、
その安定化処置費用を補償します。
（4）再発防止コンサルティング費用保険金（再発防止コンサルティング費用担保特約）
損害保険金が支払われる場合において、被保険者が再発防止コンサルティング費用（※ 1）を支出
したときは、被保険者が支出した再発防止コンサルティング費用の額と下記記載の支払限度額
のいずれか低い額を再発防止コンサルティング費用保険金としてお支払いします。
（※ 1）再発防止コンサルティング費用とは被保険者が外部のコンサルティング会社に依頼して実施した異物混入の再発防止につ
いてのコンサルティングに要する費用のうち、必要かつ不可欠と認められるものをいいます。

支払損害保険金と再発防止コンサルティング費用保険金の支払限度額の連動は以下の通りです。

▼

①支払損害保険金が 1,000 万円未満の場合
10万円

▼

②支払損害保険金が 1,000 万円～ 5,000 万円未満の場合
30万円

▼

③支払損害保険金が 5,000 万円以上の場合
50万円

（5）
保険金支払後の保険契約
保険金支払後も保険金額は減額されません（自動復元）。ただし、1 事故による損害保険金の
額が保険金額（保険金額が新調達価額を超える場合は、新調達価価額とします。）の 80％を
超えた時は、その対象にかかる保険契約は終了します。
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事故が起きたら
万が一事故が発生した場合には、取扱代理店である東京海上日動あんしんコンサルティング株式会
社までご連絡ください。ただちにご連絡をいただけませんと保険金を削減してお支払する場合があ
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。

ご契約金額（保険金額）
保険金額は、機械の新調達価額（※ 1）とします。
（※ 1）新調達価額とは保険の対象である機械と同種同能力の機械設備・装置を新たに取得するのに要する価額を指し、所在地において、
稼働可能な状態に設置するために要する運賃、組立費、試運転費および関税、消費税等のすべての費用を含みます。

ご契約期間（保険期間）
1. ご契約期間（保険期間）は、令和 4年10月20日午後4時～令和 5年10月20日午後4時までの 1
年間です。
（このご契約期間（保険期間）中に発生した事故について保険金をお支払します。ただ
し、本保険に最初に加入された日以降に発生した事故に限ります。なお、事故が発生した時点で
加入している契約の補償内容で補償されます。）
2. 本保険に途中からご加入頂く方のご契約期間（保険期間）は、中途加入申込締結日（毎月 10 日）
の属する月の 20 日午後 4 時～令和 5 年 10 月 20 日午後 4 時までです。
3. 途中で本保険より脱退
（解約）される場合、脱退日
（解約日）当日から本保険の補償はなくなります。
また、引受保険会社が定める短期料率表に従い保険料精算を行います。

保険料

本保険の保険料は年一括払とします。

◆保険料算出の基礎は破砕機（機械）の新調達価額となりますので、機械の取得金額や取得年が
分かる資料をお手元にご用意ください。
（ただし複数の機械に保険をかける場合は、それぞれの機械ごとに保険料を算出した上で合算し
た金額がお支払保険料となります。）

具体的な保険料算出方法は次ページに記載してあります。

最低保険料
保険料の計算結果が次の金額を下回る場合は次の金額が保険料となります。

1,000 円
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保険料算出方法
Ⅰ
機械の保険金額（万円）

Ⅱ

×

基本料率

×

Ⅲ

=

割引係数

保険料
（円）

Ⅰ
機械の保険金額：機械の新調達価額とします。新調達価額とは保険の対象である機械と同種同能力の
機械設備・装置を新たに取得するのに要する価額を指し、所在地において、稼働可
能な状態に設置するために要する運賃、組立費、試運転費および関税、消費税等の
すべての費用を含みます。

