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1. 建設工事保険のあらまし

建設工事保険では、住宅、ビルなどの建設工事において、工事期間中に

火災、台風、盗難、作業ミスなどの不測かつ突発的な事故によって、工事

の目的物や工事用仮設物などに生じた物的損害を補償いたします。

ビル、住宅などの建物の建築工事一般（新築工事をはじめ、増築、改築、改装、改修工事も含まれま

す。）が対象となります。

ただし、次に掲げる工事は、本保険の対象となりません。

■ 解体・撤去・分解または取片付け工事

■ 機械、装置、鋼構造物などを据付ける組立工事を主体とする工事
（「組立保険」の対象となります。）

■ 道路工事、上下水道工事など、土木構造物を建設する土木工事を主体とする工事
（「土木工事保険」の対象となります。）

■ 船舶にかかわる工事、海上浮揚物件（浮桟橋、ポンツーン、ブイ等）にかかわる工事

等

対象となる工事

■ 工事の発注者または工事業者（元請負人）などの工事関係者が保険契約者となります。

保険契約者

■ 建設工事においては、工事関係者が広範囲にわたるため、被保険者には通常工事業者（元請負人）、
発注者、下請負人となる専門工事業者、機材メーカー、機器供給者等工事関係者を含めていただ
きます。

被保険者（保険の補償を受けられる方）
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「保険の目的」とは工事現場における次に掲げるものをいいます。

① 工事の目的物

② 本工事に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物

③ 工事用仮設物（工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設
備をいいます。）

④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品（家具、
衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。）

⑤ 工事用材料および工事用仮設材

※③～⑤に掲げる物は、当該工事専用でない場合には、特別の約定がないかぎり、保険の目的に含ま
れません。

なお、次に掲げるものは保険の目的に含まれません。

■ 据付機械設備等の工事用仮設備（据付費および付帯設備工事費を含みます。）および工事用機械器具
ならびにこれらの部品

■ 航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両

■ 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物

保険の目的（保険の対象）

■ 保険期間は、工事着手の時から工事の目的物の引渡しの時までとなります。＊

＊上記の保険期間にかかわらず、当会社の保険責任は、ご契約時に定めた保険期間の初日の午後4時（これと異なる時刻で定
めた場合はその時刻）に始まり、保険期間の末日の午後4時に終ります。ただし、工事用材料および工事用仮設材について
は、保険期間が始まった後でも、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。また、保険期間
中であっても、工事の目的物の引渡しの時（工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時）に終ります。

保険の対象となる期間（保険期間）
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＊請負金額に支給材料の金額が含まれていないときはその金額を請負金額に加算していただく必要があります。また、保険の
目的に含まれない工事の金額が算入されているときはその金額を控除し、出精値引がなされている場合はその金額を加算し
ていただく必要があります。自社物件工事等の請負工事でないために請負金額に該当する額がない場合は、保険の目的を完
成するために必要な金額といたします。
保険金額が請負金額に不足するときはその不足する割合によって、お支払いする保険金が削減されますのでご注意ください。

ご契約いただく金額（保険金額）

「お支払いの対象となる主な損害」と「お支払いの対象とならない主な損害」の代表的なものは次のと
おりです。
詳しい内容につきましては、P14「建設工事保険普通保険約款」第1条（保険金を支払う場合）および第
2条（保険金を支払わない場合）をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社までご照会ください。

自然の作用によるもの

■ 強風・暴風による損害
（例）台風で足場が吹き飛んだ。

■ 落雷による損害
（例）現場事務所に落雷したため、屋根に穴が
あいた。

■ 風災またはひょう災による建物の破損箇
所からの雨水、砂じんの漏入による収容
物の損害

（例）台風による屋根の破損箇所から雨水が漏
入し、カーペットが汚損した。

■ ひょうによる損害
（例）ひょうが降ったため、窓ガラスが破損した。

お支払いの対象となる主な損害とお支払いの対象とならない主な損害

お支払いの対象となる主な損害

■ 風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹込み
またはこれらのものの漏入による損害
ただし、保険の目的または保険の目的を
収容する建物が台風、せん風、暴風、暴
風雨、突風、ひょうその他の風災または
ひょう災によって直接破損したために、
保険の目的に生じた損害を除きます。

■ 寒気、霜、氷（ひょうを除く。）または雪
による損害

（例）寒気による養生中のセメントの固結不
良。
ただし、豪雪、なだれ等の雪災（融雪こ
う水を除きます。）によって保険の目的に
生じた損害については特約によってお支
払いの対象とすることができます。

■ 高潮、こう水、内水氾濫または豪雨によ
る土砂崩れもしくは崖崩れによって生じ
た損害
ただし、この損害は特約によってお支払
いの対象とすることができます。P.10「水
災危険担保特約」も併せてご覧ください。

■ 地震、噴火またはこれらによる津波によ
る損害
ただし、この損害は特約によってお支払
いの対象とすることができます。P.11「地
震危険担保特約」も併せてご覧ください。

お支払いの対象とならない主な損害

等等

保険金額� 請負金額＊�
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工事作業に伴うもの

■ 作業員の作業ミスによる損害
（例）屋根ガワラの取替え工事中、誤って資材
を落とし、壊してしまった。

お支払いの対象となる主な損害

■ 保険の目的が保険証券記載の工事以外の
用途に使用された場合において、その使
用によってその使用部分に生じた損害
ただし、この損害は特約によってお支払
いの対象とすることができます。P.23
「一部使用による危険担保特約」も併せて
ご覧ください。

■ 工事用仮設材として使用される矢板・く
い・H型鋼その他これらに類する物の打込
みもしくは引抜きの際において生じた曲
損もしくは破損または引抜き不能の損害

■ 湧水の止水または排水費用を支出したこ
とによる損害

お支払いの対象とならない主な損害

等等

設計・施工・材質などに関連するもの

■ 保険の目的の設計、施工、材質または製
作の欠陥によって生じた損害

（例）構台の強度不足のため、構台上のミキサ
ー車が落下し、躯体が破損した。

（例）柱に使用していた木材の材質上の欠陥に
よって、建築中の家が倒壊した。

■ 保険の目的の性質もしくはかし
・ ・

またはそ
の自然の消耗もしくは劣化

■ 保険の目的の設計、施工、材質または製
作の欠陥を除去するための費用を支出し
たことによる損害

等等
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その他

■ 火災、爆発、破裂による損害
（例）建築中の建物が放火により焼失した。

■ 航空機の墜落、自動車の飛び込みによる
損害

■ 盗難の損害（ただし、損害発生後30日以
内に発見されたものに限ります。）

（例）工事現場に保管していた木材が盗まれた。

■ 労働争議によって生じた損害

お支払いの対象となる主な損害

■ 保険契約者、被保険者（保険の補償を受
けられる方）もしくはこれらの者の法定代
理人または工事現場責任者の故意もしく
は重大な過失または法令違反による損害

■ 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
変または暴動による損害

■ 官公庁による差押え、没収または破壊に
よる損害
ただし、火災の延焼防止のために行なわ
れる場合を除きます。

■ 核燃料物質、放射能汚染等による損害

■ 損害発生後30日以内に知ることができな
かった盗難の損害

■ 残材調査の際に発見された紛失または不
足の損害

■ 保険料領収前に生じた事故による損害

■ テロによる損害（1工事あたりの保険金額
が15億円以上の工事物件を対象とする場
合）

お支払いの対象とならない主な損害

等等

〈テロ危険について〉
2001年9月の米国同時多発テロ事件という未曾有の巨額損害の発生を契機と致しまして、テロ危険に

対する世界の保険業界の見方は一変し、新聞などでも報じられているとおり、テロ危険は戦争に匹敵
する巨大リスクであり、民間の保険業界では負担することができないリスクであるとの認識になって
おります。そのため、再保険市場におきましても大規模物件を中心にテロ危険を保険金支払いの対象
外とすることが世界的に一般化しております。
弊社といたしましても、テロ危険に対しては慎重に検討を進めて参りましたが、1工事あたりの保険

