
　いま竜巻をはじめとする突風による風災

害が大きな問題となっています。過去の風速

の記録としては、台風の通りやすい沖縄諸島

や四国付近の記録が上位を占めていますが、

竜巻や台風による風災害は日本全国各地ど

こで起こっても不思議ではありません。

　突風が心配されたら、まずできるだけ頑

丈な建物の中にいるように心がけましょ

う。そして、屋内にいても、突風や突風に

よって飛ばされたものによって窓ガラスが

割られる危険もありますので、窓の近くに

は近づかないことが基本です。身を守るた

めに右のようなことを参考にするとよいで

しょう。

日本損害保険協会ホームページより

●飛来物で窓ガラスが割れる危険も

竜巻!!台風!!突風に備える!!

～突風から身を守る行動を考えてみよう～～突風から身を守る行動を考えてみよう～～突風から身を守る行動を考えてみよう～

　そして、逃げ込む場所ということでは、普段

からお住まいの各部の耐風診断を行って、損

傷箇所や弱くなっている箇所を把握し、必要

な手当てをしておくこともよいでしょう。

　日本損害保険協会のホームページ

（http://www.sonpo.or.jp/）にて「わが

家の耐風診断チェック」で検索すると、

簡単に診断チェックができます。

　右のイラストの画面で、お住まいの耐

風度に関する質問が、１問ずつ出題されま

すので、質問内容に沿って「YE S」

「NO」ボタンのどちらかを選び、クリッ

クしていきます。すると、その答えか

ら、今のお住まいについて、必要な手当

てをアドバイスしてもらえるというわけ

です。また、最後には、総合結果がレーダーチャー

トで表示され、お住まいのどの部位に弱点が多いか

が確認もできます。

　今後の本格的な台風シーズンを前に、一度試して

みてはいかがでしょうか。

●損傷箇所は手当てを

～「わが家の耐風診断チェック」をしてみよう～～「わが家の耐風診断チェック」をしてみよう～～「わが家の耐風診断チェック」をしてみよう～

・近くにある、できるだけ頑丈な建物に避難する。時間がない場
合は、建物の物陰に飛び込んで身をかがめる。
・周りに頑丈な建物がないときは、水路などの窪みに身を伏せ
て、両腕で頭と首を守る。
・倒れる危険性のある電柱や樹木から離れる。
・車庫、物置、プレハブなど、仮設建築物への避難は避ける。
・避難時は飛来物に注意する。

●屋外では

・地下室、１階の中央部に近い窓の少ない部屋に移動する。
・窓やカーテンを閉める。
・飛来物によって窓ガラスが割れる危険があるので、窓際から離れる。
・部屋の隅、ドア、外壁から離れる。
・頑丈なテーブルや机の下にもぐり込み、両腕で頭と首を守る。

●屋内では

（（（（（ 竜巻が近づいてきたら ）））））

samplesamplessaamssaam



～自転車事故の実態と「自転車安全利用五則」！～
自転車を安全に乗りましょう！

「飲酒運転」とは？　道路交通法では、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があります。酒酔い運
転では、違反点数が35点となり、即座に免許取消しとなり、免許の欠格期間も長期にわたります。

 いま日本の交通事故は、幸いに

も減少しています。その要因とし

ては、シートベルト着用者率の向

上や事故直前の車両速度の低下、

飲酒運転の厳罰化などの悪質・危

険運転者対策の効果などがいわれ

ています。

　そのような中、最近問題となっ

ているのが、自転車による交通事

故です。平成23年の自転車乗用

中の交通事故件数は14万4,018件

!。交通事故全体の件数が減少し

ている中で、自転車事故の占める

割合は5年連続で2割を超えてい

ます。また、自転車乗用中による

死傷者数は14万3,738人と交通事

故全体の死傷者数に占める割合は

16.7％と高く、死傷者の4割を若

者と子どもが占めています。

　自転車を運転する人が守るべき

ものに、「自転車安全利用五則」

というものがあります。

　自転車の事故を引き起こさない

ため、加害者にならないために、

交通ルールとマナーを守って、安

全運転を心がけましょう。

「自転車安全利用五則」

　そして、自転車事故のうち、

15％超で自転車が加害者（＝第

１当事者）となる事故となってい

ます。事故の主な原因は、安全運

転義務違反、一時不停止、信号無

視などです。最近は、歩道を無秩

序に通行する自転車による事故も

多発していて、高額の賠償責任を

①自転車は車道が原則、歩道は例外
自転車は道路交通法上、「軽車両」と位置づけられています。自動車や自動二
輪と同じ「車両」なので、歩道と車道の区分のあるところでは、自転車は車道
を通行するのが原則です。また、自転車道がある場合は、そこを通らなければ
なりません。

②車道は左側を通行
自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。右側通行は、対面する自
転車や自動車にとって大変危険です。自転車道を通行する場合も左側を走行
しましょう。

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車も例外的に歩道を走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。歩道を走るときは、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。