Ⅱ
基本料率：東京都の優良性基準適合認定、環境省の優良産廃処理業者認定制度の認定取得有無と
機械の種類により以下のパターンに分かれます。
認定制度

基本料率

認定基準

コンクリート破砕機以外

コンクリート破砕機

産廃エキスパート

124.1

496.4

産廃プロフェッショナル

142.7

570.8

環境省の優良産廃処理業者認定制度

優良認定業者

158.9

635.6

―

未取得

175

700

東京都の優良性基準適合認定

※「産廃エキスパート」「産廃プロフェッショナル」
「優良認定業者」に該当する企業様は、認定取得を証明できる資料のご提
出が必須となります。

Ⅲ
割引係数：保険事故が発生した際における保険契約者の免責金額を設定します。
以下の 3 つからご選択頂けます。
免責金額（万円）

割引係数

10

0.95

50

0.7

100

0.5

※事故発生状況により、基本料率や補償内容を変更させて頂く場合がございます。

保険料算出例
前提：機械の購入金額が 1,000 万円（新たに取得したペットボトル破砕機）。
「産廃エキスパート」を取得しており免責金額が 50 万円の場合。

Ⅰ
機械の保険金額（万円）

1,000

（購入金額）

×
×

Ⅱ
基本料率

▼
124.1

（基本料率）

8

×
×

Ⅲ
割引係数

=

保険料（円）

0.7

=

86,870（円）

（割引係数）

ご加入手続きおよび保険料のお払込み
1. ご加入手続き
①令和4年10月20日からご加入頂く場合
別紙加入依頼票にご記入・ご捺印、保険料の振込日時・金額が確認できる振込依頼書（コピー）
を同封頂き、令和 4年10月7日（金）までに次ページの加入依頼票送付先宛にお送りください。
また、優良性基準適合認定の「エキスパート」
「プロフェッショナル」
「優良産廃処理業者」の認
定を取得済み企業様の場合、別途認定を証明できる資料（コピー）を添付してください。
例 . 認定証、認定マークが入った名刺、都の許可証（認定取得の記載がある場合のみ）etc

②中途で当月の 20 日からご加入いただく場合
別紙加入依頼票にご記入・ご捺印、保険料の振込日時・金額が確認できる振込依頼書（コピー）
を添付の上、加入希望月の当月 10 日必着で次ページの加入依頼票送付先宛にお送りください。
保険料は取扱代理店の東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社までお問い合わせください。
2. 保険料のお払込
①令和4年10月20日からご加入頂く場合
加入依頼票記載の合計保険料を令和 4 年 10 月 7 日（金）までに着金するように次ページ記載
の保険料振込口座に電信扱（または文書扱）でお振込みください。
②中途で当月の 20 日からご加入頂く場合
加入依頼票記載の合計保険料を加入希望月の当月 10 日までに次ページ記載の保険料振込口座
に着金するようにお振込みください。
※振込手数料は加入者様のご負担となります。
※加入依頼票、保険料のお振込み期日がともに毎月 10 日ですが、10 日が祝祭日の場合
その直前の営業日が期日になります。
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保険料払込期日
1 年間加入の場合
○ 中途より加入の場合

令和4年10月7日（金）
（着金）
加入希望月の当月10 日（着金）

○

※保険料を上期の期日までにお振込み（着金）頂けない場合は、加入月が 1 ヵ月遅れてしまいますのでご注意願います。
上記日付が祝祭日の場合その直前の営業日が期日になります。

加入依頼票送付先
〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング 8 階
東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
TEL：03-3243-7022

FAX：03-3243-7037

保険料振込口座
みずほ銀行・渋谷支店（店番号210） 普通預金口座番号（8184899）
名義

一般社団法人

東京都産業資源循環協会

付保証明書について
全体のご加入件数によっては付保証明書のお届けが、ご加入日から1ヵ月以上かかる可能性がござ
います。何卒ご了承くださるようお願い申し上げます。

次年度以降の更新契約について
次年度以降の更新につきましては、保険金のお支払状況、弊社全体のお引受実績、再保険マーケッ
ト等の変動要素を加味して基本料率の見直しを行う可能性がございます。あらかじめご了承ください。