金額が15億円以上の工事物件を対象とする場合につきましては、『テロ危険不担保特約条項』を付帯し
てお引受けすることとさせていただきました。
何卒事情をご理解の上、ご了解賜りますようお願い申し上げます。
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＊1回の事故につき、保険金額を限度としてお支払いいたします。

お支払いする保険金

損害保険金＊� 残存物価額�復旧費� 控除額�

損害保険金

残存物取片付け�
費 用 保 険 金� 損害保険金�保険の目的の残存物の�

取片付けにかかった費用� ６％�

残存物取片づけ費用保険金

1. 復旧費

次の費用の合計額をいいます。

（1）損害発生直前の状態に復旧するために直接要する再築、再取得または修理の費用

（2）損害の拡大防止または軽減のために必要または有益な費用（ただし、弊社が承認したものに限ります。）

復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出いたしますが、内訳書に損料または償却費を計上した工事
用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品については時価によ
って定めます。また、次に掲げる費用は復旧費に含みません。

①仮修理費
ただし、弊社が、本修理の一部をなすと認めた費用は復旧費に含めます。

②排土・排水費用
ただし、弊社が、復旧費の一部をなすと認めた費用は復旧費に含めます。

③工事内容の変更または改良による増加費用

④保険の目的の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用

2. 残存物価額

損害の生じた保険の目的の残存物の価額（時価）をいいます。

3. 控除額

ご契約時にあらかじめ設定していただいた額をいいます。

例｛ ●火災、落雷、破裂・爆発による損害 ･･･････0円
●その他の原因による損害 ･････････････10万円

■ 損害保険金が支払われる場合、損害が生じた保険の目的の残存物の取片づけに必要な解体費用、取りこ
わし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用を損害保険金の6％に相当する額を限度としてお支払いいた
します。
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損害保険金�臨時費用保険金� ２０％� １００万円�

臨時費用保険金

保険料の一例をご紹介いたします。

■ 損害保険金が支払われる場合、1回の事故につき損害保険金の20％に相当する額または100万円のいずれ
か低い額をお支払いいたします。

■ 1契約の保険期間が4か月以上で、かつ保険料が30万円以上のご契約については、最高4回（総括契約の場
合最高12回）までの分割払いをご選択いただくことができます。

■ 最低保険料は1契約について、5,000円です。

■ 保険料率は、工事場所、工事期間、建物の構造等によって異なります。なお、これは保険期間を通じて
の、保険金額1,000円に対する割合を示します。

本保険でお支払いの対象となる損害が、特約火災保険契約（＊）において保険金のお支払いの対象となる場合は、本保険にお
ける保険金（特約火災保険契約が締結されていないものとして算出した額とします。）から、特約火災保険契約における保険
金（本保険契約が締結されていないものとして算出した額とします。）を差し引いた額をお支払いいたします。
＊独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険契約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等特約火災保険契約、年
金資金運用基金融資物件等特約火災保険契約、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険契約または沖縄振興開発金融公庫
融資住宅等火災保険契約をいいます。

保険料は次の式によって計算されます。

保険料

保険料�
（円）�

保険金額�
（千円）�

保険料率�
（‰）�

例　　1 例　　2

工 事 場 所 東　　京 大　　阪

工 事 期 間 4 ヶ月間 10 ヶ月間

建物の構造 木　　造 鉄筋コンクリート造

請 負 金 額 2,000万円 10億円

保 険 料 約 3 万円 約120万円

（支給材なし）

（準耐火建築物でない場合）



9

各種の特約条項を付帯することで、さらに補償を充実させることができます。その代表的な特約の
概要は次のとおりです。
お支払いする保険金やお支払いの対象とならない損害等詳しい内容につきましては、P.19以降の特
約条項をご覧頂くか、取扱代理店・扱者または弊社までご照会ください。

特約を付帯することによる補償内容の拡大

水災危険担保特約

高潮、こう水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れによって保険の目的に生じた損害

を補償いたします。

一部使用による危険担保特約

工事期間中に工事の目的物が工事以外の用途に使用された場合、その使用によってその使用部分に生

じた損害を補償いたします。

損害賠償責任担保特約

工事現場における工事の遂行または工事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する施設、

設備に起因する偶然な事故によって、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより、損

害賠償責任を負担することによって被る損害を補償いたします。

※損害賠償責任につきましては別途単独の保険（請負業者賠償責任保険）も用意しておりますので取扱代

理店・扱者または弊社までご照会ください。

管理物件担保特約

工事に起因して被保険者が使用または管理する財物に生じた損害を補償いたします。

特別費用担保特約

事故によって損害が生じた保険の目的の復旧期間を短縮するために、通常要する費用をこえる貨物運

送料金（ただし、国際間の航空輸送運賃を含みません。）および残業・休日勤務・夜間勤務による割増賃

金を支出したことによる損害を補償いたします。
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メインテナンス期間に関する特約

次に掲げる特約条項を付帯することにより、請負契約書の定めにより、工事の目的物の引渡し後、メ

インテナンス期間中に被保険者が負うべき保証責任のうち、不測かつ突発的な事故により保険の目的

に生じた損害を補償いたします。

具体的な補償内容は次の通りです。

①メインテナンス期間に関する特約条項（ビジット・メインテナンス）

被保険者（「発注者」を除きます。）が工事の請負契約書に従って行う修補作業の拙劣または過失による

事故によって生じた損害を補償いたします。

②メインテナンス期間に関する特約条項（エクステンデッド・メインテナンス）

上記①の損害に加え、引渡し前の工事期間中に工事現場において発生した施工の欠陥に起因する事

故によって生じた損害を補償いたします。

③メインテナンス期間に関する特約条項（フル・メインテナンス）

上記②の損害に加え、保険の目的の設計、材質または工場製作の欠陥に起因する事故によって生じ

た損害を補償いたします。

地震危険担保特約

地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって保険の目的に生じた損害を補償いたします。

（ただし、保険の目的が「東京、千葉、神奈川、愛知、静岡、山梨、長野、三重、岐阜の各都県に所在

する場合等には、お引受けできない場合もあります。あらかじめ取扱代理店・扱者または弊社までご照

会ください。）

特約火災保険重複危険免責特約
〈この特約条項はすべてのご契約に自動的に付帯されます。〉

特約火災保険が契約された時点より、特約火災保険と建設工事保険の補償の差の部分を補償いたします。

独立行政法人住宅金融支援機構等が融資を行う物件については、同機構等は、融資債権保全の観点から、発

注者に、特約火災保険＊の付保を義務付けています。

また、独立行政法人住宅金融支援機構等は、同機構等が指定する特約火災保険と補償が重複する一般の火災

保険、建設工事保険等（以下「建設工事保険等」とします。）の付保を禁じており、（別口契約の禁止）発注者は、

独立行政法人住宅金融支援機構等との間の融資契約（以下「融資契約」とします。）に基づいて、融資実行時点ま

でに建設工事保険契約等を解約する必要があります。しかしながら、建設工事保険を解約した場合、特約火

災保険と建設工事保険には補償内容に差があるために、工事関係者としては十分な補償が得られないという

問題が残ります。

本特約条項を付帯することにより、この補償の差をカバーし、融資契約に抵触することなく、建設工事保険

契約を保険期間の終期まで継続することができます。

＊特約火災保険

以下の5つを指します。

（1） 独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険

（2） 独立行政法人都市再生機構分譲住宅等特約火災保険

（3） 年金資金運用基金融資物件等特約火災保険

（4） 勤労者財産形成融資住宅特約火災保険

（5） 沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険
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2. 建設工事保険総括契約のおすすめ

