
■このチラシの事故事例については、実際の事故を抽象化しお支払金額についても概算としております。

お問い合わせ先 電話番号

足立支部

荒川支部

葛飾支部

文京支部

台東支部

墨田支部

江東支部

江戸川支部

板橋支部

03-5845-5011

03-3892-9131

03-5698-1261

03-3827-5561

03-3876-1966

03-3614-3806

03-3640-2411

03-3655-6448

03-3963-5325

お問い合わせ先 電話番号

豊島支部

北支部

練馬支部

港支部

品川支部

大田支部

目黒支部

渋谷支部

世田谷支部

03-3986-2471

03-5390-6021

03-3825-5522

03-3451-6673

03-3783-0471

03-3731-5527

03-3719-2741

03-6304-2315

03-3413-3020

お問い合わせ先 電話番号

新宿支部

中野支部

杉並支部

三鷹武蔵野支部

狛江支部

調布支部

多摩西部支部

西多摩支部

小金井国分寺支部

03-3362-2161

03-3388-5441

03-3313-1445

0422-47-9101

03-3480-9761

042-484-0505

042-535-3332

042-555-5221

042-324-5940

お問い合わせ先 電話番号

府中国立支部

八王子支部

日野支部

多摩稲城支部

町田支部

小平東村山支部

清瀬久留米支部

西東京支部

村山大和支部

042-363-6554

042-624-4632

042-584-0280

042-373-3888

042-722-0141

042-342-2846

042-473-8751

042-461-1045

042-563-3261

中途加入キャンペーン実施中 !!

四土建25万人の仲間で支える
「どけん共済会の工事業保険」3つのポイント

ポイント 1
4土建25万人のスケー
ルメリットを活かした

組合員価格で
提供しています。

ポイント 2
組合員の要望を
反映した

納得の安心補償

ポイント 3
どけんを熟知した
指定代理店の

スムーズな事故対応
（示談代行サービスはついておりません）

事業支援のための補償制度事業支援のための補償制度

労働災害総合補償プラン

上乗せ労災
労働災害総合補償プラン

上乗せ労災

こんな思いにこたえます。
○万一労災事故が起きた時に、
訴えられたらどうしよう
○人手不足をなんとかしたい
○元請に十分な労災事故の補償
が準備されていない？！
○最近、周りから労災事故のこと
を聞くことが増えた

総合賠償責任補償プラン

事故の時の補償
総合賠償責任補償プラン

事故の時の補償

こんな心配にこたえます。
○工期が短く、ゆとりがなくなっ
てきて心配
○一つの現場に今までのように
人員を配置するのが難しくなっ
てきている
○事故の時、大変だったと周り
から聞いている

ご加入手続きについて

賠償事故が発生した場合のお手続き

手続きは簡単です。

ご加入手続きは支部でおこなっております。

○ただちにご連絡ください。
万一事故が発生した場合には、ただちに下記記載の取扱
代理店までご連絡ください。ご連絡いただけませんと、
保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注
意ください。また賠償事故の場合は、損害保険ジャパン
日本興亜の指示に従い被害物の写真、見積書などの手配
を進めてください。

○必ずご相談ください。
賠償事故が起きた場合に、損害賠償請求者（被害者）からの
損害賠償請求に対して、貴社がその全部または一部を承認
される場合には、事前に取扱代理店または損害保険ジャパ
ン日本興亜にご連絡ください。もし損害保険ジャパン日本
興亜の承認なしに示談されますと、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。

補償内容の詳細でご不明な点があれば、指定代理店にお問い合わせください。

東京土建一般労働組合　どけん共済会
〒169-0074　新宿区北新宿1-8-16

どけん共済会がお勧めするどけん共済会がお勧めする

どけん共済会

２０周年記念！どけん共済会

２０周年記念！

東京土建一般労働組合

どけん共済会

●このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、
取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

●キャンペーン期間：2019年11月1日～12月27日
●保険期間：申込日の翌月1日（原則）から2020年6月1日
●お問い合わせ先：東京土建の各支部または、
 取扱代理店、損保ジャパン日本興亜

（労働災害総合保険）
（工事業の方：事業活動総合保険普通保険、どけん共済会特約（基
本プラン用、ワイドプラン用、スペシャルプラン用）清掃業・ビルメ
ンテナンス業の方：賠償責任保険普通保険約款＋請負業者特約、
生産物特約、施設所有管理者特約、管理財物損壊担保追加条項等）

加入できるのは
　　東京土建の組合員だからです。

〈総合賠償責任補償プラン〉
東京土建一般労働組合の組合員および組合員が経営する事業所に限ります。

〈労災総合補償プラン〉
政府労災に加入している東京土建一般労働組合の組合員および組合員が経営する事業所
に限ります。

（1） ご用意いただくのは年間売上高を示す資料だけ。
（2） 支部備付けの加入申込書に必要事項をご記入ください。
 住所、氏名（事業所名）などに誤りが無いかご確認ください。
（3） 保険期間（ご契約期間）終了後に、保険料の確定精算をする必要はありません。

