認知症は、いま！

知っていますか？「認知症鉄道事故賠償裁判」

認知症の高齢者が鉄道事故！
2007 年 12 月、徘徊症状にある認知症（要介護４（認知症高齢者自立度Ⅵ））と診断され
た 91 歳の男性が自宅から一人で外に出て、およそ 1 時間後に３キロほど離れたＪＲ東海駅の
線路内で列車にはねられ死亡しました。この事故に対してＪＲ東海は、男性の遺族に 720 万円
（振替輸送に要した費用等）の損害賠償を求めました。これを不服とした家族は、訴訟を起こし
ました。これに対して、第一審で名古屋地裁は、介護に携わった妻（要介護１）と長男（別居）
に民法上の監督義務があったと認定し、請求どおり 720 万円の支配を命じました。その後、家
族はこれを不服として控訴し、2014 年 4 月の控訴審判決では、91 歳の妻のみに約 360 万円
の支払いを命じました。現在、家族は最高裁判所に上告中です。
家族へ「見守る人の注意義務を怠った」という責任を問う司法！
この裁判の特徴は、亡くなった男性は、平日デイサービスを利用していましたが、その他の時
間は、８５歳だった要介護１の妻と横浜から近所に移り住んだ長男の妻が男性の身の回りを世話
していました。しかし、事故当日、長男の妻は家にいたものの片付けのために席をはずし、一緒
にいた妻がまどろんだ、ほんのわずかな間に、男性は外に出ていってしまい電車にはねられ死亡
しました。これについて、裁判では死亡した男性は加害者からはずれたものの、身近に見ていた
家族の「見守る人の注意義務を怠った」という点について厳しく責任を求めました。
誰が面倒を見ていたか！
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今月のトピックス
認知症は、いま！

親の介護をしている人の責任？

第一審の判決
○同居の妻と長男に責任

控訴審の判決
○同居の妻

最高裁の判決
？

この裁判は、遺族が名古屋最高裁に控訴し、司法の場で家族の責任について改めて判断すること
になっています。今回の問題は、同居の妻と介護に深くかかわった長男に対して責任を求められ、
介護とのかかわりが少ないほかの兄弟は責任を問われませんでした。つまり、介護に深くかかわる
人ほど重い責任を問われていることです。

2012 年推計（厚生労働省）

2012 年推計（厚生労働省）

高齢者（65 歳以上）数
2874 万人

老化現象と認知症の違い
認知症

老化現象

・体験そのものを忘れる
・忘れたことを理解できない
・食べたこと自体を忘れる
・約束したこと自体を忘れる
・買物に行ったことを忘れてまた買物にいく
・日付･曜日･場所等が分からない
・ヒントを与えてもできごとを思い出せない
・つじつまを合わせるなど作り話をよくする
・探し物は誰かに盗まれたと思う

・体験の一部を忘れる
・忘れたことを自覚している
・何を食べたか忘れる
・約束をうっかり忘れる
・買い物に行って買うものを忘れる
・日付･曜日･場所等を間違えることがある
・ヒントを与えるとできごとを思いだす
・作り話はしない
・探し物は努力して見つけようとする

認知症はいま
地域で暮らしている認知症の人は、305 万人（厚生労働省 2012 年度調査）になります。認知
症の人がすべて徘徊をするわけではありませんが、このような判例が定着すると「認知症高齢者を
社会で見守る」という近年の動向に逆行することになっていきます。認知症の人が、他の人に損害
を与えるような事故を起こした時に、家族の責任を問うのではなく、高齢者の 3～4 人に 1 人が認
知症、または正常と認知症の中間と推測される今、誰もが体験をする可能性がある出来事として社
会全体で受け止めていく必要があります。そして、認知症の人は徘徊することもあるという前提の
中で、見守る家族の支援を含めて、地域社会でどう支えていくかが課題となっています。
参考文献：厚生労働省「認知症高齢者の現状（2012 年）」、認知症鉄道事故賠償裁判の概要について（田村恵子弁護士資
料）、認知症高齢者鉄道事故損害賠償裁判判決について勉強会資料（たかせクリニック理事長・高瀬義昌）

