
「アシストプラン」は「教職員賠償責任保険」のペットネームです。

一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター（指定紛争解決機関）

加入対象者（被保険者）

0570－022808 IP電話からは03ｰ4332ｰ5241をご利用ください。
受付時間：平日 午前9時15分～午後5時
（土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。）＜通話料有料＞

個人情報の取扱いに関するご案内

千葉県学校生活協同組合員の皆様へ 2017年10月作成

アシストプラン

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、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。（http://www.sonpo.or.jp/）

　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。

のご案内

千葉県学校生活協同組合の組合員である教職員等（＊）

2018年4月1日 午後4時 ～ 2019年4月1日 午後4時までの1年間
中途加入の場合の募集は2回あります。補償期間は
❶2018年6月1日午後4時 ～ 2019年4月1日午後4時
❷2018年10月1日午後4時 ～ 2019年4月1日午後4時までとなっております。

●取扱団体

●加入手続き・補償内容・事故連絡については

0120-24-6294

【取扱代理店】 
千葉県学校用品株式会社 
〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10（千葉県教育会館新館） 
TEL 043-225-8263 （受付：平日9：00～17：00）

【引受保険会社】 
東京海上日動火災保険（株） （担当課）千葉支店営業課
〒260-0031 千葉市中央区新千葉1-4-3  WESTRIO千葉フコク生命ビル11階
TEL 043-301-7740 （受付：平日9：00～17：00）

千葉県学生協がおすすめします！

加入対象者
（被保険者） （＊）この保険において「教職員等」とは、「学校教育法に規定する校長および教員」、「部活動を指導する教育関係の職員」、

「学校事務職員（学校に勤務する行政職員を含みます）」、「学校用務員（学校に勤務する技能職員を含みます）」をいいます。
※教育委員会・教育事務所の職員の方は加入できません。
再度、学校に復職した際に改めて加入していただくことになります。

※認定こども園の職員の方につきましては、幼稚園教諭免許をお持ちの方以外ご加入できません。

※現在ご加入の方につきましては、募集期間終了までにご加入者の方からの特段のお申し出または保険会社からの連絡がな
い限り、当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。

保険期間

201７年12月1日（金） ～ 201８年2月２８日（水） 千葉県学校用品必着
中途加入の場合は
❶2018年3月1日（木） ～ 2018年5月18日（金）
❷201８年7月２日（月） ～ 20１８年9月1８日（火）まで受け付けております。

募集期間

千葉県学校生活協同組合
〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10（千葉県教育会館新館）

お問い合わせ先

2017年10月作成  17-T05593

おすすめPOINT!
POINT

1 教職員賠責は最高1億円補償
POINT

2 管理職の先生の管理・教職員への監督責任についても対象!
POINT

3 1か月あたり、600円の負担で大きな安心
POINT

4 退職後の請求も5年間補償

注: 詳しくはP2の保険金の種類・支払限度額をご覧ください

千葉県学校生活協同組合の組合員である教職員等（＊）
（＊）この保険において「教職員等」とは、「学校教育法に規定する校長および教員」、「部活動を指導する教育関係の職員」、「学校事務職員（学校に勤務する行

政職員を含みます）」、「学校用務員（学校に勤務する技能職員を含みます）」をいいます。
※教育委員会・教育事務所の職員の方は加入できません。
再度復職した際に改めて加入していただくことになります。

校長先生 教頭先生 教諭・講師 事務職員・用務員
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アシストプラン（教職員賠償責任保険）の特徴

アシストプラン（教職員賠償責任保険）とは
学校で発生した事故について、クラス担任やクラブ顧問
の先生が個人として訴えられたり、管理職の立場にある先
生（校長・教頭）が個人として訴えられ、教職員への管理責
任を追及されるケースが増えてきています。
例えば教職員個人に対して民法上の責任を追及する損害賠
償請求がなされた場合に、それに対応（応訴）するための「弁護
士費用」等の争訟費用については、教職員個人が負担せざる
を得ない場合があります。
千葉県学生協では、組合員の皆様の生活を守るために、こう
いった経済的負担を補償する保険制度をご案内いたします。

保険料

保険金の種類・支払限度額

アシストプラン（教職員賠償責任保険）Q&A 

(＊)教職員等としての業務
 教育基本法に規定する教育の目的を実現するために教職員等が行う業務。課外活動を含みます。
 ・学校事務職員として行う業務　・学校用務員として行う業務

学校で発生した事故については基本的に学校が法律上の責任
を負いますが、教育活動に関してクラス担任・クラブ顧問の先
生個人が訴えられ、損害賠償請求がなされた場合に、先生個人
が負担せざるを得ない争訟費用等を補償いたします。

体育の授業中、プールで生徒が溺死し、担当教諭が
損害賠償を請求された。

教職員等としての業務（＊）を対象とします。1

管理職の立場にある先生（校長・教頭）が、学校で発生した事故
について個人として訴えられ、教職員等への管理責任を追及
された場合に、個人が負担せざるを得ない争訟費用等を補償
します。

