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【報告】 

「神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例」に関する検討状況について 

 

１．認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

  事故救済制度及び診断制度の制度案をとりまとめ、認知症の人にやさしいまちづ

くり条例の改正について審議を行った。 
 
（１）第２回の概要 

①開催日時：平成 30 年９月 11 日（火）19：00～21：00 
②開催場所：三宮研修センター ５階 505 号室  
③出席委員：北委員長、岩佐、置塩、河西、窪田、幸寺、古和、桜間、玉田、前田、 

松井、松原、木村（祐村委員代理）、吉川 各委員 
④議事：・事故救済制度について（専門部会の報告と意見交換） 

     ・認知症の診断制度について（専門部会の報告と意見交換） 
・認知症初期集中支援事業について（専門部会の報告と意見交換） 
・事故救済制度給付金の判定について 
・認知症の人にやさしいまちづくり条例改正案について 

 ⑤議事概要： 

ア 事故救済制度の制度案について検討し、下記のとおり合意した。 
・給付金（死亡最大 3,000 万円ほか）と障害死亡・後遺障害保険（死亡 100 万円ほ

か）の額は、素案のとおりとする。 
・賠償責任保険の限度額は 2 億円とする。 
・被害者・加害者ともに市民以外で、親族が神戸市民の場合は給付金の対象外とす

る（別居親族が準監督義務者と認められることはほぼ無い）。 
・鉄道の遅延損害は給付金の対象外とする。賠償責任を負った場合は、賠償責任保

険で十分カバーできる。 
・類焼被害については、１世帯当り 30 万円の給付金を上乗せする（財物損壊給付

金とあわせ最大 40 万円。1 事故最大 1,000 万円）。 

・法人は給付金の対象外とする。賠償責任保険では対象となっており、さらに法人

の側でも保険に入っていると考えられるため、十分カバーできる。 
・同居親族の被害に対する給付金は対象とする。 
・自動車損害賠償責任保険、労災保険の対象となる事故は給付金の対象外とする。 

追加資料２ 
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・GPS による見守り（初期経費と駆けつけサービス（※）の支援）について、事故

救済制度と併せて導入する（素案の 250 個から 500 個に拡充）。 
     （※）1 事故あたり最大 3 時間まで捜索。1 名あたり年間 6 回上限。 

保険での運用としたことで、約 224 万円の支払で、1,000 万円までのサ

ービス利用が可能。 
・24 時間 365 日のコールセンターを開設する。 
 ※経費：24,642,000 万円（素案による平日９時～17 時《5,295,000 円》を拡充） 

イ 診断制度の制度案について検討し、下記のとおり合意した 
・第1段階の認知機能検診と第2段階の認知機能精密検査による2段階方式の運用。 
・事故救済制度に関する認知症の診断方法について、事故が起こる前に診断を受け

ている場合と受けていない場合の運用。 
・診断制度開始前に既に認知症の診断を受けている場合は、疾患名が記載された診

断書を提出することで事故救済制度の対象とする（ただし、賠償責任保険制度は

診断制度開始から 3 年間登録可）。 
※市外の医療機関で認知症と診断を受けた場合は、認知症の専門医（日本認知症 
学会、日本老年精神医学会の専門医）に限って対象とする。 

ウ 初期集中支援事業の運営と評価について検討。 
診断後の支援について検討し、神戸市の検討施策について合意。 
具体的な内容については、引き続き専門部会で検討することとした。 

エ 事故救済制度の給付金支給の判定について検討し、以下のとおり合意した。 
・給付金支給の判定を行う部会（（仮称）事故救済制度に関する給付金判定部会）を

新たに設置。 
オ 条例改正案について検討し、事故救済制度・診断制度・財政上の措置に関する規

定について合意した。 
 

（議事要旨は、別添資料 12 のとおり） 
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（２）認知症の診断に関する専門部会 

   事故救済制度に関連する認知症の診断制度を検討するため、昨年度に引き続き

専門部会を設置した。 
①委員名簿（50音順、敬称略） 

  小倉  純   神戸市民間病院協会 
  久次米 健市  神戸市医師会監事 
  古和  久朋  神戸大学大学院保健学研究科教授 
  妹尾  栄治  兵庫県脳神経外科・神経内科診療所医会 
  坪井  桂子  神戸市看護大学看護学部教授 
  前田  潔   神戸市認知症対策監 
  宮軒  將   兵庫県精神科病院協会 
  若栄  徳彦  兵庫県精神神経科診療所協会・神戸市医師会 
②第１回の概要 

ア 開催日時：平成 30 年８月 24 日（金）19：30～21：30 
イ 開催場所：三宮研修センター ７階 705号室  
ウ 出席委員： 小倉、久次米、古和、妹尾、坪井、前田、宮軒、若栄 各委員 
エ 議事：・部会長の互選 

      ・認知症診断制度について 

  オ 議事概要：○推進委員会規則に基づき、部会長に古和委員を互選。 

         ○事故救済制度に関する診断方法について議論を行った。 

 

          （議事要旨は、別添資料 13 のとおり） 

 

（３）事故救済制度に関する専門部会 

   第３回部会に続き、事故救済制度素案に基づき意見交換を行い、制度案をとりま

とめた。 
①第４回の概要 

ア 開催日時：平成 30 年８月 29 日（水）10：00～12：00 
イ 開催場所：神戸市役所１号館 14 階大会議室  
ウ 出席委員：窪田部会長、河西、古和、手嶋、名倉、前田、水上 各委員 
エ 議事：・事故救済制度素案に基づく意見交換 

・事故救済制度の運用（給付金の判定等）について 
・認知症の人にやさしいまちづくり条例改正案 

オ 議事概要：○これまでの検討を踏まえ制度案をとりまとめた。 

 

         （議事要旨は、別添資料 14 のとおり） 
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２．神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例等の一部改正に伴う意見募集について 

  認知症の診断助成制度、事故救済制度の創設、超過課税の導入のために必要な、神戸

市認知症の人にやさしいまちづくり条例等の一部改正案について、市民からの意見募集

を行う。あわせて、広報紙ＫＯＢＥ10月号に認知症の特集記事（４ページ）を掲載する。 

 ・意見募集の期間：平成 30年９月 21日（金）～10月 22日（月） 

 

   意見募集資料   別添資料 15のとおり 

   広報紙ＫＯＢＥ10月号   別添資料 16のとおり 

 

 〈参考〉神戸モデル（認知症診断助成制度及び事故救済制度）の概算費用（案） 

（単位：百万円） 

 31 年度 32 年度 33 年度 合計 年平均 

診断助成制度 120 140 160 420 140 

事故救済制度 100 130 160 390 130 

普及啓発(受診クーポン券含む) 60 30 30 120 40 

合  計 ※ 280 300 350 930 310 

   ※診断助成制度等の H31年 1月～3月分含む 

 

３．今後のスケジュールについて（予定） 

平成30年度 

９月21日～10月22日 診断制度・事故救済制度・超過課税に関する条例改正案のパブリ

ック・コメント 

11月下旬～    11月議会 

・条例改正案上程 

・診断制度及び事故救済制度の関連予算等計上 

 12月下旬～１月   第３回認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会（診断制度開始の

報告、(仮称)事故救済制度に関する給付金支給判定部会の設置 等） 

平成31年１月    認知症診断制度運用開始 

平成31年４月    事故救済制度運用開始 

 

※委員会・部会は上記以外も必要に応じて随時開催。 

 

《31年度以降》 

 委員会及び各専門部会は、認知症の人にやさしいまちづくりの推進及び評価を行うた

め、引き続き開催（年１回程度。給付金判定部会は月１回程度）。 
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平成３０年度の各部会での検討状況（概要） 

 

１．事故救済制度に関する専門部会（４回開催） 

 (1) 部会長に窪田委員を互選 

 (2) 事故救済制度素案等の提案募集及び選定 

   事故救済制度に関する専門部会において、事故救済制度「素案」及び運用

支援業務の事業者公募を行った。４社から提案があり、以下のとおり契約候

補者を選定した。 

   ○募集期間：平成 30 年 5 月 16 日（水）～6 月 20 日（水） 

   ○選    定：平成 30 年 6 月 27 日（水）、28 日（木）、30 日（土）の 

第 2 回事故救済制度に関する専門部会（非公開） 

○契約候補者：三井住友海上火災保険株式会社 

 三井住友海上  

火災保険株式会社 
Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 

合計 

（700 点満点） 
５７５点 ５４０点 ４５０点 ３７０点 

 

 (3) 制度案の検討 

   選定された契約候補者の提案（制度素案）をもとに、第３回（7/20）、 

第４回（8/29）の専門部会で議論を行い、給付金制度と賠償責任保険制度の

２階建て方式 とするなどの制度案をとりまとめた（平成 31 年４月事業開始

予定）。 

 

２．認知症の診断に関する専門部会（１回開催） 

 (1)部会長に古和委員を互選 

 (2)認知症診断制度の制度案を検討 

新たに構築する ２段階方式（第１段階の認知機能検査と第２段階の認知

機能精密検査）による認知症診断制度について、下記の具体的な運用を議論

し、制度案をとりまとめた（平成 31 年１月頃事業開始予定）。 

   ※事故救済制度との関連（給付金制度と賠償責任保険制度それぞれとの関

連）、例外的な事案への対応、診断制度に必要な手引きや各種様式（問

診票等） など 

 

 

 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

第２回会議資料より抜粋  資料１  
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３．認知症初期集中支援事業運営関連部会（１回開催） 

 (1) 部会長に前田委員を互選 

 (2) 認知症初期集中支援事業の運営と評価 

   平成 29 年度実績なども踏まえ、認知症初期集中支援チームの体制など、

事業の運営と評価について検討。 

 (3) 認知症の診断後の支援の検討  

   早期診断後の相談窓口及び支援体制の充実、「認知症疑い」の診断後の運

転免許自主返納の促進について検討。 

 

 

 

（参考）認知症疾患医療センターの増設 

認知症疾患医療センターは、認知症の鑑別診断に加え、専門医療相談等を

実施する地域での認知症医療提供の拠点である。 

現在の５か所から、30 年度は、新たに２か所指定し（合計７か所）、地域

での対応について、さらなる充実を目指す。 

※国の整備基準上（人口に応じて整備数が決まっている）、市内７か所の

設置は、最大規模となるもの。 

 

○平成 29 年度末：５か所（神戸大学医学部附属病院、六甲アイランド甲

南病院、神戸百年記念病院、兵庫県立ひょう

ごこころの医療センター、新生病院） 

○平成 29 年度実績：相談 3,052 件、診断 1,490 件（５センター合計） 

 

○平成 30 年度の取り組み 

・７月３日～23 日 医療機関の公募（２か所） 

・７月 30 日 「認知症疾患医療センター検討委員会」で指定候補者選定 

・10 月１日 候補者を認知症疾患医療センターに指定（予定） 

 ※現在、国と協議中。 
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「事故救済制度に関する専門部会」の検討状況について  

 

１．部会での議論の経過 

 (1) 第１回（5/11） 

   事故救済制度の検討の進め方として、29 年度の検討状況を踏まえ、事故救済制

度の「制度素案」及び運用支援業務について、事業者公募することを決定。 

選定した「制度素案」をもとに議論を行い「制度案」をまとめることとした。 

 (2) 第２回（6/27、6/28、6/30）（3 日とも非公開） 

   事業者４社からの提案をもとに契約候補者を選定。 

    ※提案募集及び選定については、資料１のとおり 

 (3) 第３回（7/20） 

   「制度素案」をもとに議論を行った。 

 (4) 第４回（8/29） 

   これまでの議論をもとに、「制度案」をまとめた。 

 

