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福 祉 環 境 委 員 会 

（ 保 健 福 祉 局 ） 

平成 30 年 2 月 22 日 

【報告】 

 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例（案）の検討状況について 

 

１．条例案の市民意見募集（パブリックコメント）の結果について 

（１）実施状況 

①意見募集期間：平成 29年 12月 11日（水）～平成 30年 1月 9日（火） 

 別添資料１のとおり 

②意見数：６通（20件） 

  ③主な意見： 

   ○「認知症の人にやさしいまち」とはすべての人にとってやさしいまちにつながると

思うので，認知症への理解と地域でのやさしさあふれる助け合いにつながることを

期待。 

   ○事故の救済制度はどういった内容になるのか。多くの方を救済してほしい。 

○認知症の方の運転免許の返納は大事だが免許返納後の支援もあわせて考えてほしい。 

○早期発見，早期介入が認知症の人の介護には一番必要であり，地域のネットワーク

の活性化を行う必要がある。 

○認知症高齢者は増えており，市民の理解をもっと広げていく必要がある。市民への

啓発を十分に取組んでほしい。 

 

（２）ご意見に対する神戸市の考え方について 

  別添資料２のとおり 

 

（３）今後の予定等 

・30 年 2 月    平成 30 年第 1 回定例市会に，神戸市認知症の人にやさしいまちづく

り条例案を上程 

・30年 4月    神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例施行 

・31年度     事故救済制度開始 
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２．「認知症の診断に関する専門部会」の開催概要について 

 

＜主旨＞ 

 事故救済制度に関連した認知症の診断基準や診断方法，認知症検診制度の導入などについ

て検討するため専門部会を設置し、部会長に神戸大学大学院保健学研究科教授の古和委員

を指名。 

 

＜専門部会委員名簿（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 

 

＜第１回の概要＞ 

（１）開催日時：平成 29年 12月 18日（月）19:30～21:30 

（２）出席委員：古和部会長，小倉，久次米，妹尾，坪井，前田，宮軒，若栄各委員 

   オブザーバー：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社， 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社，東京海上日動火災保険株式会社 

（３）議事 

① 認知症の人にやさしいまちづくり条例案および各部会の報告について 

② 改正道路交通法の認知機能検査について 

③ 事故救済制度における認知症の診断に関する意見交換 

④ 今後の進め方   

 

（４）議事概要 

   条例素案および各部会について報告するとともに，事故救済制度における認知症の診断

について議論していただいた。 

①認知症の人にやさしいまちづくり条例案および各部会の報告 

②改正道路交通法の認知機能検査について 

③事故救済制度における認知症の診断について 

   別添資料３～４のとおり 

委員からは，主に以下のようなご意見をいただいた。 

 

（ⅰ）認知症の定義について 

○記憶機能の低下は必須なのか。さまざまな認知症のタイプが有るがその点はどうなのか。 
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○認知症の定義でＤＳＭ5１）が出たが，あくまでもアメリカ精神学会の診断基準である。行

政が何かを行う時にあまり突飛な定義では馴染みもなく逸脱した感じになるのではない

か。行政機関で統一している定義がよいのではないか。 

○事故救済制度を活用するには，個別具体的に審議の必要があるのではないか。例えば，特

発性正常圧水頭症の場合，治療の必要があるが，治療前の事故はどう扱うのかなど。 

また，記憶障害は軽く，生活に支障がない場合でも前頭葉機能の障害が多い場合は，徘徊

だけでなく他者への危害が関わってくる。救済制度をもっとも活用するという主旨で個別

具体的に議論・審議されるべきである。定義にただし書きを入れてもよいのではないか。 

・大和市は限定されていて分かりやすい。神戸市は認知症の定義の範囲が広すぎる。 

１）DSM5：正式名「精神疾患の診断・統計マニュアル（Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders）」米国精神医学会が作成した精神疾患・精神障害の分

類マニュアル。精神障害が 22 カテゴリーに分類。 

 