建設工事保険の契約方式には、個別契約方式（1工事ごとに保険を手配する方式）のほかに、総括契約方
式があります。
建設工事総括プランや新型建設工事保険総括契約（竣工くん・建工）といったパッケージ商品もご用意
しておりますので、取扱代理店・扱者または弊社までご照会ください。

総括契約方式

貴社が受注される建築工事（ただし、1件あたりの請負金額が100億円以下の工事に限ります。）の全てを、

保険の対象としてご契約いただく方式です。

この方式によるメリットとしては……

①保険料が割安です。

工事一件ごとに保険を手配されるよりも、総括契約方式により全ての工事について保険を手配された方が、

一件あたりの工事の保険手配にかかる保険料が割安になります。

②保険の手配漏れの心配がなくなります。

貴社が受注される建設工事の全てを保険の対象としてご契約いただく総括契約方式による引受けとなって

おります。保険の申込みは、契約時の一度で済み、総括契約方式により対象工事の全てが自動的に保険の

対象となりますので、保険の手配漏れの心配がございません。
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3. 建設工事請負契約に関連する各種の損害保険

建設工事請負契約に関連する各種の損害保険の代表例としては上記のものがあります。工事の着工か
ら完成引き渡しに至るまでのプロセスは、さまざまな危険にとりまかれていますが、これらの保険を
ご利用いただくことによって安心して工事を遂行していただけます。各保険の保険金のお支払等詳細
につきましては取扱代理店・扱者または弊社までご照会ください。

着　工� 工事期間� 完成引渡�

建設工事保険�

請負業者賠償責任保険�
労働災害総合保険�

開業遅延保険�

動産総合保険・機械保険�
自動車保険�

貨物保険�

貨物保険
資材・機材等が工事現場まで輸
送される間の偶然な事故によっ
て被る物的損害を補償する保険
です。

機械保険
工事用機械、機械設備または装
置が工事現場において不測かつ
突発的な事故によって被る物的
損害を補償する保険です。

自動車保険
工事に使用する自動車に乗車中
の方のケガやその自動車に生じ
た物的損害、およびその自動車
の所有、使用、管理に起因して
事故を起こし、法律上の損害賠
償責任を負担することによって
被る損害を補償する保険です。

動産総合保険
工事用機械・器具等の偶然な事
故（注）による物的損害を補償す
る保険です。
（注）
・盗難による損害につきまして
は、補償の対象にできない場
合があります。
・ベルト・ハンマー部分、ドリ
ル・バケット、ショベル等の
歯、爪に相当する部分等が単
独で損害を受けた場合は、保
険金をお支払いできません。

請負業者賠償責任保険
工事施工に伴い、第三者の身体
または財物を害した結果、法律
上の損害賠償責任を負担するこ
とによって被る請負業者の損害
を補償する保険です。

労働災害総合保険
工事施工に伴う従業員の身体障
害について、政府労災保険等の
上積みとして企業が行う災害補
償を肩代わりする法定外補償保
険と、企業が負担する民事上の
損害賠償責任を補償する使用者
賠償責任保険とがあります。い
ずれも政府労災保険等への加入
を前提としてお引き受けいたし
ます。

開業遅延保険
建設工事保険の担保する事故に
より、損害が生じ、予定された
営業の開始が遅延した場合に、
発注者が被る喪失利益等を補償
する保険です。
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建設工事保険普通保険約款
第１章　保険金の支払

（保険金を支払う場合）
第１条　当会社は、この約款に従い、保険証券記載の工事現場（以下「工事現場」といいます。）
において、不測かつ突発的な事故によって保険の目的について生じた損害に対して、損害
保険金を支払います。
２　当会社は、この約款に従い、前項の損害保険金が支払われる場合において、その事故に
よって損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用（解体費用、取りこわし
費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第５条（損害の額の算定）に規定する損
害の額に含まれないものをいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。）に対し
て、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
３　当会社は、この約款に従い、第１項の損害保険金が支払われる場合において、その事故
によって保険の目的が損害を受けたため臨時に生ずる費用（以下「臨時費用」といいます。）
に対して、臨時費用保険金を支払います。

（保険金を支払わない場合）
第２条　当会社は、次に掲げ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、
残存物取片づけ費用保険金または臨時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、被保険者もしくはこれらの者の法定代理人（保険契約者または被保険者
が法人であるときは、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
たは工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反

（2）風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、保険の
目的または保険の目的を収容する建物が台風、せん風、暴風、暴風雨、突風、ひょうそ
の他の風災またはひょう災によって直接破損したために前条（保険金を支払う場合）第
１項の事故が生じた場合を除きます。

（3）寒気、霜、氷（ひょうを除く。）または雪
２　当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害（これらの事由がなければ発生または拡
大しなかった損害を含みます。）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）官公庁による差押え、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行なわれる
場合を除きます。

（3）地震もしくは噴火またはこれらによる津波
（4）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

（5）前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
３　当会社は、高潮、こう水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れによって
生じた損害（これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。）に対
しては、保険金を支払いません。
４　当会社は、次に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
（1）損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害
（2）残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
（3）保険の目的が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用に
よってその使用部分に生じた損害

（4）工事用仮設材として使用される矢板・くい・H型鋼その他これらに類する物の打込み
もしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害

（5）保険の目的の性質もしくはかしまたはその自然の消耗もしくは劣化
５　当会社は、次に掲げる費用に対しては、保険金を支払いません。
（1）保険の目的の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
（2）湧水の止水または排水費用
６　当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故による損害に対して
は、保険金を支払いません。第13条（保険料の追徴または返還―告知・通知事項の承認の

4. 建設工事保険普通保険約款・特約条項



場合）および第25条（保険期間の延長）の規定により保険料が追徴となる場合において、
当会社の請求に対し保険契約者が支払を怠ったときも、また同様とします。

（保険の目的の範囲）
第３条　この約款にいう保険の目的は、工事現場における次に掲げる物に限ります。
（1）保険証券記載の工事の目的物
（2）前号に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事
の目的物

（3）前２号の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および
保安設備（以下「工事用仮設物」といいます。）

（4）現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什
器・備品（家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。）

（5）工事用材料および工事用仮設材
２　前項第３号から第５号に掲げる物は、保険証券記載の工事専用でない場合には、特別の
約定がないかぎり、保険の目的に含まれません。
３　次に掲げる物は、保険の目的に含まれません。
（1）据付機械設備等の工事用仮設備（据付費および付帯設備工事費を含みます。）および
工事用機械器具ならびにこれらの部品

（2）航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両
（3）設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物