２．制度案の内容（認知症と診断された人が起こした事故に関する救済制度） 

(1) 制度案の骨格 

   「給付金制度」（事前登録不要。賠償責任の有無に関わらず支給）と「賠償責任

保険制度」（事前登録必要）の２階建て方式。 

※事故発生後、①給付金を先行して支給、その後に、②賠償責任が認められれ

ば、保険金を支給する（その際には、先行して支給した給付金額分は控除）。 

⇒ 賠償責任の有無にかかわらず広く救済することが可能【給付金制度】 

   ⇒ 事前登録の必要なく救済することが可能【給付金制度】 

   ⇒ 賠償責任保険を事前登録（認知症と診断された人が対象）とし、認知症の

早期受診を促進【賠償責任保険制度】 

  

  損害賠償責任 

  有 無 

神
戸
市
民 

加
害
者 

  

被
害
者 

  

 

 

 

 

 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

第２回会議資料より抜粋 資料２ 

②賠償責任保険制度 

（二次保険） 

③給付金制度 

（一次保険） 

①給付金制度 

（一次保険） 

認知症の人が起こした事故によって 

① 神戸市民が被害者となった場合に、加害者の損害賠償責任の有無を

問わずに給付金を支給。 

② 神戸市民が加害者となり損害賠償責任を負った場合に、賠償責任保

険金を支給（要事前登録）。 

③ 神戸市民以外が「被害者」となり損害賠償責任が無い場合は、「被

害者見舞金給付金」を支給（最高 10 万円）。 

【事故救済制度のイメージ】 
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    【参考：加害者・被害者の住所地に基づく場合分け】 

      加害者 

      市民 市外 

      責任有り 責任無し 責任有り 責任無し 

被
害
者 

市

民 

対

人 

賠償責任保険 
 給付金 給付金 

給付金 

対

物 

賠償責任保険 
 給付金 給付金 

給付金 

市

外 

対

人 

賠償責任保険  

  給付金 

対

物 

賠償責任保険  

給付金 

本人の傷害 
傷害死亡・ 

後遺障害保険 
－ 

 

 (2) 給付金等の内容（主なもの） 

  ・死亡給付金 3,000 万円まで（市民以外の被害者は 10 万円まで） 

⇒賠償責任有りの場合 ２億円まで補償  

・財物損壊給付金 10 万円まで 

⇒賠償責任有りの場合 ２億円まで補償 

・本人の死亡 100 万円（交通事故等によるもの） 

   

・付帯サービス 

    ・GPS 導入支援（初期費用、かけつけサービス費用の補助） 

    ・コールセンター設置（事故発生時の相談対応：24 時間 365 日） 

 

３．概算事業費（契約候補者による見積額。実際の予算計上額は今後精査）  

   172,951 千円 

    ※賠償責任保険の加入者数等により事業費は変動。 
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【給付金等の詳細】 

①給付金制度（約定履行費用保険） 

ア 被害者（市民）救済の各種給付金 

   ・死亡（最高 3 千万円） 

   ・後遺傷害（最高 3 千万円） 

   ・入院、通院（最高 10 万円） 

   ・財物損壊（最高 10 万円） 

     ※火事の類焼被害があった場合は上乗せ有り（1 世帯当り 30 万円・１事故

最高 1,000 万円）。 

     ※財物損壊と類焼被害をあわせて最高 40 万円。 

   ・休業損害（最高 5 万円） 

イ 被害者（市外）救済のための見舞金 

   ・見舞金（最高 10 万円） 

② 個人賠償責任保険制度（認知症と診断された人で事前登録が必要） 

・賠償責任保険（最高２億円） 

※責任無能力者を監督する者等も被保険者 

③ 傷害死亡・後遺障害保険（認知症と診断された人で事前登録が必要） 

交通事故、交通乗用具の火災による事故によって死亡又は後遺障害を負った場

合に支給 

死亡   100 万円 

後遺障害 42 万円～100 万円 

 

【概算事業費の内訳】 

 

○給付金制度（約定履行費用保険） 36,728,830 円（＠24 円×1,530,368 人） 

※給付実績等により事業費は変動（２年目±10％、３年目±20％）。 
○責任保険（支払限度２億円）   105,527,860 円（＠1,510 円×69,886 人） 

※加入者数により事業費は変動。1 人当り保険料は変動する場合あり。 

○GPS 導入支援（かけつけサービス含む）       4,672,400 円 

  ※登録人数により事業費は変動。 

○運用支援（コールセンター：24 時間 365 日）  24,642,000 円 

○制度情宣（普及）               1,380,000 円 

 

計172,951,090円 

※賠償責任保険の加入者数等により事業費は変動  
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神戸市 

②認知症の人にやさしいまち 

 づくり推進委員会で判定 

三井住友海上火災保険株式会社 

（制度運用支援業務） 

ア：事前相談、申請受付対応 

イ：事故事実の調査依頼 

ウ：必要書類の取付 

エ：給付判定支援 

オ：判定部会運営支援 

カ：不服申立、訴訟対応支援 

三井住友海上火災保険株式会社 

（制度運用支援業務） 

ア：事前相談、申請受付対応 

イ：事故事実の調査依頼 

ウ：必要書類の取付 

エ：示談交渉 

オ：不服申立、訴訟対応支援 

調査等 

【給付金制度】・・・事前登録不要。賠償責任の有無に関わらず支給。 

【賠償責任保険制度】・・・事前登録必要。賠償責任が有る場合に支給。 

《事故救済制度の運用のイメージ》 

警察 弁護士 

修理業者 

等 
医療・福祉関係者 

神戸市 

④給付金の支払 

④申請 

事故の相手方 

③賠償請求 

⑤保険金の支払 

調査等 

事故発生時の相談（第一報）

はコールセンターへ 
（24時間365日対応） 

①申請 

①事前登録 

①申請 
③給付金支 

 払依頼 

②登録者 

 情報の提供 

警察 弁護士 

修理業者 

等 
医療・福祉関係者 

神戸市民 

（加害者） 

神戸市民 

（加害者・被害者） 

【賠償責任保険制度】・・・事前登録必要。賠償責任が有る場合に支給。 

【給付金制度】・・・事前登録不要。賠償責任の有無に関わらず支給。 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委

第２回会議資料より抜粋 資料３ 
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事故救済制度素案に関する検討事項について 

（第３回・第４回事故救済制度に関する専門部会での議論より） 
 
ア 給付金額は妥当か。 

素案 

（給付金制度）死亡 3,000万円（最大）、後遺障害 75万円～3,000万円、 

入院 10 万円（最大）、通院 5 万円（最大）、財物損壊 10 万円（最大）、

休業損害 5万円（最大）、被害者見舞 10万円（最大） 

（賠償責任保険制度）人身・財物損壊 限度額 1億円又は 2億円又は 3億円 

（傷害死亡・後遺障害保険）死亡 100万円、後遺障害 42万円～100万円 

制度案  

① 給付金と傷害死亡・後遺障害保険の額は、素案のとおりとする。 

② 賠償責任保険の賠償額の上限は、２億円とする。 

 
＜主な意見＞ 
○給付金 

・給付金の額について、死亡 3,000万円、後遺障害 75～3,000万円はそれなりの金額。 

・被害者が市外の方の場合の見舞金（最高 10万円）については、増やしたほうがよいか 

 検討が必要（増やしたほうが良いという意見はなし）。 

 ・見舞金は、（50 万円にしても）実際に発生した損害の填補として十分でないことは明

らか。 

   ※見舞金について、50万円とする場合は、給付金の年間保険料が神戸市民１名当た 

    り 22円に＋2円（24円）となる。 

  
 ○賠償責任保険 
・賠償責任保険の１，２，３億円は、予算等との見合いで検討せざるを得ないのでは。 

・重大な後遺障害が発生した場合は１億円では足りない。 

・被害者の方の遺失利益によっては、４，５億円までかかる場合もあるが、一般的に、 

 ２億円は相当大きい。３億円はめったに見ない金額。２億円はひとつの目安となる。 

しかし、被害者が複数いる場合はもっと額が大きくなる。 

・賠償額は１億円前後のケースが多く、２～３億円はほとんどない。 

・保険金は毎年掛け捨てとなるので、頻度の低い事故のために保険料をさらに毎年 1,500

万円（賠償責任保険の登録者を約７万人とした場合の、限度額 1億円の場合と 3億円

の場合の保険料の差）上乗せすることについて、税金を支払う市民に説明がつくもの

か。 

 

 

 

 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

第２回会議資料より抜粋 資料４ 
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イ 被害者・加害者とも市民以外で、親族・監督義務者が神戸市民の場合の給付金の支給

をどうするか。 

素案  
給付金の支給対象外 
制度案  
別居親族が準監督義務者と認められることはほぼ無いと考えられるため、被害者・加害

者のいずれかが市民の場合のみ救済対象とする。 
 
 ＜主な意見＞ 

・被害者・加害者とも市民でないため、本来の対象ではないことはっきりしている。 

JR東海事故の判決では、法定の監督義務者に準ずるものが責任を負うことも言われて 

いるが、同居家族でも監督責任を負っていない。家族・準監督義務者である神戸市民 

が、同居もしていないのに賠償責任を負わされるケースは考えにくい。 

 

 

ウ 鉄道遅延と類焼被害の給付金の支給をどうするか。 

 ①電車の遅延損害 

素案 

鉄道遅延は給付金支給の対象外。 

※人身・財物損壊を伴う鉄道遅延は賠償責任保険の対象となる。 

制度案 

給付金は支給対象外とする。賠償責任を負った場合は、賠償責任保険で十分カバー

できる（人身・財物損壊を伴わない場合は対象外）。 

※全国の鉄道遅延を給付金の対象とする場合は、給付金の年間保険料が神戸市民 

１名当たり 22円に＋8円（30円）となる。 

※他の公共交通機関についても同様の扱い。 

 

  ＜主な意見＞ 
・鉄道遅延は、議論の出発点（JR東海の事故）ではあるが、きわめて特殊なケース。 

・鉄道遅延について、責任がある場合は賠償責任保険の対象となっているので、責

任の有無にかかわらない給付金は必要ないのでは。 

・鉄道事故だけ純経済損失（遅延による損害）に給付金を出すことについては、積

極的な意見はない。 

・純経済損失は、例えば認知症の人が線路に飛び出し、電車が急ブレーキで停まり、

人にケガはないが点検等で電車が遅延した場合くらいしかないのでは。 

・少しでも人身・財物損壊があれば、賠償責任保険の対象となるのではないか。 
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②類焼被害 

