○港区民交通傷害保険事業要綱
平成１４年２月１日
１３港区住第１６４号
（目的）
第１条 この要綱は、区民（区内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。以下同じ。）
で交通事故による災害を受けた者又は自転車及び車いすを使用中に他人の身体を害し、
他人の財物を損壊し、又は軌道上を走行する陸上具を運行不能にしたことによる法律上
の損害賠償責任を負った者を救済するために実施する交通傷害保険事業、被害事故補償
事業及び自転車賠償責任保険事業（以下「事業」という。）について、必要な事項を定
め、もって区民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
（事業の方法）
第２条 この事業は、港区が保険契約者となり、この保険の加入者を被保険者、区長が指定
する保険会社（以下「指定保険会社」という。）を保険者とする区民交通傷害保険（以
下「保険」という。）の方法により行う。
（保険の対象）
第３条 交通傷害保険は、次に掲げる交通事故を対象とする。この場合において、外国で生
じた交通事故を含むものとする。
（１）被保険者が搭乗している車両の衝突、墜落、転覆、火災、爆発及びこれに類する事故
（２）被保険者が搭乗している車両からの転落
（３）被保険者が搭乗していない場合における運行中の車両との衝突、接触及びこれに類す
る事故
２ 被害事故補償は、次に掲げる事故（以下「被害事故」という。）が発生し、その直接の
結果として、被保険者が死亡すること又は被保険者に後遺障害が生じることによって、
被保険者又はその父母、配偶者若しくは子が被る損害を対象とする。
（１）人の生命又は身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命又は身
体が害される事故
（２）運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等
の交通事故又は運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その
生命又は身体を害される事故（その事故を生じさせた自動車等の運転者及びその他の搭
乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現
場を去った場合に限る。）
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３ 自転車賠償責任保険は、日本国内で生じた次に掲げる事故で、他人の身体を害し、他人
の財物を損壊し、又は軌道上を走行する陸上具を運行不能にし、被保険者が法律上の損
害賠償責任を負担するものを対象とする。
（１）被保険者が所有し、使用し、又は管理する自転車（原動力がもっぱら人力であるもの
に限る。）に起因する偶然な事故
（２）被保険者が所有し、使用し、又は管理する身体障害者用車いすに起因する偶然な事故
（車両）
第４条 前条第１項に規定する車両とは、次に定めるものをいう。
けん

（１）自動車、原動機付自転車、自転車、人若しくは動物の力又は他の車両により牽引され
る車、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車、そり及びトロリーバス
（２）汽車、電車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェイ、いす付きリフト及び気動車
（３）船舶及び航空機
（対象外の交通事故）
第５条 第３条の規定にかかわらず、次に掲げる交通事故は、保険の対象としない。
（１）被保険者又は保険金受取人の故意又は重大な過失による交通事故
（２）被保険者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
（３）被保険者が法令に定められた運転資格を所持しないで運行したことにより生じた交通
事故
（４）被保険者が飲酒又は麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な
運転ができないおそれのある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じ
た事故
（５）車両の運行と直接因果関係がない事故
（６）地震、噴火、津波又は洪水に起因する交通事故
（７）戦争、内乱又は暴動に起因する交通事故
（８）道路以外の場所での、競技、競争、興行、訓練又は試運転のために搭乗している場合
の交通事故
（９）被保険者の脳疾患、疾病又は心神喪失に起因する交通事故
（１０）交通事故による症状が頚部症候群又は腰痛であるもののうち、他覚症状がないもの
（１１）前各号に定めるもののほか、これらに類するもの
２ 前項に規定するもののほか、被害事故補償は、次に掲げる被害事故は保険の対象としな
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い。
（１）被保険者又は保険金受取人が次のいずれかに該当する行為を行った場合
ほう

