
大学生協  保険

学生生活の
賠償事故を卒業まで
幅広く保障します。

24時間365日いつでも保障の対象です

学生組合員専用

大学生協が
おすすめする 学生賠償責任保険

検 索団体保険契約者：全国大学生協共済生活協同組合連合会

お問い合わせ
取扱代理店：株式会社 大学生協保険サービス
TEL.03-5307-1159 / FAX 03-5307-1191
営業時間：平日（月〜金曜）10：00 〜17:00
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 1-12-4 大学生協高円寺会館
http//hoken.univcoop.oy.jp

こんな時に…  国内・海外を問わず

日常生活、正課の講義・インターン
シップ中等における賠償事故

日常生活個人賠償責任補償特約付帯こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険

2015年度版

 最高1億円まで保障します
示談交渉サービス付（国内事故のみ）
名誉き損・プライバシー侵害事故等を除く

救援者・捜索救助費用（救援者費用等
補償特約＜疾病補償追加型＞）付

SUPIC スピックは
大学生協保険の
マスコットです。

SUPIC

1事故  



大学生協の学生組合員のみ加入できます。

学生賠償
責任保険

保険料は卒業予定年まで一括払い

日常生活
における

賠償責任
国内・国外

他人に対する賠償責任
○自転車で歩行者にぶつかりケガをさせた。
○スキーで衝突して相手が骨折し、入院した。
（相手が20日間以上入院された場合には、別途、臨時費用保険金をお支払いします。）

○借用戸室で水もれを起こして、階下の人の家財に損害を与えた。

他人のプライバシー侵害や名誉き損に対する賠償責任

他人から借用したものに対する賠償責任
○インターンシップ（就業体験）中、就業体験先のパソコンを床に落とし壊した。

他人に対する賠償責任
○実習中に他人にケガをさせた。

医療関連実習中の事故に伴う加入者本人の治療、
検査費用等（感染事故損害防止費用）
○臨床実習中に患者に使用した注射針を誤って自分の手に刺してしまった。

救援者・捜索救助費用
○病気にかかり継続して3日以上入院したため、実家から看病に
　駆けつけた両親の交通費や宿泊費の費用が発生した。
◯搭乗している航空機が遭難したため、捜索救助費用や両親の
　現地までの交通費の負担が発生した。

他人に対するお見舞い
○サッカーの試合中、転倒時に相手の足を骨折させたため、
　見舞い時にお見舞品を渡した。

示談交渉サービス付き 
（国内のみ）

被害者のケガの程度によります

1億円まで最高

1事故

500万円まで最高
年間

100万円まで最高
年間

50万円まで最高
被害者1名につき

10万円

正課の
講義・行事・
実習における
賠償責任
国内・国外

その他
の保障

ケガにより加入者が亡くなられた場合
加入者（被保険者）の法定相続人へのお支払い

（1事故につき最高100万円まで）

示談交渉サービスは、保険金支払を受けた
方の約60％が利用しています。

自転車で走行中、大通りに面した
スーパーからその通りに出ようとして
一時停止していた自動車の側面に
衝突してしまった

自転車で走行中、左折しようとして
自転車に乗ったおばあさんと出合い頭
に接触。お互いの前輪が接触して、
相手が転倒、ケガをしてしまった

不安でいっぱいだったが、安心
できる喋り方でとてもほっとした。
何から何までやって頂き、
自分にはほとんど手がかかるもの
がなく、ありがたかった。

利用者
の声

共栄火災海上保険株式会社（幹事）・
三井住友海上火災保険株式会社（非幹事）引受保険会社

事例1 事例2

自転車事故では
約90％が

利用しています。

14H

示談交渉サービス付き
（国内での賠償事故：下段参照）

自分と相手との間に入り、話をすすめ
てくれた。保険会社等、事後処理を
全て自分ですることには不安が
あったが、それら全てを代わりに
行ってくれありがたかった。

学生賠償責任保険は、全国大学生協共済生活協同組合
連合会が保険契約者となり、共栄火災海上保険株式会
社を引受幹事保険会社として締結する団体契約です。

示談交渉サービスとは、この保険
の被保険者が加害者となったと
き、被害者の同意を得て被保険者
に代わって保険
会社が被害者と
折衝し解決する
サービスです。



この保険は、被保険者数10,000名
以上の場合の団体割引を適用して
います。保険契約始期日時点の被保
険者数が10,000名未満となった場
合は保険金額または保険料が変更
となる場合がありますのであらかじ
めご了承ください。保険加入は、1組
合員につき1契約となります。

