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「老後に貯え 2000万円必要」で炎上 
相次ぐ国の不祥事 ２大人権裁判に判決 

 「平成」から「令和」へ。5月 1日、退位

特例法に基づく新天皇の即位とともに元号

が変わった。しかし、新時代の幕開けに目立

ったのは、政府や国会の不正、ずさん、不作

為が連なる、国の不祥事であった。 

 2018年末に「毎月勤労統計」の不正な数字

に基づく雇用保険などの過少給付問題から

発した基本統計の不正問題は、厚生労働省か

ら財務省、農水省、国土交通省などに大きく

広がり、総務省が統計委員会に点検検証部会

を設け、５月に「再発防止策素案」を発表す

るまでの事態に発展した。 

 ずさんさを露呈したのは、厚労省による介

護保険料の徴収額算定ミス。それにより、健

康保険組合と共済組合の 2019年度納付金に

最大計約 200億円の穴が開く。厚労省の担当

係長が健保連から２月末にミスの可能性を

指摘されていながら、上司に伝えず放置して

いた。 

 さらに政府に追い打ちをかけたのは、年金

だけが収入の標準的な夫婦だと、老後に２千

万円の蓄えが必要と試算した金融庁金融審

議会報告書。資産づくりに「つみたて NISA」

の税制優遇が必要－という話に誘導する目

論見だったが、公的年金の頼りなさを印象付

けて国民の不安をかきたて、世論が “炎上”。

担当大臣で副総理の麻生太郎金融担当相が

「年金制度自体が危ないかのように聞こえ

る」と異例の報告書受け取り拒否で火消しに

努め、報告書担当の局長は退任へ。7 月の参

院選を控えて政権には思わぬ展開となった。 

 他方で世紀をまたぐ国家の不祥事ともい

うべき二つの“負の遺産”に判決が出た。 

 6月 28日、ハンセン病元患者の家族ら 561

人が国に損害賠償と謝罪を求めた訴訟の判

決で、熊本地裁は原告のうちの 541 人に対

し、計約 3億 7600万円を支払うよう命じた。 

判決は、隔離政策で家族が村八分や結婚差

別、就学や就職拒否に遭うなど「個人の尊厳 

に関わる人生被害」をもたらしたと述べ、「遅

くとも 1960 年にはハンセン病は隔離しなけ

ればならないほどの特別の疾患ではなくな

っていたのに、国が隔離政策をやめなかった

こと」の責任を問い、国会が 96年まで隔離規

定を継続したのは「立法不作為」とした。さ

すがに国も控訴を断念、おわびの首相談話を

出した。 

 一方、「不良なる子孫の出生を防止する」と

した旧優生保護法（1948〜96年）下での強制

不妊手術について女性 2人が国家賠償を求め

た訴訟で 5 月 28 日、仙台地裁が判決。幸福

追求権を踏みにじる憲法 13 条違反をはっき

り認めながら、国の不作為は認めず、損害賠

償請求も請求権が消滅する「除斥期間」が過

ぎていることを理由に棄却というちぐはぐ

な内容で、原告側は控訴した。国の不作為を

めぐる判断でハンセン病熊本地裁判決との

落差は大きく、司法の責任もまた重い。 

企業に関わる不祥事では、安全・安心を脅

かす不正が相次いだ。 

自動車業界で、スズキが検査不正により自

社で過去最高の 202万台、ダイハツがブレー

キ関係で 191万台、日産もサスペンションな

どで 74万台のリコール（無料の回収・修理）

を届け出た。 

 住まいの安全性も脅かされている。2 月の

レオパレス２１に続き、大和ハウス工業が４

月、６月に柱や基礎の工事で計４千棟もの違

法住宅があったと公表。 

 ６月には日本郵政傘下のかんぽ生命保険

とゆうちょ銀行が、主に高齢者をタ－ゲット

として保険や投資信託の不適切な販売を繰

り返していたことが明らかになった。 

 また、過去にも幾度となく取り沙汰されて

きた芸能界と反社会勢力とのつながりで、吉

本興業所属タレントらの、事務所を通さない

「闇営業」も明るみに出た。 
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公正取引委員会が独禁法違反（拘束条件付き取引）の疑いで立ち入り検査。