ア 当該被害事故を教唆又は幇助する行為
イ 当該被害事故を容認する行為
ウ 過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
エ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
（２）被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する場合
ア 被保険者の配偶者
イ 被保険者の直系血族
ウ 被保険者の親族のうち３親等内の者
エ 被保険者の同居の親族
３ 第１項に規定するもののほか、自転車賠償責任保険は、次に掲げる損害賠償を保険の対
象としない。
（１）被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償
（２）被保険者と同居する親族に対する損害賠償
（３）被保険者の使用人が被保険者の事業又は業務に従事中に被った身体の障害に起因する
損害賠償。ただし、被保険者が家事使用人として使用するものについては、この限りで
はない。
（４）被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定があるときに、その約定によって加
重された損害賠償
（５）被保険者が所有、使用又は管理する財物の損害について、その財物について正当な権
利を有する者に対して負担する損害賠償
（６）被保険者の心身喪失による損害賠償
（加入の資格）
第６条 保険に加入することができる者は、区民とする。
２ 第１４条に規定する保険期間中に区外に住所を移し、区内在勤でなくなり、又は在学で
なくなった場合、当該期間中に限り被保険者としての資格を有するものとする。
３ 交通傷害保険に加入した者は、同時に被害事故補償へ加入したものとみなす。
４ 自転車賠償責任保険に加入することができる者は、交通傷害保険に加入した者とする。
（保険加入の申込み）
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第７条 保険に加入しようとする者は、別に定める区民交通傷害保険加入申込書兼加入者台
帳に所定の事項を記入して、区長に申し込まなければならない。
２ 前項の申込みに際しては、保険料を納入しなければならない。
（保険加入者証の交付）
第８条 区長は、前条に規定する保険加入申込の手続をしたと認めたときは、当該保険加入
申込者に対し、区民交通傷害保険加入者証を交付する。
（団体加入）
第９条 構成員１０名以上の団体で保険に加入した場合には、区長は、当該加入団体が支払
った保険料の８％の金額を報奨金として支給するものとする。
２ 前項の規定による加入申込にあっては、区長は、区民交通傷害保険加入申込書兼加入者
台帳とともに、区民交通傷害保険一括加入申込書の提出を受けることとする。
（金融機関の加入取扱い）
第１０条 第７条の規定にかかわらず、港区内に所在する港区指定金融機関及び港区公金収
納取扱店（以下「取扱金融機関」という。）に納付書兼納入済通知書（加入申込書兼加
入者台帳）に所定の事項を記入して提出し、保険料を納入した場合には、第７条の保険
に加入の申込みをしたものとみなす。
（インターネットの加入取扱い）
第１１条 第７条の規定にかかわらず、指定保険会社が運営する広域団体システムを通じ
て、インターネットによる申込み手続きが完了した場合には、第７条の保険に加入の申
込みをしたものとみなす。
（保険加入申込期間）
第１２条 保険加入申込期間は、毎年２月１日から３月３１日までとする。
２ 前項の規定にかかわらず、第１１条の規定による加入申込期間は、毎年２月１日から翌
年１月３１日までとする。
（保険料）
第１３条 交通傷害保険の保険料は、９００円、１，５００円及び２，５００円の３種類と
する。
２ 交通傷害保険と同時に自転車賠償責任保険に加入する場合の保険料は、１，４００円、
１，９００円、２，５００円及び３，５００円の４種類とする。
３ 前２項の規定にかかわらず、第１１条の規定による加入申込みの場合にあっては、保険
開始日に応じて、別表第１のとおり定める額とする。
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（保険期間）
第１４条 保険期間は、保険加入のあった年の４月１日から翌年の３月３１日までの１年間
とする。
２ 前項の規定にかかわらず、第１１条の規定による加入申込みの場合にあっては、保険期
間は、次の各号に掲げる期間とする。
（１）２月１日から３月３１日までに加入申込があったものについては、保険加入のあった
年の４月１日から翌年の３月３１日までの１年間とする。
（２）４月１日以後に加入申込があったものについては、保険加入のあった日の翌月１日か
ら最初に到来する３月３１日までの期間とする。
（保険料の払込み）
第１５条 区長は、第７条、第９条及び第１０条の規定により被保険者から納入された保険
料は、指定保険会社に５月末日までにまとめて払い込むものとする。
２ 前項の場合において、区長は、次の各号に掲げる書類を指定保険会社に送付するものと
する。
（１）第７条及び第９条の規定による加入申込みの場合にあっては、区民交通傷害保険加入
申込書兼加入者台帳
（２）第１０条の規定による加入申込みの場合にあっては、納付書兼納入済通知書（加入申
込書兼加入者台帳）
３ 区長は、第１１条の規定により被保険者から納入された保険料は、指定保険会社に翌々
月末日までにまとめて払い込むものとする。
（保険金等）
第１６条 交通傷害保険の保険金は、被保険者が交通事故により受けた災害の程度に応じ、
第１３条に規定する保険料の金額別に、別表第２のとおり定める額とする。
２ 前項の規定にかかわらず、保険期間内での１被保険者に対する保険金額は、６００万円
を限度とする。
３ 被害事故補償の損害額は、次の各号に掲げる損害の区分ごとに、別に定める算定基準に
従い算出した金額の合計額とする。ただし、賠償義務者がある場合において、損害額が
自賠責保険等によって支払われる金額を下回るときは、自賠責保険等によって支払われ
る金額とする。
