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「保つ」ことは、
守りあうこと。
「保」という字は、生まれたての子どもに産着を着せて抱くかたちか
らきました。転じて、
守る、
助け合うの意がそこにはこめられています。
わたしどもみぞぐち商会は、お客さまとの信頼関係のなかで助け、
助けられつながっていくことを信条としています。
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も
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こどもから大人まで、気軽

に !?に乗れる自転車。

とっても便利ですが、実は
危険と隣り合わせ。加害者に
なることも被害者になること
もありえます。
加害者になれば、こどもも
大人も関係なく賠償責任が問
3

1

4

2

われます。最近では多額の賠
償命令が出たことも。
そんな万が一の時に備えが
あれば安心です。

作：くりきあきこ

http://www.mizoguchi-shokai.co.jp/

くわしくは
中面で！


➡

1

自転車事故で問われる責任
自転車だから大丈夫。事故を起こしたとしても大事にはならない・・・・・。そんな軽はずみな気持ちが、
死傷者を出す重大な事故につながります。道路交通法上、自転車は車両の一種（軽車両）です。法律
違反をして事故を起こすと、自転車利用者は刑事上の責任が問われます。また相手にケガを負わせた
場合、民事上の損害賠償責任も発生します。

刑事上の責任

民事上の責任

相手を死傷させた場合、
「重過失致死傷罪」となり
ます。

被害者に対する損害賠償の責任を負います。

3

※交通事故を起こした場合には、上記２つの責任のほか、
被害者を見舞い、誠実に謝罪するという「道義的な責任」を果たすことが重要です。

2

自転車での加害事故例
自転車事故でも被害の大きさにより
数千万円の賠償金を支払わなくては
ならない場合もあります。この賠償
責任は、未成年といえども責任を免
れることはできません。
事故の概要
男子小学生（11 歳）が夜間、帰宅途中に自
転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路
において歩行中の女性（62 歳）と正面衝突。
女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻
らない状態となった。
（神戸地方裁判所、平成
25（2013）年 7 月 4 日判決）
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手
前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線
を自転車で直進してきた男性会社員（24 歳）
と衝突。男性会社員に重大な障害（言語機能
の喪失等）が残った。
（東京地方裁判所、平
成 20（2008）年 6 月 5 日判決）
男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂を
スピードを落とさず走行し交差点に進入、横
断歩道を横断中の女性（38 歳）と衝突。女
性は脳挫傷等で 3 日後に死亡した。
（東京地
方裁判所、平成 15（2003）年 9 月 30 日
判決）
男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交
差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女
性（55 歳）と衝突。女性は頭蓋内損傷等で
11 日後に死亡した。
（東京地方裁判所、平成
19（2007）年 4 月 11 日判決）
男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道
を走行中、旋盤工（62 歳）の男性が運転す
るオートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で
13 日後に死亡した。
（東京地方裁判所、平成
17（2005）年 9 月 14 日判決）

賠償額（※）

9,521 万円

自転車事故に備える
自転車事故による損害賠償責任に備える保険があります。
ただ、自動車事故への備えと異なるのは、被害者救済のた
めの強制保険（自賠責保険）がないことです。ではどのよ
うな保険に入っておけばよいのでしょうか？
自動車事故

自転車事故

損害賠償に備える
保険（強制加入）

自賠責保険

×

損害賠償に備える
保険（任意加入）

任意の
自動車保険

個人賠償
責任保険など

自転車事故による損害賠償責任は「個人賠償責任保険」で、
また、自分自身のケガは「傷害保険」でそれぞれ補償されま
す。加入している保険の補償内容をご確認ください。

9,266 万円

自転車事故に備えるための保険
事故の相手

対象

生命・
からだ

財産
（モノ）

生命・
からだ

個人賠償
責任保険

○

○

×

傷害保険

×

×

○

保険の種類

6,779 万円

自分

●個人賠償責任保険や傷害保険では、自転車事故のほか日
常生活における事故も補償対象となります。

5,438 万円

例

個人賠償責任保険…買い物中に商品を壊した、飼い
犬が他人に噛みついてケガをさせた
傷

害

保

険 …スポーツ中にケガをした、階段

で転んでケガをした
●傷害保険には、交通事故によるケガのみを補償するタイ

4,043 万円

プもあります。
●業務で自転車を使用中に起こした事故は個人賠償責任保
険では補償されません。事業主が事業者用の賠償責任保
険に加入する必要がありますので、ご注意ください。