おわりに
このパンフレットは中間処理施設専用機械保険の内容についてご紹介したものです。詳細は、引受
保険会社よりご契約者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款によります。保険約款内
容の確認をご希望される場合は、団体までご請求ください。また破砕機専用機械保険の内容につい
て、ご不明な点がありましたら代理店または引受保険会社におたずねください。
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中間処理施設専用機械保険にご加入いただく皆様へ
◆この書面は中間処理施設専用機械保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報および特にご注意
いただきたい情報を記載したものです。ご加入の前にパンフレットその他商品の仕組みや補償内容などを記
載した書面（以下「パンフレットなど」といいます。）と併せて必ずお読みいただき、内容をご確認のうえご
加入いただきますようお願い申し上げます。
◆この保険の「契約概要のご説明（商品内容をご理解いただくために特に重要な情報）」については、パンフレッ
トなどでご確認ください。
◆この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。さらに詳しい内容をお知りに
なりたい場合は、パンフレットなどに記載の問い合わせ先までお問い合わせください。
◆この保険は一般社団法人東京都産業廃棄物協会を契約者とし、一般社団法人東京都産業廃棄物協会正会員企
業を被保険者とする中間処理施設専用機械保険団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約す
る権利は一般社団法人東京都産業廃棄物協会が有します。

ご加入いただける方の範囲

◇この保険は、あらかじめ協会により認められた範囲の方（その協会の正会員企業など）以外ご加入になれま
せん。ご加入の際は、ご加入頂ける方の範囲をパンフレットなどにて必ずご確認ください。
◇お客様（加入依頼人）がご加入頂ける方の範囲外となった場合、必ずパンフレットなどに記載のお問い合わ
せ先までご連絡ください。

引受条件（ご契約金額）

◇ 1 回の事故でお支払する保険金のご契約金額（保険金額）を、お客様（加入依頼人）が所有する機械の新調
達価額で設定頂きます。実際のご契約金額（保険金額）につきましては、加入依頼票をご確認ください。
◇お支払いする保険金の種類などによりましては、お支払いする保険金の限度額が個別に設定されています。
詳細は「パンフレット」をご覧ください。

告知義務・通知義務など

1. ご加入時における注意事項（告知義務）

加入依頼票等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項（告知事項）です。ご契約時に告知
事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項に
ついて事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払できないことがあります。
＊引受保険会社の代理店には、告知受領権があります。

2. ご加入後における注意事項（通知義務など）

ご加入後に加入依頼票等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみ
やかにご契約の代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金を
お支払いできないことがあります。また変更の内容によってご契約を解除することがあります。通知事項には
次のようなものがあります。
＊保険の対象の用途または仕様を変更すること。等
＊通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にもご契約の代理店または引受保険会
社にご連絡ください。

ご加入時・ご加入後にご注意頂きたいこと

（1）保険料の払込みについて
◇保険料（一時払）はご契約者と東京海上日動との間で約定した所定の方法および期日に従いお払込みください。
なお、所定の方法および期日に従ったお払込みがない場合は、ご契約期間（保険期間）の初日以降でも取扱
代理店または東京海上日動が保険料を領収する前に生じた事故に対しては、保険金をお支払いできません。

解約

◇解約される場合は、パンフレットなどに記載のお問い合わせ先にご連絡ください。
◇解約に際しては、既に経過したご契約期間（保険期間）に対する保険料と既にお払込いただいた保険料に応
じて、保険料を返還または請求させていただくことがあります。
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重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部
または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険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等を
生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が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場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合
等

事故が発生した場合のお手続き

1. ただちにご連絡ください。

万一事故が発生した場合には、次のいずれかにただちにご連絡ください。ただちにご連絡をいただけませんと
保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。

・取扱代理店（ご連絡先は、パンフレットに記載しています。）
・東京海上日動 本店損害サービス部 企業財産・専門賠責損害サービス
TEL:03-3515-7505【受付時間：平日 9 時～ 17 時】

2. 保険金請求に必要となる書類について

◇事故のご連絡を頂いた場合には、取扱代理店または東京海上日動より保険金請求手続き（保険金請求に際し
てご提出頂く書類、請求できる保険金の種類など）に関してご案内いたします。
◇東京海上日動にご提出頂く保険金請求書類は、下表の書類のうち東京海上日動が別途ご提出をお願いするも
のです。
ご提出いただく書類
（1）保険金請求の意思確認または保険金請求権の確
認のために必要な書類