（保険金額）
第４条　保険金額は保険証券記載の工事にかかわる請負契約金額（支給材料の金額が算入さ
れていないときはその金額を加算し、保険の目的に含まれない工事の金額が算入されて
いるときはその金額を控除します。以下「請負金額」といいます。）であることを要しま
す。
２　保険契約者は、保険期間の中途において、請負金額に変更が生じたときは、遅滞なく、
書面をもってその旨を当会社に申し出て、保険金額の調整につき保険証券に承認の裏書を
請求しなければなりません。
３　前項の承認をする場合には、当会社は、その定めるところに従い、保険料を追徴または
返還します。

（損害の額の算定）
第５条　当会社が、第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害保険金として支払うべき損
害の額は、損害の生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、
再取得または修理の費用（以下「復旧費」といいます。）とします。
２　前項の復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料ま
たは償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容
されている什器・備品については、これらの物の損害が生じた地および時における価額に
よって定めます。
３　次に掲げる費用は復旧費に含まないものとします。
（1）仮修理費。ただし、当会社が、本修理の一部をなすと認めた費用については、この限
りでありません。

（2）排土・排水費用。ただし、当会社が、復旧費の一部をなすと認めた費用については、
この限りでありません。

（3）工事内容の変更または改良による増加費用
（4）保険の目的の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手
待ち費用

４　損害の生じた保険の目的につき残存物があるときは、損害が生じた地および時における
その残存物の価額を前３項の規定による損害の額から差し引いた残額をもって損害の額と
します。

（保険金の支払額）
第６条　当会社は、第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害に対して、１回の事故につ
き、保険金額を限度とし、前条（損害の額の算定）の規定による損害の額から保険証券記
載の控除額（以下「控除額」といいます。）を控除した残額を損害保険金として、支払い
ます。
２　保険金額が請負金額より低いときは、前項の規定にかかわらず、当会社は、次の算式に
よって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、１回の事故につき、保険金
額をもって限度とします。

３　当会社は、第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害保険金の６％に相当する額を限

損害保険金の額＝
保険金額
請負金額

×）控除額－
前条（損害の額の算定）
の規定による損害の額（
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度とし、残存物取片づけ費用の額を第１条（保険金を支払う場合）第２項の残存物取片づ
け費用保険金として、支払います。
４　当会社は、第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害保険金の20％に相当する額を、
第１条（保険金を支払う場合）第３項の臨時費用保険金として、支払います。ただし、１
回の事故につき、100万円を限度とします。
５　前２項の場合において、当会社は、前２項の規定によってそれぞれ支払うべき残存物取
片づけ費用保険金または臨時費用保険金と損害保険金との合計額が保険金額をこえるとき
でも、支払います。

（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）
第７条　第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害に対して保険金を支払うべき他の保険
契約がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約がないものとして算出
した支払責任額の合計額が、１回の事故につき、第５条（損害の額の算定）の規定による
損害の額から控除額（他の保険契約に、この保険契約の控除額より低いものがあるときは、
これらの控除額のうち最も低い額とします。この条において以下同様とします。）を控除
した残額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、
支払います。

２　第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約
があり、その損害保険金の額が再調達価額（保険の目的と同一の構造、質、用途、規模、
型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。）から使用による減価
を差し引いた額を基準として算出される場合は、前項の規定にかかわらず、当会社は、次
の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、前条（保険金の支
払額）の規定により算出された損害保険金の額を限度とします。

３　第１条（保険金を支払う場合）第２項の残存物取片づけ費用に対して保険金を支払うべ
き他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約がないもの
として算出した支払責任額（支払責任額の算出にあたっては、第１条（保険金を支払う場
合）第１項の損害保険金の額は前２項の規定を適用して算出した額とします。）の合計額
が残存物取片づけ費用の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を残
存物取片づけ費用保険金として、支払います。

４　第１条（保険金を支払う場合）第３項の臨時費用に対して保険金を支払うべき他の保険
契約がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約がないものとして算出
した支払責任額（支払責任額の算出にあたっては、第１条（保険金を支払う場合）第１項
の損害保険金の額は第１項または第２項の規定を適用して算出した額とします。）の合計
額が、１回の事故につき、100万円（他の保険契約に、限度額が100万円をこえるものがあ
るときは、これらの限度額のうち最も高い額）をこえるときは、当会社は、次の算式によ
って算出した額を臨時費用保険金として、支払います。

第２章　告知義務・通知義務等

（告知義務）
第８条　保険契約締結の当時、保険契約者またはその代理人が、故意または重大な過失によ
って、保険契約申込書の記載事項について、当会社に知っている事実を告げずまたは不実
のことを告げたときは、当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発する書面
による通知をもって保険契約を解除することができます。他人のために保険契約を締結す
る場合に、保険契約者またはその代理人が、自己に過失があると否とを問わず、被保険者

臨時費用保険金の額＝
この保険契約の支払責任額
それぞれの保険契約の支払
責任額の合計額

×

100万円（他の保険契約
に、限度額が100万円
をこえるものがあると
きは、これらの限度額
のうち最も高い額）

残存物取片づけ
費用保険金の額

＝
この保険契約の支払責任額

それぞれの保険契約の支払責任額の合計額
×

残存物取片づ
け費用の額

損害保険金の額＝
他の保険契約によ
って支払われるべ
き損害保険金の額

－控除額－
第５条（損害の額
の算定）の規定に
よる損害の額

損害保険金の額＝
この保険契約の支払責任額
それぞれの保険契約の支払
責任額の合計額

×控除額－
第５条（損害の額
の算定）の規定に
よる損害の額



またはその代理人の故意または重大な過失によって、知っている事実を告げずまたは不実
のことを告げるに至ったときも、また同様とします。
２　前項の規定は、次の場合には適用しません。
（1）前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
（2）当会社が保険契約締結の当時、前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを
知り、または過失によってこれを知らなかった場合

（3）保険契約者または被保険者が、第１条（保険金を支払う場合）の事故による損害が発
生する前に保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって更正を当会社に申し出て、
当会社がこれを承認した場合。更正の申し出を受けた場合において、保険契約締結の当
時、保険契約者が更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していた
と認めるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。

（4）当会社が前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日から保険契約を
解除しないで30日を経過した場合

３　保険契約申込書の記載事項中、第１項の告げなかった事実または告げた不実のことが、
当会社の危険測定に関係のないものであった場合には、第１項の規定を適用しません。た
だし、この保険契約において保険金を支払う損害に対して保険金を支払う他の保険契約
（以下「重複保険契約」といいます。）については、この限りでありません。
４　損害が発生した後に第１項の解除が行なわれた場合でも、当会社は、保険金を支払いま
せん。もし、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することが
できます。この規定は、第12条（保険契約解除の効力）の規定とはかかわりありません。
５　前項の規定は、損害が第１項の告げなかった事実または告げた不実のことに基づかない
ことを保険契約者または被保険者が証明したときは、適用しません。

（通知義務）
第９条　保険契約締結後、次の事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事
実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない
事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出
て、保険証券に承認の裏書を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった
後は、この限りでありません。
（1）重複保険契約を締結すること。
（2）保険の目的を譲渡すること。
（3）保険証券記載の施工者を変更すること。
（4）工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること。
（5）設計、仕様または施工方法をいちじるしく変更すること。
２　前項の手続を怠った場合には、当会社は、前項の事実が発生した時または保険契約者も
しくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認裏書請求書を受領するまでの間に
生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、前項第４号または第５号の事実
が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったと
きは、この限りでありません。
３　第１項の事実がある場合（前項ただし書の規定に該当する場合を除きます。）には、当会
社は、その事実について承認裏書請求書を受領したと否とを問わず、保険証券記載の保険
契約者の住所にあてて発する書面による通知をもって保険契約を解除することができます。
４　前項に基づく当会社の解除権は、当会社が第１項の事実を知った日から30日以内に行使
しないときは消滅します。