（※）賠償額とは、
判決文で加害者が支払いを命じられた金額です（上
記金額は概算額）
。
日本損害保険協会 HP（http://www.sonpo.or.jp/protection/jitensya/）より

ニュースレター

もりあやこの

この人に会いたい！

第１回

ニチオン社長 本田宏志さん

小誌編集長、もりあやこが、いまもっともお話を伺いたいと思っている方にお会いして、そ
の魅力をご紹介するコーナーです。
第１回は、船橋市に本社を置く株式会社ニチオンの代表取締役社長、本田宏志さんです。
「モノづくり」を大切にし、音叉では TV 番組「和風総本家」でも取り上げられた、医療
機器の分野で未来をつくる同社のトップがいま、なにをお考えなのか、伺ってきました。

医



療の世界はいま
どういう状況ですか？

薬も欧米人と日本人では異なるのと同じで、

世界の多くの先進国は、社会保障費の増加

中学時代に近所の大学生に誘われ波乗り通い

医療機器も日本ならではの課題を改善・改良

に伴いヘルスケアシステムの見直しという課
題に直面しています。今後は、健康・医療・
介護の成長が重要なポジションを占めてくる
といっても過言ではないでしょう。

を持ち、22才でオーストラリアへ留学。大

ト

のゲームを販売したり、オーストラリアでは



という、医療の質・安全が重要視されていま

づくり』です。大学病院であろうとクリニック

すが、欧米では患者の権利として、医療を受

であろうと、
『人』が重要です。わたし達は医

ける側の安心・安全を中心に考えられてきて

師や看護師と医療現場での製品研究や運用評

います（ペーシェントセーフティ）
。

価を通して育ててもらっています。

今後は日本も欧米と同じように、それぞれ
の患者にとって価値のある医療を提供するこ

医療関係の方々と現
場の課題を『見つける』
こと、そしてその先を

日本の病院の数は世界一で、医療機器市場

学では学業よりビジネスにのめり込み、日本

ップとして、本田さんが
いま考えていることは？

会社のモットーである『モノづくり』は、
『人

とが大切です。

をはじめた本田さん、マリンスポーツに興味

しながら解決していくことが求められます。

日本ではいかに医療現場がミスをしないか

『考える』ことは『人』

としては世界 3 番目です。今まで欧米で研究

であり、その『 人 』が

開発された機器や材料が日本へ優先的に導入

どう動くのかで決まって

されてきました。これらは決して日本人の治療

くるのです。

こんにちは

ほんだ・ひろし

のために開発されたものではないのです。

廃棄されるアワビを日本の商社に卸したり。
こうした経験を通じ、自身が「アジア人」で
あるということを強く認識。
帰国後、医療関係の販社で病院について理解
を深め外資系企業を経て、現在のニチオンに
入社。研修旅行では、レンタカーで欧州各国
の医療現場を視察。さらに渡米し、NASAで
最先端の医療機器に触れる。

応接室に入ると壁一面の大きな世界地図！
グローバルな視野でさまざまなことを捉えて
いらっしゃることが感じられました。
また、笑顔のなかに時折見せる、強い意志を
まとった視線が印象的でした。

みぞぐち商会です

保険のご用命は、
わたしたちにお気軽に

〜営業編〜

溝口文穂 Fumiho Mizoguchi
得意分野は生命保険、家計のキャッシュフロー表作ります♪
ファイナンシャルプランナーとして資産運用、現状の保険証
券分析、家計の見直しを中心に女性の視点で皆様にお伝えし
ています。

冨永洋平

藤原喜代司

Yohei
Tominaga

Kiyoshi Fujiwara

生命 保険が 得意で
す。どんなことでも
ご 相 談に 乗らせて

いただきます。
2007 年より保険の仕事に携わっていま
す。一番大切にしていることは、一生の
お付き合いができるような人間関係を築
いていくことです。仕事、ご家族、プライ
ベートの話も気軽にできたらと思います。

