車の修理にリサイクル部品を使いましょう！

〜こんなにスゴイ!! リサイクル部品!!〜
みなさんは、もしも車が修理になってしまった場合、リサイクル部品を使いますか？
リサイクル部品には、使用済の車か
ら取り外され点検・清掃・美化が施さ
れた再利用の部品「リユースパーツ」
（中古部品）と、摩擦や劣化した部品
を新品と交換して、ほぼ新品同様にま
で復元・修復された「リビルトパー

適正処理された使用済み
自動車から再利用できる
部品を取り外します。

ツ」（再生部品）があります。地球に
優しくあるために、リサイクル部品を
積極的に活用しましょう。

1

●リサイクル部品は、経済的です!!

部品生産工場等で点検・
清掃・美化、修理・部品
の交換などを行います。

点検・清掃・美化を施された

リユースパーツ

2

●リサイクル部品は、安心品質です!!

リサイクル部品は、なんといっても修理費が安い

リサイクル部品は、品質・保証基準の共通化が図られ

のが魅力です。車の種類や部品によっても違いはあ

ており、安心して利用できます。実際にリサイクル部品

りますが、大衆車などでは多くの場合、新品の半額

を使った人の約98％の人が使用後の感想を「満足」

程度で部

と答えています。

品を買う

（日本損害保険協会

ことがで
きます。

￥

￥

のユーザーアンケー
ト(2012年10月～11
月調査結果)）

満足

不満

2,266人
53人
（97.7％） （2.3％）

3

●リサイクル部品は、エコです!!
リサイクル部品を使えば、廃棄物は減少し、循環型社会の実現に貢献できます。また、リサイクルには新た
なエネルギーをほとんど使うことがないので、新品を使う場合と比べCO2排出量を大幅に削減することができ
ます。例えば、バンパー交換にリサイクル部品を使用すると、なん
と、樹齢50年の杉の木を約1.8本植えるのと同じ効果があります。