素案 

類焼被害として給付金の上乗せはない。 

※類焼被害の場合、財物損壊給付金（最大 10万円）は支給される。 

※重過失による火災は賠償責任保険の対象となる。 

  制度案 

認知症の人の自宅での暮らしを支えるためにも、素案による 10万円（財物損壊給付金）

に１世帯当り 30万円（類焼被害給付金）を上乗せする給付金制度を設けることとする

（最大 40万円の給付）。 

【類焼被害の給付金制度案】 

給 付 対 象 者 認知症の神戸市民 

補 償 内 容 認知症の神戸市民が起こした火災事故による近隣第三者への損害（住宅及び家

財） 

給 付 金 額 １被災世帯 30万円、１事故最大 1,000万円 ※財物損壊とあわせて最大 40万円 

年 間 保 険 料 神戸市民１名当り２円 

 
＜主な意見＞ 

・類焼被害は一般的、比較的身近な問題。火の始末に懸念をもたれる方も多いだろ

う。 

・類焼被害について、認知症の人にやさしいまちづくりという観点からは、補償し

たほうが趣旨に合う。近隣の人から、地域包括支援センターに、火事を起こされ

ると怖いので施設に入ってほしいという相談も多々ある。類焼被害を補償対象に

入れ、認知症の人の自宅での暮らしを支えるべき。 

・最終的に対象にするとなった場合の予算、填補できる範囲については答えが出て

いないが、類焼被害は現実にある身近な被害で、何らかの形で対応したほうがよ

いというご意見が多数あった。 

・事業者案の一被災世帯 30万円は、賃借している建物の場合は、建物所有者、家財

所有者それぞれに 30万円出るということか。そのように出せるのであれば助かる。 
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エ 法人（例えば店舗・施設内などの事故）に対する給付金の支給をどうするか。 

素案  
法人は給付金支給の対象外（法人格を持たない個人商店等は対象） 
制度案  
給付金は支給対象外とする。賠償責任保険では対象となっており、さらに法人（施設

等）の側でも保険に入っていると考えられるため、十分カバーできる。 
 
 ＜主な意見＞ 

・鉄道事故を対象に含めないのであれば、施設も同じ扱いでよいのでは。 

・介護施設は施設で保険に入っているので必要ないのでは。 

・精神科病院では、患者が器物を損壊した場合、患者・家族に賠償を求めている。家族

が実費を払っているのではないか。 

・賠償責任保険で法人もカバーされるということであれば、認知症の方に賠償責任保険

に加入していただくことで一定対応できるのでは。 

・店側が認知症の人の入店に対して消極的になることを避けることも、認知症の人にや

さしいまちづくりの観点から求められる。引き続き検討したほうがよさそうだ。 

 ・給付金の支給対象外とする理由として、賠償責任保険の対象であることに加え、法人

（施設等）の側でも保険に入っていることが多いということもあるのではないか。 

 

 

オ 同居親族の被害に対する給付金の支給をどうするか。 

素案  
同居親族の被害に対する給付金は支給対象。 
制度案  
認知症の人を介護する家族をサポートするために、給付対象とする。 

 
 ＜主な意見＞ 

・これは提案の１つの特徴で心強い。ただ、人が多くいる場での事故は立証が容易だが、 

同居親族内で密室で事故が起きた場合は判定が難しい。判定委員会でどういう証拠を 

もとに判断するか。そこをクリアできたケースで給付金を支給できるのはメリットだ 

と思う。 

・モラルハザードの問題もあるが、JR東海事故での判決では、家族が同居・接触・世 

話をしないほうが良いような方向になりかねない要素が入っていた。認知症の人を介 

護する家族をサポートする意味合いでも、入れたほうがよいかと。見極めの問題もあ 

るが、どちらを重視するかが最終の判断に繋がる。素案は認知症の人の家族にとって 

はやさしいしくみ。 

 ・この制度が本来救うべき対象ではないか。 
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カ 公的救済制度、加害者からの賠償との減額調整をどうするか。 

素案  
自賠責・労災保険の対象となる事故は給付対象外。その他の救済制度とは調整しない。 
制度案  
給付金については、迅速に支払うことを優先するため、素案のとおりとする。 
 ※給付金を支給することが社会常識に照らし適切でない場合は、（仮称）事故救済制

度に関する給付金判定部会の判断に委ねる方向。 
※犯罪が疑われる場合は警察への通報を求める方向 

 
 ＜主な意見＞ 
・給付金は迅速に支給するもの。後から保険などが払われたことをどう把握するのか。

非常に難しいだろう。 
・技術的な問題。事務局が対応できるかという問題。 

 

 

キ 賠償責任保険加入の対象者をどうするか。 

  素案  
診断制度の受診者、見守りの対象者 

 制度案  
これまでの議論どおり、神戸市の認知症診断制度で認知症と診断を受けた人（診断制

度開始前に既に認知症と診断を受けた人も含む）を対象とする。 
 
 ＜主な意見＞ 
・診断のインセンティブも重要ではあるが、すでに診断を受けている人も対象とすべき。 
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■事故救済制度に関する専門部会において、事故救済制度案とあわせて検討したが、推進

委員会の審議することとした事項 

 

ク 見守り（ＧＰＳ等）について事故救済制度と併せて導入するか。 

  素案  
ＧＰＳの配布（駆けつけサービス含む）、みまもりタグの配布（アプリの導入、感知器 
の設置含む）を活用した見守りによる事故予防 
方向性 ※推進委員会で審議 
ＧＰＳを導入することで事故を未然に防ぐことに繋がるので、事故救済制度と併せて 
導入した方がよいのではないか（素案での 250 個を 500 個に拡充）。 
対象者は、認知症診断制度により診断された方としてはどうか。 

  【ＧＰＳによる見守り（事業者案）】・・・初期経費と駆けつけサービス（保険） 
初 期 経 費 2,430,000 円 まもるっく端末 500 台配布 

駆けつけサービス 2,242,400 円 

１事故あたり支払限度額 
6,480 円×最大３時間＝19,440 円 

総支払限度額 10,000,000 円 
１名あたり最大６回まで 

計 4,672,400 円  
  ※月額利用料は別途、利用者本人の負担となる。 

 

※「みまもりタグ」は、タグが発信する電波を、受信機（固定の感知器やアプリを入

れたスマートホンなど）で感知することにより、位置を確認するものであり、感知

器やスマートホンを持つ協力者が多数必要であるため、今回は導入を見送り、今後

の検討とする。 

 
＜主な意見＞ 
・この部会で事故救済制度のオプションとして検討すべきか。推進委員会で認知症の人 

を支える全体のしくみとして検討すべきか。 

→素案では付加サービスとなっている（保険料と別にプラス 1,100万円）。内容の精

査も必要だが、一部のサービスについては保険料に上乗せして導入することも考

えられる。また、こういう制度があれば事故が少なくなるのではないかというこ

ともある。 

 

ケ コールセンターの開設時間をどうするか。 

  素案  
平日９時～17時（24時間 365日の開設も可能） 

  方向性 ※推進委員会で審議  
24時間 365日対応とする。 

  ※コールセンターでは、事故が起こった際、今後の対応について助言等を行う。 

   コールセンターを平日の９時～17時に開設した場合、例えば、金曜日の 17時以 

降に事故が起こった際、月曜日の９時まで今後の対応について相談できないのは、 

市民にとって不安ではないか。 
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＜主な意見＞ 
・24時間 365日が家族としては安心。 

・コールセンターの中身の問題。24時間体制で、何をしてもらえるのか。内容によって、 

別のことや別の方法に財源を当てたほうが良いかもしれない。 

・件数が不透明。予算が数倍で、出来ることが変わらないのであれば、当初は９時～17 

時で様子を見てもよいのでは。 
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事故救済制度案の概要について 

 

１．制度の骨格 

  「給付金制度」（事前登録不要。賠償責任の有無に関わらず支給）と「賠償責任保険制度」（事前登録必要）の２階建て方式。 

   ※事故発生後、①給付金を先行して支給、その後に、②賠償責任が認められれば、保険金を支給する（その際には、先行して支給した給付金額分は控除）。 

 

⇒ 賠償責任の有無にかかわらず広く救済することが可能【給付金制度】 

     ⇒ 事前登録の必要なく救済することが可能【給付金制度】 

     ⇒ 賠償責任保険を事前登録（認知症と診断された人が対象）とし、認知症の早期受診を促進【賠償責任保険制度】 

 

２．対象者・給付金等 

 加害者 

神戸市民 市外 

責任無し 責任有り 

責任無し 責任有り 
①給付金制度：給付金を先行して支給 

②賠償責任保険制度：賠償責任が認められれば、 

保険金を支給する（給付金分は控除） 

被
害
者 

神
戸
市
民 

対人 

【給付金制度】 

・死亡 最高 3000万円 

・後遺障害 75万円～3000万円 

・入、通院 

入通院日数 入院 通院 

31日以上 10万円 5万円 

15～30日 5万円 3万円 

8～14日 3万円 2万円 

7日以内 2万円 1万円 

（自賠責、労災のみ減額調整あり） 

【賠償責任保険制度】 

限度額２億円 

（他の制度との減額調整あり） 

【給付金制度】 

・死亡 最高 3000万円 

・後遺障害 75万円～3000万円 

・入、通院 

入通院日数 入院 通院 

31日以上 10万円 5万円 

15～30日 5万円 3万円 

8～14日 3万円 2万円 

7日以内 2万円 1万円 

（自賠責、労災のみ減額調整あり） 

【給付金制度】 

・死亡 最高 3000万円 

・後遺障害 75万円～3000万円 

・入、通院 

入通院日数 入院 通院 

31日以上 10万円 5万円 

15～30日 5万円 3万円 

8～14日 3万円 2万円 

7日以内 2万円 1万円 

（自賠責、労災のみ減額調整あり） 

対物 

【給付金制度】 

・財物損壊 最高 10万円 

・休業損害 最高 5万円 

（自賠責、労災のみ減額調整あり） 

【賠償責任保険制度】 

限度額２億円 

（他の制度との減額調整あり） 

【給付金制度】 

・財物損壊 最高 10万円 

・休業損害 最高５万円 

（自賠責、労災のみ減額調整あり） 

【給付金制度】 

・財物損壊 最高 10万円 

・休業損害 最高５万円 

（自賠責、労災のみ減額調整あり） 

市
外 

対人 

【給付金制度】 

・被害者見舞 最高 10万円 

（自賠責、労災のみ減額調整あり） 

【賠償責任保険制度】 

限度額２億円 

（他の制度との減額調整あり） 

 

対物 

【給付金制度】 

・被害者見舞 最高 10万円 

（自賠責、労災のみ減額調整あり） 

【賠償責任保険制度】 

限度額２億円 

（他の制度との減額調整あり） 

鉄道遅延 － 

【賠償責任保険制度】 

限度額２億円(＊1)  

（他の制度との減額調整あり） 

－ － 

類焼被害 

・１被災世帯 30万円 

・１事故最大 1,000万円 

【賠償責任保険制度】 

限度額２億円(＊2) 

（他の制度との減額調整あり） 

－ － 

本人の傷害死亡 

【傷害死亡・後遺障害保険（事前登録必要）】 

交通事故、交通乗用具の火災による事故によって死亡又は後遺障害を負

った場合に支給（＊3） 

・死亡   100万円  

・後遺障害 42万円～100万円  

－ － 

(＊1)身体障害・財物損壊を伴う電車の遅延損害等の損害は対象 

(＊2)火災による物損（重過失除く）は対象外 

 (＊3)給付金と重複して支給する場合有り 

 

３．要件等 

 給付金制度 賠償責任保険制度 

① 責任能力の有無 責任能力の有無を問わず 責任能力有り 

② 事前の登録 不要 必要（保険加入） 

③ 事故発生地 日本国内のみ 日本国内のみ 

④ 法人 対象外 対象（他の救済制度等との減額調整を行う） 

⑤ 個人（事業損失） 対象 対象（他の救済制度等との減額調整を行う） 

⑥ 同居親族 対象 対象外 

⑦ 減額調整 自賠責・労災保険以外調整無し 他の救済制度等との減額調整を行う 

⑧ 示談対応 無し 示談交渉サービスセット 

⑨ 認知症の人にやさ

しいまちづくり推

進委員会での判定 

給付金は推進委員会の判断で支給 賠償責任保険等は受託者の判断で支給 

 