野澤憲悟

昔は傷害保険が得意
でした。今は経験と勘
でこなして（？）いま
す。
趣味はどうしようと思
いますが、ときどき歩
いたりして健康維持を心がけています。
また、音楽を聴いてリラックスすることも
あります。

Kengo
Nozawa
特に火災保険、賠償
保険の事故対応に多
く携わってきました
経験をいかしてお客
様を全面サポートし
ていけるよう対応していくのが私の魅力
です。
外食業界から転身して早 10 年。すっか
り若手と呼ばれることは少なくなりまし
たが（笑）
、パパさん営業マンとしてこれ
からもがんばります。

奥田篤史
Atsushi Okuda
自動車保険、火災保険
が得意です。
持ち前のフットワーク
の良さを武器に「誠心
誠意」をモットーに、日々頑張っており
ます！

http://www.mizoguchi-shokai.co.jp/

第一弾！

おいしそうなお店が
立ち並ぶ球場外

無料サービス温泉卵つき

→

お店はこちら

健康ワンポイント

安眠は体温にアリ !?

2
1

１：遠くより○○○の親戚
２：こたつで食べると？おいしい果物
３：お鼻が長いのね
４：こんなところで会うなんて！

6

5

3

ヨコのワード
１：地面より下
２：興味がなくて○○○もしない
５：フォアグラ

こたえ
2

■体温を下げるのは手足から

手足を布団から出しておくと体温が下がり眠りやす
くなります。ただし、お腹はちゃんと温めてネ

■除湿機を効果的に

6

1
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２組（定員５名

■通気性のいい寝具で寝汗を逃がす

厳選なる抽選の上、発送をもってご当選のお知らせとします。
（発送は７月中旬を予定）

いただいた方々に本当に感謝です！ 内容はいかがでしたか？ 忌憚のないご意見・ご感想などいただけたらすごく励みになります。拙
いところも多々あるかと思いますが、手作り感をウリに（笑）少しでも楽しんでいただけるように今後も精進します。取材をお願いに行っ
た際にはあたたかく迎えてくださいね♪

保険のご相談・ご用命、紙面へのご意見・お問い合わせは
コチラ
047-325-8111 info@mizoguchi-shokai.co.jp
▲
▲
▲

ニュースレター

制作 （有）ラスコー

「保」創刊号ついに発行です！ みなさんと繋がるきっかけが欲しかったものの、なかなか進まずやっとの発行です。ここまでにご協力

編集人 森 紋子

観戦日程：８月 10 日、23 日（両日とも花火があがります！）
応募締切：７月 10 日
応募先：info@mizoguchi-shokai.co.jp
①クイズの答え、②お名前、③ご住所（チケット送付先）、④電話番号、
⑤希望観戦日を記載の上、ご送信ください。

快眠の湿度は 50 ～ 60%。クーラーで室温を下げる
と身体ごと冷えてしまいがちですが、除湿機を使っ
て湿度調整をしてみては。
ひと晩でかく寝汗はコップ２杯以上！ 布団の湿気
も増えて寝苦しくなるという悪循環。
吸湿性・発散性の高い麻の寝具が最適です。ガーゼ
も肌触りがよく洗濯も楽なのでおススメです。

3

発行人 溝口文穂

38 ～ 40℃くらいのぬるめのお風
呂にゆっくり 20 分くらいつかる
と身体の芯から温まり、その後の
体温も下がりやすくなります



今年も寝苦しい時期が近づいてきました。
そんな夜を快適に過ごすための
お役立ち情報を。
■ぬるめのお風呂にゆっくりと

タテのワード

4

電話 〇四七（三二五）八一一一

潮風をあびながらのビールは最高！

平成二八年六月二五日発行 株式会社みぞぐち商会

ガパオ丼
このボリュームで
780 円！

第１号

みぞぐち商会では地元球団千葉ロッテマリーンズを
応援しております。
みなさんご存知かとは思いますが！？千葉ロッテの本拠地球場は
幕張海岸に隣接します QVC マリンフィールドです。
これからの初夏の季節、屋外球場での試合観戦は最高です。
そこで今回は球場外周で食べられる
営業マン野澤いち押しのグルメ情報をこそっとお話しし
ちゃいます！

みぞぐち商会ニュースレター

千葉ロッテ 大好き宣言