（保険契約の無効）
第10条　保険契約締結の当時、次の事実があったときは、保険契約は無効とします。
（1）他人のために保険契約を締結する場合において、保険契約者が、その旨を保険契約申
込書に明記しなかったとき。

（2）保険契約者または被保険者が、保険の目的にすでに第１条（保険金を支払う場合）第
１項の損害が生じ、またはその原因が発生していたことを知っていたとき。

（保険契約者による保険契約の解除）
第11条　保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって保険契約を解除することが
できます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは、
この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使でき
ません。

（保険契約解除の効力）
第12条　保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

（保険料の追徴または返還―告知・通知事項の承認の場合）
第13条　第８条（告知義務）第２項第３号または第９条（通知義務）第１項の承認をする場
合には、当会社は、その定めるところに従い、保険料を追徴または返還します。
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（保険料の返還―契約の無効の場合）
第14条　保険契約が無効の場合において、保険契約者または被保険者に故意または重大な過
失があったときは、当会社は、保険料を返還しません。
２　保険契約が無効の場合において、保険契約者および被保険者に故意または重大な過失が
なかったときは、当会社は、保険料の全額を返還します。

（保険料の返還―契約解除の場合）
第15条　第８条（告知義務）第１項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当
会社は、保険料を返還しません。
２　第９条（通知義務）第３項または第16条（保険の目的の調査および事故の予防）第３項
の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、未経過期間に対し日割を
もって計算した保険料を返還します。
３　第11条（保険契約者による保険契約の解除）の規定により、保険契約者が保険契約を解
除したときは、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率に
よって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間が１年
をこえる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

（保険の目的の調査および事故の予防）
第16条　当会社は、いつでも保険の目的または工事現場を調査することができます。
２　前項の調査の際、事故発生のおそれが大であると認めたときは、当会社は、保険契約者
または被保険者が自己の費用をもって適切な措置をとることを請求することができます。
３　保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の代理人または工事現場責任者が、相当な理
由がないのに、第１項の調査を拒んだときまたは前項の請求に応じないときは、当会社は、
保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発する書面による通知をもって、保険契約を解
除することができます。
４　前項に基づく当会社の解除権は、前項の事実のあった日から30日以内に行使しないとき
は消滅します。

第３章　損害の発生

（損害発生の場合の手続）
第17条　保険の目的について損害が生じたことを知ったときは、保険契約者または被保険者
は、自己の費用をもって、次に掲げる事項を行なわなければなりません。
（1）直ちに電話または電信によるほか、書面をもって当会社に通知すること。
（2）損害見積書に当会社の要求するその他の書類を添えて、損害の発生を通知した日から
30日以内に当会社に提出すること。

２　保険の目的について損害が生じたときは、当会社は、保険の目的または工事現場を調査
することができます。
３　保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の代理人または工事現場責任者は、前項の調
査前に、損害を防止または軽減するに必要な限度をこえて損害を修理しまたはその状態を
変更してはなりません。ただし、保険契約者または被保険者が第１項の通知を発した後、
当会社が７日以内に調査を行なわないときはこの限りでありません。
４　保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第１項もしくは前項の規定に違反
したとき、第２項の調査を妨害したときまたは提出書類につき知っている事実を表示せず
もしくは不実の表示をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。

（損害防止義務および損害防止費用）
第18条　保険契約者または被保険者は、第１条（保険金を支払う場合）の事故が生じたとき
は、損害の拡大防止または軽減に努めなければなりません。
２　前項の場合において、保険契約者または被保険者が、第１条（保険金を支払う場合）第
１項の損害の拡大防止または軽減のために必要または有益な費用を支出したときは、当会
社は、当会社が承認したものに限り、第５条（損害の額の算定）の規定による損害の額に
含めるものとします。
３　保険契約者、被保険者または工事現場責任者が故意または重大な過失によって第１項の
義務を履行しなかったときは、当会社は、損害の額から拡大防止または軽減することがで
きたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。

（残 存 物）
第19条　当会社が第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害保険金を支払ったときでも、
保険の目的の残存物の所有権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、
当会社に移転しません。ただし、第５条（損害の額の算定）第４項の規定が適用された残
存物については、被保険者の所有に属するものとします。

（評価人および裁定人）
第20条　損害の額について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者



との間に争いを生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各１名ずつ
の評価人の判断にまかせます。もし、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価
人が選定する１名の裁定人がこれを裁定するものとします。
２　当事者は、自己の選定した評価人の費用（報酬を含みます。）を各自負担し、その他の
費用（裁定人に対する報酬を含みます。）については、半額ずつ負担するものとします。

（代　　位）
第21条　当会社は、第１条（保険金を支払う場合）の損害に対して保険金を支払ったときは、
その支払った保険金の額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、被保
険者がその損害につき第三者（他人のためにする保険契約の場合の保険契約者を含みま
す。）に対して有する権利を代位取得します。
２　保険契約者および被保険者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびに
そのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この
ために必要な費用は、当会社の負担とします。

（保険金の支払時期）
第22条　当会社は、保険契約者または被保険者が第17条（損害発生の場合の手続）の規定に
よる手続をした日から30日以内に、保険金を支払います。ただし、当会社が、この期間内
に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく、保険金を支払
います。

（保険金額の復元）
第23条　当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は減額されま
せん。

第４章　そ　の　他

（保険責任の始期および終期）
第24条　当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間（以下「保険期間」といいます。）
の初日の午後４時（保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻）に始
まります。ただし、保険期間が始まった後でも、工事用材料および工事用仮設材について
は、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。
２　当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後４時に終ります。ただし、保険期間中であ
っても、工事の目的物の引渡しの時（工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事
が完成した時。以下同様とします。）に終ります。

（保険期間の延長）
第25条　工事の目的物の引渡しの時が保険期間後となることが明らかになったときは、保険
契約者は、保険期間満了前に、書面をもってその旨を当会社に申し出て、保険期間の延長
につき保険証券に承認の裏書を請求することができます。
２　前項の承認をする場合には、当会社は、その定めるところに従い、追加保険料を請求す
ることができます。

（管轄裁判所）
第26条　この保険契約についての訴訟に関しては、日本国の裁判所をもって合意による管轄
裁判所とします。

（準 拠 法）
第27条　この約款に規定のない事項については、日本国の法令によることにします。

特約条項

損害賠償責任担保特約条項
（保険金を支払う場合）
第１条　当会社は、保険証券記載の工事現場（以下「工事現場」といいます。）における工
事の遂行または工事の遂行のために工事現場において被保険者が所有、使用もしくは管理
する施設、設備に起因する偶然な事故によって保険期間中に発生した他人の身体の障害
（この特約条項においては、傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。）または財物の
滅失、き損もしくは汚損（以下「財物の損壊」といいます。）に対して、被保険者が法律
上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、建設工事保険普通保険約
款（以下「普通約款」といいます。）およびこの特約条項に従い、保険金を支払います。