④安全ルールを守る
● 二人乗りはしない
● 道路は並んで走らない
● 飲酒運転はしない
● 夜間は必ずライトを点灯する
● 信号を正しく守る
● 一時停止と安全確認をしっかり行う

⑤子どもはヘルメットを着用
自転車乗用中の事故による被害を軽減させるため、幼児・児童には乗車用ヘ
ルメットを着用させましょう。

（日本損害保険協会「知っていますか？自転車の事故」を参照）

（警察庁データより作成）

（※）第１当事者とは過失の最も重い者をいい、過失が同程度の場合は、被害の程度がより軽い当事者をいいます。

※上記の構成率は、警察庁の統計数値をもとに小数点第２位を
　四捨五入していますので、合計が100.0％になっていません。

自転車の法令違反別交通事故件数の割合（第１当事者（※）平成22年）

自転車乗用中の年齢層別
死傷者数の割合（平成23年）

負う場合もあるようです。

100%80%60%40%20%0%

安全運転義務違反
（安全不確認 等）
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自転車が第１当事者の事故件数２万3,609件自転車が第１当事者の事故件数２万3,609件自転車が第１当事者の事故件数２万3,609件
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　賠償リスクは、施設の管理や業務の遂行に伴って発生した事故や
トラブルにより、お客様や取引先、近隣住民などの第三者に損害を
与えた際の賠償金支払いなどのリスクを指します。また、これら
「外部」への賠償にとどまらず、労務管理上のミスなどによって生
じた従業員の死傷病に伴う損害など、企業の「内部」に対して賠償
を求められるリスクもあります。

業務であり、一部メンテナンス

業も営んでいるが、「製造業」

を対象とした手当しかしていな

かった）

●製造物リスク

　製造物によって対人・対物被

害が出た場合、その製品の回収

（リコール）費用の負担が生じ

るが、ＰＬ保険でカバーされて

いると思い込んでおり、結果と

して保険手当ができていなかっ

た。（ＰＬ保険は、製造物によ

って生じた対人・対物損害の賠

償に対応するものであり、リコ

ール費用をカバーするには、特

約を付帯するか、別の手当が必

リスクの洗い出しは

「業務フロー」を活用

～こんなにある！　多様な「賠償リスク」～
ＮＰＯ法人リスク・エイド　事務局長　　伊集院　剛史

「セクハラ・パワハラ」とは？　セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの略語。ハラスメントとは、「嫌がらせ・
いじめ」の意味。同僚・部下などへの性的嫌がらせ・上司などの強い立場を利用した部下への嫌がらせなどを指します。

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座 「ヒト」「モノ」「収益」「賠償」のリスク

賠償リスクの具体例

よくある見落とし例

　賠償リスクと言えば、まずは

「ＰＬ（製造物賠償責任）」を連

想される方が多いと思いますが、

図表のように多様な賠償リスクが

ありますので、自社に見落としが

ないか、一度チェックされること

をお勧めします。

●労務管理リスク

　ケガや病気の原因が企業の

「安全配慮義務違反」によるも

のとして従業員から賠償請求さ

れることがある、と認識してい

なかった。（災害補償規定は整

備していたが、その補償額を超

える賠償請求に備えた「使用者

賠償責任」に対する手当をして

いなかった）

　その他、セクハラやパワハラ

により退職を余儀なくされた従

業員が勤務先に対して損害賠償

請求を提起するといったケース

が増えていますが、これらの賠

償リスクへの対応はあまり進ん

でいないのが現状です。

●業務遂行リスク

　会社が複数の業務を行ってい

る場合に、「主要事業」だけに

注意を払い、他の事業への保険

手当を怠った。（製造業が主要

　賠償リスクについていろいろな

事例をご紹介しましたが、「何か

ら手を付ければいいかわからなく

なった」という方がおられるかも

知れません。そんなときは、自社

の業務フローを見ながら、最初か

ら最後までの工程をたどりなが

ら、「このステップではどんな事

態が起こりそうか」ということを

１つずつ見ていくと、リスクの見

落としを防ぐことができます。

要）

●受託物リスク

　自社工場や施設内にある自社

の資産（商品・原材料など）に

ついては手当を行っていたが、

預かり資産（商品・原材料な

ど）についてはリスク対応を怠

った。

賠償リスクの具体例

・労災事故（過労死・メンタル不全含
む）にあった従業員・遺族からの賠
償請求

・セクハラ、パワハラで退職を余儀な
くされた従業員からの賠償請求

労務管理リスク

・失火による類焼など、施設の所有・
管理上の事故で第三者へ与えた損害

・業務遂行中に第三者に与えた損害

・顧客の機密、個人情報の漏洩

業務遂行リスク

・製品の出火、提供した食事などが原
因で顧客に与えた損害

・上記損害に基づくリコール費用の負
担

製造物・提供サービスリスク

・施設来訪者から預かった手荷物、修
理のために預かった製品、一時的に
預かっている取引先の商品などの破
損・紛失・盗難による損害

受託物リスク

samplesamplesample
「モノ」「収益」「賠償」のリスク
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暑さに負けないエコなからだづくり!!