認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

第２回会議資料より抜粋 資料５ 
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４．運用支援 

①事前相談・申請受付対応支援 

 ・事故救済制度の概要説明（一般照会） 

 ・事故受付対応（給付要件確認） 

②事故事実の調査支援 

 ・事故状況、損害状況の確認 

 ・有無責の判断、解決イメージの構築 

 ・対応方針の決定 

 ・他に責任分担すべき者がいる場合の対応 

③給付判定支援（給付の可否や給付額の査定案の作成 

 ・保険金請求に必要な書類の案内、取付 

 ・保険金額の算出と解決支援 

④判定委員会運営支援 

 ・事案レポートの作成、提出 

 ・事案管理表の作成、提出 

 ・判定委員会運営支援 

⑤不服申立・訴訟対応支援 

 ・不服申立、訴訟対応支援 

 ・訴訟対応支援（賠償事故の場合） 

 ・不正、不当請求等疑義事案への対応支援 

⑥マニュアル・帳票等支援 

 ・事故対応マニュアル、Ｑ＆Ａ、帳票類の作成 

 ・市、判定委員会における勉強会の開催 

 

５．普及啓発 

制度案内冊子の作成、発送・配布 10000部（1,380,000円） 

・事故救済制度の概要、事故発生時の連絡先、事故発生から給付までの流れなどをまとめた「制度案内冊子」を作成する。 

・高齢者安心登録事業の登録者や認知症検査の受診者に対する同冊子の発送・配布を通じて制度情宣と認知症検査促進を図る。 

 

６．事故予防の取組み 

①リスクマネジメントサービスの実施 

 ・福祉施設向けリスクマネジメント研修 

 ・地域住民向け交通安全セミナー 

 ・シニアのための交通安全冊子の配布 

②地域見守りネットワークを活用した事故予防（「まもるっく（ＧＰＳ）」（合計 4,672,400円） 

 ・ＧＰＳ（まもるっく）の配布（５００個）（2,430,000円） 

 ・かけつけサービス（2,242,400円） 

【１事故あたり支払限度額】 

・6,480円×最大３時間＝19,440円 

・総支払限度額 10,000,000円 

・１名あたり最大６回まで（年間） 

 

７．コールセンターの設置 

24時間 365日対応のコールセンターを設置する。（24,642,000円） 

 ※コールセンターでは、事故が起こった際、今後の対応について助言等を行う。 

 

８．概算事業費 

①給付金制度（約定履行費用保険）    神戸市民１人当り 24円（制度案では＠24円×1,530,368人＝36,728,830円） 

②賠償責任保険制度（支払限度２億円）        登録者１人当り 1,510円（制度案では＠1,510円×69,886人＝105,527,860円） 

③コールセンター：24時間 365日              24,642,000円（賠償責任保険の 1人当り保険料は変動する場合有り） 

④制度情宣（普及）            1,380,000円 

⑤見守りネットワーク構築           4,672,400円 

                          合計 172,951,090円（契約候補者による見積額。実際の予算計上額は今後精査） 

※賠償責任保険の加入者数等により事業費は変動。 

 

※２年目以降の保険料について 

 ・給付金制度は事故の発生率より増減（給付金） 

通算損害率 2年度目 3年度目 

20%未満 △10％ △20％ 

～45％未満 △ 5％ △10％ 

～80％未満 － － 

～105%未満 ＋ 5％ ＋10％ 

105％以上 ＋10％ ＋20％ 

 ・賠償責任保険の 1人当りの保険料は変動する場合有り（神戸市の事故救済制度における事故の発生率による増減は無し）。 
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「認知症の診断制度に関する専門部会」の検討状況について 

 

１．神戸市の認知症診断制度について（平成 29年度の専門部会での合意事項） 

 ○二段階方式の認知症診断制度 

・第１段階：認知機能検診（医療機関で個別実施） 

検査ツール：改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R） 

日常生活動作評価：地域包括ケアシステムにおける認知症アセスメントシート

（DASC-21）を問診票として使用 

診断結果票：認知症疑いか否かを診断。 

・第２段階：認知機能精密検査（保険診療） 

   必須項目：形態画像検査（頭部 CTあるいは頭部 MRI）、神経心理検査（MMSE等）、

血液検査、日常生活動作検査（第１段階の DASC-21をもとに診察中

に評価） 

  診断結果票：認知症（アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性

認知症、その他の認知症（病名を記載））、軽度認知障害（MCI）、

認知症でない、に分けて診断。 

○第１段階および第２段階の医療機関リスト、各種書類等の作成は神戸市医師会等

と検討 

 

２．事故救済制度に関する認知症の診断方法について（診断制度開始後の運用） 

 (1) 事故が起こる前に認知症の診断を受けている場合 

  ＜給付金制度＞ 

  ①神戸市の診断制度（第２段階の医療機関）で認知症と診断を受けた場合は対

象とする。 

   ②かかりつけ医の紹介、認知症初期集中支援チームの事例、若年発症のケース

で認知症疾患医療センターでの診断を受けた場合は対象とする。 

   ③市外の医療機関で認知症と診断を受けた場合は、認知症の専門医（日本認知

症学会、日本老年精神医学会の専門医）に限って対象とする。 

  ＜賠償責任保険制度＞ 

   給付金制度と同じ（ただし、③の場合は、転入して市民となった者に限る）。 

 

 (2) 事故が起こる前に認知症の診断を受けていない場合 

  ＜給付金制度＞ 

   ①事故後に認知症疾患医療センター等に依頼して精密検査を受け、認知症と診

断された場合は対象とする。 

     ※ただし、認知症の方が死亡された場合は、 

      ・事故以前に受診しており、診療録に認知症疑いの病名がある、あるい

は、介護保険主治医意見書に認知症に関する病名の記載がある等の場

合は、（仮称）事故救済制度に関する給付金判定部会に委ねる。 

      ・認知症の可能性がある行動があったものの、事故までに未受診の場合

は対象としない。 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

第２回会議資料より抜粋 資料６ 
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＜賠償責任保険制度＞ 

   事故後の診断は対象としない（事前診断・事前登録が必要） 

 

(3) その他 

①神戸市の認知症診断制度開始前に、既に認知症の診断を受けている場合は、疾

患名が記載された診断書（統一した診断書の書式を検討中）を提出することで

事故救済制度の対象とする（ただし、賠償責任制度は診断制度開始から３年間

登録可）。 

②治る認知症の診断の場合、賠償責任保険への加入することは可能であるが、治

療して認知症が治った場合は、申告して脱退手続きをする。 

③賠償責任保険に加入している市民が市外に転出する場合も、申告して脱退手続

きをする。（年 1回、職権により役所で確認して通知は行う。） 

④改正道路交通法における認知機能検査制度とは連携していない。神戸市の認知

症診断制度の結果に関わらず、公安委員会からの診断書提出などの指示には従

うよう周知する。 

 

３．診断制度の運用について 

○受診の流れと費用（予定） ※議会の議決を持って決定 

 ・第１段階：認知機能検診 

検診クーポン券を持参したものが対象。 

（75歳以上郵送。65歳以上 75歳未満はチラシ配布し、クーポン申

請。） 

市民負担：無料（予定） 

        事業委託単価：6,500円/人 （予定） 

  ・第２段階：認知機能精密検査 

        第１段階の医療機関発行の「精密検査依頼票」を持参した者が対象。 

        保険診療（健康保険証を持参し、窓口で自己負担分支払をする）。 

        市民に自己負担金の助成：償還払い（郵送手続） 

                上限 15,000円から 50,000円程度（予定） 

（年齢および医療費負担割合に応じた上限（予定）） 

 

 ○助成金の対象者についても検討した。 

 ○診断制度に必要な手引きや各種様式（問診票等）について神戸市医師会と協議中。 

 ○利用者の混乱を招かないよう、制度の周知徹底が必要との意見が多数あった。 
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神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

第２回会議資料より抜粋 資料７ 

医療 

認知症疑い
紹介 

神戸市認知症診断制度のしくみ 

認知機能検査 

個別実施の認知機能検診 

（事前登録した医療機関リストを公開） 

検診結果票を提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

かかりつけ医フォロー 

認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

委員会の判定により給付金を支給 

 精密検査（保険診療） 

診断フォーマット（画像・神経心理検査等）を

用いて臨床診断が可能な事前登録した医療

機関で実施（認知症疾患医療センター含む） 

診断結果票を提出 

 

 

 

運転免許 
自主返納 

データベース

の構築 

 

 

 

認知症の診断 

事故救済給付金制度の対象者 

（事後診断も含む） 

 

 

 

 

 

☆認知症疾患医療ｾﾝﾀ

ｰ・初期集中支援 

ﾁｰﾑ等における専門

職相談窓口の紹介 

☆認知症カフェ等紹介 

☆非薬物介入研究・治

験ﾈｯﾄﾜｰｸ等の参加

希望者へ情報提供 

☆事故救済制度への

上乗せ賠償責任保

険の助成 

（事前診断、事前登録

必要） 

☆GPS を利用した 

みまもり支援 

市民本人 
家族 
希望者 

認知症 

あんしん 
すこやか 
センター 

主治医 
かかりつけ医 

認知症初期集中支援
チーム 

直接 勧奨 勧奨 

第１段階 

第２段階 

介護 

あんしんすこやかセンター 

早期診断後の診断

窓口・支援体制 

自己負担金

部分の助成 

検査費の 

助成 

検討中 

MCI 

認知症の診断 

事故救済給付金制度の対象者 

（事後診断も含む） 
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神戸市認知症診断制度の受診の流れ

（半年後受診）

（
１
年
後
受
診

）

（
１
年
後
受
診

）

受診者
（65歳以上の市民）

認知機能検診
（第１段階）

「認知症の疑い」
あり

精密検査
（第２段階）

認知症
軽度認知機能障害

（MCI）

「認知症の疑い」
なし

認知症ではない

75歳以上の住民にはクーポン券を郵送配布 
65歳～74歳の住民はクーポン券を郵送申請 

精密検査依頼票（紹介状）を持参（助成券発行は必要ない） 

償還払いを郵送で申請 
個人賠償責任保険に加入希望申請 
GPS利用申請 

償還払いを郵送で申請 

償還払い等の手続き書類一式を医療機関で配布 
医療機関は神戸市に精密検査結果票を提出 

クーポン券を持参 

医療機関は神戸市に診断結果票を提出 
受診者に償還払い案内パンフレット配布 

自己負担 
支払する 

償還払い申請者の 
銀行口座に一定額の助成金入金 

保険診療 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 
第２回会議資料より抜粋 資料８ 
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「認知症初期集中支援事業運営関連部会」の検討状況について 

 
１ 神戸市認知症初期集中支援事業の運営と評価について 

 (1) 事業の概要 

   認知症の疑いがあるが、医療・介護サービスを利用していない方などを対象に、

専門医と専門職（看護師、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士等）で構成する

チームが家庭訪問・チーム員会議を行い、鑑別診断の紹介など、適切な医療介護

サービスにつなぎ、その後は、ケアマネジャーやあんしんすこやかセンター、か

かりつけ医等に引き継ぐ。 
【対象者】 

 