（１）葬儀費（死亡による損害に限る。）
（２）逸失利益
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（３）精神的損害
（４）将来の介護料（後遺障害による損害に限る。）
（５）その他の損害
（６）保険契約者又は被保険者が支出した次の費用
ア 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合において、権利
の保全又は行使に必要な手続をするために指定保険会社の書面による同意を得て支
出した費用
イ 被害事故によって損害の発生及び拡大の防止のために必要又は有益であった費用
４ 被害事故補償の保険金の額は、前項の損害額から、次の各号の金額の合計額を差し引い
た額とする。ただし、１回の被害事故につき６００万円を限度とする。
（１）自賠責保険等又は自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既
に給付が決定し、又は支払われた金額
（２）対人賠償保険等によって賠償義務者が第３条第２項の損害について損害賠償責任を負
担することによって被る損害に対して既に給付が決定し、又は支払われた保険金若しく
は共済金の額
（３）保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
（４）労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額
（５）犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭和５５年法
律第３６号）によって給付が受けられる場合は、その給付される額
（６）前項の損害額のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既
に取得したものがある場合は、その取得した額
（７）第１号から前号までのほか、第３条第２項の損害を補償するために支払われるその他
の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額又
はその評価額
５ 自転車賠償責任保険の保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限る。
（１）被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害
（２）第３条第３項の場合において、被保険者が第三者に対する請求権の保全若しくはその
行使その他損害を防止若しくは軽減するために要した必要又は有益な費用
（３）前号の損害の発生又は拡大の防止のために必要又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、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及び支出についてあらかじめ指定
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保険会社の書面による同意を得た費用
（４）損害賠償請求の解決について、被保険者が指定保険会社の書面による同意を得て支出
した訴訟費用、弁護士報酬又は仲裁、和解若しくは調停に要した費用
（５）指定保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
６ 自転車賠償責任保険の保険金の支払額は、次の各号の金額の合計額とする。
（１）１回の事故につき、損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過するときは、
その超過した額。ただし、１回の事故につき１億円を支払いの限度とする。
（２）前項第２号から第５号までの費用については、その全額。ただし、同項第４号の費用
は、１回の事故につき、同項第１号の損害賠償金の額が保険金額を超えるときは、保険
金額の同号の損害賠償金に対する割合によってこれを支払う。
（保険金の請求）
第１７条 被保険者が、別表第２に規定する交通災害を受けた場合で、保険金の請求をしよ
うとするときは、速やかに指定保険会社（指定保険会社が複数あるときは、これらのう
ちから区長が特定する保険会社。以下同じ。）に連絡しなければならない。
２ 前項に規定する連絡があった場合には、指定保険会社は、指定保険会社が定める保険金
請求書を請求者に送付しなければならない。
３ 交通傷害保険の請求者は、前項の保険金請求書に所定の事項を記入し、次に掲げる書類
を添付して、請求しなければならない。
（１）加入者証の写し
（２）次に掲げる交通事故証明書
ア 交通災害が第４条第１号に規定する車両に起因する事故の場合は、自動車安全運
転センター法（昭和５０年法律第５７号）に定める自動車安全運転センターの発行
する交通事故証明書
イ 交通災害が第４条第２号又は第３号に規定する車両に起因する交通事故の場合
は、当該車両を運行している事業所が発行する事故証明書
ウ 交通事故証明書が受けられないときは、第三者の証明書
（３）医師の交付する診断書
（４）被保険者が自動車又は原動機付自転車を運行中に災害を受けた場合には、被保険者の
運転免許証の写し
（５）別表第２に定める重度障害で保険金を請求する場合は、労働者災害補償法に規定する
医師の診断書
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（６）前各号に定めるもののほか、指定保険会社が必要とする書類
４ 交通災害を受けた被保険者が未成年者である場合には、親権者又は未成年後見人が請求
するものとする。この場合において、前項に定める書類のほかに、被保険者と請求者と
の関係を証する書類を提出しなければならない。
５ 被保険者が死亡した場合には、被保険者の法定相続人が請求するものとする。この場合
において、第３項第１号、第２号、第４号及び第６号の書類のほかに次に掲げる書類を
提出しなければならない。
（１）被保険者と請求者との関係を証する書類
（２）死体検案書又は死亡診断書
６ 被保険者又は前２項の規定により請求できる者から委任を受けた者は、委任を証する書