書類の例
保険金請求書、戸籍謄本（除籍謄本）
、印鑑証明書、
委任状、住民票、など
事故状況報告書、損害状況報告書、罹災証明書、メー
カーや修理業者などからの原因調査報告書、事故証
明書、主務官庁・公的機関などへの届出（写）など

（2）事故日時、事故状況および事故原因などの確認
のために必要な書類
（3）損害の範囲または損害の
額を算出するために必要
な書類

費用の支出を示す領収書、修理見積書（請求書）
、写真、
図面（写）費用明細書など

費用に関するもの

（4）公の機関や関係先への調査のために必要な書類

個人情報の取扱に関する同意書など

（5）東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出する
ために必要な書類

他の保険契約などから支払われた保険金の支払内容
を記載した支払内訳書など

3. 保険金のお支払時期について

◇東京海上日動に対する保険金請求権は、保険金の種類によってそれぞれ発生の時期が異なりますので、取扱
代理店または東京海上日動にお問い合わせください。なお、保険金請求権については時効（3 年）がありま
すので、ご注意ください。
◇東京海上日動は「上記 2. 保険金請求に必要となる書類について」の保険金請求書をご提出いただいてから、
その日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いしま
す。ただし、必要な事項を確認するために特別な照会または調査が不可欠な場合には、所定の期間を経過す
る日までに保険金をお支払いします。所定の期間については、取扱代理店または東京海上日動までお問い合
わせください。
◇必要な事項を確認するために特別な照会または調査を開始した後、所定の期間を経過する日までに保険金を
お支払いする見込みがないことが明らかになった場合には、被保険者（この保険の補償を受けられる方）と
協議の上、上記の「所定期間」を延長させて頂くことがあります。

4. 他の保険契約などがある場合の保険金のお支払について

＊この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基
づいて保険金をお支払いします。
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5. 補償の重複に関するご注意

補償内容が同様の保険契約（特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合は、補償が重複
することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、
いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のう
え、ご契約の要否をご検討ください。

個人情報の取扱いに関するご案内
保険契約者である企業または団体は東京海上日動火災保険株式会社に本契約に関する個人情報を提供い
たします。東京海上日動火災保険株式会社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保
険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの
案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、
保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、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範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保
険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本
損害保険協会等と共同して利用すること
③東京海上日動火災保険株式会社と東京海上グループ各社または東京海上日動火災保険株式会社の提携先
企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、
その担保権者に提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ (http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/)
をご参照ください。

機械入替時の補償期間について
保険申込と保険始期日に一定日数開きがありますので、機械入替時と補償開始のタイミングがずれる可能性が
ございます。申込のタイミングによっては、一定日数補償されない期間が生じる可能性がございます。詳しく
は取扱代理店の TAC までお問い合わせください。

「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について
引受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 20 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る））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 80％（破綻保険会社の支払停止から 3 か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 100％）まで補償されます。
※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、その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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『東産協あんしんパッケージ』
のご案内

中間処理施設専用機械保険に関するご意見・ご相談窓口

（おかけまちがいにご注意ください）

取扱代理店：東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
〒 103-0027 東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング 8 階
TEL:03-3243-7022
FAX:03-3243-7037
受付時間 平日 9:00 ～ 17:00（土日、祝日は除きます。）

東京海上日動の保険に関する指定紛争解決機関のご連絡先

（おかけまちがいにご注意ください）

東京海上日動は、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。東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、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
ナビダイヤル（通話料有料）

そんぽ ADR センター >

0570-022808

受付時間：平日の午前 9 時 15 分～午後 5 時（土日、祝日、年末年始を除きます。）
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.or.jp/）
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経営ダブルアシストについて
役員・従業員
賠償補償
定額補償
向けの