40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認

知症が疑われる人又は認知症の人で以下のい

ずれかの基準に該当する人とする。 
 

◆医療サービス、介護サービスを受けていな

い人、または中断している人で以下のいず

れかに該当する人。 

(ア)認知症疾患の臨床診断を受けていない人 

(イ)継続的な医療サービスを受けていない人 

(ウ)適切な介護保険サービスに結び付いていない人 

(エ)診断されたが介護サービスが中断されている人 
 

◆医療サービス、介護サービスを受けている

が認知症の行動・心理症状が顕著なため、

対応に苦慮している人 

【事業概要】 
 

対象者に、認知症初期集中支援チームが、

心身状況や生活環境、本人や家族の希望に応

じた支援を、おおむね６か月間実施する。 
 

【認知症初期集中支援チーム】 

 

 

 

 

 

 
 

配置場所：神戸在宅医療・介護推進財団等 

 

 
(2) 神戸市認知症初期集中支援推進事業の実施体制（平成 29年度） 

 東灘区 灘区 中央区 兵庫区 長田区 須磨区 垂水区 西区 北区（調整中） 

事業開始時期 H27.12 H30.2 H27.9 H30.2 H25.9(※1) H30.3 H29.9 H30.3.15 H30.3.15 

専門職（チー

ム員兼コー

ディネータ

ー） 

神戸在宅医療・介護推進財団（専従） ７名（H30.3現在） 

（中央区日暮通５丁目５－８ 神戸高齢者総合ケアセンター３階） 

ひょうごこころ

の医療センター

（コーディネー

ト業務のみ） 

チーム員医

師(※2） 
12 7 6 7 3 10 13 10 

 

他のチーム

員 

 
市社協職員 

 
市社協職員 

 区内の事所職

員（NS,CM等） 

チーム員会

議会場 
区役所 区役所 区役所 区役所 区役所 区役所 医師会 医師会 未定 

相談窓口 こうべオレンジチーム（中央区日暮通５丁目５－８ 神戸高齢者総合ケアセンター３階） 

ひょうごここ

ろの医療セン

ター 

事業の委託先 神戸在宅医療・介護推進財団 

（※1）長田区の H25.9～H27.3はモデル事業 （※2）財団より委嘱している人数 

 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 
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＋ ＋ 

医療と介護の専門職 
（看護師、保健師、社会福祉士、

精神保健福祉士等） 

医療と介護の専門職 
（看護師、保健師、社会福祉士、

精神保健福祉士等） 

認知症 

サポート医 
（各区医師会） 

認知症 

サポート医 
（各区医師会） 
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 (3) 29年度 認知症初期集中支援チームの活動報告 

  ○区別の件数 
東灘 灘 中央 兵庫 長田 須磨 垂水 西 合計 
１６ ４ １８ ４ ２４ ２ ８ ２ ７８ 
 30.2.1～  30.2.1～  30.3.1～ 29.9.1～ 30.3.1～  

  ○性別 
男性 28（36％） 

女性 50（64％） 

  ○年齢 
40歳代 50歳代 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 

０ １ ０ ５ １２ １３ ３０ １７ 

  ○認知症鑑別診断数 
（介入前）   （介入後）  

診断あり 11（14％）  診断に至った 13（23％） 

診断なし・不明 67（86％） 認知症以外診断 5（ 9％） 

  診断に至らず 15（27％） 

   不明 23（41％） 

  ○医療サービスの利用状況 
（介入前）   （介入後）  

認知症で通院 9（12％）  認知症の通院 7（12％） 

認知症以外で通院 29（37％） 継続通院 10（17％） 

以前は通院 15（19％） 診断のみ 1（ 2％） 

通院なし（不明含む） 25（32％）  受診に至らず 8（13％） 

   不明 34（56％） 

  ○介護サービスの利用状況 
（介入前）   （介入後）  

利用あり 18（23％）  介護保険サービス 15（25％） 

以前利用 1（ 1％） 継続利用 7（12％） 

利用なし（不明含む） 59（76％） 利用に至らず 14（23％） 

   不明 24（40％） 

 
 (4) 第１回部会での主な意見 

・チーム員医師のメンバーをある程度固定化しなければ熟達せず、チームのレベル

は向上しないと予想される。 
・精神科医とアウトリーチができる在宅医療の医師が入るような組み合わせを考え

る必要がある思う。 
・認知症カフェから初期集中支援へつなぐというのも良いパターンではないか。現

在も広く利用されている認知症カフェを通して、初期集中支援へつなげることも

できるのではないか。 
・現在のシステムを大幅に改善し、訪問時間を確保する必要があるだろう（帳票類

の整理をはじめとしたマニュアルの改定は着手している）。 
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２ 認知症診断制度における診断後支援について 

 (1) 早期診断後の相談窓口（案） 

【神戸市の検討施策】 

○認知症疾患医療センターの専門医療相談機能において認知症診断後の相談を充実 
→精神保健福祉士、臨床心理士等の専門職を増員して相談対応できないか。 

○区ごとに認知症診断後支援の相談窓口の開設 
→第２段階の医療機関において専門的な相談に対応できる専門職配置が可能か。 

    （認知症初期集中支援チーム、医療介護サポートセンターとの連携） 
○あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）の既存相談を充実 

 
  【部会での主な意見】 

・認知症疾患医療センターで、診断後の相談窓口をおくことには、賛成である

が、生活の支援も考えるのであれば、作業療法士も配置することが望ましい。 
・区ごとに相談拠点を担ってもらえる医療機関に絞って、人員を増やせる額の

予算をつけるほうが、相談窓口が機能すると考える。 
・専門機関（認知症疾患医療センター）で行うことで、カルテを見ながら話し

を聞くことは、効果的ではないか。 
 
(2) 早期診断後の支援体制（案） 

  【神戸市の検討施策】 
○認知症初期集中支援チームの今後の役割の検討 

  診断後の支援の一部を担ってもよいのではないか。どこまで関与するか。 
○診断後（特に軽度認知障害（MCI））の支援体制 

・かかりつけ医と第 2 段階の医療機関が連携して支援 
・MCI の半年後経過観察のための受診時における自己負担金部分の助成 
・KOBE もの忘れネットワークを介して治験への参加を希望する人への広報 
・非薬物療法の研究や介入研究への参加を希望する人への広報 
・効果のある適切な介護予防事業の推進 

○認知症タイプ別の疾患パンフレットの作成・啓発 
・本人および家族が今後の生活設計をするための補助教材の開発 

 （高度な専門的知識・経験が必要。認知症専門医、神戸学院大学寄附講座、 
認知症初期集中支援チーム、行政職員の協働。） 

○認知症カフェなど本人や家族の居場所の拡充・紹介 
・本人の意思が尊重できる意見交換の場、家族の介護負担が軽減できるよう

な場の提供や紹介等 
○地域で可能な活動の支援 
・声かけ訓練の実施地区の拡大 
・認知症の診断後の GPS 利用の助成 
・認知症と診断された人の移動手段の支援 
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  【部会での主な意見】 

・リハビリでの対応は生活の困り事の細部にわたるため、生活支援は重要。例

えば、認知症の方が困ることとして、ごみの分別ができない、食事が上手く

とれない、買い物に行けない、昼夜逆転（日付がわからない時計読めないた

め）がある。スウェーデンの例では、各地域に福祉機器やシステムテクノロ

ジーのあるコミュニティーセンターを設置し、作業療法士につながっている。

そこへ、地域の人がやってきて身近に相談のできる場になっている。そうい

ったサポート体制があれば、家で長く住み続けられるが、ないために施設へ

行くしかないという残念な状況がある。 
・認知症の方の就労支援を行っているところもあるので、社会とのつながりを

作っていくことが必要ではないか。認知症に対して、社会のイメージを変え

ていくこと、啓発活動をしていくことが重要ではないか。 
・治験について、希望を持つ人もいるので、周知して欲しい。 
・認知症カフェを通じて、スーパーサポーターと認知症の方を家族の会がつな

いでいく。 
 

(3) 「認知症疑い」の診断後の運転免許自主返納の促進（案） 

  【神戸市の検討施策】 
○第１段階の医療機関で運転免許自主返納に関するパンフレットを配布 
○移動手段の確保として、インセンティブを検討 
・交通カードに一定金額のチャージをしてはどうか。 

 

  【部会での主な意見】 

・認知症の疑いの段階で、自主返納を促すことが必要。 
   ・免許を返したときに困るのは、移動手段だと思うので支援策として、交通カ

ードが有用ではないか。 
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事故救済制度の給付金支給の判定について（案） 

 

 

１．給付金支給の判定を行う部会（（仮称）事故救済制度に関する給付金判定部

会）を新たに設置  

   ※事故救済制度等に関する予算成立後、認知症の人にやさしいまちづく

り推進委員会にて審議し、設置する予定。 

 

２ （仮称）事故救済制度に関する給付金判定部会の概要 

・法律・医療の専門家により構成（５人程度） 

・おおむね月に１度、（仮称）事故救済制度に関する給付金判定部会を開催し、 

申請のあった案件について判定を行う 

 

 

 

 

 

 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

第２回会議資料より抜粋 資料 10 

＜参考＞ 
 
神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例（抜粋） 
第８条 市は，認知症の人及びその家族が安心して暮らすことができるように

するため，認知症と診断された者による事故について，別に条例で定めるとこ

ろにより，第 11 条の神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会の判

定に基づき給付金を支給するものとする。 
 
神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会規則（抜粋） 
第４条 委員会は，その定めるところにより，部会を置くことができる。 
２ 部会に属すべき委員及び特別委員は，委員長が指名する。 
３ 部会に部会長を置き，当該部会に属する委員の互選により選任する。 
４ 部会長は，当該部会の事務を掌理する。 
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条例改正案について 

 
１ 事故救済制度、診断制度に関する条項 

 事故救済制度に関する専門部会、認知症の診断に関する専門部会において、条例

改正案の検討を行った。 

 
【現行】 

  （事故の救済及び予防） 

第８条 市は，認知症の人及びその家族が安心して暮らすことができるようにす

るため，①            認知症と診断された者による事故につい

て，②別に条例で定めるところにより，第 11 条の神戸市認知症の人にやさし

いまちづくり推進委員会の③判定に基づき給付金を支給する ものとする。 

 
【改正案】 

  （事故の救済及び予防） 

第８条 市は，認知症の人及びその家族が安心して暮らすことができるようにす

るため，①市長が定める方法によって 認知症と診断された者による事故につい

て，②               第 11 条の神戸市認知症の人にやさし

いまちづくり推進委員会の③判定に基づく給付金の支給その他必要な施策を

講ずる ものとする。 

 
   ＜条例の附則に規定＞ 

第８条第１項について、市長の定める診断制度の施行は１月（予定）、事故救済

制度の施行は４月１日と規定する。 

 
○ 改正の趣旨 

①診断の運用を規定する。 

②施行日を規定することにより、「別に条例で定める．．．」を削除する。 

③認知症の診断を受けた者の事前登録による賠償責任保険制度の活用などを反映

する（その他必要な施策）。 

 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

第２回会議資料より抜粋 資料 11 
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２ 財政上の措置に関する条項 

