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【線路に立ち入って JR に損害を与えた
認知症患者の親族の責任】
最近の裁判例です。認知症患者で徘徊癖のある91歳の男性が
線路に立ち入って列車と衝突したことで（ご本人は死亡）、列車が
止まり、JRに財産的損害を与えたとして、ご本人の親族全員の監
督責任が民事裁判で問われました。親族は、同居の妻（84歳）と
別居の4人の子です。
民法の原則では、精神上の障害のために自分の行為の意味を
理解できない者が他人に損害を与えた場合で、その賠償責任を
問えないとき（責任無能力者）は、代わりに法律上の監督義務者
が責任を負うことになります（713条、714条）。
上の事例で、第1審裁判所は、ご本人は責任無能力者であった
と認定したうえで、ご本人と同居して監護していた妻と、別居して
いたが月に3回ほどご本人を訪問し、ご本人の監護計画を立て

パリの裁判所訪問記
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昨年９月にフランスの裁
判所を見学してきました。
セーヌ川にうかぶシテ島
には、破 毀院や控訴院が
入っている重 厚な建物が
あります（写真1）。この建
物はフランス革命よりも前
（写真 1）
から存 在していたとのこ
とで、革命期には王族が幽閉されていたそうです。そんな歴史的
建造物で今も裁判が行われていることに驚きますが、手狭になっ
てきた面もあったようで、2018年4月には地方裁判所等の機能が
郊外に移転しました。移転先は近代的な高層ビルとなっていてシ
テ島の建物の重厚さとはまた違った印象を抱きます（写真2）。
幸いにも裁判を傍聴することができました。日本との安易な
比較は慎まなければなりませんが、それでも印象的だったのは、

るなどしていた長男の２人が監督義務者だとして、2人にJRが
請求した賠償金額全額の責任を認めました。
これに対し控訴審裁判所は、長男の責任は否定し、妻1人だけの
責任を認めたうえで、賠償金額は２分の1に減額しました。理由は、
損害の公平な分担の観点から、普段の親族による監護状況や
被害者JRの状況などを総合的に勘案したというものです。
さらに最高裁判所は、妻の賠償責任も否定しました。理由は、
同居の妻というだけでは法律上の監督義務があるとはいえない、
日常のご本人との関係、接触状況、監護の実態などの諸事情から
みて、ご本人を監督することが容易にできたか、ご本人に代わって
賠償させるのが相当かといった観点から判断すべきだというのです。
この事例では審級が上がるごとに監督義務者の責任は軽減
されてきています。被害者がJRという巨大企業だったことも考慮
されています。
責任無能力者による他人に対する加害行為について、監督義務
者の責任と被害者救済のバランスをどうとるか考えさせられます。

法服のような黒っぽい服を着た代理人達
が裁 判官に対して口頭で 発 言を続け、
言い分を積極的にアピールしていたこと
です。日本に比べて法廷活動が活発だな
という感想を持ちました。遠い異国の地
で依頼人のために頑張る弁護士達の姿
を間近に見ていると、同じ職業にある者
同士の妙な連帯感
と感動が生まれ、日
本に戻れば自分も
頑張っていこうと思
（写真 2） えてくるから不思議
です。短い滞在ではありましたが、新鮮な
気持ちになれた旅でした。
＊おまけ
パリ大学で「日本近代法の父」ボワソナード
教授の像とともに（写真３）。
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（写真 3）

新しい年を迎え、みな様におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。
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をコンセプトに業務を行ってまいりました。近年は、地域の人々を取り巻く経済的・
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池袋駅東口（パルコ口）を出て、明治通りの信号を渡り、ヤマ
ダ電機LABIの北側の道（向かって左の道）を進みます。
もう１つ信号を渡り、少し左にずれた道（WACCAの隣の道）
をそのまままっすぐ進みます。中池袋公園を通り東京建物ブリ
リアホールの右側を進みファミリーマートの先にあります。

池袋総合法律事務所

いけそう便り
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法テラスや東京パブリック法律事務所で執務した経験を有する実力派の弁護士であり、

稔

私どもは、これからも、みな様が気軽に相談できるいわゆる敷居の低い事務所を

芙美代
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2019年3月に弘中章弁護士が新たに当事務所のメンバーに加わりました。弘中弁護士は
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特に専門の労働法の分野では他の弁護士から相談を受けるなど頼りにされています。
目指すとともに、みな様に充実した質の高い法的サービスを提供できるように研鑽に
努めてゆく所存です。
今後とも、よろしくご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
2020年

元旦

ラグビー最高！
弁護士

木田
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思い切り個人的な趣味の話です。
私にとって昨年の一番の出来事はラグビーワールドカップ
でした。長年ラグビーを観戦してきた一ファンとしては、日本
でのワールドカップが盛り上がるとは考えていなかったもの
ですから、正直驚きました。日本代表の活躍はもちろん、
どの試合も熱くすばらしかった。試合を見て手に汗握るという
状態にいることがなんと幸せなことかと改めて思いました。
当然のことながらラグビー文化の重要な要素であるビールの
摂取 量も増えて、肝臓にも負担をかけてしまいました。
約ひと月半があっという間に過ぎて、決勝戦の後はラグビー
ロスの心情に陥りました（酒量はあまり変わりませんでした
が。）。でも大丈夫です。今月からはトップリーグが開催され
ます。リーチ、姫野、松島らの活躍がまた見られます。競技
場でアルコールを飲みながら観戦することを楽しみにして、
日々仕事にまい進したいと思います。