※学生賠償責任保険は共済ではなく、
共栄火災海上保険株式会社を引受幹
事保険会社とする保険商品です。

（2015年4月29日までにお支払いの場合）

2013 年度（2013年4月〜2014年3月）

1,805件

約5億1,175万円

合計件数

合計金額

保険料卒業予定年までの

ご注意ください！

下記のような場合は保険金をお支払いできません。！
● 自動車・バイク（原付を

含む）による第三者への
賠償責任

● スポーツ（通常のルールの範囲）にお
ける参加者間の賠償責任（法律上の
賠償責任自体が発生しない場合）

● 大学の管理責任下での賠償責
任（法律上、学生個人に責任
がない場合） ……など

※学生賠償責任保険にご加入いただいた方全員が、次のサービスをご利用いただけます。

健康・介護相談サービス
専門スタッフが病気に関する相談・アドバイスや
病院に関する情報のご提供などをいたします。
（24時間 365日対応）

日常生活トラブル相談サービス

卒業予定年 　　このような方 一括払い

1年間（2016年卒業） 1年間のみ通学 1,780円

2年間（2017年卒業） 短大生・院生・編入生 3,120円

3年間（2018年卒業） 高校生、博士課程 4,470円

4年間（2019年卒業） 学部生（4年間） 5,800円
5年間（2020年卒業） 高等専門学校生 7,150円

6年間（2021年卒業） 医・歯・薬・獣医系の学生 8,070円

万一事故が発生したときは、すみや
かに取扱代理店または共栄火災まで
ご通知ください。なお、ご通知が遅
れますと保険金を削減して支払う場
合がありますのでご注意ください。

このパンフレットは、学生賠償責任
保険の概要を説明したものです。詳
しくは、取扱代理店または共栄火災
にご照会ください。なお、ご加入の
際は学生賠償責任保険の「重要事
項説明書」を必ずご一読ください。

加入者が日常生活中にトラブルを抱えたときのために

日常生活のトラブルに対して次のサービスをご提供いたします。

●トラブル相談先紹介サービス　
行政機関などトラブル解決に適した相談窓口を無料で紹介します。
●バイク・自動車トラブル駆けつけ業者手配サービス
バイク・自動車の故障修理や緊急時に専門業者の手配やアドバイス
をします。
●ハウストラブル駆けつけ業者手配サービス
日常生活での鍵（家・車等）や水回りのトラブルに際し、最寄りの専
門業者を手配します。

法律・税務相談サービス
弁護士・税理士が法律や税務に関する相談に電
話でお答えします。
〈受付時間 毎週水曜日 10：00〜17：00〉
※年末年始（12月30日〜1月5日）・祝日の場合を除きます。

事故が発生したときは

！

取扱代理店  株式会社 大学生協保険サービス
TEL.03-5307-1159  営業時間／平日（月〜金曜日）10:00〜17:00
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-12-4 大学生協高円寺会館

引受保険会社  共栄火災海上保険株式会社（幹事）
大学生協保険制度専用ダイヤル 0120-020-650 〔通話料無料〕
受付時間／平日（月～金曜日）9:40～17:00  〒105-8604 東京都港区新橋1-18-6

承認番号：A1414430E1180-20140919

お問い合わせは

学生賠償責任保険保険金の支払実績 学生賠償責任保険支払事例

918件

334件

自転車
事故
50.9％

水もれ事故
18.5％

スキーによる事故
13件 0.7％

運動中事故
65件 3.6％

歩行中事故 1.5％

受託品に対する事故
2.0％

本人死亡 0.9％
針刺し・感染事故 0.7％
正課の講義・行事・実習中
2.5％ その他

18.0％

内訳
（件数）

こんな時に
お役に立ちます！

自転車で坂道を下っていた際、あたり
が暗かったのとスピードが出ていた
ため、横断歩道付近で電動自転車と
衝突してしまった。運転していた母親
と後ろに乗っていた子どもにケガを
させてしまった。

2,088,185円支払保険金

自転車事故

洗濯機の排水ホースの緩みが原因で
帰省中に水もれが発生し、大家さん
から連絡が入った。借りている部屋以
外の建物に損害を出してしまった。

367,442円支払保険金

水もれ

マンションの廊下にて荷物を運んで
いたところ、荷物が倒れ、共用のガラ
スを割ってしまった。

262,500円支払保険金

その他日常生活中

大学敷地内で壁に向かってキャッチ
ボールをしていた際、ボールがそれて
隣接しているマンションの一室のガ
ラスを割ってしまった。

172,200円支払保険金

運動中

研究中、確認をせずに遠心機を使用した
ところネジがしっかりしまっていなかっ
たため、中の部品が壊れてしまった。

137,340円支払保険金

講義・行事・実習中

自転車事故が
増えています！

※実費はご本人の
   ご負担になります。

4月30日以降にご加入の場合の保険料はお問い合わせください。



制度のあらまし 学生賠償責任保険 日常生活個人賠償責任補償特約付帯
こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険

全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員の組合員であり、
保険期間の満了日において、満23歳未満であるか、学校教育法
に定める学校（大学・専門学校など）の学生の方となります。

新入学生の方が3月31日までに加入申込み（保険料払込み）された場合は、加入申込み後最初に到来する4
月1日午前0時からご卒業予定年の4月1日午後4時までとなります。4月1日以降に加入申込み（保険料払込
み）された場合は、保険料払込日の翌日午前0時からご卒業予定年の4月1日午後4時までとなります。

①お支払いする保険金：死亡保険金　急激かつ偶然な外来の事故【注】によりご加入者（被保険者）本人がケガをされ、その結果、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡し
た場合、10万円をご加入者（被保険者）の法定相続人にお支払いします。

②保険金をお支払いできない主な理由： ●ご加入者（被保険者）や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為・犯罪行為・闘争行為によるケガ ●無資格運転・
酒気帯び運転によるケガ ●山岳登はん・スカイダイビング・ハングライダー搭乗などの危険な運動中のケガ ……など

※地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因で亡くなられた場合は保険金支払の対象になります。
【注】急激かつ偶然な外来の事故とは下記 3 項目を全て満たす場合をいいます。　○急激性＝突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと ○偶然性＝事故発

生が予知できない、意思に基づかないもの ○外来性＝身体の外部からの作用によるもの〈前記 3 項目に該当しない例〉日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、
アレルギー性皮膚炎、疲労骨折、骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労、筋肉痛（反復性の原因によるもの）、疾病などは「急
激かつ偶然な外来の事故によるケガ」に該当しないため、保険金支払の対象となりません。

（1）日常生活における賠償事故の場合
　①保険の保障を受けられる方の範囲（日常生活個人賠償責任補償特約）： ご加入者（被保険者）、ご加入者の親権者およびその他の法定の監督義務者、ご加入者の配偶者、ご加

入者もしくはその親権者またはご加入者の配偶者の「同居の親族および別居の未婚のお子さま」です。未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。親権者とは未成年者
（満20歳未満の方）かつ、婚姻をしたことがない方に対して親権を行う方をいいます。したがいまして保険期間の中途でご加入者が成年（満20歳以上）に達した場合は、上記の
「親権者」にかかる部分は対象外となりますのでご注意ください。

　②保険の保障を受けられる方の範囲（傷害見舞費用補償特約）： ご加入者（被保険者）、ご加入者の親権者およびその他の法定の監督義務者です。
（2）正課の講義・行事・実習における賠償事故の場合

　①保険の保障を受けられる方の範囲： ご加入者（被保険者）
　②正課の講義・行事・実習の範囲： ●正課の講義／大学が授業として取り扱う講義、実験、実習、演習等をいいます。（臨床実習、看護実習等の医療関連実習も含みます。） ●学

校行事／大学が教育活動の一貫として主催する行事をいいます。（正課の講義以外の大学が主催する行事を含みます。） ●教育実習／教育職員免許法第5条1項の別表第1、第
2もしくは第2の2に定める単位修得のために行う、教育職員免許法施行規則第6条第5欄に掲げる教育実習をいいます。 ●特例実習／小学校および中学校の教諭の普通免許
状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第2条に定める特別支援学校または社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるものにお
いて、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの方との交流等の体験をいいます。 ●インターンシップ／加入者（被保険者）が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連
した就業体験を行うことをいいます。（アルバイトは含みません。） ●正課の講義、学校行事に準じるボランティア活動／正課の講義・学校行事に準じて加入者（被保険者）が行
うボランティア活動をいいます。（部活動、サークル活動として行うボランティア活動は含みません。）

（3）お支払いする保険金
　偶然な事故により、他人の身体へ障害を与えたり、他人の財物を損壊したことによって法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金をお支払いします。

お支払いする保険金 支払限度額

ご加入者（被保験者）となれる方1

3

4

日
常
生
活（
正
課
の
講
義
・

行
事
・
実
習
等
を
含
む
）

に
お
け
る
賠
償
事
故

正
課
の
講
義
・
行
事
・
実
習

に
お
け
る
賠
償
事
故

①損害賠償金

②費用損害

他人への身体障害および他人の財物の損壊に対するもの
被保険者が使用・管理する他人から借用した財物に対するもの
争訟費用（あらかじめ共栄火災の承認が必要）・応急手当等費用

（被害者の応急手当の費用等）・損害防止費用（事故の原因が生じ
た後に講じた損害の防止に必要な費用）・共栄火災への協力費用

③臨時費用（他人の身体に障害を与えた場合）

④見舞費用（傷害見舞費用特約）（加入者本人が、他人の身体に障害を与えたことにより、損
害賠償金を支払うことなく保険会社の同意を得て慣習として支払った弔慰金、入院見舞金
等の費用および見舞品の購入費用）

1事故 1億円【注1】【注3】

（情報機器等に記録された情報の損壊は500万円限度）

被害者1名につき、被害者死亡の場合 10万円限度
被害者が20日以上入院の場合 2万円限度

被保険者1名につき死亡・後遺障害の場合 50万円限度
入院の場合 入院期間に応じ1.5万円～10万円

通院の場合 通院期間に応じ1万円～5万円
1回の事故について100万円が限度

1事故 1億円【注1】【注2】【注3】

①損害賠償金

②費用損害

他人への身体障害および他人の財物の損壊に対するもの

1事故 500万円限度/各保険年度【注4】

1事故 500万円限度/各保険年度【注4】

争訟費用（あらかじめ共栄火災の承認が必要）・応急手当等費用
（被害者の応急手当の費用等）・損害防止費用（事故の原因が生じ
た後に講じた損害の防止に必要な費用）・共栄火災への協力費用

⑤医療関連実習で発生した事故に伴う治療、検査費用等（正課の講義等における医療関連実
習の遂行に起因して、加入者本人の身体に感染による障害が発生またはそのおそれがある
場合の感染予防または治療のための費用）

⑥他人の身体を不当に拘束し自由の侵害または名誉毀損、プライバシーの侵害による損害賠償金

【注1】①の損害賠償金、②の応急手当等費用および損害防止費用については、合算して支払限度額（1 億円）を限度にお支払いします。争訟費用については、①の損害賠償金が支払限
度額を超えた場合には、その割合に応じて保険金をお支払いします。【注2】生産物賠償責任保険については、1 年間の限度額です。【注3】①の保険金請求権については損害賠償請求
権者に優先権があります。損害賠償請求権者に①の保険金が支払われた場合、②の応急手当等費用および損害防止費用にてお支払いする金額は、支払限度額（1 億円）から損害賠償
請求権者に支払われた保険金を差し引いた金額を上限にお支払いします。【注4】各保険年度とは、保険期間中に到来する 4 月1日からよく翌年 3 月 31日までの 1年毎のことをいいます。
※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は、保険金が差し引かれることがあります。

（4）保険金をお支払いできない主な場合
日常生活における賠償事故 正課の講義・行事・実習における賠償事故

①故意による損害賠償責任 ②地震もしくは噴火またはこららによる津波による損害賠償責任 ③被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ④被保険者の心神喪失、
被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑤航空機、自動車【注1】の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑥加入者（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損害賠償責任 ……など

⑦アパートなどの借用戸室（占有部分）の損壊について貸主に対する損害賠償責任⑧被保険者が受託した携帯電話
【注2】、ノートパソコン【注2】、携帯ゲーム機【注2】、携帯オーディオプレーヤー【注2】、自転車【注2】、通貨、有価証券、
貴金属、美術品、自動車【注2】、原動機付自転車【注2】、船舶、航空機、ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登
はんなどの危険な運動を行っている間の当該運動等のための用具【注2】、動・植物、建物（付属設備および付属建
物を含む）、公序良俗に反する物の損壊、紛失、盗難…など

⑦保険期間開始前に既に感染していた感染症にか
かる治療、検査費用⑧排水または排気（煙を含
みます。）に起因する賠償責任⑨大学が負担す
べき被保険者（加入者）の管理責任にかかわる
賠償事故　……など

［注1］自動車が道路以外の場所においてのみ通行の用に供するものであって、かつ受託品である場合において、被保険者が「正課の講義等」において、その目的にしたがって使用し
ている間に生じた事故によって損書賠償責任が生じたときは、保険金をお支払いします。

［注2］被保険者が、正課の講義・行事・実習において、その目的にしたがって使用している聞に生じ損失、紛失、盗取に対しては保険金をお支払いします。

（1）お支払いする保険金
　　加入者（被保険者）が搭乗している航空機や船舶が遭難した場合や、保険期間中に住宅外において被ったケガ、または保険期間中に発病し医師の治療を開始した疾病を直

接の原因として継続して3日以上入院した場合等に、100万円を限度として救援者が負担した捜索救助費用や交通費、宿泊料等をお支払いします。
  ［注1］複数回お支払い事由が発生した場合でも、同一年度生じた事故に対して 100 万円が限度となります。
  ［注2］他の保険または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

（2）保険金をお支払いできない主な場合
　　●加入者（被保険者）や保険金受取人の故意または重大な過失による事故●加入者（被保険者）の自殺行為・犯罪行為・闘争行為による事故●加入者（被保険者）が無資

格運転・酒気帯び運転・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故●妊娠・出産・流産による事故●ピッケルなどの
登山用具を使用する山岳登はんなどの危険な運動を行っている間の事故　……など
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