授業中に小学生が同級生にケガを負わされた事故で、
担任教師に児童の動静注視義務違反があるとして、
担任教師ともに学校長が損害賠償を求められた。

管理職の先生の管理・監督責任についても対象とします。3

対人対物事故による争訟費用のみならず、人格権侵害や児童・
生徒に対する処分に基づき被ったとされる経済的損害（逸失利
益の補償など）等の損害賠償請求にかかる争訟費用について
も補償します。

授業中に生徒に対して行った指導が、名誉毀損などの
人格権侵害に当たるとして、担当教諭が損害賠償を
求められた。

人格権侵害等の争訟費用も対象とします。2

住民訴訟※に職員個人として、補助参加する場合の訴訟費用等、被保険
者が教職員等としての業務を遂行することに起因して、保険期間中に
住民からの請求が提起された場合に被る損害についても補償します。
※地方自治法第242条の2第1項第4号によるものをいいます。 地方
公務員の教職員等である場合が対象です。

学校のプール給水中に施設管理員の過失により生じた
溢水事故について、学校長に溢水水量に相当する
水道料を請求することを求める住民訴訟※がなされた。

住民訴訟※も対象となります。4

加入者が退職した後、在職中の業務による行為に起因して請
求がなされた場合、退職日の属する保険期間の末日から5年
以内になされた請求についても保険金お支払いの対象となり
ます（保険期間末日までに保険契約から脱退をされていない
等の条件がございます。）。
（※教育委員会等へ出向した場合も、該当します。）

退職後の請求も5年間補償します。5

お支払いする保険金の種類

年間保険料

●争訟費用
次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。

1被保険者あたり
1請求・保険期間中

初期対応費用支払限度額を限度として
お支払いします。

訴訟対応費用支払限度額を
限度としてお支払いします。

賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等

●訴訟対応費用

●初期対応費用

支払限度額・お支払い方法

被保険者が遂行する教職員等業務につき行った行為に伴って、保険期間中に事故（※）が
発生した場合に、被保険者がその事故について初期対応を行うために支出した次の費用
（その金額および使途が社会通念上妥当と認められるものに限ります。）
（※）「事故」とは、次のアからエまでのいずれかの事由をいいます。

ア．他人の身体の障害
イ．他人の財物の損壊等（滅失、破損、汚損、紛失、盗取または詐取）
ウ．他人の人格権の侵害（他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。）の原因と思
われる不当行為（不当な身体の拘束、口頭・文書または図画等による表示、秘密の漏えい）

エ．教職員等が行った児童・生徒・学生に対する法的処分もしくは事実行為としての
懲戒または調査書等の学業成績の表示。ただし、児童・生徒・学生またはその扶養
者の経済的損害の原因となると認められるものに限ります。

●事故現場の保存費用、事故状況の調査・記録費用、写真撮影費用、事故原因調査費
用、事故現場の取り片付け費用
●被保険者が事故現場、身体の障害を被った者の自宅またはその者が入院している医療
施設に赴くために必要な交通費・宿泊費などの費用
●通信費
●身体の障害を被った方に対する見舞金（香典を含みます。）または見舞品の購入費用
●これらに準ずる（見舞金・見舞品購入費用を除く）費用

1億円

7,200円
中途加入の場合の

保険料
❶6,000円
❷3,600円

1被保険者あたり1事故

うち、対人事故の見舞金または見舞品の
購入費用は1事故において
被害者1名につき3万円限度

500万円

1被保険者あたり1請求 500万円

現在、全国で2万人以上の教職員等の方が、「教職員賠償責任保険」
や「公務員賠償責任保険」にご加入されています。

※ご加入者数が1,000人を下回った場合には、保険料の引き上げまたは保険金額の引き下げ等の変更をさせていただきますので、予めご了承
ください。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お問い合わせください。

損害賠償請求、不当利得の返還請求または住民訴訟による提訴請求の訴えが保険期間
中に提起された場合に、被保険者が応訴のために支出した次の費用（その金額および使
途が社会通念上妥当と認められるものに限ります。）
❶交通費または宿泊費　❷事故の再現実験費用　❸意見書・鑑定書の作成費用
❹相手方当事者または裁判所に提供する文書の作成費用

いずれも、支出前や賠償責任の承認前に引受保険
会社の同意が必要となりますのでご注意ください。
争訟費用と法律上の賠償金の合算額について、上
記の支払限度額を限度にお支払いいたします。

ただし、不当利得返還金、税金、罰金、科料、過料、課徴金、特別の約定等により加重
された賠償金等、補償の対象とならないものもございますのでご注意ください。

●法律上の損害賠償金

加入者は何人ぐらいいるのか？Q1

損害賠償請求を受けた場合または提訴や訴訟告知を受けた場合
は、速やかに千葉県学校用品（株）へ連絡してください。提訴または
訴訟告知を受けた場合の保険金請求では、「訴状」と「口頭弁論期
日呼出、答弁書催告状」のコピーを千葉県学校用品（株）へ提出して
いただきます。更に保険金の支払対象と認められた後、保険金請求
書類を提出していただきます。