八王子自治研究センターは、多くの会員の皆様の会費などで運営しています。（会員募集中）

高齢者の 3～4 人に 1 人が認知症または中間？

認知症有病者数
439 万人

2012 年推計（厚生労働省）
正常と認知症の中間の人

380 万人
＊注

＊注：正常と認知症の中間の全ての人が認知症になるわけではないことに留意
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境の整備」「生活支援」「就労・社会参加支援」「安全確保」「ICT の活用」
「介護者への支援」「研究開発の推進」「国際連携」など、さまざまな課題に
対して省庁が横断的に取り組んでいく必要があるとしています。
また、2014 年 6 月に「医療介護総合確保推進法」が成立し、介護保険制度
のサービス抑制や地域医療確保の不足等が懸念されています。近い将来、認知
症、または正常と認知症の中間の高齢者が、高齢者全体の３～４人に１人とな
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＊参考文献：厚生労働省「認知症高齢者の現状（2012 年）」

厚生労働省が 2014 年にまとめた「国民生活基礎調査」
で、平均的な所得の半分を下回る世帯で暮らす 18 歳未満の子
どもの割合を示す「子どもの貧困率」が、2012 年に 16.3％
と過去最悪を更新しました。また、大人を含めた所得の低い人
の割合を示す「相対的貧困率」も、前回調査より 0.1 ポイント
悪化したほか、1985 年の統計開始以来、初めて子どもの貧
困率がそれを上回りました。厚生労働省は、この要因の一つに
「母子世帯が増えていること」「働く母親の多くが非正規雇用
であること」をあげています。
相対的貧困率：低所得者の割合を示す指標。経済協力開発機構（ＯＥ
ＣＤ）の基準を用い、収入から税金等を差し引いた全世帯の可処分所
得を１人当たりに換算して低い順に並べ中央の額の半分に満たない人
の割合をいう。2012 年では、所得が 122 万円未満の人の割合を示
す。18 歳未満の子どもの貧困率も同様に算出するが、子どもに収入
はないため、親の所得等を用いて割り出している。

現在、日本では 6 人に１人の
子どもが貧困状況にあるという。
子どもの貧困ってなんだろう？
どんなことを言うのだろう？
どんな解決策があるのだろう？
八王子自治研究センターでは、高校生たちとこの
問題について意見交換しました。子どもたちは、
自分たちの思いを素直にぶつけてくれました。

子どもの
貧困問題
ってなん
だろう？

大人は、
なにをし
ているの
だろう？

現在、日本の子どもの 6 人に 1 人が貧困状況にあると言わ
れています。貧困世帯での子どもたちは、基本的な生活基盤
である衣食住をまかなうことがおびやかされることになりま
す。また、子どものいのちや健康を守る医療や学習環境、遊
びを含めた体験活動等の低下、中には学校の郊外授業（修学
旅行等）に行けないケースもあります。
貧困がもたらす影響は、その子どもが成長するほど積み重
ねられていく可能性があります。そして、そのような子ども
たちが大人になっても、貧困から抜けられないという貧困の
連鎖が、今課題となっています。
貧困は、親や子どもの責任ではありません。八王子のまち
づくりには、地域で暮らす、すべての子どもたちが安心して
安全に成長できる仕組みづくりが求められています。

高校生からの発信

子どもの貧困を考えてみよう

☆通学電車に乗れない、☆怪我しても治せない、☆塾に行けない
☆教科書はお古？、☆おこづかいは 300 円、☆障害を持っている子どもほど
お金がかかりそう、☆進学するときにお金が気になる、☆高校に進学するとき
も、私立はだめ…という話になった、☆6 人に 1 人ということは、クラスに
もいるはずなのに、ぜんぜんわからない！ ＊注：カッコ内は高校生の意見