ホテルや旅館に対し、旅行サイトに掲載の契約を締結する時点で、自社サ

イトの料金設定を最安値とする条件を求めるケースがあったとみられる。

３社ともインターネット事業の基盤を提供する「プラットフォーマー」で

集客力が高く、客を増やしたい宿泊施設側は、不当な条件でも拒みづらい

事情がある。 

大和ハウス工業 ４月 12日 30 都府県の一戸建て住宅と賃貸共同住宅計約２千棟で建築基準法に違反

する恐れがあると発表。耐火性が不十分なほか、柱や基礎構造に施工の不

備があった。内部通報により社内調査し、国土交通省へ報告した。６月 18

日には、さらに約 1900棟の施工不備を発表し、違反物件は計約４千件に。 

スズキ ４月 18日 ブレーキなどの検査不正を受け、計約 202万 1590台（2015年５月〜19

年２月生産）のリコール（無料の回収・修理）を国土交通省に届け出た。相

手先ブランドによる生産（ＯＥＭ）も含めて計 29車種にのぼり、スズキの

リコールとして過去最大の規模となった。 

草加市立病院 

 

 

４月 23日 保険適用の基準を満たさない腹腔鏡手術を開腹手術として診療報酬請求し

ていた。病院が設置した第三者委員会が最終報告書を公表し、執刀した男

性医師（49）＝退職＝が 2011 年 10 月以降、婦人科専門医の資格を更新

していなかったことを明らかにした。請求に誤りがあったのは 08 年以降

に実施した子宮がんや卵巣がんの腹腔鏡手術 95件。 

東京メトロ ４月 24日 銀座線で線路に車両のブレーキ部品が落ちているのを発見しながら、問題

の車両を突き止めるまで約７時間にわたって運行を継続、監督官庁の国土

交通省に報告せず、公表もしていなかった。列車のブレーキ力が低下する

と運転台のモニターに表示されるが、今回は表示されなかったという。 

小野薬品工業 

 

 

 

 

５月 ９日 

  

 

 

   

免疫の仕組みを利用したがん治療新薬「オプジーボ」を投与された患者 11

人が、副作用とみられる脳の機能障害を発症し、うち１人が死亡したとし

て厚生労働省は薬の添付文書に重大な副作用として追記するよう指示し

た。６月４日には結核の発症率も高まる恐れがあるとして同様に追記を指

示。オプジーボと似た仕組みでがんを攻撃する「キイトルーダ」製造元の

ＭＳＤ（東京）にも同様に注意を喚起した。 

ニチイ学館 

ソラスト 

エヌジェーシー 

５月 14日 病院が外注する医療事務の受託を巡り、主に中部地方で談合を繰り返した

として公正取引委員会は独禁法違反（不当な取引制限）の疑いで業界大手

３社（いずれも東京）を立ち入り検査した。愛知県などの公立病院や民間

の医療機関が入札などの方式で発注する医療事務業務の受託業者や見積も

り価格を、あらかじめ話し合いで決めた疑いが持たれている。医療事務受

託の市場規模は約２千億円。 

日本イーライリ

リー 

５月 17日 2018年 11月から今年５月にかけて、乳がん治療新薬「ベージニオ」を投

与された 14人が重い間質性肺疾患を発症し、うち３人が死亡したと発表。

死亡１人を含む少なくとも４人は薬の副作用とみられ、同省は使用時に医

療関係者に注意喚起すべき「安全性速報」を出すよう指示。 

東京電力パワー 

グリッド 

５月 22日 国も推進し家庭などに設置して電気使用量をこまめに計測できる次世代電

力計「スマートメーター」が火災を起こした問題で、メーターと電線をつ

なぐ部分のねじの締め付け不足が原因だったと発表した。施工不良に関わ

った作業員が設置した約５万４千個は年内にねじを締め直す。施工不良に

よる焼損、火災は１都５県で計９件確認され、うち６件は消防から火災と

認定されたという。 

（
無
断
で
の
引
用
・
転
載
を
禁
じ
ま
す
） 

企業不祥事などのコンプライアンス動向（2019年４月～６月） ＡＣＢＥＥ編集部まとめ 
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野村ホールディ

ングス(HD) 