加入者が損害賠償請求を受けた場合
または提訴や訴訟告知を受けた場合の
保険金請求手続きは？

Q4

係争中とは裁判上のものに限定せず、初年度契約
の保険期間の初日より前に学校の設置者に対して
提起されていた訴訟の中で申し立てられていた事実
と同一または関連する事実に起因する請求等につ
いては、補償の対象外となります。

初年度契約保険加入時点で「係争中」のものは
対象外とききましたが？

Q5

退職後、在職中の教職員等としての業務に起因して、退職日の属す
る保険契約の保険期間の末日から5年以内になされた請求について
は、退職日の属する保険契約の保険期間の末日に請求されたものと
して、保険金のお支払いの対象として取扱います。
ただし、退職の場合に退職日の属する保険契約の保険期間終了ま
でに脱退した場合等には、補償はされません。詳細はお問い合わせく
ださい。

退職後の補償等はどうなる？Q2

弁護士へ支払うべき着手金、成功報酬金はもちろんのこと、訴訟に関し
て必要な法定の費用を争訟費用と言い訴訟前の弁護士相談費用も含
まれます。教職員賠償責任保険では弁護士費用等の争訟費用の支払
限度額および保険期間中の限度額は損害賠償金の支払限度額と共
通（合算）で、1請求あたりかつ保険期間中1億円となっています。
ただし、いずれの費用も事前に引受保険会社の同意が必要となりま
す。（なお、争訟費用で対象とならない訴訟に係る費用の一部につい
ては「訴訟対応費用」で補償される費用がございます。）

弁護士費用等とは？Q3

教育委員会等に出向している期間は、加入できません。
（※手続きが必要になりますので、学生協に申し出ください。）　注意

1か月あたり600円の負担で大きな安心！
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アシストプラン（教職員賠償責任保険）の特徴

アシストプラン（教職員賠償責任保険）とは
学校で発生した事故について、クラス担任やクラブ顧問
の先生が個人として訴えられたり、管理職の立場にある先
生（校長・教頭）が個人として訴えられ、教職員への管理責
任を追及されるケースが増えてきています。
例えば教職員個人に対して民法上の責任を追及する損害賠
償請求がなされた場合に、それに対応（応訴）するための「弁護
士費用」等の争訟費用については、教職員個人が負担せざる
を得ない場合があります。
千葉県学生協では、組合員の皆様の生活を守るために、こう
いった経済的負担を補償する保険制度をご案内いたします。

保険料

保険金の種類・支払限度額

アシストプラン（教職員賠償責任保険）Q&A 

(＊)教職員等としての業務
 教育基本法に規定する教育の目的を実現するために教職員等が行う業務。課外活動を含みます。
 ・学校事務職員として行う業務　・学校用務員として行う業務

学校で発生した事故については基本的に学校が法律上の責任
を負いますが、教育活動に関してクラス担任・クラブ顧問の先
生個人が訴えられ、損害賠償請求がなされた場合に、先生個人
が負担せざるを得ない争訟費用等を補償いたします。

体育の授業中、プールで生徒が溺死し、担当教諭が
損害賠償を請求された。

教職員等としての業務（＊）を対象とします。1

管理職の立場にある先生（校長・教頭）が、学校で発生した事故
について個人として訴えられ、教職員等への管理責任を追及
された場合に、個人が負担せざるを得ない争訟費用等を補償
します。

授業中に小学生が同級生にケガを負わされた事故で、
担任教師に児童の動静注視義務違反があるとして、
担任教師ともに学校長が損害賠償を求められた。

管理職の先生の管理・監督責任についても対象とします。3
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お支払いする保険金の種類

年間保険料

●争訟費用
次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。

1被保険者あたり
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初期対応費用支払限度額を限度として
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訴訟対応費用支払限度額を
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賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等

●訴訟対応費用

●初期対応費用

支払限度額・お支払い方法

被保険者が遂行する教職員等業務につき行った行為に伴って、保険期間中に事故（※）が
発生した場合に、被保険者がその事故について初期対応を行うために支出した次の費用
（その金額および使途が社会通念上妥当と認められるものに限ります。）
（※）「事故」とは、次のアからエまでのいずれかの事由をいいます。

ア．他人の身体の障害
イ．他人の財物の損壊等（滅失、破損、汚損、紛失、盗取または詐取）
ウ．他人の人格権の侵害（他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。）の原因と思
われる不当行為（不当な身体の拘束、口頭・文書または図画等による表示、秘密の漏えい）

エ．教職員等が行った児童・生徒・学生に対する法的処分もしくは事実行為としての
懲戒または調査書等の学業成績の表示。ただし、児童・生徒・学生またはその扶養
者の経済的損害の原因となると認められるものに限ります。