保険料は支部にお払い込みください。



塗装・防水、建築一式、電気・通信工事で事故が多く発生。
床・壁など内装、外壁・屋根などの外まわりの損害が多数です。

業種区分別事故割合  損害物件別事故割合

出典：どけん共済会代理店会調べ（2018年度）

《最近の実際の事故・給付事例》

《事業所加入の場合の特長》

【充実の補償の特長】

総合賠償責任補償プラン

○スペシャルプランなら、工事中の材料の盗難、工事物の焼失にも対応

○ひとたび起きたら高額賠償のケースも

○数万円の請負金額で百万円単位の賠償金

詳しい内容、保険料についてはパンフレットをご覧いただくか、
各支部または取扱代理店にお問い合わせください。

あなたの事業の
賠償リスクを
カバーします

労働災害総合補償プラン労災事故の時、
従業員とご家族、
事業を守ります

○休業補償―労災認定30日で6万円
給付

○業務災害・通勤災害だけではなく、
職業性疾病※まで対象
※アスベストを原因とする労災事故は対象外です。

○死亡補償は最大5,000万円。後遺障
害は14級から補償

《給付事例》

事故例3 足場設置工事 作業中の事故

●下請負金額10万円　●被害額約400万円
［請負賠償責任補償］

事故例2 管工事業 引渡後の漏水事故

●下請負金額2万円　●被害額約130万円
［生産物賠償責任補償］

事故例1 内装工事 作業中の事故

●下請負金額6万円　●被害額約97万円
［請負賠償責任補償］

●管 工 事
被害額　約 1,600万円

配管設置工事にて接続のりを付け忘れたために、水
圧で管がはずれ、下の階を含めて漏水した。

●木造工事
被害額　約 2,200万円

水を温めるヒーターを使用中、機械の電源を切るの
を忘れて帰ってしまい火災が起きた。

●内装工事
被害額　約 2,800万円

壁に穴をあけたところその壁の中に電線が入ってい
て、それがショートしてしまい、火災が起きた。

●建築業
被害額　約 2,000万円

新築中の建物が台風により損壊してしまった。

●木造建築業
被害額　約 1,800万円

建築中の建物が放火で焼失してしまった。

●電気工事業
被害額　約 150万円

電気工事の工事期間中に、工事現場に置いてあった
電線類の材料が盗難にあった。

１事故５億円の「使用者賠責」付。
万一従業員などから訴えられても対応。

従業員の福利厚生の充実の一つ。
従業員の募集や定着にも役立ちます。

正規従業員・臨時雇・下請従業員を
対象に補償で安心です。

「経営事項審査」の加点対象。公共工事
の仕事をする際にも役立っています。

１事故５億円の「使用者賠責」付。
万一従業員などから訴えられても対応。
万一、従業員の方、そのご家族から政府労災等の
補償額を超えて、労災事故の損害賠償を求められ
ても、１事故５億円、1名 1億円まで対応します。

従業員の福利厚生の充実の一つ。
従業員の募集や定着にも役立ちます。

国交省の資料によれば、「若年技能労働者を定着さ
せるための取り組み」の 4番目が「福利厚生の向上」
です。

正規従業員・臨時雇・下請従業員を
対象に補償で安心です。

政府労災が支給決定された場合に、上乗せして補
償します。労災事故にまつわる損害賠償トラブル
にならないように対応できます。

「経営事項審査」の加点対象。公共工事
の仕事をする際にも役立っています。
公共工事の入札時の資格審査基準である「経営事
項審査」の加点対象となっています。

外壁・屋根など
外回り 21%

床・壁・天井など
内装 22%

給排水設備ほか
水回り 11%

その他 11%

電化製品等什器 7%

室内照明器具 1%

ガラス・サッシ 8%

エアコン等
空調設備 3%

自動車ほか
車両 16%

塗装・防水 25%

大工工事 3%

建具ほかその他 10%

ブロック5%

造園工事 7%

解体土木工事 6%
清掃 3%

内装工事 10%

電気・通信工事 11%

管工事 7%

建築一式
（木造含む） 13%

10,000,000円

453,000円

180,000円

57,000円

1,750,000円

151日

60日

19日

後遺障害12級

死亡

右膝関節挫傷

右脹脛靱帯損傷

右第4指損傷

塗装作業中、体温の異常上昇のため熱中症になり死亡

トラックの荷台で荷下ろし作業中に転落

建築作業中、材木を持ち上げた際に足を捻った

改修工事中、ドアに指を挟み負傷

特別加入者

特別加入者

従業員

従業員

傷害内容
給付内容

給付金額日数
事故状況被災者区分

－