杉の木1.8本分

リサイクル部品
活用宣言

日本損害保険協会の加盟の損害保険会社では、地球環境保護のため、社有車の修理に
積極的にリサイクル部品を活用しています。

（出典：日本損害保険協会ホームページ）

知っておきたい社会保険シリーズ

～「万が一のときの健康保険給付」～
ワイズライフＦＰコンサルタント
病気やけがは、誰もが等しく負

代表

山中 伸枝

額は異なります。

となります。傷病手当金は働けない
期間が継続した場合、例え病気療養

うリスクです。もし病気になった
ら、医療費はいくらかかる？

生

活は大丈夫？－今回は、そんな万

未就学児には
医療費助成がある市区町村も！

が一のときに役に立つ、国の健康
保険制度をご紹介します。

１か月に自己負担する
医療費限度額は約９万円！
１か月に負担する医療費の自己
負担には上限が設けてあります。

のために会社を退職しても、支給開
始から最長１年６か月間支給されま
す。

未就学児の医療費自己負担は２
割ですが、市区町村によっては医
療費助成があります。中学卒業ま

このように手厚い給付のある健康

で、あるいは高校卒業まで医療費

保険制度ですが、個室等を希望した

負担不要というところもあります

場合に請求される差額ベッド代や、

から、お住まいの地区の役所で確

がん治療等に用いられる先進医療な

認されると良いでしょう。

どは健康保険が適用されず、時に高
額な負担を要求されることがありま

その額、一般の方で約９万円。も
し手術などでそれ以上の医療費が
かかったとしても、上限を超えて

給与の約３分の２を
補ってくれる傷病手当

す。
また傷病手当金で給与の一部は

自己負担をする必要はありません

会社員の場合、病気やけがで働け

補填されますが、収入の減少である

（高額療養費制度）。家族が同時

なくなったとき、健康保険から傷病

ことに変わりありませんし、扶養家

に病院に通っているようなケース

手当金が支給されます。欠勤が続く

族の方や国民健康保険に加入してい

であっても、同様です。

と、給与がカットされますが、その収

る方には、傷病手当金はそもそもあ

また１年に３回以上高額療養費

入のマイナス分を健康保険が補って

りません。そういった健康保険がカ

の対象となった場合、４回目から

くれるわけです。例えば給与30万円

バーしきれない部分に備えるのが、

は自己負担上限額が44,400円に

の方が病気で１か月欠勤し給与の支

民間の医療保険。公的保障の不足分

引き下げられます（多数回該

払いがゼロだった場合、傷病手当金

を上手に補い安心を手に入れたいも

当）。※収入により自己負担上限

は給与の約３分の２、つまり20万円

のです。

高額療養費制度
（70歳未満）
所得区分
上位所得者
（国保 年間所得６００万円以上、
健保は標準報酬月額５３万円以上）
一般

自己負担上限額

多数回該当

１５０，
０００＋
（医療費−５００，
０００円）
ｘ１％

８３，
４００円

８０，
１００＋
（医療費−２６７，
０００円）
ｘ１％

４４，
４００円

低所得者
（住民税非課税世帯）

３５，
４００円

２４，
６００円

＜例＞100万円の医療費で、
窓口の負担（３割）が
30万円かかる場合

窓口負担 30万円

医療費 100万円

高額療養費として支給
負担の上限額

30万円−87,430円

80,100円＋（1,000,000円−267,000円）×１％

＝ 212,570円
＝ 87,430円

212,570円を高額療養費として支給し、実際の自己負担額は87,430円となります。

「組合健保と上乗せ給付」は？ 勤務先によっては、健康保険組合に加入されているところがありま
す。組合健保の場合、独自の上乗せ給付がある場合がありますので、ぜひ一度給付内容をご確認下さい。