Q 市役所はなにしているの？ 調査とかしているのかな？？
Ａ 子どもの貧困は表面化することが少ないよね。それは、家族の問題にも
かかわるし、子ども自身が自分から発信することが難しいということもあ
る。
今、国の調査で、特に女性の一人親の家庭は貧困家庭が多いことがわか
ってきた。国は、対策のひとつとして「子どもの貧困対策法」を作って具
体的な対策を考えていくことになっている。
例えば「その子どもが中学生時期に、もっと勉強面を支援してあげたら
高校に進学がしやすいのではないか」など･･･。市役所は、国の施策を踏
まえて対策を作ることになるけど、八王子市は今「新八王子ども育成計
画」を作っていて、その中に「子どもの貧困対策」も考えていこうとして
いるよ。
Q 相談できる場所は？？ 相談しても突き返されることがある。
ちゃんと相談に乗ってほしい。
Ａ 地域に、子どもが気軽に相談できる場所が必要だね。中学を卒業した後
も相談できる仕組みを整えていかないといけないね。
＊注：Ｑは高校生の意見

☆就学支援金、奨学金、学校無償化（塾は有償）とかがあればいいな。
☆せめて、貧困世帯のバイト代だけでもあげてほしい！
☆障害がある家庭への補助とかがもっと充実すればいい！
☆子どもが自分で、お金の支援とか就学支援を申し込める制度があると
よいかもしれない。
＊注：カッコ内は高校生の意見
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・買い物に行って買うものを忘れる
・日付･曜日･場所等を間違えることがある
・ヒントを与えるとできごとを思いだす
・作り話はしない
・探し物は努力して見つけようとする

認知症はいま
地域で暮らしている認知症の人は、305 万人（厚生労働省 2012 年度調査）になります。認知
症の人がすべて徘徊をするわけではありませんが、このような判例が定着すると「認知症高齢者を
社会で見守る」という近年の動向に逆行することになっていきます。認知症の人が、他の人に損害
を与えるような事故を起こした時に、家族の責任を問うのではなく、高齢者の 3～4 人に 1 人が認
知症、または正常と認知症の中間と推測される今、誰もが体験をする可能性がある出来事として社
会全体で受け止めていく必要があります。そして、認知症の人は徘徊することもあるという前提の
中で、見守る家族の支援を含めて、地域社会でどう支えていくかが課題となっています。
参考文献：厚生労働省「認知症高齢者の現状（2012 年）」、認知症鉄道事故賠償裁判の概要について（田村恵子弁護士資
料）、認知症高齢者鉄道事故損害賠償裁判判決について勉強会資料（たかせクリニック理事長・高瀬義昌）

八王子自治研究センターは、多くの会員の皆様の会費などで運営しています。（会員募集中）

高齢者の 3～4 人に 1 人が認知症または中間？

認知症有病者数
439 万人

2012 年推計（厚生労働省）
正常と認知症の中間の人

380 万人
＊注

＊注：正常と認知症の中間の全ての人が認知症になるわけではないことに留意

国の認知症対策は、2013 年度から「認知症施策推進５か年計画（オレンジ
プラン）」が始動しています。しかし、2014 年 11 月に東京で開かれた認知
症のＧ7 国際会議の後、政府はこの見直しを行い国家戦略として新たな施策を
策定するように、11 月に厚生労働大臣に指示を出しました。この中で、現行の
オレンジプランでは、医療・介護が焦点になり、「普及啓発や生活しやすい環
境の整備」「生活支援」「就労・社会参加支援」「安全確保」「ICT の活用」
「介護者への支援」「研究開発の推進」「国際連携」など、さまざまな課題に
対して省庁が横断的に取り組んでいく必要があるとしています。
また、2014 年 6 月に「医療介護総合確保推進法」が成立し、介護保険制度
のサービス抑制や地域医療確保の不足等が懸念されています。近い将来、認知
症、または正常と認知症の中間の高齢者が、高齢者全体の３～４人に１人とな
る状況をみても、高齢者やその家族が安心して暮らせる施策をどのように構築
するのか、住民の暮らしを守る市区町村に問われてきます。今後は、新たな施
策づくりに向けて、行政内の組織連携と地域資源の相互連携が不可欠です。
＊参考文献：厚生労働省「認知症高齢者の現状（2012 年）」