夏バテ対策！

　昨今は、エコムードを楽しむライフスタイルが人気です。しかし、現実には暑さからくるからだへ
のダメージは、熱中症、冷え性（クーラー病含む）、胃腸虚弱、食欲不振、疲れなど様々な症状を引
き起こし、いわゆる夏バテになってしまう方も多いと思います。今年は、エコと一緒にヘルシーにも
取り組んでみましょう。

自分で取り組むヘルシー＆エコ対策

①室内外の温度差に体温調節が追

いつかない

　からだは常に現在の環境に合

うよう体内環境を整えていま

す。しかし、室内・室外の温度

差が大きい場合や温度差が頻繁

に起こる場合などは、からだは

環境に順応しようと努力します

が体内調整が追いつかなくなり

ます。室内の温度を下げすぎな

いこと、上着やストールなどで

自ら体温調節ができるようにし

ておくとよいでしょう。

②こまめに水分の補給を

　熱中症は、暑さによって体温

調整ができなくなることによっ

て起こる機能障害です。主に、

体内の水分が減少し著しい脱水

状態、血圧低下、血液の循環が

悪くなり脳へ酸素が十分に運ば

れない状態になります。マイボ

トルを持参し水分補給もこまめ

に行いましょう。外出には帽子

を着用し、通気性のある服で出

かけましょう。

③夏場は、胃腸のダメージを受け

食と
健康

ヘルシーオフィス　フー

http://foo-df.com/web/index.html
代表 德田　泰子

編集協力：新日本保険新聞社（2012.7）

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。

平成24年1月1日をもって「日本代協認定保険代理士」が全国で9,429名となりました。

材料：４人分

野菜たっぷりテリーヌ　クリーミーソースかけ

コンソメスープ･････････････････････････････････････････････500cc
(500cc に対して 2個の固形コンソメ )

こい口しょう油･･････････････････････････････････････小さじ 1/2
鶏ささみ（スジなし）･･･････････････････････････････････････２本
白ワイン ･･････････････････････････････････････････････････大さじ１
塩・こしょう･･････････････････････････････････････････････････少々
人参 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 中 1/2 本
オクラ ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 8 本
パプリカ（黄色）･･････････････････････････････････････････1/２個
ミニトマト（小）ヘタを取る････････････････････････････10 個
カリフラワー･･･････････････････････････････････････････ 小 2/3 個
ヤングコーン（水煮）･･･････････････････････････････････････ 6 本
うずら卵（水煮）････････････････････････････････････････････10 個
市販粉ゼラチン･････････････････････････････････････ 10ｇ（２袋）

【クリーミーソース】
マヨネーズ ････････････････････････････････････････････････････ 60ｇ
生クリーム ･･･････････････････････････････････････････････大さじ１
牛乳 ････････････････････････････････････････････････････････大さじ２

パウンドケーキ型（21cm×9cm×6cmを使用）

（

オクラは、塩でもみ、細かなひげの部分を取りのぞ
きさっとゆがく。カリフラワーは、適当な大きさ房
にわけ、ともに下茹でしておく。

③パプリカは洗って半分に切り、魚焼コンロで表面を
焼き、表面に焦げ目がつくと皮をはがして冷やし、
斜め切りにする。

④鶏ささみは、耐熱の器に入れ、白ワインを入れてし
ばらくおき、電子レンジで２分ほどあたため、軽く
塩、こしょうをして、粗めにほぐしておく。

⑤具材はすべてペーパータオルで水分を取り除き、パ
ウンドケーキ型にして①のゼラチン入りコンソメを
少量流し、端から鶏ささみ、うずら卵、野菜をお好
みの配置で並べ重ねる。後はゼラチン入りコンソ
メ、次に具材、ゼラチン入りコンソメを流す作業を
繰り返し重ねていく。

⑥粗熱が取れていたら冷蔵庫で３時間ほど冷やし固
め、1.5cm幅くらいに切り分けて器に盛り付ける。

⑦クリーミーソースを混ぜ合わせ添える。

作 り 方

①コンソメスープは、500ccのお湯に固形コンソメを
溶かし、しょう油を加えて味を調え、粉ゼラチンを
加えて混ぜ、粗熱を取る。

②人参は皮をむき5ミリくらいの厚さで縦長に切る。

１．胃の中に滞留しやすい油っこい
ものは控える→少し多めの油で香
ばしく焼いてみましょう。
２．胃酸を過剰に分泌させる刺激物
は控える→コーヒーにはミルクを
加えるなどマイルドに。
３．アルコールや冷たいものは飲み
すぎない、食べ過ぎない。　
４．しっかり睡眠をとりましょう。

やすい

　暑さによって食欲が低下しが

ちです。しかし、食事は、から

だを元気にする源。主食、おか

ず、野菜を上手く組み合わせた

食事を心がけましょう。色野菜

はビタミンＣやカロテンの補

給、また、脂肪の少ない肉類、

大豆製品、うなぎも疲労回復の

ビタミン補給として夏バテ対策

に重要な役割があります。

胃腸ケア４つのポイント

samplesa
夏バ夏バ

samplesa食と