類を添付して保険金を請求することができる。
第１７条の２ 被害事故補償の請求者が保険金の請求をしようとするときは、次の各号に掲
げる書類のうち指定保険会社が求めるものを提出しなければならない。
（１）保険金請求書
（２）保険証券
（３）指定保険会社が定める傷害状況報告書
（４）公の機関の事故証明書
（５）死亡診断書又は死体検案書
（６）後遺障害の程度を証明する医師の診断書
（７）保険金受取人の印鑑証明書
（８）被保険者の印鑑証明書
（９）被保険者の戸籍謄本
（１０）委任を証する書類及び委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求を第三者に委任
する場合）
２ 指定保険会社は、前項の書類以外の書類を求めることができる。
３ 被保険者又はその代理人が前２項の書類を提出しなかったとき又は提出書類に知ってい
る事実を記載しなかったとき若しくは不実の記載をしたときは、指定保険会社は保険金
を支払わない。
第１７条の３ 自転車賠償責任保険の被保険者が保険金の請求をしようとするときは、次の
各号に掲げる書類のうち指定保険会社が求めるものを提出しなければならない。
（１）保険金請求書
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（２）保険証券
（３）指定保険会社が定める事故状況報告書
（４）示談書その他これに代わるべき書類
（５）損害を証明する書類
（６）保険金の請求の委任を証する書類及び委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求を
第三者に委任する場合）
（７）損害賠償金の支払又は損害賠償請求権者の承諾があったことを証明する書類
２ 指定保険会社は、前項の書類以外の書類を求めることができる。
３ 被保険者又はその代理人が前２項の書類を提出しなかったとき、又は提出書類に知って
いる事実を記載しなかったとき若しくは不実の記載をしたときは、指定保険会社は保険
金を支払わない。
（診断書提出の特例）
第１８条 第１７条第３項の規定にかかわらず、交通災害の程度が別表第２に定める４等級
以下の場合において、保険金を請求するときは、同項第３号に規定する医師の交付する
診断書の提出を省略することができる。ただし、同項第２号ウの規定による証明書を添
付して提出する場合及び指定保険会社が特に診断書を必要とする場合は、省略すること
はできない。
（保険金の請求期間）
第１９条 保険金請求権は、次の各号に定めるときの翌日から起算して３年を経過した場合
は、時効によって消滅する。
（１）死亡保険金については、被保険者が死亡したとき。
（２）後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じたとき又は事故の発生の日か
らその日を含めて１８０日を経過したときのいずれか早いとき。
（３）医療保険金については、被保険者が平常の業務に従事すること若しくは平常の生活が
できる程度に治ったとき又は事故の発生の日からその日を含めて６か月を経過したとき
のいずれか早いとき。
（保険金の支払）
第２０条 指定保険会社は、保険金の請求があったときは、第１７条第３項の規定により提
出された書類の審査及び必要に応じた調査を行い、保険料及び交通災害の程度に応じ
て、別表第２に規定する保険金を決定し、保険金決定通知書により保険金請求者に通知
するとともに、保険金を保険金請求者に対し支払うものとする。
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２ 指定保険会社は、被害事故補償の請求があったときは、第１７条の２第１項及び第２項
の規定により提出された書類に審査及び必要に応じた調査を行い、損害の程度に応じ
て、保険金を決定し、保険金決定通知書により保険金請求者に通知するとともに、保険
金を保険金請求者に対し支払うものとする。
３ 指定保険会社は、自転車賠償責任保険金の請求があったときは、第１７条の３第１項及
び第２項の規定により提出された書類に審査及び必要に応じた調査を行い、損害の程度
に応じて、保険金を決定し、保険金決定通知書により保険金請求者に通知するととも
に、保険金を保険金請求者に対し支払うものとする。
４ 指定保険会社は、前３項の規定により保険金の支払いをしたときは、区長に保険金支払
いの内容事項を記載した文書により通知しなければならない。
（上位移行）
第２１条 前条第１項の規定により保険金の支払いを行った後、第１９条に規定する請求期
間内において、交通事故により受けた災害の程度が別表第２に定める等級が上位に移行
した場合には、被保険者（被保険者が死亡した場合には、被保険者の遺族）は、指定保
険会社が定める保険金請求書により保険金を請求することができる。
２ 前項の場合において、保険金の支払については、前条第１項の規定を準用する。
３ 前項により支払われる保険金額は、前項の規定による保険金決定額から既に支払われた
保険金額を差し引いた額とする。
（委任）
第２２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
（施行期日）
１ この要綱は、平成１４年２月１日から施行し、平成１４年度の保険期間から適用する。
（事業開始に伴う特別措置）
２ この事業の開始に伴い、次に掲げる事項について、特別措置をとるものとする。
（１）加入申込みの特別措置
第１１条の規定にかかわらず、平成１４年度の加入申込みにあっては、申込期限を
平成１５年２月２８日までとする。ただし、第１０条の規定による取扱金融機関にお
ける加入申込みにあっては、平成１４年３月２５日までとする。
（２）特別措置における保険料
前号の場合（ただし書による加入の場合を除く。）において、保険期間は、加入を
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受け付けた日の属する月の翌月１日から平成１５年３月３１日までとし、保険料は、
次の表に定める保険期間に応じ、当該種別の額とする。
保険期間

