交通ルールは具体的にわかるよう、子供に指導しよう!!

〜交通ルールを守るよう日頃注意していた母親に賠償命令?!〜
平成23年９月、当時小学３年生だった男児の乗った自転車が60歳代
の男性に衝突し重傷を負わせた賠償事故で、福岡地方裁判所は平成26
年３月、児童の母親に220万円を支払うよう命じました。
裁判では男児の母親が「交通ルールを守るように日頃から注意してい
た」として、親の監督義務を果たしていたと主張しました。ところが裁
判官は「男児への指導が具体的ではなかった」として、母親の監督が不
十分だったという見方を示したのです。

交通ルールを守る呼びかけだけでなく、「具体的な指導」が必要 !!
この判決のポイントは何といっても、親権者であ

故にあわないように気をつけなさい」といった注意

る親が子供に対して自転車利用の交通ルールについ

だけでは、子供は具体的な交通ルールを理解するこ

て「具体的な指導を行う必要がある」ことを示した

とができません。親が実際に行動で示すことはもち

ことと、事故を起こした場合の「賠償責任を免れる

ろん、「二人乗りはしない」「信号は正しく守る」

ことの難しさ」にあります。

などより具体的に教えてあげることが大切です。ま

「人にぶつからないように気をつけなさい」「事

た、子供はヘルメット着用を心がけましょう。

イラストでみる自転車利用の主な交通ルール !!
●歩道は歩行者優先で、
車道寄りを徐行

※自転車は車両ですが、自転車も
例外的に歩道を通行することが
できる場合があります。しかし
歩道上ではあくまで歩行者優先
です。歩道を通行するときは、
歩道の車道寄りまたは指定され
た部分をすぐに停止できる速度
で走り、歩行者の妨げとなる場
合は一時停止しなければなりま
せん。違反した場合、２万円以
下の罰金または科料。

●二人乗りはしない

※ただし、幼児を乗せる場合等
は、例外的に認められていま
す。違反した場合、２万円以下
の罰金または科料。

●信号を正しく守る

※信号無視は３か月以下の懲役ま
たは５万円以下の罰金。

●一時停止と安全確認を
しっかり行う

※一時不停止は３か月以下の懲役
または５万円以下の罰金。

●自転車乗車中は、携帯電話、イヤホーン等は使用しない

●道路は並んで走らない

●夜間は必ずライトを点灯する

※夜間の無灯火運転の場合、５万
円以下の罰金。

※「並進可」の標識のある場所で
は、２台まで並進できます。違
反した場合、２万円以下の罰金
または科料。

※自転車乗車中の携帯電
話、イヤホーン等の使
用、傘さしといった行為
は、各都道府県公安委員
会の遵守事項違反（５万
円以下の罰金）にあたる
場合がありますので、や
めましょう。