●事故現場の保存費用、事故状況の調査・記録費用、写真撮影費用、事故原因調査費
用、事故現場の取り片付け費用
●被保険者が事故現場、身体の障害を被った者の自宅またはその者が入院している医療
施設に赴くために必要な交通費・宿泊費などの費用
●通信費
●身体の障害を被った方に対する見舞金（香典を含みます。）または見舞品の購入費用
●これらに準ずる（見舞金・見舞品購入費用を除く）費用

1億円

7,200円
中途加入の場合の

保険料
❶6,000円
❷3,600円

1被保険者あたり1事故

うち、対人事故の見舞金または見舞品の
購入費用は1事故において
被害者1名につき3万円限度

500万円

1被保険者あたり1請求 500万円

現在、全国で2万人以上の教職員等の方が、「教職員賠償責任保険」
や「公務員賠償責任保険」にご加入されています。

※ご加入者数が1,000人を下回った場合には、保険料の引き上げまたは保険金額の引き下げ等の変更をさせていただきますので、予めご了承
ください。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お問い合わせください。

損害賠償請求、不当利得の返還請求または住民訴訟による提訴請求の訴えが保険期間
中に提起された場合に、被保険者が応訴のために支出した次の費用（その金額および使
途が社会通念上妥当と認められるものに限ります。）
❶交通費または宿泊費　❷事故の再現実験費用　❸意見書・鑑定書の作成費用
❹相手方当事者または裁判所に提供する文書の作成費用

いずれも、支出前や賠償責任の承認前に引受保険
会社の同意が必要となりますのでご注意ください。
争訟費用と法律上の賠償金の合算額について、上
記の支払限度額を限度にお支払いいたします。

ただし、不当利得返還金、税金、罰金、科料、過料、課徴金、特別の約定等により加重
された賠償金等、補償の対象とならないものもございますのでご注意ください。

●法律上の損害賠償金

加入者は何人ぐらいいるのか？Q1

損害賠償請求を受けた場合または提訴や訴訟告知を受けた場合
は、速やかに千葉県学校用品（株）へ連絡してください。提訴または
訴訟告知を受けた場合の保険金請求では、「訴状」と「口頭弁論期
日呼出、答弁書催告状」のコピーを千葉県学校用品（株）へ提出して
いただきます。更に保険金の支払対象と認められた後、保険金請求
書類を提出していただきます。

加入者が損害賠償請求を受けた場合
または提訴や訴訟告知を受けた場合の
保険金請求手続きは？

Q4

係争中とは裁判上のものに限定せず、初年度契約
の保険期間の初日より前に学校の設置者に対して
提起されていた訴訟の中で申し立てられていた事実
と同一または関連する事実に起因する請求等につ
いては、補償の対象外となります。

初年度契約保険加入時点で「係争中」のものは
対象外とききましたが？

Q5

退職後、在職中の教職員等としての業務に起因して、退職日の属す
る保険契約の保険期間の末日から5年以内になされた請求について
は、退職日の属する保険契約の保険期間の末日に請求されたものと
して、保険金のお支払いの対象として取扱います。
ただし、退職の場合に退職日の属する保険契約の保険期間終了ま
でに脱退した場合等には、補償はされません。詳細はお問い合わせく
ださい。

退職後の補償等はどうなる？Q2

弁護士へ支払うべき着手金、成功報酬金はもちろんのこと、訴訟に関し
て必要な法定の費用を争訟費用と言い訴訟前の弁護士相談費用も含
まれます。教職員賠償責任保険では弁護士費用等の争訟費用の支払
限度額および保険期間中の限度額は損害賠償金の支払限度額と共
通（合算）で、1請求あたりかつ保険期間中1億円となっています。
ただし、いずれの費用も事前に引受保険会社の同意が必要となりま
す。（なお、争訟費用で対象とならない訴訟に係る費用の一部につい
ては「訴訟対応費用」で補償される費用がございます。）

弁護士費用等とは？Q3

教育委員会等に出向している期間は、加入できません。
（※手続きが必要になりますので、学生協に申し出ください。）　注意

1か月あたり600円の負担で大きな安心！
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〈国家賠償法と教職員賠償責任保険の関係について〉