新型コロナウイルス対応

企業向けの

商品特長

1
2
3

4

業務災害・通勤災害に伴う企業および社長・役員個人 の法律上の
賠償責任を最大１名あたり5億円/１災害あたり10億円まで補償します！
（＊1）
（＊2）
（＊3）
政府労災の給付決定を待たずに企業に保険金をお支払いします！
（＊1）精神疾患（メンタルヘルス疾患）、脳疾患・心疾患等は政府労災の給付が決定された場合にお支払いします。
なお、使用者賠償責任については政府労災の決定を待つ場合があります。
（＊2）法定外補償規定による見舞金・弔慰金として被災者やそのご家族にお渡しいただけます。
（＊3）
ご加入時に「業務災害総合保険契約の締結等に関する確認書」をご提出いただきます。補償対象者代表の方の署名が必要です。

（＊4）
精神疾患・脳・心疾患などの疾病や自殺を補償します！
（＊5）
熱中症や日射病、通勤途上のケガも補償します！
（＊4）政府労災の給付が決定された場合に保険金をお支払いします。
（＊5）業務中のケガはもちろん、熱中症・日射病などの「業務に起因して生じた症状」を補償します。また、通常経路の通勤途上のケガも補償します。

従業員の人数報告は不要で簡単。
パート・アルバイトの方も自動的に補償対象になります！
派遣社員・構内下請作業員も補償します！建設業の下請はもちろん、
（＊6）
貨物自動車運送事業の場合は、下請運送事業者 も補償します！

★ オプション

（＊6）事業主・役員（★）、従業員、パート・アルバイト、建設業の下請負人、貨物自動車運送事業の下請負人（★）、構内下請作業員（★）、派遣労働者（★）も補償します。

5
6

三大疾病・介護休業時に企業が負担する社会保険料などの費用を補償（★）し、
補償・サービスの両面で
「健康経営（＊7）」
「仕事と三大疾病（がん・急性心筋梗塞
または脳卒中）治療・家族介護の両立」
を支援します！

ただし、付帯できないケースがあります。
（＊7）
「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

★ オプション

従業員の皆様の健康増進等にも活用できる、
健康経営アシストサービスの職場復帰支援サービス（＊8）をご利用いただけます!

（＊8）本サービスは補償対象者である従業員または役員の方が、三大疾病(がん・急性心筋梗塞または脳卒中)・介護により「三大疾病・介護休業時事業継続費用補償
特約条項」に規定する保険金の支払対象となる事由に該当したときにご利用いただけます。

7

建設業の場合、
「経営事項審査制度」の加点ポイントになります！

8

パワハラ・セクハラ・マタハラ行為に対する
管理責任や不当解雇等に伴う、企業、社長・役員個人および管理職の
法律上の賠償責任を最大３,000万円まで補償（★）します！
ただし、付帯できないケースがあります。

9

★ オプション

（＊10）
保険料は全額損金処理（＊9）
の上、満期時の保険料精算は不要です！

(＊9)個人事業主本人に対する保険料は除きます。
(＊10)今後の法改正により変更となる場合があり、実際の税務処理につきましては税理士にご相談ください。
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のご案内
今なら最大

補償内容

約

企業をお守りする補償

56 %

割引

さらに健康経営優良法人認定割引5%
が適用される場合もあります。

主なオプション補償

基本補償

●雇用関連賠償責任補償

パワハラ・セクハラ・マタハラ行為等に対
する管理責任や不当解雇等により、企業、
役員、管理職の方等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を
補償します。

●使用者賠償責任補償
従業員の方等が業務上の事由または
通勤により被った身体障害について、
企業、役員の方等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
を補償します。

●三大疾病・介護休業時事業継続費用補償

補償対象者が三大疾病（がん・急性心筋
梗塞または脳卒中）による休業または介
護休業を連続して30日を超えて取得した
場合に、被保険者が負担した営業継続費
用等（従業員の職場復帰に資する費用等）
を補償します。

●法律相談費用補償
従業員の方等が業務遂行に起因する
と疑われる身体障害を被り、企業、役員
の方等があらかじめ引受保険会社
（東
京海上日動）
の同意を得て弁護士等に
法律相談を行った場合の法律相談費
用を補償します。