（ⅱ）検診制度について 

○国内で検診を導入しているところはあるか。 

さいたま市がモデル事業で昨年 8 月から開始。受検率 2 パーセント弱。スクリーニン

グ検査は浦上式を採用。精密検査は，混乱を避けるため認知症疾患医療センターを外

して，引き受けると手を挙げた医師が保険診療で行う。一連の検診は，医師会に一括

して委託。 

○一般の健診と合わせて認知症の検診を行うのか，単独で行うのか。 

○検診制度の目的は，事故救済制度か。 

○事故後の診断かと思っていたが，事前に診断することが大きな目的なのか。 

○目的を事故救済制度としたほうが市民に受け入れられやすいと思う。 

○事前ということであれば早期診断，早期支援がどのように多くの人の利益になるか。 

○早期発見がメリットになるのか。偏見なくＢＰＳＤ（行動・心理症状）を防ぎ，診断だけ

を急ぐのはない。今後スクリーニングの体制，個人情報を配慮し，周囲から強制されな

いにはどうしたらよいか。 

○かかりつけ医が実施するようだが，どの程度の内容なのか。ＭＭＳＥ２），ＤＡＳＣ21３）

等か。 

問診と組み合わせるとしても時間がかかり，ＢＰＳＤも調べるとなればどこまでスクリ

ーニングするのか。短時間でできるものでないと厳しい。 

○スクリーニングツールとしてＤＡＳＣ21 を使用するがよいのではないか。検診制度の導

入，早期発見，早期診断，早期対応，インセンティブをどう作るか。 

○事故救済を目的として担うことは医療機関として分かりやすい。当事者，家族が主体的に

望んですることが大事。主体的にやると事故救済が受けられますよとわかる方がよいので

はないか。スクリーニングすること自体が必要か。 

○介護保険で日常生活自立度判定基準４）ⅢおよびⅣの認定者が，対象になるならばやさし

い条例となるのではないか。しかし，事故救済ではなく，検診を受けるように過剰に勧

められないか懸念する。見守りはよいが，裏返せば人権に関わることであり注意が必要。



17 

 

事故救済が目的なのであれば，将来利益になりうるとわかりやすいので，やりやすいと

思う。 

   ２）MMSE：Mini‐Mental State Examination ミニメンタルステート検査。 

時間の検討識、場所の見当識、3 単語の即時再生と遅延再生、計算、物品呼称、文

章復唱、3 段階の口頭命令、書字命令、文章書字、図形模写の計 11 項目から構成

される 30 点満点の認知機能検査。23 点以下は認知症疑い、27 点以下は MCI（軽

度認知障害）が疑われる。 

３）DASC21：Dementia Assessement Sheet for Community-based Integrated Care 

System-21 items 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。 

  認知症機能障害と生活機能障害（社会生活の障害）に関連する行動の変化を評価す

る尺度で、介護職員やコメディカルでも施行できる 21 項目からなる。 

４）日常生活自立度判定基準：要介護認定における認知症の程度を踏まえた日常生活の

自立度。（Ⅰ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、M の 9 段階） 

 

（ⅲ）診断のレベルについて 

○認知症疾患医療センターの診断レベルは一定なのか。診断の統一のためフォーマットを

作成するということか。 

○対象者が事故救済の対象かどうかと診断する時に，ある認知症疾患センターはすぐ認め

てくれる，こちらは認めないということがあるのではと懸念する。 

○認知症にやさしくない条例を検討しているように思う。主治医意見書で認知症と診断さ

れたら，免許返納するように誰が伝えるのか。主治医が免許返納について伝えなければ

いけなくなると，意見書を書く医師がいなくなるのではないか。 

 

（ⅳ）データベースの構築について 

○データベースの構築は，神戸市で管理するのか。個人情報の管理，別情報の紐付け，相

当慎重にしなければならない。 

○事故救済に関してのみに利用する前提があれば，受け入れられやすい，他のことに使わ

れ不利益が大きく広がらないか懸念があり，議論がしにくい。 

○データベースと早期診断，ＭＣＩ（軽度認知障害）診断は関係があるのか。 

 

 

＜第 2回の概要＞ 

（１）開催日時：平成 30年 1月 16日（火）19:30～21:30 

（２）出席委員：古和部会長，小倉，久次米，妹尾，前田，宮軒，若栄各委員 

   オブザーバー：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社， 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社，東京海上日動火災保険株式会社 