●傘さし運転は
しない

出典：日本損害保険協会発行「知っていますか？自転車の事故」

知っておきたい社会保険シリーズ

～ちょっと珍しい健康保険給付～
ワイズライフＦＰコンサルタント

「しずく形」人口乳房が
平成26年１月から健康保険適用に！

代表

山中 伸枝

禁煙治療にも健康保険が！
最近テレビなどで見かけること

すから未請求の方は確認してみま
しょう。

日本の医療技術は日進月歩で

も多い禁煙治療、これも保険適用

被保険者ご本人が亡くなった場

す。と同時に、より多くの患者さ

です。タバコは嗜好ではなく依存

合は遺族が、扶養されていた方が

んがその恩恵を受けることができ

症であるという認識に基づき治療

亡くなった場合は被保険者が請求

るようにと、健康保険適用の対象

費用に保険が使えるのです。

をします。窓口は国民健康保険な

歯の治療で用いられる「かぶせ

ら役所、会社員であれば会社で

健康保険が適用されると、その

物」についても、最近健康保険適

す。国民健康保険の被保険者ご本

治療費の個人負担は３割で済みま

用になったものがあります。それ

人が亡くなった場合でも、会社を

す。また一定額以上になれば高額

が、ハイブリッドセラミックスと

退職して３か月以内の死亡、ある

療養費制度の対象となり、多額の

呼ばれるものです。これは従来の

いは傷病手当などを受給中、受給

医療費の支払いを心配することな

保険適用であったプラスチック製

終了後３か月以内の死亡であれ

く治療を受けることができます。

の白いかぶせ物に比べると強度と

ば、会社の健康保険から埋葬料が

ところで、健康保険の適用は非

審美性が非常に優れているそうで

受けられます。会社によっては、

常に多岐にわたっているのをご存

す。厚生労働省に施設基準の届け

上乗せで独自給付をしてくれると

知でしょうか。例えば、お子さん

出を行い、認可された歯科医院の

ころもあります。

が使用するメガネやコンタクトレ

みで扱えるということですから、

このような情報は、健康保険か

ンズの購入代金も弱視や斜視、先

一度調べてみるのもよいかも知れ

らの機関紙、自治体の広報誌、新

天性白内障の「治療のため」であ

ません。

聞などで発信されことも多いの

が見直しされています。

で、日々の暮らしの中で注目して

れば、健康保険が適用されます。
特にお子さんが小さいうちは、本

埋葬料の請求を忘れずに！

人の自覚がありませんから、大人

あまり知られて

が注意して適切に対処したいもの

いない保険の給付

です。

に「埋葬料」があ

またがんの中でも、女性が最も

ります。国民健康

かかりやすいといわれる乳がんは

保険の被保険者の

治療の一環として乳房を摘出する

場合、給付額は１

手術を受ける場合があります。し

万～５万円程度と

かし、女性にとってこの手術は体

自治体によって異

力的にも精神的にも多大な苦痛を

なりますが、受給

伴います。これまで術後に乳房を

のための申請を忘

再建すると全額自己負担でしたが、

れていらっしゃる

平成26年１月から「しずく形」人

方も多いそうで

口乳房が保険適用になりました。

す。時効は２年で

いきたいですね。

「乳がんの全摘出手術」とは？ 米国系医薬品メーカーのアラガン・ジャパン社によると、日
本で乳がんと診断される人は年約６万人で、うち２万人が全摘出手術を受けているとしています。

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

～セクハラ、パワハラと民事損害賠償①～
ＣＳ労務経営研究所

社会保険労務士

三宅

直知

セクシュアルハラスメント（以下、「セクハラ」という）とパワーハラスメント（以下、「パワハ
ラ」という）は、ともに労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける行為であり、労働者の能力発揮の
妨げや職場環境を悪化させる上に、企業の社会的信用の失墜、企業責任も問われる大きな企業リスクで
す。問題が起きないよう、その定義を認識しておきましょう。

●同性間、部下から上司に対して行われるものも含まれる！

719条）、使

セクハラとは、職場において行われる、労働者の意に

用者責任（民

反する性的な言動に起因するもので、対価型と環境型に

法第715条）

区別されます。対価型とは、このような言動に対する労

に基づき会社

働者の拒否・抵抗により、その労働者が解雇、降格、労

に対しても行

働契約の更新拒否等の不利益を受けるものをいい、環境

われるのが一

型とは、このような言動のために労働者の就業環境が不

般的です。

快なものになり、その労働者が就業する上で見過ごしで
きない程度の支障が生じるものをいいます。

賠償額は、
事案内容によ

一般的にセクハラは、男性から女性に対して行われる

り慰謝料及び弁護士費用合計で30万円〜200万円とい

行為という認識が強いですが、女性同士間、男性同士間

ったケースが多いようですが、それが原因で休職や退職

にもセクハラはあります。

した場合は別途賃金支払いを命じられたり、うつ病など

パワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の

精神的疾患を発症した場合は業務災害として逸失利益を

地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の

含めて賠償を命じられたりすることになります。とくに

適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行

昨今は、パワハラに対する事案が多くなってきており、

為、またはそれにより職場環境を悪化させる行為をいい

「パワハラ」→「うつ病発症」→「うつ病による自殺」

ます。

といった事例となると、賠償金額は相当高額になること

一般的にパワハラは、上司から部下への指導の範囲を
超えた暴力的な言動やいじめ・嫌がらせ
などを指すことが一般的ですが、先輩・

を覚悟しておかなければなりません。

≪例えば、パワハラとはこんな行為です≫
１．身体的な攻撃

暴行・傷害

後輩や同僚間だけでなく部下から上司に

２．精神的な攻撃

脅迫・名誉棄損

対して行われものも含まれます。

３．人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し・無視

４．過大な要求

業務上明らかに不要なことや遂行
不可能なことの強制、仕事の妨害

５．過小な要求

業務上の合理性なく、能力や経験
とかけ離れた程度の低い仕事を命
じることや仕事を与えないこと

６．個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

●増加傾向にあるパワハラでの賠償事例
セクハラやパワハラに対する民事損害
賠償請求は、直接の行為者に対して不法
行為（民法709条）に基づき行われると
同時に、会社の対応・処理のまずさや社
内環境等を理由に共同不法行為（民法