●メンタルヘルス等
業務上疾病対策費用補償

補償対象者の精神疾患（メンタルヘルス
疾患）
、脳疾患・心疾患等について、政府労
災保険の給付申請が行われた場合に所定
の保険金
（定額）
を企業にお支払いします。

役員・従業員の皆さんをお守りする補償
基本補償

主なオプション補償

●役員・事業主等フルタイム補償
役員・個人事業主・政府労災特別加入者（役員（個人事
業主）
・海外派遣者を除く）の傷害リスクを24時間補
償（ケガに関して業務中・業務外を問わず補償）します。

●死亡補償・後遺障害補償
補償対象者が業務に従事中または
通勤中に身体障害を被り、身体障害
を被った日からその日を含めて180
日以内に死亡された場合または後
遺障害を被られた場合に補償され
ます。

※個人事業主・政府労災特別加入者（役員
（個
人事業主）
・海外派遣者を除く）
を補償対象
者とする場合、本特約のセットを必須とします。

●退職時一時金補償

従業員の方が精神疾患（メンタルヘルス
疾患）、脳疾患・心疾患等または１〜７級に
相当する後遺障害を被り、その直接の結
果として退職したときに補償されます。

●地震・噴火・津波危険補償

●入院補償・通院補償・手術補償
補償対象者が業務に従事中または
通勤中に身体障害を被り、身体障害
を被った日からその日を含めて180
日以内に入院または通院
（往診を含
みます。）
された場合や、公的医療保
険制度における医科診療報酬点数
表により手術料の算定対象として列
挙されている手術または先進医療
に該当する所定の手術を受けられ
た場合に補償されます。

補償対象者の業務中の地震・噴火これ
らによる津波等による身体障害を補償
します。また、
これらによって貴社が負
担する法律上の賠償責任も補償します。

HOSPITAL

●針刺し事故等による感染症危険補償（＊）
医療、看護、衛生、医療廃棄物の処理その
他医療関係の業務に従事中に、針刺し事
故 や 血 液 の 粘 膜 へ の 付 着 等 によって
HCV、HIVに感染した場合等に補償します。

＊お客様の業種が医療業または社会福祉又は介護事業である場合に、
本補償をセットできます。

業種別の保険料例
産業廃棄物業

10,380円

月々

運送業

月々

25,740円

【上記保険料の契約条件】
新型コロナ
●以下の条件で試算した保険料になります。業種：産業廃棄物業 運送業 売上高：1億円（役員24時間補償）、オプション無し
ウイルス
＜従業員＞死亡・後遺障害1,000万円、入院日額10,000円、通院日額3,000円、使用者賠償責任補償（1名・1災害につき1億円）
対応
＜ 役 員 ＞死亡・後遺障害1,000万円、入院日額10,000円、通院日額3,000円
●月払保険料のほかに制度維持費500円が毎月加算されます。
●上記事例は参考例です。実際の保険料算出には売上高と業種の情報が必要です。詳しくは代理店または引受保険会社におたずねください。
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ご利用いただけるサービス
健康経営アシストサービス
ストレスチェックサービス

メンタルケア・ホットライン

WEB上で従業員の皆様のストレスチェックを実施し、
チェック結果
を個人宛にフィードバックします。
また、事業者様には集団的分析
の結果をご提供します。

従業員のメンタルヘルスケア・カウンセリングサービスにより、
メンタ
ル面が原因の休職・退職が増えてきた、
うつ病で悩んでいる従業員
がいる、
といった悩み・ご相談にお応えします。

メディカルアシスト

介護アシスト

お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救
急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。

介護に関するご相談に電話でお応えします。また、ご高齢者の
生活を支える各種サービスを優待条件でご紹介します。

緊急医療相談

インターネット介護情報サービス
情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕方や介護
保険制度の内容等、介護に関する様々な情報をご提供します。