（３）議事 

① 第１回認知症の診断に関する専門部会の主な意見について 

② 事故救済制度における認知症の診断のしくみについて 
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③ 今後の進め方   

 

（４）議事概要 

   第 1 回専門部会について報告するとともに，事故救済制度における認知症の診断のしく

みについて議論していただいた。 

① 第１回認知症の診断に関する専門部会の主な意見について 

② 事故救済制度における認知症の診断のしくみについて 

   別添資料５～６のとおり 

③ 今後の進め方 

別添資料７のとおり 

   委員からは，主に以下のようなご意見をいただいた。 

 

（ⅰ）事故救済制度における認知機能検査について 

○介護保険を申請されていない方が事故に巻き込まれる可能性が高いと思う。事故救済・予

防を目的とするならば，案①②から選ぶのであれば案①，併用が現実的だと思う。 

○主治医意見書はかかりつけ医が書くため，外科や整形外科の先生など認知症診断に馴染み

のない先生も書かないといけない。案②は抵抗がある医師もいるのではないか。 

○案②では，まだ認知症ではない方，前段階の方はどうするのか。診断だけで終わりという

事はあってはならず，付随する予備軍，ごく初期の方，診断が微妙な方，ただ単に救済す

る・しないの観点のみならず，認知症にならないような仕組みづくりをどこかで考えなけ

ればならない。 

○介護保険制度の一部改正により，3年に 1回の診断でよいのか。日常生活自立度判定基準Ⅲ，

Ⅳは省くとなると，Ⅰ，Ⅱの方だけをＭＭＳＥ，ＤＡＳＣで診断するのか。意見書だけで

選別し，その方だけを診断するとなると，難しいと言われる医師が多いのではないか。毎

年実施するのか，受検を希望する年齢が受けてよいのか。 

○主治医意見書の自立度を基準にすると，主治医の意見書を書くのにかなり準備期間が必要

と思う。日常生活自立度判定基準Ⅱａ，Ⅱｂが対象として，ＭＭＳＥもしくはＤＡＳＣを項

目として意見書に記載しなければならない縛りが出来た場合，かなり混乱する。介護保険

を使用するのであれば，診断名の介護に要する疾患名 1，2，3 の 1 に認知症名が記載され

ていれば，認知症が介護に影響していると考えていいのではないか。 

○意見書を申請しない可能性もあり，早期発見・早期治療も考えるならば，案②だけに頼る

のは問題ではないか。早期発見なら案①ではないか。 

○案②を医師会が会員に周知徹底するということになった場合，強制的な意味合いのものに

なってくると，かなりの反発が見込まれる。 

○主治医意見書の研修会の講師企画をしているが，介護保険申請は 8 万 5 千件，約半数が病

院の主治医，残りがかかりつけ医，病院の先生方がどれぐらい医師会と関与しているのか

把握していないが，意見書を書く先生全員に研修会をすることは，医師会単独では難しい。 

○主治医意見書だけで認知症の診断名きちんと書きなさい，診断方法をＭＭＳＥ，長谷川式５）
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を使用しなさいと伝えても，どれだけの医師が応じるか不安であり，主治医意見書だけで

は難しいのではないかと思う。 

○案②だけをベースにするのは非常に問題がある。慎重に判断していただきたい。 
５）長谷川式：Hasegawa’s Dementia Scale-Revised 改正長谷川式認知症スケール。 

年齢、見当識、3 単語の即時記銘と遅延再生、計算、数字の逆唱、物品記銘、言語流暢性

の 9 項目からなる 30 点満点の認知機能検査。20 点以下が認知症疑いとなる。 

 

（ⅱ）精密検査について 

○診断は，問診ありきで，認知機能検査，心理神経機能検査，画像検査，血液検査は最低限

必要だと思うが，これらをいきなり全て認知症疾患医療センターへ持っていくとセンター

はパンクする。 

○主治医意見書で認知症の疑いがある人，日常生活自立度Ⅲ，Ⅳの方を対象とするとかなり

の人数になるのではないか。これから新たに意見書を申請する場合，認知症疾患医療セン

ターでなくても，診断をしている医療機関は多くあると思うが，このような流れであると

全ケースを認知症疾患医療センターへつなぐという縛りができてしまうのではないか。 

○日常生活自立度Ⅲ，Ⅳで明らかに進行期の方は，認知症疾患医療センターを受診しなくて

も，他の医療機関で正確な診断を受けていれば，認知症の救済制度の対象者として扱って

もらえるということで間違いないか。 

○対象者全員が認知症疾患医療センターを受診しないといけないように見える。 

○全例を認知症疾患医療センターや専門医を通さなくても，主治医がフォーマットを使用す

れば，ある程度オートマティックに一番多いアルツハイマー病は診断可能，それ以外に関

してはセンター・専門医への受診を考慮くださいというような流れをつくるのがよいので

はないか。 

 