保険料
A

B

C

平成１４年５月１日から平成１５年３月３１日

５５０円 １，１００円２，２００円

平成１４年６月１日から平成１５年３月３１日

５００円 １，０００円２，０００円

平成１４年７月１日から平成１５年３月３１日

４５０円

９００円１，８００円

平成１４年８月１日から平成１５年３月３１日

４００円

８００円１，６００円

平成１４年９月１日から平成１５年３月３１日

３５０円

７００円１，４００円

平成１４年１０月１日から平成１５年３月３１日

３００円

６００円１，２００円

平成１４年１１月１日から平成１５年３月３１日

２５０円

５００円１，０００円

平成１４年１２月１日から平成１５年３月３１日

２００円

４００円

８００円

平成１５年１月１日から平成１５年３月３１日

１５０円

３００円

６００円

平成１５年２月１日から平成１５年３月３１日

１００円

２００円

４００円

平成１５年３月１日から平成１５年３月３１日

５０円

１００円

２００円

A欄、B欄及びC欄に規定する保険料で加入した場合の保険金については、別表中「保険
料６００円に対する保険金額」の欄、「保険料１，２００円に対する保険金額」及び
「保険料２，４００円に対する保険金額」の欄がそれぞれ適用されるものとする。
（３）保険料の払込み
第１４条の規定にかかわらず、平成１４年４月１日から平成１５年２月２８日まで
に納入された保険料については、区長は、納入された日の翌月の１５日までに保険料
を払い込まなければならない。
（４）平成１５年度加入申込みの特別措置
平成１５年１月１日以降に平成１４年度の保険加入申込みをする場合には、平成１
５年度の保険と合わせて加入申込みをすることができる。
付 則
この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。
付 則
この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。
付 則
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この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
付 則
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。
付 則
この要綱は、令和３年２月１日から施行する。
付 則
１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。
２ 令和４年６月１日から令和５年１月３１日までの期間において、第１１条の規定により
加入の申込みができる者は、区内に居住する者に限る。
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別表第１（第１３条の３関係）
保険開始
交通傷害保険の保険料
日
年額