 
【現行】 

（財政上の措置） 

第13条 市は，この条例の目的を達成するため，財源を含む必要な財政上の措置

を講ずるものとする。 

 
【改正案】 

（財政上の措置） 

第13条 市は，この条例に規定する事業を実施するため，次に掲げる財政上の措

置を講ずるものとする。 

 
  ＜上記にある「次に掲げる」内容について＞ 

    個人市民税の上乗せ額を同 13 条に規定（パブリック・コメント時（９月下

旬から実施）に具体的な内容を示す予定） 

     ※平成 30 年第 1 回定例市会において、1 人当たり年間 400 円程度になる

と市長より答弁。 

 
 ○改正の趣旨 

  事故救済制度、診断制度の財源として超過課税を導入するため。 

 

 

 
《参考：平成 30 年第 1 回定例市会（平成 30 年 2 月 26 日）市長答弁の概要》 

・認知症は加齢に応じて多くの人がなり得るものであるので、財源については現在の個人市民

税の上乗せとなる超過課税について、制度設計と合わせて検討することが適当ではないかと

考えている。各方面のご意見も聞きながら検討を進め、今年の秋ごろまでに、救済制度の内

容や所要額及びその財源について市としての考えを示したいと考えている。 

・額についてだが、事故救済制度が仮に２億円、診断の費用が仮に１億円で合計３億円という

試算を行っている。これを個人市民税の均等割に上乗せをすると考えると、現在納税義務者

の方が約 70 万人いるため、１人当たり年間 400 円程度 になると考えている。 
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平成 30 年度 第２回 認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 議事要旨 

 

１．日時 平成 30年９月 11日(火) 19：00～21：00 

２．場所 三宮研修センター５ 505号室 

３．議題 

（１） 審議事項 

① 事故救済制度について（専門部会の報告と意見交換） 

② 認知症の診断制度について（専門部会の報告と意見交換） 

③ 認知症初期集中支援事業について（専門部会の報告と意見交換） 

④ 事故救済制度の給付金支給の判定について 

⑤ 条例改正案について 

（２） 報告事項 

① 今後のスケジュール（予定） 

（○委員発言 ●事務局発言） 

（１）審議事項 

 ①事故救済制度について（専門部会の報告と意見交換） 

○窪田委員より資料６－１、２、３、４について説明 

○本人の傷害死亡の 42万円～100 万円は、認知症の人が起こした事故に関係あるのか。 

●交通事故、交通上用具の火災によって、認知症の方が死亡や後遺障害を負った場合に支

払う。 

○事故救済制度は、本来は「認知症の人が起こした事故」のフォロー。本題の２階建てに

ついてはこれで良いと思うが、認知症の人が事故にあっただけで救済するというのはやり

すぎではないか。申請が多数出るのでは。 

○私の理解では、JR 東海のような、認知症が原因の事故が対象だと思っていたが、違うか。 

●傷害保険の対象は、事前に登録されている認知症の人。死亡・後遺障害を負う事故は、

認知症の症状が原因とは限らない。道路を歩いていてバイクや自転車にはねられた際も対

象となる。 

○本来の事故救済ではないため、賠償責任保険と同様、診断のインセンティブとしてであ

れば説明がつくが、給付金の中に並べるのは適切ではない。給付金の一部ではなく、イン

センティブとしてのしくみにならざるを得ない。 

○このケースの件数の想定は。 

●同様の保険では、支払い実績はそれほどない。年に数件（あるかないか）の想定。 

○給付金の請求が広がっていくという懸念の意見があったが、この点については修正が可

能ということで、２階建ての制度については了承いただけるか。 

○「本人の傷害・死亡については外す」「診断のインセンティブとして残す」「交通事故を、

認知症が原因となって発生した事故（被害者となった場合）とする」という３つの選択肢

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

議事要旨 資料 12 
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になる。 

○診断のインセンティブとして残すか。過度なものではない。 

●診断後のインセンティブとして残したい。 

 

【GPS,コールセンターについて】 

○コールセンターで相談を受ける方は認知症の知識が豊富で、また制度もよく分かってい

ないといけない。誰が対応するのか。 

●契約候補者に設置してもらう。診断制度等も研修等を行って把握していただく。 

○研鑽が必要。 

○認知症の人が行方不明になった時は、コールセンターもあるが、警察へ通報（捜索願い）

がいるのでは。どのような兼ね合いになっているか。 

●今は警察に捜索願を出している。GPSを導入し、端末を持っていただいていたら、家族の

方が連絡をすれば事業者に駆けつけを行ってもらえる。警察への依頼は、本人、家族の負

担となっている。負担を少なくできるソフトな対応として、駆けつけサービスがある。 

○警察、教育、周りの人が見つけた場合の対応のしくみも重要。今後の課題だ。 

○コールセンターの２パターンの費用は。また、賠償責任保険の事前登録していない人は

コールセンターに電話するだろうか。コールセンターは事故しか対応しないという理解で

よいか。 

●平日 9～17時の場合は約 530万円。24時間 365日は約 2460 万円。 

賠償責任保険に登録されている方はもちろんだが、給付金制度については事前登録が不

要であるため、事故が起こった際は電話をいただけるよう、一般の方にも、コールセンタ

ーがあることを広く周知していきたい。 

コールセンターは事故が起こった際の相談対応を行う。認知症の困り事、診断後の相談、

生活相談としては、既存の相談窓口を強化していきたい。 

○あんしんすこやかセンターがある。市民にメリットを知らして啓発し、どこに連絡した

ら良いかを浸透させることが必要。周知徹底、場合分けをきちんとしなければ。行政的な

役割が重要だ。 

●現在は社会福祉協議会の生活相談が主だが、疾患の相談はできていない。疾患医療セン

ターの増設し、その中での専門医療相談を行いたい。 

また、#7119という緊急の電話相談では、精神疾患と認知症相談はできていない。今後の

宿題だと思っている。 

○＃7119 はほとんど電話相談で済んでいるようだ。必要があればそのことも含めて検討さ

れるということ。 

○基本的には 24 時間 365日、GPS も導入するということでよいか。 

（全員了承） 
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②認知症の診断制度について（専門部会の報告と意見交換） 

○古和委員より資料７－１、２、３について説明 

○第１段階の単価 6,500円／人は確定か。 

●議会の承認が必要である。予定としてご理解いただきたい。 

○医師会においてもこの制度に協力する。近日中に医療機関のアンケートも行う予定であ

る。 

○第１段階の医療機関は、できるだけ多く手をあげてほしいと思っている。第２段階の医

療機関は 40 程度かそれより若干少ない程度ではないか。 

○受診のためのクーポンの申請は年に１回か。いつ受診してもよいのか。 

●申請は、年に１回である。クーポン券は年度内に使っていただければ良い。 

○年度内の使うのであれば、長ければ 22か月程度、受診の間隔があく。急激な変化には対

応できないのではないか。 

○65歳未満は認知機能検診の対象外か。 

●対象外である。ただし、認知症疾患医療センターで認知症と診断された方には、助成金

は交付することを検討中である。 

○市外で診断される場合の検査項目等の定めがないが、神戸市の診断制度のとおりでなく

て良いのか。 

○正確な診断と幅広い救済とのバランスのなかで、市外については、専門医による診断と

いうことになった。市内より厳しい条件としている。 

 （全員了承。） 

 

③認知症初期集中支援事業について（専門部会の報告と意見交換） 

○前田委員より資料８について説明 

○診断後の支援が難しいが、認知症の方やご家族のためにも非常に大事なこと。行政と一

緒になって議論していく必要がある。 

 （部会での議論の方向性について全員了承。） 

 

④事故救済制度の給付金支給の判定について 

●（資料９説明） 

（質問なし。全員了承。） 

 

⑤条例改正案について 

●（資料 10 説明） 

○趣旨に賛成する。過去あった種類・金額は。 

●神戸市では初めて。県では県民みどり税 800円、横浜市がみどり税 900円など。 

 （全員了承） 
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（２） 報告事項  

①今後のスケジュール（予定） 

●（資料 11 説明） 

○質問なし 
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第１回 認知症の診断に関する専門部会議事要旨 

 

日時：平成 30年 8月 24日（金）19:30～21:30 

場所：三宮研修センター7階 705 号室 

議題（１）審議事項 

① 部会長の互選 

② 認知症診断制度について 

（２）報告事項 

① 事故救済制度の素案について 

   ② 今後のスケジュールについて 

（○委員発言 ●事務局発言） 

（１）審議事項 

①部会長の互選 

【互選の結果、古和委員を部会長に選任】 

②認知症診断制度について 

●（資料７～９説明） 

○対象かどうかの判断や、判定委員会への資料の提出は誰が行なうのか。 

家族から医師へ直接依頼があり、認知症の疑いがあったと記載することを求められた場 

合、医師への負担が大きいのではないかが懸念される。 

●被害者または加害者からの申請となり、間に契約候補者が入り対応する。 

給付金の支給に関する判断は、判定委員会が担い、新たに推進委員会の下に設置する。 

事前診断を推奨していくため、事故後に医師の意見書を求められるケースは少ないので

はないかと思う。 

○医療機関に対して、制度の説明をしなかったと過失を問われる場合もあるのではないか。

各医療機関への周知がより必要となる。損害賠償保険の事後対応は難しいが、給付金に

関しては広く対象となるように希望する。 

○医師会員をはじめ広く周知が必要。 

○診断後、賠償責任保険の登録ができる期限は決まっているのか。制度を知らない場合も

考えられるので、後日の手続きでも対応できることが望ましい。 

○第１段階でとまっている方は対象にならないということか。 

●賠償責任保険制度は、認知症と診断された方の事前登録が必要であるため、対象とはな

らない。給付金制度は事故後に診断を受ければ対象となる。 

○認知症と明らかな場合も、第２段階医療機関を紹介しないといけないのか。 

●かかりつけ医による第１段階の検査や通常診療を行い、もし、事故を起こす・事故にあ

うとなった場合に、給付金を受けるため第２医療機関を紹介するというのも可能と考え

る。早期受診に関しては広く PR していきたい。 

認知症の診断に関する専門部会 

議事要旨 資料 13 
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○疾患医療センターだけではなく、身近で正確な診断が出来る医療機関に第２段階の医療

機関に登録いただきたい。 

○市外の場合は、認知症の専門医の条件を課す方向でよいか。（異議なし） 

○事故救済制度の対象について、市民がまず、あんしんすこやかセンターに相談し、医療

機関の受診待ち時に、事故にあった場合は対象にならない可能性があることを、センタ

ー職員にも正しく理解してもらう必要がある。 

○認知症疾患医療センターにおいては、第１段階未受診の患者について、第１段階登録の

医療機関を紹介してもよいのか。センターでも第１段階の検査を行なえるが、予約待ち

や、外来においては１時間待ちもあり、希望する患者がいるだろうかという疑問がある。

予約時に待ち時間についても説明をする必要がある。 

○患者の利便性を考えると、一度にすべての検診が行えるのが良いのではないか。第１段

階を受診しない方法は考えられないか。 

●第２段階の医療機関については、第１段階の検診も兼ねていただきたい。第１段階の検

診を１日目に行い、第２段階を別日に行なうような運用が必要。 

○第１段階を受診せず、認知症の診断を受けた場合の検査費の助成を、疾患医療センター

に限定すると、制度が複雑化するのではないか。すべての第２段階の医療機関を対象と

することは難しいか。制度の利用を促すには、広い医療機関を対象とし、受診の敷居を

低くする必要があるのではないか。 

●すべての第２段階の医療機関を対象にすると、第２段階の医療機関の負担が大きい。ま

た、第２段階のみを受診した場合の費用の助成を認めすぎると、第１段階の検診は不要

となり、制度の空洞化が懸念される。かかりつけ医からの紹介で、第２段階へいくこと

は、レアケースとして考えている。 

なお、これは助成制度についてであって、受診を妨げるものではない。 

初期集中支援チームのケースは、困難な事例を多く対象とするため、第１段階を経ずに

対象としてもよいのではないかと考えている。 

○制度の施行にあたり、医療機関での混乱を避けるため、医師だけではなく、関係者すべ

てが、制度を正しく理解する必要があると考えられる。 

○第１段階の空洞化は懸念すべき。 

 