（Ⅲ）その他の検討事項について 

○事前診断としてこの流れで行うことをメイン（事故救済制度対象者メインを前提）として

考えているのか，事後的なものの申請も不利にならないようにと考えているのか，人数的

にどう考えているのか。条例の認知症にやさしいまちづくりという趣旨からすると，本来

は事前事後の区別なく救済を受けられなければならないと思う。環境が整えば検診率も当

然あがるはず。体制も大事だが，“主体的な”ところを考えていかなければいけないのでは

ないか。事故救済制度が付け足しのような印象を受ける。事故救済を目的とするが，検診

が一番の目的のように印象を受ける。データーベースの構築など仕組みも必要だが，事前

に受けていないと事故救済制度は受けられないという印象を市民に与えるようでは，やさ

しいまちづくりではないと思う。 

○住民の方がこのフローに載ってくれるのか気になる。住民の方は検査費の助成よりも，認

知症と言われたら，その先が見えないことへの不安が強く，受診までと受診後の支援，誰

がどのようにするのかを提示すること，そのために必要な支援方法の検討が必要だと考え

る。 
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○診断の結果をどのように表現するのか。それによって，どこまで何をするかが決まってく

ると思う。アルツハイマー軽度・中等度，診断の結果をどう表現すかイメージはあるのか。 

○第 1 段階でのスクリーニング，認知機能検査をどのように実施するという問題と，認知症

の疑いの方の鑑別診断についての議論を分けてはどうか。第 1 段階で決定した方を，第 2

段階の専門機関でどこまで実施，診断するのかなど，議論が拡大するのではないか。 

 

 

＜第 3回の概要＞ 

（１）開催日時：平成 30年 2月 13日（火）19:30～21:30 

（２）議事 

① 第 2回認知症の診断に関する専門部会の主な意見について 

② 事故救済制度における認知症の診断のしくみについて 

別添資料８のとおり 

③ 今後の進め方 
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神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例（案）について 

 

 

１．条例制定の趣旨  

 

神戸市では，昭和 52 年に「神戸市民の福祉をまもる条例」を制定し，市・事業者・市民の協働

による福祉都市づくりを，全国に先駆け推進してきた。 

平成７年の阪神・淡路大震災を契機に，高齢者の見守り活動は，見守り推進員の配置と地域

とのさらなる連携による展開がなされており，その後「協働・参画３条例（「神戸市民による地域活

動の推進に関する条例」等）」のもと，活発な地域活動が人と人のつながりを深めてきた。 

また，復興プロジェクトとして神戸医療産業都市構想が進められ，日本最大級のバイオメディカ

ルクラスターが形成されており，ＷＨＯ（世界保健機関）健康開発総合研究センターにおいては，

高齢化社会に対応するユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（※１）の実現に向けた取組が進められ

ている。 

このような活動が評価され，平成 28 年９月にＧ７保健大臣会合が神戸市で開催された際に，

認知症の取組が言及された「神戸宣言」が出され，平成 29 年５月にＷＨＯ総会にて認知症に関

する「グローバル･アクション・プラン（※２）」が採択された。 

神戸市は，国の「認知症施策総合推進戦略（新オレンジプラン）」を推進するとともに，この世界

的な認知症への取組を実践する中で，市民誰ひとりとして取り残さないとの決意のもと，認知症

の人にやさしいまちづくり条例を制定する。 

 

 

 

※１ ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ：全ての人が，適切な健康増進，予防，治療，機能回復に関する

サービスを支払い可能な費用で受けられる状態のこと。平成 24年 12月国連総会で，国際社会共通

で取り組むことが採択された。 

 