５月 28日 金融庁が同社と傘下の野村証券に対し、金融商品取引法に基づき業務改善

命令。東京証券取引所の株式市場再編に関する内部情報を機関投資家に漏

らしたことが発覚し、管理体制に不備があるとして再発防止を求めた。

2012 年にも公募増資情報を外部に漏らしたインサイダー取引で改善命令

を受けている。政府は日本郵政株の市場売り出しで野村を主幹事から外し、

企業の社債発行でも同じ動きが出始めた。19年３月期連結決算で純損益が

1004億円の赤字に転落している。 

横浜シーサイド

ライン 

６月 １日 横浜市の全自動運転による新交通システム「シーサイドライン」新杉田駅

で、始発の５両編成車両が時速 20㌔ほどで進行方向とは逆に走り出し、約

25 ㍍後方の車両止めに衝突した。乗客 30 人ほどのうち 14 人が重軽傷。

事故原因がつかめず、５日に運転士乗務による手動運転で仮復旧するまで

全線が運休した。その後の調査で、運行を制御する車両側装置にある進行

方向切り替えを伝えるケーブルの断線が原因として有力になった。 

横浜市営地下鉄 ６月 ６日 ブルーラインの下飯田駅で、湘南台発あざみ野行きの始発普通電車が出発

した直後に先頭車両の６号車から２号車まで５両が脱線した。乗客約 130

人にけがはなかった。工事用車両を別のレールに移動させるために同日未

明に使用した装置を線路から撤去し忘れ、そこに乗り上げた。 

アイランド薬局 

アポロメディカ

ルホールディン

グス 

６月 ７日 全国でチェーン展開する「アイランド薬局」の北海道内にある店舗が、北

海道厚生局から調剤報酬の不当な請求を指摘され、５年分の自主点検と返

還を求められたのに対し、請求にかかわる資料を約１万５千件改ざんして

虚偽申告し、返還額を減らしていたことがわかった。改ざんは、薬局を運

営するアポロメディカルホールディングス（東京）の役員が指示、「薬のカ

ルテ」と呼ばれる薬剤服用歴（薬歴）の記載を書き換えて、「薬剤服用歴指

導管理料」を受け取れる内容にした。これで約 660万円と試算されていた

不正請求分の返還金を約 10万円まで圧縮していた。 

横浜地検 

神奈川県警 

６月 19日 保釈中に窃盗や覚せい剤取締法違反（使用）などの罪で実刑判決が確定し

ながら収容に応じない無職容疑者（43）が、収容のために訪れた地検職員

５人と警察官２人に刃物を振り回し、神奈川県愛川町の自宅から逃走した。

横浜地検と神奈川県警は男を全国に指名手配、発生から５日目の 23 日早

朝、横須賀市内の知人宅に潜伏していたところを、公務執行妨害の疑いで

ようやく逮捕。横浜地検は判決確定後、４カ月余りも同容疑者と接触でき

ず、最終的には警察官も同行しながら逃走を許してしまった。 

かんぽ生命保険 ６月 24日 日本郵政は傘下のかんぽ生命保険とゆうちょ銀行が主に高齢者らに対し、

保険や投資信託の不適切な販売を繰り返していたことを明らかにした。保

険料が上がって顧客の不利益になる契約を結んだり、高齢者の理解力の確

認を怠っていたりした。同じ種類の保険を一度解約して再び契約する乗り

換えで、健康状態の悪化を理由に再契約できなかったなどの事案が、2014

年４月から 19 年３月の間に約１万 8900 件あったとしている。保険の大半

は郵便局で販売され、現場の局員に事実上ノルマとなっていた。 

吉本興業 ６月 24日 所属するお笑い芸人が暴力団や振り込め詐欺グループなどの反社会勢力の

パーティー、宴会などに会社を通さず出席、一定の金銭のやり取りもある

「闇営業」をした問題で、お笑いコンビ「雨上がり決死隊」の宮迫博之さ

ん（49）ら参加した芸人 11 人を謹慎処分、「２７００」や「スリムクラブ」

も無期限謹慎処分とした。同事務所では反社会勢力との関係を認めていな

いが、抱える所属タレントは６千人を超え、契約書を交わしていない芸人

もあって「生活のために」と闇営業に関わる環境があらためて表面化した。 
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