【神戸市医師会との協議状況の報告】 

●（資料 10、11 の説明） 

○神戸市医師会では、診断制度について検討を行なっている。 

第１段階の医療機関については、できるだけ身近なかかりつけ医に広く募集したいと考

える。向上研修を受けられた方、あるいはそのレベルに達している方を対象にし、医師

会から、各医師会員に募集したい。 

第２段階の医療機関については、既にメモリークリニックや物忘れ外来がある医療機関
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などから想定すると、30 ヶ所前後ではないかと考えている。中心は疾患医療センターに

なる。 

○認知症と診断制度を受ける方はどの程度になると想定しているか。 

個人賠償に関しては事前登録がないと対象外となり、賠償責任を家族が請求される場合

の負担が課題となるため、多くの方の登録を促すべき。 

●診断を受ける人１割とし、さらにすでに診断を受けている人を想定している。 

 診断制度は事故救済制度への登録だけではなく、早期受診を促すことも目的としている。 

７５才以上にはクーポンを配布する予定にしており、広く利用される制度にしたい。 

○第１段階の検査について、長谷川式での判断だけではなく、問診票の項目を加えること

で、第２段階につながらない抜け落ちの部分が減るのではないか。 

○問診票の各項目について、「睡眠（熟睡できているか）」や、「排泄障害」に関する事項を

入れてはどうか。 

○認知症の診断に関する問診票のため、一般的な加齢に伴う症状についても、入れるべき

かどうかは議論することとしている。この部会での意見を踏まえ、医師会でも検討した

い。 

○この問診票で正常な人と初期段階の人かを判断するのか、認知症のスクリーニング機能

として詳細まで判断するのかによって、必要な項目か否かを判断することになる。 

○「認知症の疑いがある」という告知の仕方よりは、「現在は、認知症の疑いがある状態で

あるが、精密検査の結果、認知症ではない場合もあります」という風な、患者を配慮し

た文言とするのが良いのではないか。 

○問診票について、認知症かを診断するために利用されることを冒頭で示す必要があるの

ではないか。認識されないままに記載をされるのは、患者の知る権利を阻害することに

つながるのではないか。 

○制度の周知徹底、疾患医療センターだけではなく、多くの医療機関を希望する。その際、

同じ疾患医療センターによっても精神科病院か、そうでないのかによって、体制や判断

が異なる点があり、複数の医療機関を受診した場合で、内容が異なることも考えられる

ため、その取り扱いをどうするのか検討の必要がある。 
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第４回 事故救済制度に関する専門部会議事要旨 

 

日時：平成 30年 8月 29日（金）10:00～12:00 

場所：市役所 1号館 14階大会議室 

議題（１）審議事項 

   ①事故救済制度素案に基づく意見交換 

   ②事故救済制度の運用（給付金支給の判定等）について 

   ③認知症の人にやさしいまちづくり条例改正案 

  （２）報告事項 

   ①今後のスケジュール 

（○委員発言 ●事務局発言） 

（１）審議事項 

 ①事故救済制度素案に基づく意見交換 

●（資料５，６説明） 

 

【ア】給付金額は妥当か 

 ※方向性について全員了承。主な意見は以下のとおり。 

○他の制度との兼ね合い、賠償責任の相場観を含め方向性のとおり（給付金は素案のとお

り。賠償責任保険の限度額は 2億円）で良いのではないか。 

○ある程度議論をした上での方向性。この内容でよいのではないか。２億円で大方カバー

されると思う。 

 

【イ】被害者・加害者とも市民以外で、親族・監督義務者が神戸市民の場合の給付金の支

給をどうするか。 

 ※方向性について全員了承。主な意見は以下のとおり。 

○これまでの議論のとおり、給付金の支給対象外で良いのではないか。 

 

【ウ】鉄道遅延と類焼被害の給付金の支給をどうするか。 

（鉄道遅延について） 

※方向性について全員了承。主な意見は以下のとおり。 

○線路への迷い込みで電車がストップしてしまった場合はどうなるのか。救済対象か。 

○素案及び方向性では、給付金の対象とはならない。 

●賠償責任保険では、迷い込みは対象外。ケースの頻度も低く、被害額もほとんど出ない

と想定している。 

○鉄道会社での対応としては、その種の事故について保険に入ることでほとんど解決され

ると考えられる。個人が被害者になった場合は、個人が認知症の人の起こした事故のた

事故救済制度に関する専門部会 

議事要旨 資料 14 
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めの保険に入ることはインセンティブもなく可能性も低い。鉄道会社は統計的にも同じ

ような事故が想定されるので、保険による対応が可能。 

○結論はこれでよいのではないかと思っている。 

○「認知症の人と電車が接触した場合は賠償責任保険の対象となる」ではなく、接触が無

くても、「認知症の人に責任が認められれば賠償責任保険の対象となる」が正しい表現で

はないか。 

○認知症の人が被害者になってしまった場合は賠償責任保険の対象となるか。JR 東海事故

の場合がそうだが。ほとんど物損が無くても賠償責任保険は出るのか。 

●事故の場合、過失割合にもよるが、認知症の人が加害者であり被害者でもあることがあ

る。加害者の割合があれば賠償責任保険は適用される。 

○認知症の人に責任能力があり、賠償責任もある場合は賠償責任保険の対象となる余地が

ある。一方、責任能力なしの場合は賠償責任保険の対象とならない。この記載はミスリ

ーディングになる可能性がある。 

○認知症の人が線路に立ち入り電車と接触していないが鉄道が遅れた場合は、民法 709 条

の責任にはなるだろうが賠償責任保険の対象となるか。 

●素案で提案している賠償責任保険では、純粋経済損失は対象外。事故の形態ではなく、 

事故によって認知症の人が賠償責任を負う場合に保険金を支払うというスキーム。電車に 

接触し、賠償責任を負うということになれば保険の対象となる。 

○鉄道会社のほうに物損がない場合はどうなるのか。純粋経済損失を除外するということ

をどのように規定に書くかによって決まるとは思うが、純粋経済損失があったかどうか

は被害者の側に経済的損失以外のものがあるかどうか。加害者にケガがあるかどうかは

純粋経済損失の有無とは関係ない。 

○賠償責任保険は、純粋経済損失というものは対象としない前提で議論した方がよいだろ

う。最終的な賠償責任保険の運用についてはどういう風に約款に書き込むかということ

と、鉄道に発生している物損をゆるやかに認定することで対応可能かと。 

○純経済損失が発生しているかどうかと認知症の人に被害があるかは別次元で話すべきこ

と。認知症の人に責任が認められ、鉄道会社に人身・物損が発生していれば賠償責任保

険の対象という理解でよいか。 

 

（類焼被害について） 

※方向性について全員了承。主な意見は以下のとおり。 

○基本的には賛成。一被災世帯あたり、10万円に＋30万円という理解で良いか。大きい類

焼が起こった場合は大枠で 1000 万円ということでよいか。（→はい。） 

○被害総額が 10 万円は超えるが 40万円に至らない場合はどうなるか。一律か。 

●30万円は定額の支払。 

○賃借している建物の場合は。建物所有者と居住者が別で、建物と家財の所有者が別の場
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合。 

●建物所有者、家財所有者別々に考える（それぞれに 30万円支払う）。 

○アパートでの類焼の場合、最大で 1000 万円はありえるだろう。 

○自分で保険に入っていても出るか。（→はい。） 

 

【エ】法人（例えば店舗・施設内などの事故）に対する給付金の支給をどうするか。 

※方向性について全員了承。主な意見は以下のとおり。 

○基本的に賛成。施設側で何らかの保険に入っていることも理由に加えた方が理解しやす

い。 

 

【オ】同居親族の被害に対する給付金の支給をどうするか。 

※方向性について全員了承。主な意見は以下のとおり。 

○この制度が救済すべき本来の場合である。 

 

【カ】公的救済制度、加害者からの賠償との減額調整をどうするか。 

※方向性について全員了承。主な意見は以下のとおり。 

○給付金と労災・自賠責どちらも対象となる場合も考えられる。後遺障害があった場合は、

労災・自賠責の判断に時間がかかる。給付金を先に支払って、後で自賠責・労災が出た

場合は、返してもらうのか。給付金の趣旨としては迅速に支払いたいが、判定委員会で

は、ある程度自賠責・労災の動きを見ながらの判定になるかと思う。 

●自賠責・労災が出る場合は対象外という意味。 

○この書き方は誤解を招く。「自賠責・労災が適用される場合は給付金制度の対象外」と書

くのが正しい。判例からすると、自賠責には責任能力の規定の適用がなく、認知症の人

が起こした事故も自賠責から給付される。また、労災保険は責任保険でないため、給付

金・自賠責・労災どれかの適用は受けられるだろう。 

○「自賠責・労災が適用される場合は給付金制度の対象外、それ以外は調整なし」という

記載にすべきではないか。 

 

【キ】賠償責任保険加入の対象者をどうするか。 

（古和委員より資料 10説明） 

※方向性について全員了承。主な意見は以下のとおり。 

○事故が起こる前に診断を受けられる人が限られるのでは。 

○しくみの周知が必要。３年間は移行期間もある。 

○３年間が終わった後は過去の診断書では対応できず、あらためて第 2 段階で検査すると

いうことか。 

○第 1段階の医療機関の想定数は。近所の医者を含め多くを想定しているのか。 
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○普段から相談しているかかりつけの先生になるべく多くなってほしい。特に、認知症の

疑いがあった場合は免許返納の説明をすることも考えている。 

○MCI（軽度認知障害）の疑いがある場合は、検診はどのくらいの頻度で行うことになるか。 

●第 2段階で MCI と診断された場合は半年後の受診を勧奨（強制ではない）。そちらも一部

助成する予定。第１段階についても、１年おきに受診可能。75 歳以上はクーポンを郵送

することを考えている。 

 

【ク】見守り（ＧＰＳ等）について事故救済制度と併せて導入するか。 

※推進委員会の審議事項とする。 

 

【ケ】コールセンターの開設時間をどうするか。 

※推進委員会の審議事項とする。 

 

②事故救済制度の運用（給付金支給の判定等）について 

●（資料７、８説明） 

  ※方向性について全員了承。主な意見は以下のとおり。 

○市民には、起こった事故が給付金の対象か賠償責任保険の対象かは分からない。制度周

知時には、事故が起こったときの連絡先は１つ（コールセンター）として示したほうが

良い。 

○ワンストップで対応できるしくみが必要。ぜひお願いしたい。 

 

③認知症の人にやさしいまちづくり条例改正案 

●（資料９説明） 

  ※方向性について全員了承。主な意見は以下のとおり。 

○事故救済制度についての規定（規則、要綱等）では、純粋経済損失について書くことに

なると思う。書きぶりなど、きっちり対応していただきたい。 

 