※２ グローバル･アクション・プラン：ＷＨＯ総会で採択された世界各国での認知症への対応を推し進める

行動計画。「認知症を重要保健課題に」・「リスク軽減，予防」・「診断，治療，介護その他支援の充

実」・「研究開発の推進」等を掲げている。 

    また，国においては，「認知症施策総合推進戦略（新オレンジプラン）」を平成 27年１月に策定し，全

国的に認知症施策を推進しているところであり，グローバル・アクション・プランとともに新オレンジプ

ランへの対応も含め，認知症施策を推進していく。 

  

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例 

意見募集資料 資料１ 
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２．条例（案）の内容 

第１章 総則 

（１）目的 

この条例は，認知症の人にやさしいまちづくりの理念を定め，市の責務と市民及び事業者

の役割を明らかにするとともに，施策の基本となる事項を定め，認知症の人にやさしいま

ちの実現に資することを目的とする。 

（２）定義 

「認知症の人」とは，介護保険法第５条の２に規定する脳血管疾患，アルツハイマー病そ

の他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機

能及びその他の認知機能が低下した状態の方。 

（３）基本理念 

認知症の人にやさしいまちづくりとは，次に掲げる基本理念に基づき推進するものとする。 

①認知症の人の尊厳が保持され，その人の意思が尊重され，社会参加を促進し，安全

に，かつ安心して暮らし続けられるまちを目指すこと。 

②認知症の人とその家族のよりよい生活を実現するために必要な支援を受けられるよう，

まち全体で支えること。 

（４）市の責務 

ⅰ）市は，基本理念に基づき，認知症を重要保健課題として位置づけ，市内の認知症に係

る医療・介護関係者及び大学等研究機関と連携し，「社会的認知の向上と啓発」・「リス

ク軽減，予防」・「診断，治療，介護その他支援の充実」・「介護者・家族への支援」・「科

学的根拠の基盤となる情報システムの整備・充実」・「研究開発の推進」に基づく施策を

総合的に実施するものとする。 

ⅱ）前項については，認知症の人やその家族の視点を重視するとともに，不断の検証及び

見直しを行うものとする。 

（５）市民及び事業者等の役割 

市民及び事業者は，認知症の人とその家族に対する理解を深め，市と市内の認知症に係

る医療・介護関係者及び大学等研究機関との連携により，認知症の人にやさしいまちづく

りを進めるよう努める。 

 

第２章 認知症の人にやさしいまちづくりに関する施策の基本事項 

（１）責務又は役割を踏まえた施策の推進 

前章の責務又は役割を踏まえ，市，市民及び事業者は，市内の認知症に係る医療・介護

関係者及び大学等研究機関と連携し，協働して以下の取組を行うものとする。 

（２）予防・早期介入 

ＷＨＯ並びに神戸医療産業都市に関連する企業，大学及び研究機関等と連携又は協力し，

次に掲げる施策の実施により，認知症の予防及び早期介入を推進する。 



 

23 

 