（保険金を支払わない場合）
第２条　当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
（1）保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の法定代理人（保険契約者または被保険者
が法人であるときは、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
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たは工事現場責任者の故意
（2）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。）

（3）官公庁による差押え、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場
合を除きます。

（4）地震もしくは噴火またはこれらによる津波
（5）高潮、こう水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ
（6）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

（7）前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
２　当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被った損
害に対しては、保険金を支払いません。
（1）航空機、船舶もしくは水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両の所有、使用また
は管理（貨物の積み込みまたは積み卸し作業を除きます。）に起因する損害賠償責任。
ただし、工事現場における下欄記載のもの（以下「建設用工作車」といいます。）は、
自動車その他の車両とみなしません。

（2）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

（3）次に掲げる財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
イ　被保険者が所有する財物（所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物を含みま
す。）
ロ　被保険者が現実に使用している財物
ハ　被保険者が直接作業を加えている財物（当該作業の対象となっている部分をいいま
す。）
ニ　被保険者が他人から借りている財物（リース契約により被保険者が占有する財物を
含みます。ただし、借用戸室は除きます。）
ホ　被保険者または被保険者のために下請負人となる専門工事業者が保管施設において
保管するために預かっている財物

（4）被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
（5）被保険者の使用人または下請負人となる専門工事業者（その使用人を含みます。）が、
工事に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任

（6）屋根、扉、窓、通風筒その他これらに類する物から入る雨、雪、ひょうによって生じ
た財物の損壊に起因する損害賠償責任

（7）じんあい、臭気または騒音に起因する損害賠償責任
（8）地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次に掲げる事由に起因する損害賠償
責任
イ　土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる土地の工作物、その収容物も
しくは付属物、植物または土地の損壊およびこれらに起因する他人の財物の損壊
ロ　土地の軟弱化もしくは土砂の流出または流入による地上の構築物（基礎および付属
物を含みます。）、その収容物または土地の損壊およびこれらに起因する他人の財物の
損壊
ハ　地下水の増減、汚染またはこれらに起因する他人の身体の障害もしくは財物の損壊

（9）工事の目的物の引渡（工事の目的物の引渡を要しない場合にはその工事の完成）また
は工事の放棄の後のその結果（被保険者が工事現場に放置または遺棄した機械、装置ま
たは資材は工事の結果とみなしません。）に起因する損害賠償責任

（10）石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他有害な特性に起因する損害賠償責任
（11）石綿の代替物質または代替物質を含む製品の発ガン性その他の石綿を同種の有害な特
性に起因する損害賠償責任

３　当会社は、保険期間が始まった後でも、この特約の保険料領収前に生じた事故による損
害に対しては、保険金を支払いません。普通約款第13条（保険料の追徴または返還―告
知・通知事項の承認の場合）の規定によりこの特約の保険料が追徴となる場合において、
当会社の請求に対し保険契約者がその支払を怠ったときも、また同様とします。

（支払保険金の範囲）
第３条　当会社が支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
（1）被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、
判決により支払を命ぜられた訴訟費用および判決日までの遅延損害金を含み、また、損
害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額を
これから差し引くものとします。

（2）損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴



訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用（弁護士報酬を含みます。）
（3）損害賠償責任の解決について、被保険者が当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

（4）被保険者が第５条（事故の発生）第１項第３号の手段を講ずるために支出した必要ま
たは有益と認められる費用

（5）損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後におい
て、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書
面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その
他緊急措置に要した費用

（6）第６条（損害賠償責任解決の特則）の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、
協力するために直接要した費用

（7）被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第５条（事故の発
生）第１項第２号または第９条（代位）第２項の規定により、その権利の保全または行
使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な費用

（保険金の支払額）
第４条　当会社が１回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とし
ます。
（1）前条（支払保険金の範囲）第１号に規定する損害賠償金の額から、保険証券記載の控
除額を控除した残額。ただし、保険証券記載の支払限度額（以下「支払限度額」といい
ます。）を限度とします。

（2）前条（支払保険金の範囲）第２号から第７号までに規定する費用についてはその全額。
ただし、前条（支払保険金の範囲）第２号および第３号の費用は、前条（支払保険金の
範囲）第１号の損害賠償金の額が支払限度額をこえる場合は、その支払限度額の前条
（支払保険金の範囲）第１号の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。

（事故の発生）
第５条　保険契約者または被保険者は、第１条（保険金を支払う場合）の事故により他人の
身体の障害または財物の損壊が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を行
わなければなりません。
（1）事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれら
の事項の証人となる者があるときは、その住所、氏名を、また損害賠償の請求を受けた
ときはその内容を、ただちに電話または電信によるほか、書面をもって当会社に通知す
ること。

（2）他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使につ
いて必要な手続をすること。

（3）損害を防止または軽減するために必要な措置を講ずること。
（4）損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認
を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置については、この限りでありま
せん。

（5）損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、直ち
に書面をもって当会社に通知すること。

２　保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに前項各号の義務に違反したときは、
当会社は、第１号および第５号の場合には保険金を支払いません。また、第２号および第
３号の場合には防止または軽減することができたと認められる額を、第４号の場合には当
会社が損害賠償責任がないと認めた額を、それぞれ差し引いて、保険金の額を決定します。

（損害賠償責任解決の特則）
第６条　当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の
解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、そ
の遂行について当会社に協力しなければなりません。
２　被保険者が、正当な理由がないのに前項の協力に応じないときは、当会社は、保険金を
支払いません。

（保険金の請求）
第７条　当会社に対する保険金請求は、損害賠償金の額が確定したときからこれを行うこと
ができます。
２　被保険者が保険金の支払を請求するときは、損害賠償金の額が確定したときから30日以
内に、保険金請求書および損害賠償金の額または費用を証明する書類その他当会社が必要
と認める書類を、当会社に提出しなければなりません。
３　保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに前項の規定に違反したときまたは
提出書類につき知っている事実を表示せずもしくは不実の表示をしたときは、当会社は、
保険金を支払いません。
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（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）
第８条　この特約条項によって支払われる損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約が
ある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した
支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当会社は、この保険契約の支払責任額の
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額に対する割合によって、保険金を支払います。
２　当会社は、前項の規定にかかわらず、建設用工作車の所有、使用または管理に起因して
当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その建設用工作車につき自動
車損害賠償保障法に基づく責任保険（責任共済を含みます。以下「自賠責保険」といいま
す。）の契約を締結すべきときもしくは締結しているときまたは自動車保険契約を締結し
ているときは、その損害の額が当該自賠責保険または自動車保険契約により支払われるべ
き金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対して保険金を支払います。
３　当会社は、前項に規定された自賠責保険または自動車保険契約により支払われるべき金
額の合算額または保険証券に記載された控除額のいずれか大きい金額を控除額として第３
条（支払保険金の範囲）および第４条（保険金の支払額）の規定を適用します。

（代　　位）
第９条　当会社は、第１条（保険金を支払う場合）の損害に対して保険金を支払ったときは、
その支払った保険金の額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、被保
険者がその損害につき第三者（他人のためにする保険契約の場合の保険契約者を含みま
す。）に対して有する権利を代位取得します。
２　保険契約者および被保険者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびに
そのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。

（この特約が付帯された保険契約との関係）
第10条　この特約条項が付帯された保険契約が無効のときは、この特約もまた無効とします。
２　この特約条項が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了したときは、この特
約も同時に終了するものとします。