常駐の救急科の専門医および看護師が、緊急医療相談に24時間お
電話で対応します。

医療機関案内

電話介護相談

夜間・休日の受付を行っている緊急病院や、旅先での最寄りの医療
機関等をご案内します。

社会福祉士・ケアマネジャー・看護師等が、公的介護保険制度の内容
や利用手続、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続、認
知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた
「もの忘れチェック
プログラム」
をご利用いただくことも可能です。

予約制専門医相談
様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で専門的な医療・健康電話
相談をお受けします。

がん専用相談窓口

各種サービス優待紹介＊2

がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソー
シャルワーカーがお応えします。

「家事代行」
「食事宅配」
「リフォーム」
「見守り・緊急通報システム」
「福祉
機器」
「有料老人ホーム・高齢者住宅」
「バリアフリー旅行」
といった高齢
者の生活を支える各種サービスを、優待条件でご紹介します。

転院・患者移送手配＊1

＊2 サービスのご利用にかかる費用はサービスご利用者のご負担となりま
す。お住まいの地域ややむを得ない事情によって、サービスの利用までに
日数を要する場合やサービスをご利用いただけない場合、優待条件でご
利用いただけない場合があります。

転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の手
配の一切を承ります。
＊1 実際の転院移送費用は、このサービスの対象外です。

職場復帰支援サービス
キャリアコンサルタント＊3が、スマートフォンやタブレット、対面（東京・大阪）等で個別面談に応じることで、三大疾病＊4・介護に
より休職された方の職場復帰に向けた心理面のサポートを行い、就業に関する意思決定を促して復職の早期化につなげます。
※本サービスは補償対象者である従業員または役員の方が「三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項」
に規定する保険金の支払対象となる事由に該当した
ときにご利用いただけます。
＊3 2016年4月に創設された国家資格であり、
「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと」
(職
業能力開発促進法第２条第5項)を業とする専門家です。
＊4 がん、急性心筋梗塞または脳卒中をいいます。

経営・労務サポートサービス
経営支援・診断サービス

法律・税務・労務ホットライン

公的助成金、労務リスク、就業規則、事業承継等に関する簡易診
断を行います。
また、診断結果に基づく社会保険労務士等の専門
家の訪問による相談・アドバイスを実施します。

法律・税務・労務に関するご相談に、弁護士、税理士、社会保険労
務士等の専門家がお応えします。

※各サービスは、引受保険会社のグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
※サービスメニューの内容は、変更・中止となる場合があります。なお、一部の地域では、ご利用いただけないサービスもありますので、あらかじめ
ご了解ください。
※各サービスの詳細は「健康経営アシストサービス/経営・労務サポートサービス サポートブック」をご参照ください。
代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店と有効に成立したご契約については、引受保険会社と直接
締結されたものとなります。
このチラシは、
「経営ダブルアシスト（業務災害総合保険）」の概要を紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。なお、約款はご契約者
である団体の代表者にお渡しする予定です。必要に応じて団体までご請求ください。また、パンフレットには、ご契約上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、保険期間の終了時
まで保管してご利用ください。ご不明な点等がある場合は、代理店までお問い合せください。ご加入者と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者（複数の場合には全員）にご
説明いただきますようお願い申し上げます。
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本保険連絡窓口
本保険につき、ご質問のある方は下記までお問い合わせください。
取扱代理店

東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
〒 103-0027 東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング8階
TEL：03-3243-7022
FAX：03-3243-7037
受付時間 平日 9:00 ～ 17:00（土日、祝日は除きます。
）
※東京海上日動の代理店は保険会社（東京海上日動）との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理
業務等の代理業務を行っております。

引受保険会社

東京海上日動火災保険株式会社 （担当課）本店営業第三部 鉄道運輸室
〒 100-8050 東京都千代田区大手町 1-5-1
TEL：03-5223-3232
FAX：050-3385-5807
受付時間 平日 9:00 ～ 17:00（土日、祝日は除きます。
）
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一般社団法人

東京都産業資源循環協会

Tokyo Industrial Waste Association

所在地：〒 101-0047 東京都千代田区内神田 1-9-13 柿沼ビル 7F
TEL：03-5283-5455（代） FAX：03-5283-5592

令和4年8月作成 22-TC03478