①認知症の早期発見・早期介入に資する研究に対する介護等の情報提供による協力に

関すること。 

②認知症治療薬や早期診断手法の研究並びに認知症の予防及び介護に関する製品及

びサービスの開発支援に関すること。 

③認知症研究等で得られた成果等最新の知見の市民への還元及び施策への反映に関

すること。 

（３）事故の予防と救済 

ⅰ）認知症の人とその家族が安全に，かつ安心して暮らすことができるよう，認知症と診断

された人による事故について，別に定めるところにより委員会（※第３章に規定する委員

会）の判定に基づき給付金を支給する。 

ⅱ）交通事故防止に向けて，移動手段の確保など，地域での生活支援に努めるとともに，

認知症の疑いがある人の運転免許自主返納を推進する。 

（４）治療・介護の提供 

ⅰ）認知症に係る相談については地域包括支援センターを中心に推進するとともに，早期

受診につながる体制の確立並びに早期診断及び適切な治療又は介護の提供に必要な

環境整備を行う。 

ⅱ）認知症の人を支援する医療及び介護に係る人材を確保し，及び資質を向上するため

支援体制を充実させる。 

（５）地域の力を豊かに 

認知症の人が住み慣れた地域で最後まで安心して暮らし続けることが出来るよう，次に掲

げる施策を実施し，地域の力を豊かにしていくこととする。 

①地域の実情に応じた効果的な介護予防事業の推進に関すること。 

②認知症の人とその家族が，地域住民や支援を行う人と交流できる環境の整備に関す

ること。 

③認知症の人が社会での役割又は生きがいをもてるような社会参加の場の提供に関す

ること。 

④地域包括支援センター単位での声かけ訓練の促進等意識の醸成に関すること。 

⑤認知症への理解を深める啓発及び行方不明者の早期発見のためのＩＣＴを活用した

取組等による地域での認知症の人の見守りの推進に関すること。 

⑥児童及び生徒に対する認知症の人を含む高齢者への理解を深める教育の推進に関

すること。 

⑦認知症の人の判断能力に配慮した成年後見等の権利擁護の取組の推進に関するこ

と。 
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第３章 その他 

（１）委員会の設置 

市は，認知症の人にやさしいまちづくりの推進と評価を目的とする市長の附属機関として，

「神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会」を設置する。 

（２）議会への報告 

市長は，毎年度，本市の認知症の人にやさしいまちづくりに関する施策の実施状況を議会

に報告するものとする。 

（３）財政上の措置 

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じる。 

（４）施行の細目 

この条例の施行に関し必要な事項は，別に市長が定める。 

 

 

 

３．施行予定 

 平成 30年第１回定例市会に上程し，議決された場合は公布の日から施行する予定です。 

 ただし，２．のうち，第２章（３）事故の予防と救済のⅰ）に記載した内容は，上記議決後１年程度

で施行する予定です。 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●予防・早期介入（WHO・神戸医療産業都市・大      

    学・研究機関等の連携による取り組み） 

・研究に対する介護等の情報提供 

・認知症治療薬や早期診断手法の研究、製品・ 

 サービスの開発支援 

・研究成果の市民への還元、施策への反映 

 

 

 ●事故の予防と救済 

 ・認知症と診断された人による事故に関す 

  る救済（給付金の支給） 

 ・移動手段の確保等、地域での生活支援 

 ・運転免許自主返納の推進 

 

●治療・介護の提供 

・地域での相談体制、早期受診につながる 

 体制の確立 

・適切な治療・介護の提供に必要な環境整備 

・医療・介護にかかる人材の確保と資質向上 

 

 

 

 

 ●地域の力を豊かに 

・交流できる環境や社会参加の場の整備 

・地域包括支援センター単位での声かけ訓練 

・ＩＣＴを活用した行方不明者対策等見守り 

 体制の提供 

・市民への啓発、児童･生徒への教育の推進 

・成年後見等の権利擁護の推進 

 

 

施策 

協働での取り組み 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例案（概要） 

神戸市では、これまで、市民福祉の向上、震災を教訓とした地域見守り活動、神戸医療産業都市構想等
に取り組んできた。 
国の「認知症施策総合推進戦略（新オレンジプラン）」を推進するとともに、G7保健大臣会合「神戸宣言」
を受け採択された WHOの認知症グローバルアクションプランの実践によって、認知症の人にやさしいまち
づくりを推進していく。 

背景・意義 

・認知症の人の尊厳が保持され、その人の意思が尊重され、社会参加を促進し、安

全に、かつ安心して暮らし続けられるまちを目指すこと 

・認知症の人とその家族のよりよい生活を実現させるために必要な支援を受けられ

るよう、まち全体で支えること 

基本理念 

認知症の人にやさしいまちの実現 

認知症の人にやさしいまちづくりの推進・評価 

認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

医療介護関係者・ 
大学等研究機関 

市 

市 民 
事業者 
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「神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例（案）」に対する意見の概要及び 

意見に対する本市の考え方 

 

意見提出件数：６通（６名）２０件 

※意見の概要は、いただいたご意見の主旨を損なわない範囲で要約しています。 

  