　公務員たる教職員の場合、民法の特別法である国家賠償法によって国または地方自治体が責

任を追及され、教職員自身に故意・重過失がなければ、教職員個人が法律上の損害賠償金（また

は争訟費用）を負担することはありません。

　しかし、実際には教職員個人に対して民法上の責任（民法709条、415条）を追及する訴訟も起

こされており、その訴訟に対応するための「弁護士費用」等の争訟費用については、教職員個人が

負担せざるを得ない場合があります。

〈民法上の損害賠償責任〉

教職員個人に対する損害賠償請求の法的根拠は、次の2つが考えられます。

①不法行為責任（民法709条）

教職員が故意・過失により生徒または保護者に損害を与えた場合（なお、故意による損害はこの
保険契約の対象外となります）

②債務不履行責任（民法415条）

教職員が生徒を安全に指導・教育するという義務に反したことにより、生徒に損害を与えた場合

こんなときに保険金をお支払いします

図工の授業中誤って同級生に目を刺されて、小学校2
年生が負傷した事故について担当教諭に動静注視義
務違反の過失があるとして4,500万円請求

●公開されている過去の地裁判決の事例から抜粋したものです（本保険の支払い事例ではございません）

Case 1

●被告／校長、
担任等4名

●原告／本人、両親

私立高校のラグビー部員の夏季合宿で熱中症で死亡
した事故につき学校側の注意義務違反があるとして
17,972万円請求

Case 2

●被告／校長、
ラグビー部監督、
部長（教諭）

●原告／生徒の両親 

Case 3 Case 4
中学校の水泳授業中に発生した水死事故において、
不作為（心臓マッサージの不施用）と結果（死亡）との
間の因果関係が否定された事例1,008万円請求

●被告／校長、
体育担当教諭

●原告／生徒の両親

公立高校ボクシング部員である生徒が練習中に倒れ、死亡
した事故につき設置者である都道府県と監督者である顧問
教諭に注意義務違反があるとして3,965万円z

●被告／都道府県、
顧問教諭

●原告／生徒の両親 

Case 5 Case 6
授業中に小学生が同級生にケガを負わされた事故で
担任教諭に動静注視義務違反があるとして、担任教師
とともに学校長が損害賠償を求められた。

●被告／校長、
担任教諭

●原告／生徒の両親

学校のプール溢水事故について、溢水水量に相当
する水道料金額の損害賠償を求める住民訴訟が提
起された。

●被告／校長、
教頭、
担当教諭

●原告／住民

Case 7 Case 8
4年前の人事異動を不当として、当時の校長が損害賠
償を求められて提訴された。

●被告／校長
●原告／教員

3年前に退職した教員から在職中の業績評価が不適
切であったとして当時の校長が提訴された。

●被告／校長
●原告／教員
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同封の必要書類に必要事項をご記入・ご捺印の上、
千葉県学校用品までご送付ください。

■ 2018年2月28日（水）必着　　必要書類の送付先：千葉県学校用品株式会社
（中途加入の場合は①２０18年5月18日（金）、②２０18年9月18日（火）必着）

■ 保険料のお支払い：2018年5月（中途加入の場合は①2018年7月、②2018年11月）に
学生協利用代金請求方法にてご入金いただきます。

お手続き方法はこちら！！

本保険に加入いただいた方（以下、「被保険者（補償を受けることができ
る方）」といいます）が教職員等としての業務の遂行に起因し、下記①～
③いずれかの請求を受けた場合において、争訟費用（弁護士費用等）、
訴訟対応費用（応訴に必要な文書の作成費用等）または法律上の損害
賠償金を支出することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする
保険です。また、教職員等業務につき行った行為に伴い、他人の身体の
障害等が発生した場合の初期対応費用もお支払いの対象となります。 

（注１）損害賠償請求については、争訟費用および法律上の損害賠償金
が補償の対象となります。

（注２）不当利得返還請求については、争訟費用のみが対象となり、敗訴
した場合の「返還金」は対象となりませんので、ご注意ください。

※上記いずれかの請求が保険期間中に日本国内においてなされた場合
が保険金お支払いの対象となります。なお、訴訟対応費用は保険期間
中に訴訟が提起された場合、初期対応費用については、損害の原因
となる身体の障害、財物の損壊等、不当行為、法的処分等が保険期
間中に発生した場合に対象となります。

①被保険者の犯罪行為（過失犯を除きます）
②体罰やセクハラ等公序良俗に反する行為または給付
③法令違反を認識しながら行った行為（認識していたと判断できる合理
的な理由がある場合を含みます）

④学校の設置者または他の被保険者からなされ、またはこれらの者が関
与してなされた請求（求償を含みます。）。ただし、次のいずれかの場合
を除きます。
ア．その請求以外に被保険者とこれらの者との間に利害関係がない
と判断される場合

イ．学校の設置者が住民訴訟による提訴請求の結果として被保険者
に対して請求（求償を含みます。）を行う場合

ウ．学校の設置者が国家賠償法第１条第２項に基づいて被保険者に
対して求償権を行使する場合

⑤自動車、原動機付自転車、航空機、施設外における船・車両（原動力
がもっぱら人力であるものを除きます。）・動物の所有、使用または管理
に起因する請求

⑥職員の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解
雇、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的または不利
益な取扱い

⑦初年度契約の保険期間の初日より前に学校の設置者に対して提起さ
れていた訴訟の中で申し立てられていた事実と同一または関連する事
実に起因する請求

⑧この保険契約の保険期間の初日において、被保険者に対する請求が
なされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合（知っていたと
判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）に、その状況の原因
となった行為に起因する一連の請求
⑨この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対してなされて
いた請求の中で申し立てられていた事実に起因する一連の請求