合掌造り集落への小旅行
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川合

順子

合掌造り集落。学校の授業で習って以来、いつか訪れたいと
思っていました。昨年、金沢旅行の折に、金沢発着で日帰り
できることに気付き、白川郷・五箇山を巡るバスツアーに
参加しました。
切妻屋根の勾配は写真で見るより急角度に感じられました。
相当な大きさ・高さの建物でも、釘を使わず組み立てられて
いることも驚きです。生活しながらの保存と活用も、並大抵の
努力ではできないだろうと推察します。
このツアー、実は参加者のほぼ半分がインバウンドの
観光客でした。通訳ガイドさんが、１人で日本語・英語を
交互に操って解説してくれるのですが、これがまた素晴らしい
のです。説明が分かりやすい上、海外のお客さんからの質問
や 発 言に、ユーモアを交 えて
軽妙洒脱に受け答え。昼食時、
（その場にいない）ガイドさんを
絶賛する英会話が聞こえてきて、
私まで嬉しくなりました。

美容医療と消費者問題
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志水

入所のご挨拶
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特定商取引法の改正（2017.12.1施行）により、一部の美容
医療がクーリングオフや中途解約ルール等の適用対象と
なりました。このような改正を踏まえ、昨年、三度にわたり、
美容医療と消費者問題について研修講師をする機会をいた
だきました。特商法の適用対象となったのは、提供期間１か
月超、５万円超の美容医療契約の一部で、レーザー脱毛、
ケミカルピーリング、ヒアルロン酸注射、脂肪溶解注射、
歯のホワイトニング（漂白剤使用）などです。美容医療に
ついては、自由診療で高額であること、希望通りの結果の
実現に強い期待があること、来院目的と異なる施術を勧誘
され即日施術される例があること等から、患者が施術結果に
不満をもったり、受けたことを後悔したりしてトラブルに
なるケースがあります。身体への侵襲である以上、リスクが
伴います。事前に施術や契約の内容、リスク等について十分な
説明を受け、慎重に検討することが重要です。
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2019年3月1日より事務所に加わりました。私は、2008年
12月に弁護士登録してから約10年間、法テラスや弁護士会の
公設事務所に所属して仕事をしてきました。池袋総合法律
事務所には、弁護士１年目の間に公設事務所赴任のための
勉強をさせていただいた縁もあり、このたび合流の運びと
なりました。
この10年間、依頼者の皆様、同業の弁護士、関係諸機関、
その他様々な方々との出会いがあり、大きく体調を崩すこと
もなく、充実した日々を送らせていただきました。ここで
改めて皆様のご厚誼に感謝いたします。ありがとうござい
ます。
こうして過去を振り返れば初心が思い起こされますが、
今後も、池袋を拠点としつつ、地域の皆様のお役に立てる
よう幅広い業務に精一杯励んでいきたいと思っております。
今後も、ご指導、ご鞭撻のほど、何卒よろしく御願いいたし
ます。

昨年の事務所行事は、
迎賓館赤坂離宮を見学し、

豊島公会堂が生まれ変わりました

池袋に路面電車が走ったら…
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これまで、当事務所の場所を案内する際、
「池袋東口の
豊島公会堂の斜め後ろあたり」とお伝えしてきました。豊島
公会堂は1950年に建てられた（当時としてはたぶん）堂々
たる２階建て802席の多目的ホールで、以来60年以上もの
間、演劇など種々の催しが開かれました。
この度、老朽化した公会堂が取り壊され、跡地に、地上
８階建ての「豊島区立芸術文化劇場」
（愛称は東京建物
ブリリアホール）という1300席の劇場を含む多目的ホールが
できました。
（表紙写真参照）
かつての事務所案内、
「豊島公会堂の斜め後ろあたり」は
もう使えないことに一抹の寂しさを覚えます。今年は何か
新鮮な案内文句を考えないとなりません（新ホールの名称が
長いのです）。
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昨年のご挨拶で豊島区役所跡地の建設のようすをご紹介
しましたが、事務所そばの中池袋公園もすっかりリニュー
アルし、公会堂跡地にできたホールでは宝塚歌劇が公演を
持ちました。さて、鉄道やバスに目がない私はIKEBUSという
電 気 バスに注目しています。池 袋 駅 東口から区役 所 や
サンシャインを周遊するＡルートと池袋駅の東西を結ぶ
Ｂルートがあり、そのいずれもが当事務所から100ｍ余りの
「Hareza池袋」停留所に止まります。もっとも、池袋東口
エリアには、LRT（次世代路面電車システム）の構想もあり
ます。国交省のホームページによると日本の路面電車は
17都市20事業者総延長約206kmなのだそうです。路面
電車が走る姿を見ると「生きてる」と実感するのは私だけ
でしょうか。池袋にLRTが走る日を夢見ています。

赤坂で金沢料理を堪能し、

今年こそは
弁護士
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（迎賓館に咲いていたお花）

日枝神社に参拝しました。

入所一年経ちました
雄二

明けましておめでとうございます。
今年は五輪・パラリンピックの年です。ここまでいろいろな
問題があったものの、やはり４年に１度のスポーツの祭典。
スポーツ好きとしては盛り上がらないわけにはいきません。
子どもの頃から選手たちの熱い闘いをみるたびに「自分も
何かにチャレンジして、熱く燃え上がってみたい」と思って
きました。目標には届かなかったものの、本当に熱く燃え
上がったこともありました。しかし、多くは、何かチャレンジ
する前に心の中に思いを閉じ込めてきました（ただ三日
坊主なだけですが）。年齢を重ね、できることもだんだん
限られてきていますが、東京で五輪・パラリンピックが行わ
れる今年こそは「何か」にチャレンジして熱く燃え上がり
たいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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当事務所に入所してから１年間、依頼者の方含め様々な
方にお力添えいただきまして、感謝申し上げます。
生活の中でお困りのことがありましたらお気軽にご相談
いただければと思います。
今後とも、よろしくご指導ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。