（２）報告事項 

 ①今後のスケジュール 

●（資料 11 説明） 

○（意見なし） 
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神戸市認知症の人にやさしいまちづく
り条例等の一部改正（案） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

意見募集期間 

平成 30 年 9 月 21 日(金)～平成 30 年 10 月 22 日（月） 

意見提出先 

神戸市保健福祉局介護保険課［神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例に関すること］ 

神戸市保健福祉局市民福祉推進課［神戸市市民福祉振興等基金条例に関すること］ 

 

認知症の人にやさしいまちづくり条例等の一部改正に伴う意見募集 

閲覧資料 資料 15 

意 見 募 集 
 

認知症は、加齢によって多くの人がなり得る 

病気です。 

神戸市では、認知症の方が外出時などで事故に遭

われた場合に救済する事故救済制度の創設など、認

知症の方やそのご家族が安全安心に暮らし続けて

いけるよう、認知症施策に関する神戸発のモデルを

実現したいと考えています。 

社会全体で負担を分かち合うために、その財源

は、市民の皆さまの新たな負担も検討しています。 

これらの取り組みのために必要な条例の一部改

正案について、ご意見を募集します。 



神戸市民の意見提出に関する条例 

- 43 - 

 

１ 意見募集期間  

平成 30 年９月 21 日（金）～平成 30 年１０月 22 日（月） 

 

２ 意見の提出方法  

次のいずれかの方法によりご提出ください。 

(1) 郵送による提出  

①〒６５０－８５７０（住所記入不要） 

神戸市保健福祉局高齢福祉部介護保険課  意見募集宛  

②〒６５０－８５７０（住所記入不要） 

神戸市保健福祉局総務部市民福祉推進課  意見募集宛  

(2) ファクシミリ による提出  

①（０７８）３２２－６０４７ 神戸市介護保険課  意見募集宛  

②（０７８）３２２－５５２９ 神戸市市民福祉推進課  意見募集宛  

(3) 電子メールによる提出  

アドレス：ninchisho@office.city.kobe.lg. jp  

件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防

止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力して

ください。 

(4) 持参による提出  

平日  ８時４５分～１２時、１３時～１７時３０分までの間  

①神戸市保健福祉局介護保険課（市役所１号館４階 ) 

②神戸市保健福祉局総務部市民福祉推進課（市役所１号館５階） 

 

３ 注意事項  

(1) 書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名（法人その他の団体の場

合は、名称、所在地及び代表者の氏名）を記載してください。また、神戸市に

お住いの方以外で、市内の事業所等に勤務されている方、市内の学校に在

学中の方は、事業所等又は学校の名称及び所在地を記載してください。 

（2） 提出される書式には、「神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例・神戸

市市民福祉振興等基金条例の一部改正（案）」に対してのご意見であること

を明記してください。 

(3) 電話などによる口頭の意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個

別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

mailto:ninchisho@office.city.kobe.lg.jp
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(4) いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて

平成 30 年 11 月頃（予定）に掲載いたします。 

   ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室（市役所２号館２階）

でご覧いただけます。 

 

４ 個人情報の取扱いについて 

(1) ご提出いただきましたご意見・ご提案は、住所、氏名、個人又は法人等の

権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報（神

戸市情報公開条例第 10 条各号に規定する情報）を除いて、ホームページ等

で公表させていただきます。 

(2) 個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容で

は掲載いたしません。 

(3) ご意見、ご提案、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸

市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正

に管理いたします。 

(4) 意見提出に際し、以下の理由から氏名・住所の記載をお願いしています。 

ア 提出された意見の内容を確認させていただく場合があること 

イ 意見提出手続は、「市民（市内に在住・在勤・在学、事務所・事業所を有

する方）」を対象として行う手続であること 

 

５ 担当  

［神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例に関すること］ 

神戸市保健福祉局介護保険課   （電話 078－322-5259） 

［神戸市市民福祉振興等基金条例に関すること］ 

神戸市保健福祉局市民福祉推進課（電話 078－322-5197） 
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神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例等の 

一部改正（案）の概要について 

 

 趣旨  

認知症は、加齢によって多くの人がなり得る病気です。  

神戸市では、認知症の方やそのご家族が安全安心に暮らし続けていけるよう、認知症の早期

受診を推進するための診断助成制度や、認知症の方が外出時などで事故に遭われた場合に救

済する事故救済制度の創設を内容とする神戸発のモデル（以下「神戸モデル」という）を実現した

いと考えています。  

また、神戸モデルの実現に必要な費用を市民の皆さまに薄く広くご負担いただく仕組みを検討

しています。  

これらの取り組みのために必要な神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例（以下「認知症

条例」という）等の一部改正について、市民の皆さまの意見を募集します。  

 

 改正時期  

 平成３０年第２回定例市会（１１月議会）に議案を上程する予定です。 

 

 意見提出期間  

 平成３０年９月２１日（金）から平成３０年 1０月２２日（月）まで 

 

＜参考＞診断助成制度や事故救済制度の検討状況など、認知症の人にやさしいまちづくりの 

詳しい内容は、神戸市ホームページをご覧下さい。 

［http://www.city.kobe.lg.jp/information/committee/health/nintisho/index.html］ 

 

  

http://www.city.kobe.lg.jp/information/committee/health/nintisho/index.html
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 神戸モデルの内容  

全国初の認知症対策として、（１）新たな診断助成制度と、（２）新たな事故救済制度を検討して

います。また、（１）（２）ともに自己負担のない仕組みを検討しています。 

 

 

（１）新たな診断助成制度（案）（平成３１年１月開始予定） 

認知症に関する市民の悩みを気軽に相談できる窓口を開設し、早期受診ができるよう、 

新たな診断助成制度の創設を検討しています。（認知症には様々な種類があり、対応方法

がそれぞれ異なるため、早期受診を推進し、症状に応じた支援に努めます。） 

以下のとおり、２段階方式による診断助成制度を新たに創設します。 

  

① 認知機能検診 

・地域の医療機関で、認知症の疑いが「ある」か「ない」かを診るための検診です。 

 

       

② 認知機能精密検査 

・認知症の疑いが「ある」方に、専門の医療機関で受診する精密検査です。 

認知症の有無と、病名の診断を行います。 

 

（２）新たな事故救済制度（案）（平成３１年４月開始予定）  

    認知症の方が事故に遭われた場合に救済する制度の創設を検討しています。 

  

① 認知症と診断（※１）されると、賠償責任保険に市が加入  

・認知症と診断後、事前に登録された方の保険料を市が負担します。 

・認知症と診断された方（ご家族が監督責任を負った場合も含みます）が、事故 

で賠償責任を負った場合、最高２億円（予定）を支給します。 

                                   ＊自動車事故は対象外  

②認知症と診断されると（※１）、事故があれば、２４時間 365 日相談  

・２４時間 365 日対応のコールセンターを設置し、事故が起こった際、迅速に相談に 

応じます。                              

③認知症と診断（※１）されると、所在が分からなくなったら、かけつけます 

・事故を未然に防止するため、日常生活を見守り、非常時のかけつけ（捜索）サービ 

スを含むＧＰＳ（衛星利用測位システム）の導入費用を負担します。 

                                 ＊月額利用料金は別途発生します。 
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④事故にあわれた市民に見舞金を支給 

       ・認知症の人が起こした火災や傷害などの事故に遭われた方に対し、見舞金（給付金）

を支給します。 

外出中の事故などで死亡された場合     最高３千万円（予定） 

入院された場合                  最高１０万円（予定） 

持ち物が壊れた場合               最高１０万円（予定） 

火事の場合                    最高４０万円（予定）  など 

＊自動車事故は対象外 

      ※１・・（１）の新たな診断助成制度による診断のこと（例外措置も検討中） 

 

（３）神戸モデルの費用と財源  

     神戸モデルの実現に必要な費用を市民の皆さまに薄く広くご負担いただく仕組みを検討し

ています。神戸モデルがスタートする平成３１年度から、市民税均等割（現行３５００円）に  

１人あたり年間４００円（案）を上乗せすることを検討しています。 

 

 

          費用（案）                     財源（案） 

      約３億円     ＝      約３億円 
          ・診断助成制度                 市民の皆さまに新たに 

          ・事故救済制度                 ご負担いただく額 

                                      （年間４００円/人） 

 

＊（３ヵ年＜平成３１年度～３３年度＞の年平均） 

 

（４）その他の取り組み（診断後の支援） 

認知症と診断された方には、医療相談窓口の開設や見守りヘルパーの派遣など診断後も

切れ目のない継続的な支援を検討していきます。 

 

＜認知症に関する統計> 

                認知症高齢者（神戸市での推計値） 認知症高齢者割合（全国）      

国では、６５歳以上の方の

１５％が認知症、またこの

方々とは別に１３％の方が

認知症の疑いがあると推計

しています。 

 今後とも増えていくこと

が見込まれており、加齢に

よって多くの方がなり得   

ます。           2015年厚労省調べより算出    2013年厚生労働省研究班推計より 

（案） 
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 条例改正内容  

 

（１） 認知症条例 

 

①事故救済制度に関する第８条第１項の規定に、新たに以下の内容を盛り込む。 

    （ア）給付金の支給に加え、賠償責任保険制度や、かけつけ（捜索）サービス等を併せて 

実施するための規定を設ける。  

    （イ）認知症診断の運用基準に関する規定を設ける。  

 

 

 

 

 

 

 

②財政上の措置に関する第１３条の規定に、新たに以下の内容を盛り込む。 

    （ア）個人市民税の均等割（※２）の額を平成３１年度から３年間 1 人あたり年間 400 円 

上乗せするための規定を設ける。 

    （イ）上乗せ額を基金に積み立てるための規定を設ける。 

 

（参考：現行の第１３条） 

市は、この条例の目的を達成するため、財源を含む必要な財政上の措置を講ず

るものとする。 

※２・・個人市民税は、所得の額にかかわらず一定の額がかかる均等割と、前年の所得 

に応じてかかる所得割で出来ています。現在の市民税均等割額は 3,500 円です。 

 

 

（２） 神戸市市民福祉振興等基金条例（以下「基金条例」という。） 

 

   ①第１条に規定する基金の設置目的に、認知症条例に基づく事業を推進することを加える

ための新たな規定を設ける。 

（参考：現行の第１） 

次に掲げる目的を達成するため、神戸市市民福祉振興等基金(以下「基金」とい

う。)を設置する。 

(1) 神戸市民の福祉をまもる条例(昭和５２年 1 月条例第６２号)第５３条に規定

する市民福祉の向上を目的とする事業を推進すること。 

(2) 経済事情の変動等により著しく財源が不足する場合において当該財源に充

てること。 

 

（参考：現行の第８条第１項） 

市は、認知症の人及びその家族が安心して暮らすことができるようにするため、

認知症と診断された者による事故について、別に条例で定めるところにより、第 11

条の神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会の判定に基づき給付金を

支給するものとする。 
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②条例第２条に規定する基金に積み立てる額に、認知症条例第１３条に規定する上乗せ額 

を加えるための新たな規定を設ける。 

（参考：現行の第２条） 

基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。 

(1) 市民若しくは事業者が基金への積立てを指定し、又は市長が基金への積立

てを適当であると認める寄附金額 

(2) 基金の運用から生ずる収益の額。ただし、第６条第３項の規定により積み 

立てる場合に限る。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、予算で定める額 
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