年額

自転車賠償責任保険に同時加入する場合の保
険料
年額

年額

年額

年額

年額

９００円 １，５００ ２，５００ １，４００ １，９００ ２，５００ ３，５００
相当

４月１日

円相当

円相当

円相当

円相当

円相当

９００円 １，５００ ２，５００ １，４００ １，９００ ２，５００ ３，５００
円

５月１日

円相当
円

円

円

円

円

８３０円 １，３８０ ２，２９０ １，２９０ １，７５０ ２，３００ ３，２１０
円

円

円

円

円

円

６月１日

７５０円 １，２５０ ２，０８０ １，１６０ １，５８０ ２，０８０ ２，９１０

７月１日

６８０円 １，１３０ １，８８０ １，０５０ １，４３０ １，８８０ ２，６３０

円
円

８月１日

円

６００円 １，０００ １，６７０
円

９月１日

円

５３０円

円
円

円

４５０円

７５０円 １，２５０

円
７００円

３８０円

６３０円 １，０４０

３００円

５００円

８３０円

円
円
円

５９０円

円

円
４６０円

円
円

８００円 １，０５０ １，４６０

円

１２月１日

円

９５０円 １，２５０ １，７５０

円

１１月１日

円

円

８１０円 １，１１０ １，４６０ ２，０４０

円

１０月１日

円

円

９４０円 １，２７０ １，６７０ ２，３４０

円

８８０円 １，４６０

円

６３０円

円

８３０円 １，１６０
円

１月１日

２３０円

３８０円

６３０円

３５０円

４８０円

６３０円

８８０円

２月１日

１５０円

２５０円

４２０円

２４０円

３２０円

４２０円

５９０円
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別表第２（第１６条関係）
等級
交通災害の程度

１等級
２等級
３等級
４等級
５等級
６等級
７等級
８等級

交通傷害保 交通傷害保 交通傷害保 交通傷害保
険及び自転 険の保険料 険の保険料 険の保険料
車賠償責任 ９００円及 １，５００ ２，５００
保険に同時 び自転車賠 円及び自転 円及び自転
加入した場 償責任保険 車賠償責任 車賠償責任
合の保険料 に同時加入 保険に同時 保険に同時
１，４００ した場合の 加入した場 加入した場
円に対する 保険料１， 合の保険料 合の保険料
保険金額 ９００円に ２，５００ ３，５００
対する保険 円に対する 円に対する
金額
保険金額 保険金額
死亡又は重度障害（労働者災害補償 ３５万円 １５０万円３５０万円 ６００万円
保険法施行規則（昭和３０年労働省
令第２２号）別表第１に定める障害
等級第１級に相当する障害）
１８０日以上の継続入院治療を要し １０万円 ３４万円 ６０万円 １２０万円
た傷害
９０日以上の継続入院治療を要した
７万円 ２３万円 ３５万円 ６５万円
傷害
６０日以上の継続入院治療を要した
５万円 １５万円 ２３万円 ３５万円
傷害
治療期間１８０日以上かつ治療実日
４万円
９万円 １３万円 ２０万円
数９０日以上の傷害
治療期間９０日以上かつ治療実日数
３万円
７万円 １０万円 １５万円
４５日以上の傷害
治療期間３０日以上かつ治療実日数
２万円
４万円
６万円 １０万円
１５日以上の傷害
治療期間１５日以上かつ治療実日数
１万円
２万円
３万円
５万円
７日以上の傷害
治療期間１５日未満又は治療実日数
５千円
１万円
２万円
３万円
７日未満の傷害

備考
１ 交通災害の程度が２以上の等級に同時に当てはまる場合は、最上位の等級によ
る。
２ 死亡又は重度障害は、交通災害を受けて事故の日からその日を含めて１８０日以
内に発生したものについて適用する。
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