（準用規定）
第11条　この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、
普通約款の規定を準用します。

（1）ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーター
グレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、
ロードスクレーパー（キャリオール）、ロードローラー、除雪用スノープラウ

（2）パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカ
ー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、シ
ョベルローダー

（3）ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベアー、発電機自動車
（4）コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラック、クレンカー
（5）前記（1）から（4）までに掲げる建設用工作車をけん引するトラクター、整地また
は農耕用トラクター

（6）ターナロッカー
（7）コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、
生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車

（8）その他上記に類するもの。ただし、ダンプカーを含みません。



水災危険担保特約条項

（保険金を支払う場合）
第１条　当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款（以下「普通約款」と
いいます。）第２条（保険金を支払わない場合）第３項の規定にかかわらず、高潮、こう
水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れによって保険の目的について生じ
た損害に対して、損害保険金を支払います。
２　前項の場合において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の目的
について生じた損害に対しても、損害保険金を支払います。

（普通約款に掲げる費用保険金等との関係）
第２条　この特約条項においては、普通約款第１条（保険金を支払う場合）第２項および第
３項に掲げる費用保険金ならびに第18条（損害防止義務および損害防止費用）第２項に掲
げる損害防止費用に関する規定は、これを適用しません。

（特約保険料の返還―特約解除の場合）
第３条　普通約款第11条（保険契約者による保険契約の解除）の規定により、保険契約者が
この特約を解除したときは、当会社は、普通約款第15条（保険料の返還―契約解除の場合）
第３項の規定にかかわらず、領収した特約保険料から既経過期間に対し当会社の定める特
別短期料率によって計算した特約保険料を差し引いて、その残額を返還します。

（準用規定）
第４条　この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、
普通約款の規定を準用します。この場合において、普通約款第２条（保険金を支払わない
場合）第１項第２号の規定中「台風、せん風、暴風、暴風雨、突風、ひょうその他の風災
またはひょう災」とあるのは「台風、せん風、暴風、暴風雨、突風、ひょうその他の風災、
ひょう災または高潮、こう水、内水氾濫、豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ」と読み替
えるものとします。

一部使用による危険担保特約条項

（保険金を支払う場合）
第１条　当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款（以下「普通約款」と
いいます。）第２条（保険金を支払わない場合）第４項第３号の規定にかかわらず、保険
の目的である工事の目的物が保険証券に記載された工事以外の用途に使用された場合にお
いて、その使用によってその使用部分に生じた損害に対して、損害保険金、残存物取片づ
け費用保険金および臨時費用保険金を支払います。

（保険金を支払わない場合）
第２条　当会社は、前条（保険金を支払う場合）の損害がその使用部分を使用する者の故意
もしくは重大な過失または法令違反によって生じた場合には、保険金を支払いません。

（準用規定）
第３条　この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、
普通約款の規定を準用します。

管理物件担保特約条項

（保険金を支払う場合）
第１条　当会社は、この特約条項により、工事現場における保険証券記載の工事（以下「当
該工事」といい、この特約条項が付帯されている建設工事保険契約の保険の目的から除外
された工事を含みません。以下同様とします。）に起因して被保険者が使用または管理す
る建物、構築物、機械設備、什器・備品、家財、商品・製品およびその他の財物（以下
「管理物件」といいます。）に生じた損害に対し、保険金を支払います。
２　前項の「管理物件」とは次に掲げるものをいいます。
（1）被保険者が現実に使用している財物
（2）被保険者が直接作業を加えている財物（当該作業の対象となっている部分を含みます。）
（3）被保険者が他人から借りている財物（リース契約により被保険者が占有する財物を含
みます。）

（4）被保険者が保管施設において保管するために預かっている財物

（除外物件）
第２条　次に掲げる物は管理物件に含まないものとします。
（1）当該工事の目的物およびこれを完成させるために使用される物
（2）当該工事に付随して行われる解体工事、撤去工事に使用される物
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（3）当該工事から除外された工事および工事現場で行われる他の工事ならびにこれらの工
事に使用される物

（保険金を支払わない場合）
第３条　当会社は次に掲げる物に生じた損害に対しては保険金を支払いません。
（1）航空機、船舶もしくは水上運搬用具、機関車、自動車（自動三輪車および自動二輪車
を含み、原動機付自転車を除く。）、その他の車両

（2）据付機械設備等の工事用仮設備および機械器具ならびにこれらの部品
（3）設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券およびその他これらに類する物
（4）動植物
（5）貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で１個または
１組の価額が30万円をこえる物

２　当会社は、次に掲げる事由による損害に対しては保険金を支払いません。
（1）冷凍（冷蔵・保冷）装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって起こった
温度変化または湿度変化

（2）盗難、紛失、詐欺または横領

（保険金の支払額）
第４条　当会社は、普通約款第５条（損害の額の算定）により計算された復旧に要する費用
が管理物件の新調達価額から使用による減価を控除した価額を超過するときは、その価額
をもって損害額とします。
２　前項の損害額は損害を被った当該管理物件ごとに算出します。
３　当会社は、普通約款第６条（保険金の支払額）の規定にかかわらず、１回の事故につき
この特約の損害額から保険証券記載の控除額を差し引いた残額につき、保険証券記載の保
険金額を限度として保険金を支払います。

（求償権の放棄）
第５条　当会社が保険金を支払う場合において、その損害について被保険者が他の被保険者
に対する求償権を有するときは、当会社はその保険金を支払うことによって代位する当該
求償権を行使しません。ただし、その損害が被保険者の故意または重大な過失によって生
じたものであるときは、この限りではありません。

（準用規定）
第６条　この特約条項に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通
約款の規定を準用するものとします。

特別費用担保特約条項

（復旧費に算入される特別費用）
第１条　当会社は、この特約条項により、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた貨
物運送料金のうち通常要する費用をこえる部分（ただし、国際間の航空輸送運賃を含みま
せん。）および残業・休日勤務・夜間勤務による割増賃金を建設工事保険普通保険約款
（以下「普通約款」といいます。）第５条第１項に規定する復旧費に算入します。

（準用規定）
第２条　この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、
普通約款の規定を準用します。

メインテナンス期間に関する特約条項（エクステンデッド・メインテナンス）

（保険金を支払う場合）
第１条　当会社は、この特約条項により、建設工事保険普通保険約款（以下「普通約款」と
いいます。）第１条（保険金を支払う場合）の規定にかかわらず、メインテナンス期間中
については、不測かつ突発的な次に掲げる事故によって引渡の完了した保険の目的（以下
「保険の目的」といいます。）について生じた損害に対して保険金を支払います。
（1）被保険者（「発注者」を除きます。以下同様とします。）が工事の請負契約書に従って
行う修補作業中に生じた修補作業の拙劣または過失による事故

（2）保険の目的についてその引渡前の工事期間中に工事現場において発生した施工の欠陥
に起因する事故

２　前項の「メインテナンス期間」は、保険の目的の引渡の時に開始し、保険証券記載の期
間が経過したときに終了するものとします。

（保険金を支払わない場合）
第２条　前条の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第２条（保険金を支払わない場合）
およびこの保険契約に付帯された特約条項に定める保険金を支払わない損害のほか、次に



掲げる損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
（1）被保険者が、法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責
めを負わない損害

（2）保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前にすでに知り、もしくは重
大な過失により知らなかった保険の目的の施工の欠陥に起因する事故によって生じた損
害