出典：厚生労働省「こころの耳」

※4〜6についてパワハラに該当するか否かは、業種や企業文化の違い、また行為が
行われた状況や継続的かどうかなどを考慮する必要があります。

「逸失利益」とは？ 不法行為や債務不履行などに基づく損害賠償において、その損害賠償の対
象となる事実がなければ得ることができたと考えられる利益のことをいう。

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

素肌力！

食と
健康

カロテン、ビタミンを補って外部からの攻撃をガード！
実年齢には抗うことはできないけれど「肌年齢」は、努力や工夫次第でどうにかならないだろうか
と、鏡に向かう女性も少なくないでしょう。今回は、食事で高めるお肌のケアをご紹介します。

素肌力アップは、
からだの中からはじまる

腸は栄養吸収の窓口となりま
ンの生成を助けます。かんきつ
類、キャベツ、じゃがいもなど

んでしまうた

女性のお肌の悩みは、シミ・シ
ワ、さらにたるみやくすみと尽き
ることがありません。これらの原
因となる紫外線やお肌の乾燥対策
として外の攻撃からお肌をガード

す。便秘はお腹に老廃物をため込

３．ビタミンＥを補う：血行をよ
くしお肌にうるおいを与えま
す。ナッツ類、かぼちゃ、オリ

め、お肌や健康
にとって大敵で
す。快腸と栄養

ーブ油など
４．ビタミンＢ群を補う：皮膚の

補給で素肌力を

しつつ、からだの中からケアする

新陳代謝を促します。豚肉、レ

アップさせまし

ことも忘れずに。お肌のうるおい

バー、さば、さんま、卵など

ょう！

は、表皮にある角質層の水分、皮
膚や汗の分泌によって保たれてい
ます。皮膚細胞のサイクルは、お
よそ４～６週間のサイクル。お肌
が喜ぶ食事をとり入れて皮膚の代
謝を活発にしていきましょう。

食べてケアする栄養素とポイント
１．カロテンを補う：強い抗酸化
作用があります。トマト、ニン
ジン、アボカド、緑黄色野菜
２．ビタミンＣを補う：コラーゲ

えびとアボカドのクリーミィポテトサラダ
材料：３～４人分
じゃがいも ･･････････････････････････････････････････ ２個
アボカド ･････････････････････････････････････････････ １個
ムキエビ ･････････････････････････････････････････････30ｇ
ゆで卵 ････････････････････････････････････････････････ １個
【ドレッシング】
レモン汁 ････････････････････････････････････ 小さじ１
コンデンスミルク ････････････････････････ 小さじ１
ヨーグルト（水分を切る）･････････････ 大さじ１
マヨネーズ ･････････････････････････････････ 大さじ４
塩・こしょう ････････････････････････････････････ 少々
洋辛子 ( 練 ) ･･････････････････････････････････････ 適量
ブラックペッパー ･････････････････････････････････ 適量

作

り

方

①じゃがいもは、皮のままラップをして電子レ
ンジで約７分温める。竹串をさしてスムーズに
刺さるようなら、熱いうちに皮をむき、ひと
口大に切っておく。軽く塩・こしょうする。

②アボカドは皮をむき、種を取って食べやすい
大きさに切る。
③ムキエビは洗って背ワタを取り、熱湯でゆで
てペーパータオルで水分をとっておく。
④ゆで卵は皮をむいて適当な大きさに切ってお
く。（糸をナイフ代わりに使うと黄身が割れ
ません）
⑤ボウルにドレッシングを作り、冷めた①②③
④を混ぜ合わせて器に盛り付け、ブラックペ
ッパーをかける。

平成26年7月以降、所定の要件を充たした「日本代協認定保険代理士」は「損害保険トータルプランナー」に移行します。

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（2014.6）