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座

企業の雇用リスク対策シリーズ

～労災保険と民事損害賠償③～
ＣＳ労務経営研究所

社会保険労務士

三宅

直知

企業が労働者に対して「補償」や「賠償」を行うことがありま

た過失のすべてが企業にあるとは

す。実は、同じように見えるこの２つは次元の異なるものです。企

限りません。例えば、長時間労働

業リスク対策を考える上で、この違いをしっかりと認識しておきた

による疲労の蓄積で「過労死」し

いものです。

たような場合でも、本人の既往症
の有無、健康管理状況、生活態度

●「補償」と「賠償」は
次元が異なる
補償とは、憲法25条（生存権、
国の生存権補償義務）に基づきな

がって、民事損害賠償請求が認め

等を勘案し、本人の過失を認める

られるか否かは、労災認定とは異

ケースも少なくありませんし、事

なり企業の故意または過失の有無

故などの場合、被災労働者本人の

が争点になります。

不注意が主たる原因であることも
しばしばあります。このような場

されるもので、業務災害における

合、企業と被災労働者との間で過

したがって、労災保険は、被災労

●労災認定されなくても
損害賠償請求が認められることも！

働者又は被災労動者の遺族の生活

このように労災認定＝民事損害

して民事損害賠償額が決まること

権を守ることが目的です。そのた

賠償義務ではありません。しかし

め、被災者本人に「故意」または

ながら、業務と傷病との間に因果

したがって、賠償額の算出は交通

「保険給付の全部を行わないとす

関係が存在する限り、労災認定の

事故の場合とほとんど同じです。

る重大な過失」が無い限り、業務

有無にかかわらず企業の過失が0

ただし、留意しなければならないの

遂行性、業務起因性等一定の要件

ということはあり得ないと考える

は、業務災害は、使用者（企業）と使

が認められれば、労災保険より保

べ き で す（ 第 3 者 行 為 災 害 は 除

用人（従業員）との間で生じるもので

険給付の支給が決定されます（こ

く）。したがって、労災認定され

あるということです。つまり、業務災

れが一般的に労災認定とよばれて

た場合だけでなく、されなかった

害を交通事故に例えるなら、自動車

います）。そして、当然ですが、

場合でも損害賠償請求が認められ

同士の事故ではなく、自動車と人によ

この決定に企業の故意または過失

る可能性はあります。

る人身事故であるということです。

補償制度が労災保険になります。

の有無は全く関係ありません。

もちろん、業務災害を発生させ

これに対し、賠償は

失割合を決め、企業の過失分に対

になります。

当然ですが、自動車が企業です。

最近の高額賠償の判例
（和解も含む）

相手方の故意または

事件名

判例年月日

賠償額

本人過失

天辻鋼球製作所事件

大阪高裁 H23.2.25

1億3200万円

40％

康正産業事件

鹿児島地裁 H22.2.16

1億9400万円

20％

もので、民法の不法行

30歳空調衛生工事
現場監督自殺事件

福岡地裁 H21.12.2

9900万円

0

為責任（民法709条）

音更町農協うつ自殺事件

釧路地裁帯広支部 H21.2.2

1億400万円

0

や債務不履行責任（民

システム開発プロジェクト
マネージャー自殺事件

東京地裁 H20.12.8

7940万円

30％

スギヤマ薬品事件

名古屋高裁 H20.8.25

8700万円

0

府立病院麻酔科医死亡事件

大阪高裁 H20.3.27

7744万円

35％

過失により被った損害
の補てんを、民事上の
責任を追及し請求する

法第415条）等に基づ
いて行われます。した

「労災認定」とは？ 被災労働者本人に「故意」または「保険給付の全部を行わないとする重大な過失」が無
い限り、業務遂行性、業務起因性等一定の要件が認められること。これにより、労災保険からの支給が決定される。

ヘルシーオフィス フー
代表 德田 泰子
http://foo-df.com

アルコールと健康！

食と
健康

適度なお酒は百薬の長ですが、飲み過ぎてはいけません！
「酒は百薬の長」と言われますが、量が過ぎると心身ともに害を与え、多量の常習化は病気を引き
起こします。アルコールとは楽しく健康的に上手に付き合っていきましょう。

アルコールと健康の関係

焼き物、煮物や鍋物を一緒にとる

常習的な飲み過ぎが続くことで

れが残ります。睡眠薬代わりに
はなりません）

ことをおすすめします。

糖尿病、肝疾患（アルコール性肝炎、
肝硬変）、痛風、胃腸病、食道ガン、
すい臓ガン、高血圧、脳卒中、神経
疾患など多くの病気を引き起こす
ことがわかっています。日本酒に
比べ焼酎やウイスキーなどは糖分
が含まれませんが、飲み過ぎると
肥満などの病気につながります。
では、
「適度な量」とは？

１日

４．一緒に食事をとりながら適量に

賢く飲むための５つのポイント

５．飲酒後の運動、入浴は事故のもと

１．アルコールは、一気に飲まない

アルコールはつい飲み過ぎてし

２．水分補給を十分に（アルコー
ルには利尿作用があるため尿酸
値が上がりやすくなります）

まいがちです。飲み会では互いに

３．寝る前の飲酒は避ける（飲酒
後の睡眠は、眠りが浅くなり疲

アルコールとよい距離を保ちまし

強要しないようにしたいものです。
適度に楽しく飲む程度にとどめ、
ょう。

平均純アルコールにして約20ｇと言
われています（厚生労働省・健康日

たっぷりきのことチキンのトマト鍋

本21より）。その目安は、瓶ビール

材料：２人分

中１本（500ml）、ワイングラス２

手羽元 ････････････････････････････････････････････････ ４本

杯（180ml）、日本酒１合、ウイス

しめじ ･････････････････････････････････････････････ 1/3 袋

キーダブル１杯（60ml）程度です。

ホワイトしめじ ･････････････････････････････････ 1/3 袋
エリンギ ･･････････････････････････････････････････ 小２本
豆腐 ････････････････････････････････････････････････ 1/2 丁
春菊 ････････････････････････････････････････････････ 1/2 束

食事とアルコール

大根 ････････････････････････････････････････････････ 1/4 本

アルコールは、食欲を増加させ

人参 ･････････････････････････････････････････････中 1/2 本

るとともに、脂肪分を一緒にとる

白ワイン ･･･････････････････････････････････････ 大さじ１

ことで体に脂肪をつきやすくしま

油 ････････････････････････････････････････････････ 小さじ１
塩・こしょう ･･･････････････････････････････････････ 少々

す。おつまみには、不足しがちな
ビタミン類を補う野菜や海草類を
積極的にとり入れ、ダメージを受

トマト缶（カット）････････････････････････････ 1/2 缶
コンソメスープ ･････････････････････････････････ 500 cc
塩・こしょう ･･･････････････････････････････････････ 少々

作

り

方

①手羽元を10分ほど白ワインにつけて、軽く
塩、こしょうをし、熱したフライパンに油を
ひき、焼き目をつけて焼く。
②鍋にコンソメスープ、トマト缶を入れて塩、
こしょうで味を調え温める。お好みの具材を
入れて煮込む。

けた肝臓を補修するために刺身や

平成26年1月1日をもって「日本代協認定保険代理士」が全国で11,734名となりました。

― 契約者・消費者のために！―
一般社団法人

日本代協はチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

日本損害保険代理業協会

ホームページアドレス http://www.nihondaikyo.or.jp/
編集協力：新日本保険新聞社（2014.1）