⑩医療行為等法令により特定の有資格者以外行うことが禁じられている
保険約款所定の行為に起因する請求

⑪被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに関して
なされた請求

保険金をお支払いできない主な場合

被保険者が損害賠償請求等を受けたときまたは請求がなされるおそれの
ある状況を知ったときは、遅滞なく、請求者の氏名、最初に請求を知ったと
きの状況、申し立てられている行為、原因となる事実その他の必要事項
について、書面で代理店または引受保険会社にご連絡ください。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。なお、請求がなされるおそれがあるとして通知された事実ま
たは行為に起因して請求がなされた場合は、通知の時に請求があったも
のとみなします。
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。

〈示談交渉サービスは行いません〉
この保険には、引受保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談
交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考
えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助
言に基づき、ご加入者（被保険者）ご自身に被害者の方との示談交渉を
進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引
受保険会社の同意を得ないでご加入者側で示談をされた場合には、示
談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がござい
ますのでご注意ください。

もし事故が起きたときは

告知義務
加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項
（告知事項）です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務
があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合
は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

通知義務
ご加入後に加入依頼書に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更
が生じた場合はその内容を、被保険者が教職員等でなくなった場合はそ
の日をすみやかに取扱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。

他の保険契約等がある場合
この保険契約と重複する保険契約や共済契約（以下「他の保険契約
等」といいます）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、この保険契約のご加入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：損害額か
ら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、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払い
します。

保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて
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ヵ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もの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。

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、被保険者に詐欺の行為
があった場合

等

ご加入にあたってのご注意

保険金をお支払いする場合

被保険者が遂行する教職員等業務につき行った行
為（不作為を含みます。以下同様とします。）に起因し
て被保険者に対してなされた損害賠償請求

被保険者が遂行する教職員等業務につき行った行
為または受領した給付に起因して被保険者に対して
なされた返還請求

地方自治法242条の２第１項第４号の規定により被
保険者に対して損害賠償請求または不当利得返還
請求を行うことを住民が被保険者の所属する地方公
共団体の執行機関または職員に対して求める請求

①損害賠償請
求（注１）

（地方公務員である
教職員等の場合）
③住民訴訟に
よる提訴請求

②不当利得返
還請求（注２）

千葉県学校生活協同組合を保険契約者とし千葉県学校生活協同組合の組合員を被
保険者とする「教職員特約、初期対応・訴訟対応費用担保特約（教職員用）、被保険者
に関する特約等付帯専門的業務賠償責任保険」の団体契約です。保険証券を請求す
る権利、保険契約を解約する権利等は千葉県学校生活協同組合が有します。

詳細につきましては、千葉県学校用品までお問い合わせください。

TEL 043-225-8263（受付：平日9:00～17：00）

この
保険は

⑫被保険者に給与その他の給付が違法に支払われたことに関してなさ
れた請求

⑬被保険者が公務員としてその事務処理をするにあたり、または自己の
職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行
為に関してなされた請求

⑭公務員に対する違法な公金の支出に関してなされた請求
⑮日本国以外で発生した他人の損害（ただし、教職員等が生徒・学生を
引率して行う修学旅行等の学校行事において一時的に日本国外で
遂行された教職員等業務に起因する損害を除きます。）

など
上記の免責事由について、④および⑦～⑩については、これらの事由・
行為が実際に生じまたは行われたと認められる場合に限らずに適用され
るため、それらがあったとの申し立てがある場合も保険金をお支払いできま
せん。

代理店の業務
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結と
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、取扱代
理店と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
されたものとなります。

先取特権について（保険金請求の際のご注意）
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事
故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権
（費用保険金に関するものを除きます。）について、先取特権を有します
（保険法第22条第1項）。「先取特権」とは、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。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額
の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することがで
きます（保険法第22条第2項）。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払
いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られます
ので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている
場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる
場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、
保険金を支払う場合

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。
補償内容の差異や支払限度額をご確認の上、ご契約の要否をご検討く
ださい。

※このパンフレットは教職員賠償責任保険（教職員特約、初期対応・訴
訟対応費用担保特約（教職員用）、被保険者に関する特約等付帯専門
的業務賠償責任保険）の内容についてご紹介したものです。詳細は、契
約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によります
が、ご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたず
ねください。ご加入を申し込まれる方と被保険者の方が異なる場合には、こ
のパンフレットの内容を被保険者の方にご説明いただきますようお願いい
たします。
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同封の必要書類に必要事項をご記入・ご捺印の上、
千葉県学校用品までご送付ください。

■ 2018年2月28日（水）必着　　必要書類の送付先：千葉県学校用品株式会社
（中途加入の場合は①２０18年5月18日（金）、②２０18年9月18日（火）必着）

■ 保険料のお支払い：2018年5月（中途加入の場合は①2018年7月、②2018年11月）に
学生協利用代金請求方法にてご入金いただきます。

お手続き方法はこちら！！

本保険に加入いただいた方（以下、「被保険者（補償を受けることができ
る方）」といいます）が教職員等としての業務の遂行に起因し、下記①～
③いずれかの請求を受けた場合において、争訟費用（弁護士費用等）、
訴訟対応費用（応訴に必要な文書の作成費用等）または法律上の損害
賠償金を支出することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする
保険です。また、教職員等業務につき行った行為に伴い、他人の身体の
障害等が発生した場合の初期対応費用もお支払いの対象となります。 