（3）消耗、摩耗、腐食、侵食、劣化の損害およびこれらに起因してその部分に生じた損害

（控 除 額）
第３条　この特約にかかわる控除額は、損害額の20％または保険証券記載の控除額のいずれ
か高い額とします。

（準用規定）
第４条　この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、
普通約款の規定を準用します。

特約火災重複危険免責特約条項

（特約条項の発効時期）
第１条　この特約条項は、発注者等が保険の目的に独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅
等火災保険契約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等特約火災保険契約、年金資金運用
基金融資物件等特約火災保険契約、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険契約、または、
沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険契約（以下、この５種類の火災保険を「特約火
災保険契約」といいます。）を締結し、特約火災保険契約が発効した時点より有効になる
ものとします。

（保険金を支払う場合）
第２条　当会社は、この特約条項により、建設工事保険普通保険約款（以下「普通約款」と
いいます。）第７条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）の規定にかかわらず、
普通約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定にもとづき当会社が支払うべき損害
保険金（特約火災保険契約が締結されていないものとして算出された損害保険金としま
す。）から特約火災保険契約により支払われる損害保険金（この保険契約が締結されてい
ないものとして算出された損害保険金とします。）を控除した額を普通約款第１条（保険
金を支払う場合）第１項の損害保険金として支払います。
２　当会社は、この特約条項により、普通約款第７条（他の保険契約がある場合の保険金の
支払額）の規定にかかわらず、普通約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定に基
づき当会社が支払うべき残存物取片づけ費用保険金（特約火災保険契約が締結されていな
いものとして算出した残存物取片づけ費用保険金とします。）から特約火災保険契約によ
り支払われる残存物取片づけ費用保険金（この保険契約が締結されていないものとして算
出された残存物取片づけ費用保険金とします。）を控除した額を普通約款第１条（保険金
を支払う場合）第２項の残存物取片づけ費用保険金として支払います。
３　当会社は、この特約条項により、普通約款第７条（他の保険契約がある場合の保険金の
支払額）の規定にかかわらず、普通約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定に基
づき当会社が支払うべき臨時費用保険金（特約火災保険契約が締結されていないものとし
て算出された臨時費用保険金とします。）から特約火災保険契約により支払われる臨時費
用保険金（この保険契約が締結されていないものとして算出された臨時費用保険金としま
す。）を控除した額を普通約款第１条（保険金を支払う場合）第３項の臨時費用保険金と
して支払います。
４　前３項においては、特約火災保険契約が解除、解約、失効、中断または終了された場合、
または、その他の事情により特約火災保険契約において保険金の全部または一部が支払わ
れない場合であっても、特約火災保険契約の全部が有効であるものとして特約火災保険契
約により支払われるべき損害保険金、残存物取片づけ費用保険金または臨時費用保険金を
控除するものとします。

（損害発生後の措置）
第３条　被保険者は当会社に対して保険金請求を行うときは、普通約款第17条（損害発生の
場合の手続）に定めるもののほか、特約火災保険契約の保険者に対して行った保険金請求
およびその経緯に関する書類を当会社に提出しなければなりません。

（他の特約条項との関係）
第４条　この特約条項の規定は他の特約条項の規定に優先します。

（準用規定）
第５条　この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、
普通約款の規定を準用します。
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　このパンフレットは、建設工事保険の概要をご紹介したものです。保険金のお支払条件・ご契約手続き、その他この保険のくわ

しい内容は、取扱代理店・扱者または弊社へご照会ください。�

　なお、詳細は建設工事保険普通保険約款および特約条項をご覧ください。�

もし事故が起きたときは�

保険事故が発生したときは、直ちに電話または電信によるほ

か、書面で取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。

損害発生のご連絡が遅れたり、損害の発生の通知を頂いた日

から３０日以内に保険金請求書その他必要書類の提出がない場

合は、保険金のお支払いができなくなることがありますので

十分にご注意ください。�

�

ご契約の際のご注意�

①告知義務：ご契約の際には保険契約申込書の記載事項に間

違いがないか十分にご確認ください。事実と相違している

場合は保険金をお支払いできなくなる場合がありますので

ご注意ください。�

②通知義務：ご契約の後、次の事実が発生した場合は、取扱

代理店・扱者または弊社にご通知の上、直ちに手続きくだ

さい。（これらの事実がある場合は、契約を解除することが

あります。）手続きが遅れますと保険金をお支払いできなく

なることがありますので、ご注意ください。�

　・重複保険契約を締結すること�

　・保険の目的を譲渡すること�

　・保険証券記載の施工者を変更すること�

　・工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること�

　・設計、仕様または施工方法をいちじるしく変更すること�

③保険金の分担：この保険契約と重複する保険契約が他にあ

る場合は保険金のお支払いが按分されますのでご注意くだ

さい。�

④保険料領収前に生じた事故：保険料を領収する前に生じた

事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意

ください。�

⑤保険料お支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行す

ることといたしておりますので、お確かめください。�

⑥ご契約後、１ヵ月経過しても保険証券が届かない場合は、

弊社へご照会ください。�

⑦ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約の内容を被保

険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。�

⑧弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、

保険料の領収、保険料領収証の発行、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、弊社代理店

と有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接締結

されたものとなります。�

⑨ご契約が共同保険契約である場合は、各引受保険会社はそ

れぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保

険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引

受保険会社の代理・代行を行います。�

⑩保険金額（ご契約金額）が一定金額を超えるご契約等につき

ましては、「テロ危険不担保特約条項」を付帯してお引き受

けすることとなります。詳細は、取扱代理店・扱者または

弊社までご照会ください。�
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建設工事保険�

建築工事ではこのような事故が起きています……�

工事の目的物や工事用仮設材の事故例�

事　　　故　　　内　　　容� 損害額（円）�

（損害賠償責任担保特約付帯の場合）�

損害実例集�

賠　償　事　故　例�

クレーン、ゴンドラの作動ミスにより、外装パネルに接触して傷つけた。� 40,702,140

2,075 ,700

1,097 ,000

2,349 ,000

393,000

937,600

3,000 ,000

4,298 ,723

1,591 ,400

602,600

クレーンにより吊り上げた資材が落下破損した。�

鉄骨が落下して保温材にぶつかり剥離させた。�

アーク溶接火花によってガラスが焼損した。�

台風により天井板が吹き飛ばされた。�

鋼製足場を１階から地下２階へ荷卸し中に誤って落下させ、地下２階に設置

中の空調設備を破損させた。�

塗装仕上げ工事中に誤ってペンキを倒してしまい、設置中のカーペットを汚

損した。�

根伐により弱くなっていた法面が雨のために崩壊し、型枠工に損傷を与え

た。（水災危険担保特約付帯の場合）�

工事現場に保管してあった足場用スティールパイプ、型枠、土留用シートパ

イル等の仮設材が盗難にあった。�

天井工事用の単管足場を搬出中に、誤ってステンレス製扉枠に当てたため、

扉枠が損傷した。�

事　　　故　　　内　　　容� 損害額（円）�

980,000

3,772 ,040

1,243 ,000資材置場に保管中の材木が突然崩れ、そばで遊んでいた子供が負傷した。�

ビル新築工事現場において足場の解体中、結束ロープがはずれ、足場板が落

下し、通行人の額に当たりケガをさせた。�

吹付塗装中の霧状の塗料が折りからの強風のため、防護シートを越えて、近

隣の住宅や駐車中の車両に付着した。�


