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※補償期間についてのご注意
毎月１日を補償開始日とします。補償期間は１年までを
最長とし、1 か月単位での設定が可能です。１年を超え
る場合、更新の加入依頼書を再度提出していただきます。

傷害保険

賠償責任保険

● 就農研修中の傷害保険
・・・普通傷害保険（研修
中または 24 時間補償）

● 就農研修中の賠償責任
・・・施設賠償責任保険（就農希望者特約）
加入者が、就農研修で使用する施設の所有・使用・管理に起因して、ま
たは施設の内外で行う就農研修に起因して、他人の身体に障害を与えた
り、財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任を負担すること
によって被る損害について保険金をお支払いいたします。

加入者が農業法人等での就農研
修実施中に、急激かつ偶然な外
来の事故によりケガをされたと
きに保険金をお支払いいたしま
す。24 時間補償の場合、研修
中のケガの他、寄宿先等でのケ
ガについても補償の対象となり
ます。

・・・生産物賠償責任保険（就農希望者特約）
加入者が、就農研修によって生産・販売された農産物等に起因して、他
人の身体に障害を与えたり、財物に損害を与えたことにより、法律上の
賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払い
いたします。
※１か月単位でのご加入も可能です。
※傷害保険と賠償責任保険はどちらも個別にご加入いただけます。

補償内容と年間保険料
傷害保険
保険種類

賠償責任保険

普通傷害保険

普通傷害保険

施設＋生産物賠償責任保険

（研修中のみ補償）

（２４時間補償）

（就農希望者の補償に関する特約）

※研修先への往復途上も含みます。

パターン

A タイプ

B タイプ

A２タイプ

B２タイプ

Ｃタイプ

D タイプ

補償内容

死亡・後遺障害
1,000 万円
入院保険金日額
5,000 円
通院保険金日額
3,000 円

死亡・後遺障害
500 万円
入院保険金日額
3,000 円
通院保険金日額
2,000 円

死亡・後遺障害
1,000 万円
入院保険金日額
5,000 円
通院保険金日額
3,000 円

死亡・後遺障害
500 万円
入院保険金日額
3,000 円
通院保険金日額
2,000 円

支払限度額
5,000 万円
研修先農機具損壊
200 万円限度
免責金額（自己負担額）
5,000 円

支払限度額
5,000 万円
研修先農機具損壊
補償対象外
免責金額（自己負担額）
5,000 円

年間
保険料

19,080 円

10,990 円

35,880 円

20,670 円

10,000 円

6,310 円

この保険契約は、農業次世代人材投資事業の実施主体である一社）全国農業会議所を保険契約者とする包括契約です。
補償内容は、
「農業研修生総合保険パンフレット（A1724301Ｋ2305-20180215）」とあわせてご参照ください。ご加入の際には、必ず「重要
事項説明書」をお読みください。なお、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災にお問い合わせください。

ご相談・お問い合わせは…

【保険契約者】
一般社団法人全国農業会議所
〒102-0084
東京都千代田区二番町 9-8
電話 03-6910-1126
FAX03-3261-5131

【取扱代理店】
株式会社 農林水産広報センター
〒102-0084
東京都千代田区二番町 9-8
電話 03-6380-8955
FAX03-3239-7344

【引受保険会社】
共栄火災海上保険株式会社
農林水産部 営業第一課
〒105-8604
東京都港区新橋 1-18-6
電話 03-3504-2337
FAX03-3595-3981

一 般 社 団 法 人 全 国 農 業 会 議 所
B1724301Ｋ2384-20180223(2018.03 新)

保険金の種類

保険金をお支払いする場合

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によりケガをされ、事故の
日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合

死亡・後遺障害保険金額の全額
※すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険
金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。

後遺障害保険
金

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の
日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害
が生じた場合

後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の 4％～100％
※保険期間（保険のご契約期間）を通じ、合算して死亡・後遺障害保
険金額が限度となります。

入院保険金

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の
日からその日を含めて 180 日以内に入院された場合

入院保険金日額×入院日数
※１ 事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対
しては、入院保険金をお支払いできません。
※２ 入院保険金が支払われる期間中、別の事故により新たにケガを
されても入院保険金は重複してはお支払いできません。

手術保険金

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その治
療のため、事故の日からその日を含めて 180 日以内
に、病院または診療所において所定の手術を受けられ
た場合

①入院中に受けた手術の場合… 入院保険金日額×10
②上記①以外の手術の場合…
入院保険金日額×5
ただし、1 事故につき事故の日からその日を含めて 180 日以内の手
術 1 回に限ります。

通院保険金

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の
日からその日を含めて 180 日以内に通院された場合

通院保険金日額×通院日数（90 日限度）
※１ 通院保険金が支払われるべき期間中に別の事故によりケガを
されても、通院保険金は重複してはお支払いできません。
※２ 通院しない場合においても、骨折等のケガをされた場合におい
て、所定の部位を固定するために被保険者以外の医師の指示に
よりギプス等を常時装着したときは、その日数について保険金
をお支払いします。

なお、通院には往診を含みますが、治療を伴わない薬
剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含み
ません。

※急激かつ偶然な外来の事故に該当しない例
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、寄生虫による傷害、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傷
害」に該当しないため、保険金お支払いの対象とはなりません。
※ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。

保険金の種類

お支払いする保険金の内容

損害賠償金

被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額

損害防止費用

損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用

応急手当等費用

応急手当、護送、その他の緊急処置に要した費用

争訟費用

訴訟、仲裁、和解、調停等に要した費用（弁護士報酬等を含みます。）

保険会社への協力費用

保険会社が直接被害者と折衝する場合に、被保険者が協力するに際して支出した費用

示談交渉費用

被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用

＜普通傷害保険＞

＜賠償責任保険＞

○ 被保険者（保険の対象となる方）や保険金受取人の故意によるケガ
○ けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ
○ 自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用
しての運転中に生じた事故によるケガ
○ 脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
○ 妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ
○ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
○ 戦争、内乱、暴動等によるケガ
○ ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、フ
リークライミング、リュージュ、ボブスレー、航空機操縦（ただし、職務
として操縦する場合を除きます。
）
、ハンググライダー搭乗などの危険な運
動中のケガ
○ 自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、試運転等を行ってい
る間のケガ
○ 医学的他覚所見のない症状（たとえばむちうち症や腰痛）
など
※「研修中のみ補償」の場合、農業研修中のみの対象となるため、寄宿舎等
での宿泊中のケガは補償対象外です。

○ 被保険者の故意による賠償責任
○ 被保険者と他人との間の特別な約定により加重された賠償
責任
○ 被保険者と同居の親族に対する賠償責任
○ 地震、噴火、洪水、津波などの天災による賠償責任
○ 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責
任
○ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物
の損壊に起因する賠償責任
○ 農耕作業用小型特殊自動車の公道等の走行や農業以外の目
的での使用に起因する賠償責任
○ 農産物自体に対する賠償責任
○ 故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売し
た生産物に起因する賠償責任
○ 日本国外で発生した事故に起因する賠償責任
○ 農産物の回収措置に要した費用損害
○ 農産物が成分・原材料等として使用されている財物自体の
損害

など

など