（注１）損害賠償請求については、争訟費用および法律上の損害賠償金
が補償の対象となります。

（注２）不当利得返還請求については、争訟費用のみが対象となり、敗訴
した場合の「返還金」は対象となりませんので、ご注意ください。

※上記いずれかの請求が保険期間中に日本国内においてなされた場合
が保険金お支払いの対象となります。なお、訴訟対応費用は保険期間
中に訴訟が提起された場合、初期対応費用については、損害の原因
となる身体の障害、財物の損壊等、不当行為、法的処分等が保険期
間中に発生した場合に対象となります。

①被保険者の犯罪行為（過失犯を除きます）
②体罰やセクハラ等公序良俗に反する行為または給付
③法令違反を認識しながら行った行為（認識していたと判断できる合理
的な理由がある場合を含みます）

④学校の設置者または他の被保険者からなされ、またはこれらの者が関
与してなされた請求（求償を含みます。）。ただし、次のいずれかの場合
を除きます。
ア．その請求以外に被保険者とこれらの者との間に利害関係がない
と判断される場合

イ．学校の設置者が住民訴訟による提訴請求の結果として被保険者
に対して請求（求償を含みます。）を行う場合

ウ．学校の設置者が国家賠償法第１条第２項に基づいて被保険者に
対して求償権を行使する場合

⑤自動車、原動機付自転車、航空機、施設外における船・車両（原動力
がもっぱら人力であるものを除きます。）・動物の所有、使用または管理
に起因する請求

⑥職員の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解
雇、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的または不利
益な取扱い

⑦初年度契約の保険期間の初日より前に学校の設置者に対して提起さ
れていた訴訟の中で申し立てられていた事実と同一または関連する事
実に起因する請求

⑧この保険契約の保険期間の初日において、被保険者に対する請求が
なされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合（知っていたと
判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）に、その状況の原因
となった行為に起因する一連の請求
⑨この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対してなされて
いた請求の中で申し立てられていた事実に起因する一連の請求

⑩医療行為等法令により特定の有資格者以外行うことが禁じられている
保険約款所定の行為に起因する請求

⑪被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに関して
なされた請求

保険金をお支払いできない主な場合

被保険者が損害賠償請求等を受けたときまたは請求がなされるおそれの
ある状況を知ったときは、遅滞なく、請求者の氏名、最初に請求を知ったと
きの状況、申し立てられている行為、原因となる事実その他の必要事項
について、書面で代理店または引受保険会社にご連絡ください。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。なお、請求がなされるおそれがあるとして通知された事実ま
たは行為に起因して請求がなされた場合は、通知の時に請求があったも
のとみなします。
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。

〈示談交渉サービスは行いません〉
この保険には、引受保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談
交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考
えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助
言に基づき、ご加入者（被保険者）ご自身に被害者の方との示談交渉を
進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引
受保険会社の同意を得ないでご加入者側で示談をされた場合には、示
談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がござい
ますのでご注意ください。

もし事故が起きたときは

告知義務
加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項
（告知事項）です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務
があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合
は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

通知義務
ご加入後に加入依頼書に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更
が生じた場合はその内容を、被保険者が教職員等でなくなった場合はそ
の日をすみやかに取扱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。

他の保険契約等がある場合
この保険契約と重複する保険契約や共済契約（以下「他の保険契約
等」といいます）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、この保険契約のご加入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：損害額か
ら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、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払い
します。

保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて
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ヵ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もの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。

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、被保険者に詐欺の行為
があった場合

等

ご加入にあたってのご注意

保険金をお支払いする場合

被保険者が遂行する教職員等業務につき行った行
為（不作為を含みます。以下同様とします。）に起因し
て被保険者に対してなされた損害賠償請求

被保険者が遂行する教職員等業務につき行った行
為または受領した給付に起因して被保険者に対して
なされた返還請求

地方自治法242条の２第１項第４号の規定により被
保険者に対して損害賠償請求または不当利得返還
請求を行うことを住民が被保険者の所属する地方公
共団体の執行機関または職員に対して求める請求

①損害賠償請
求（注１）

（地方公務員である
教職員等の場合）
③住民訴訟に
よる提訴請求

②不当利得返
還請求（注２）

千葉県学校生活協同組合を保険契約者とし千葉県学校生活協同組合の組合員を被
保険者とする「教職員特約、初期対応・訴訟対応費用担保特約（教職員用）、被保険者
に関する特約等付帯専門的業務賠償責任保険」の団体契約です。保険証券を請求す
る権利、保険契約を解約する権利等は千葉県学校生活協同組合が有します。

詳細につきましては、千葉県学校用品までお問い合わせください。

TEL 043-225-8263（受付：平日9:00～17：00）

この
保険は

⑫被保険者に給与その他の給付が違法に支払われたことに関してなさ
れた請求

⑬被保険者が公務員としてその事務処理をするにあたり、または自己の
職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行
為に関してなされた請求

⑭公務員に対する違法な公金の支出に関してなされた請求
⑮日本国以外で発生した他人の損害（ただし、教職員等が生徒・学生を
引率して行う修学旅行等の学校行事において一時的に日本国外で
遂行された教職員等業務に起因する損害を除きます。）

など
上記の免責事由について、④および⑦～⑩については、これらの事由・
行為が実際に生じまたは行われたと認められる場合に限らずに適用され
るため、それらがあったとの申し立てがある場合も保険金をお支払いできま
せん。

代理店の業務
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結と
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、取扱代
理店と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
されたものとなります。

先取特権について（保険金請求の際のご注意）
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事
故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権
（費用保険金に関するものを除きます。）について、先取特権を有します
（保険法第22条第1項）。「先取特権」とは、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。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額
の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することがで
きます（保険法第22条第2項）。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払
いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られます
ので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている
場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる
場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、
保険金を支払う場合

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。
補償内容の差異や支払限度額をご確認の上、ご契約の要否をご検討く
ださい。

※このパンフレットは教職員賠償責任保険（教職員特約、初期対応・訴
訟対応費用担保特約（教職員用）、被保険者に関する特約等付帯専門
的業務賠償責任保険）の内容についてご紹介したものです。詳細は、契
約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によります
が、ご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたず
ねください。ご加入を申し込まれる方と被保険者の方が異なる場合には、こ
のパンフレットの内容を被保険者の方にご説明いただきますようお願いい
たします。



「アシストプラン」は「教職員賠償責任保険」のペットネームです。

一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター（指定紛争解決機関）

加入対象者（被保険者）

0570－022808 IP電話からは03ｰ4332ｰ5241をご利用ください。
受付時間：平日 午前9時15分～午後5時
（土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。）＜通話料有料＞

個人情報の取扱いに関するご案内

千葉県学校生活協同組合員の皆様へ 2017年10月作成

アシストプラン

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、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。（http://www.sonpo.or.jp/）

　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。

のご案内

千葉県学校生活協同組合の組合員である教職員等（＊）

2018年4月1日 午後4時 ～ 2019年4月1日 午後4時までの1年間
中途加入の場合の募集は2回あります。補償期間は
❶2018年6月1日午後4時 ～ 2019年4月1日午後4時
❷2018年10月1日午後4時 ～ 2019年4月1日午後4時までとなっております。

●取扱団体

●加入手続き・補償内容・事故連絡については

0120-24-6294

【取扱代理店】 
千葉県学校用品株式会社 
〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10（千葉県教育会館新館） 
TEL 043-225-8263 （受付：平日9：00～17：00）

【引受保険会社】 
東京海上日動火災保険（株） （担当課）千葉支店営業課
〒260-0031 千葉市中央区新千葉1-4-3  WESTRIO千葉フコク生命ビル11階
TEL 043-301-7740 （受付：平日9：00～17：00）

千葉県学生協がおすすめします！

加入対象者
（被保険者） （＊）この保険において「教職員等」とは、「学校教育法に規定する校長および教員」、「部活動を指導する教育関係の職員」、

「学校事務職員（学校に勤務する行政職員を含みます）」、「学校用務員（学校に勤務する技能職員を含みます）」をいいます。
※教育委員会・教育事務所の職員の方は加入できません。
再度、学校に復職した際に改めて加入していただくことになります。

※認定こども園の職員の方につきましては、幼稚園教諭免許をお持ちの方以外ご加入できません。

※現在ご加入の方につきましては、募集期間終了までにご加入者の方からの特段のお申し出または保険会社からの連絡がな
い限り、当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。

保険期間

201７年12月1日（金） ～ 201８年2月２８日（水） 千葉県学校用品必着
中途加入の場合は
❶2018年3月1日（木） ～ 2018年5月18日（金）
❷201８年7月２日（月） ～ 20１８年9月1８日（火）まで受け付けております。

募集期間

千葉県学校生活協同組合
〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10（千葉県教育会館新館）

お問い合わせ先

2017年10月作成  17-T05593

おすすめPOINT!
POINT

1 教職員賠責は最高1億円補償
POINT

2 管理職の先生の管理・教職員への監督責任についても対象!
POINT

3 1か月あたり、600円の負担で大きな安心
POINT

4 退職後の請求も5年間補償

注: 詳しくはP2の保険金の種類・支払限度額をご覧ください

千葉県学校生活協同組合の組合員である教職員等（＊）
（＊）この保険において「教職員等」とは、「学校教育法に規定する校長および教員」、「部活動を指導する教育関係の職員」、「学校事務職員（学校に勤務する行

政職員を含みます）」、「学校用務員（学校に勤務する技能職員を含みます）」をいいます。
※教育委員会・教育事務所の職員の方は加入できません。
再度復職した際に改めて加入していただくことになります。

校長先生 教頭先生 教諭・講師 事務職員・用務員