番号 項目 意見の概要 回答 

１ 全般 ・認知症は誰もが発症する可能性があ

り、認知機能は年齢とともに衰えるも

の。「認知症の人にやさしいまち」と

はすべての人にとってやさしいまち

につながると思うので、認知症への理

解と地域でのやさしさあふれる助け

合いにつながることを期待している。 

本市では、国の「認知症施策総合推進戦

略（新オレンジプラン）」の推進も含め、

市民誰一人として取り残さないとの決意

のもと、本条例を制定していくこととして

います。 

条例において、認知症の人の尊厳やその

人の意思を尊重し、安全安心して暮らし続

けていけるまちを目指していくこと、ま

た、認知症の人とその家族のより良い生活

を実現するために必要な支援を受けられ

るよう社会全体で支えていくことを、基本

理念として取組みを進めていくこととし

ています。 

具体的には、市民・事業者・市が協働の

もと、医療・介護関係者および大学等研究

機関と連携しながら、「予防及び早期介入」

「事故の救済及び予防」「治療及び介護の

提供」「地域の力を豊かにしていくこと」

の４つの柱となる取組みを推進すること

により、認知症の人にやさしいまちの実現

を目指してまいります。 

２ ・認知症になろうとなかろうと、人に

やさしい町になれば、誰でも住みやす

い町になる。自分のために何をすれば

自分が元気で丈夫な老後を過ごされ

るか、それが見えてれば、認知症にな

っても、偏見や、差別されなく住みや

すいやさしい町になるはず。 

近頃は、認知症になっても、高齢者

（人）と同じように頭を使い、体を使

う事をすれば、発病するとしても発病

の進行が遅くなると理解されるよう

になった。「認知症の人にやさしいま

ちつくり」ができれば、高齢者にも他

の障害者にも優しい町になるはずで

す。是非進めて下さい。 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例 

意見募集資料 資料２ 
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３ 第 1章

（２）

定義 

・当事者中心の考え方をしてほしい。

そうすることで認知症になった方や

家族が少しでも穏やかに過ごすこと

ができると思う。表現の仕方を、認知

症の人ではなく、認知症になった方に

してほしい。言葉一つでご本人や家族

が傷つく。言葉で考え方をすることで

対応や印象も変わってくる。  

本条例の基本理念において、認知症の人

の尊厳やその人の意思を尊重し、安全安心

して暮らし続けていけるまちを目指して

いくこと、また、認知症の人とその家族の

より良い生活を実現するために必要な支

援を受けられるよう社会全体で支えてい

くことと規定しています。 

ご指摘の点は、今後施策を推進していく

うえで充分留意してまいります。また、引

き続き、認知症ご本人やそのご家族の声を

お伺いしながら施策を進めてまいりたい

と考えております。 

４ 第 2章 

（２）

予防及

び早期

介入 

・医療産業都市として、認知症予防や

治療・介入についてリードする役割を

期待する。 

神戸医療産業都市では、先端医療振興財

団において、ＰＥＴによるアルツハイマー

病の早期診断に関する研究などを行って

います。 

また、認知症に関する臨床研究を推進す

るため、認知症専門医等と臨床試験参加希

望者とのネットワーク（ＫＯＢＥもの忘れ

ネットワーク）を構築しています。 

これらの研究基盤を活用し、神戸市・先

端医療振興財団と世界的製薬企業との間

で平成 28年 3月に締結した協定に基づき、

新たな認知症治療薬の研究開発がすすめ

られています。 

さらに、ＷＨＯ神戸センター及び神戸大

学等による共同研究「認知症の社会負担軽

減に向けた神戸プロジェクト」が同財団も

参画して平成 29 年 8 月より本格開始して

おり、本市もデータ提供等で協力していき

ます。 

今後とも、ＷＨＯ神戸センターとの連携

や、神戸医療産業都市の研究基盤を活用

し、認知症予防の研究や効果的な治療・介

入につながる取組みを推進していきたい

と考えています。 
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５ 第 2章 

（２）

予防及

び早期

介入 

・認知症を発症しないようにする部分

が少ない。ＭＣＩ（軽度認知障害）の

方をとりこぼしなく掬いあげること

が発症を抑える要因となる。認知症に

なったらどうしようよりも、ならない

ようにする方に力を入れたほうがよ

いのでは。 

認知症の予防や早期介入の取り組みは

大変重要です。 

本条例では、認知症の早期発見・早期介

入に資する研究に対する介護等の情報提

供による協力、認知症治療薬・早期診断手

法の研究、認知症の予防や介護に関する製

品・サービスの開発支援等の取り組み、認

知症研究等で得られた成果等最新の知見

の市民への還元等や施策への反映を推進

していくこととしています。 

具体的には、ＷＨＯ神戸センター及び神

戸大学等による共同研究「認知症の社会負

担軽減に向けた神戸プロジェクト」におい

て、本市がデータ提供等の協力を行うな

ど、対応してまいります。 

また、早期受診につながる体制の確立、

早期診断や適切な治療・介護の提供に必要

な環境整備を行うこととしております。 

このように、認知症の予防や早期介入の

取組みを引き続き推進していきたいと考

えています。 

６ ・ＭＣＩの方については、適切な認知

症予防のプログラムを受けることに

よって認知症状が改善できるという

データもありＭＣＩの対象の方を限

定にし、神戸市における認知症状が改

善できるプログラムを検討し、実際に

そのプログラムを計画的に受けるこ

とができるような仕組みを作ってい

ただきたい。 

７ ・認知症になった方とそれを支える方

のバランスが保たれてこそ支援が成

立するので、認知症にならない生活と

いうのも同時に推し進めていく。 

８ 第 2章 

（３） 

事故の

救済と

予防 

・事故の予防と救済について、今後の

別に定められる内容に期待する。 

本条例においては、認知症の人やご家族

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人による事故

について、判定に基づき給付金を支給する

こととしております。 

実施に向けては解決すべき課題が多く

ありますので、本年秋頃までを目処に、「事

故救済制度に関する専門部会」において引

き続き検討を続け、平成 31 年度の制度開

始を目指すこととしています。 

事故救済制度が認知症の人やご家族の

みならず地域全体の安全安心な暮らしに

つながる制度となるよう検討してまいり

ます。 

９ 新聞でみたが、事故の救済制度はどう

いった内容になるのか。多くの方を救

済してほしい。 

１０ 認知症の人に優しく、認知症ではない

人にもやさしいまちつくりが大切だ

と思う。認知症の方が起こした事故に

対して、責任をとらなくてもいいとい

うのは、認知症の方やその家族にとっ

てはよいが、被害者からみればどうな

のか。家が壊された、命を奪われたけ

ど、認知症の人だから仕方がないと思

えるだろうか。 
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１１ 第 2章 

（３） 

事故の

救済と

予防 

認知症の方の運転免許の返納は大事

だが、免許返納後の支援もあわせて考

えてほしい。 

診断により認知症であることが判明し

た時は、道路交通法の規定により、運転免

許を取消し等となります。 

本条例では、運転免許自主返納の推進に

合わせて、移動手段の確保など地域での生

活支援に努めることとしており、具体的な

方策について検討していきたいと考えて

おります。 

なお、運転に必要な能力評価について

は、75歳以上の高齢者に対し一定の違反行

為があった場合や免許更新時に認知機能

検査が実施されておりますが、認知症と安

全運転の関係については、国において調査

研究が進められる予定です。 

また、介護保険を利用されている方の対

応においては、サービス担当者会議での検

討内容（ご本人の記憶障害や生活上の障害

の程度、鑑別診断結果等）を、あんしんす

こやかセンターや認知症初期集中支援チ

ームへつなぎ、認知症の疑いがある方の自

動車運転に関する相談に充分に応じるな

ど、適切な支援につながるよう、連携・協

力しながら対応を進めていく必要がある

と考えています。 

１２ ・運転免許自主返納の推進は、家族や

周囲にとっては安心だが、安易に返納

をすすめられてしまうと、本人の社会

参加や残存能力活用とは相反するの

ではないか。 

 ・認知症の疑いを正確に判断し、本当

に自主返納が必要な人は速やかな返

納を、そうでない人は必要なときを見

定めて運転を卒業できるような啓発

や仕組みづくりが大切であり、適切な

タイミングでの返納ができるよう研

究を進めてほしい。 

１３ ・運転免許の取り消しは、運転に必要

な能力評価をして、基準に達していな

ければ必要だと思う。自主返納は、返

納が必要な方こそ難しいと思う。評価

に達していない場合は取り消しと同

じで評価が必要だと思う。  

 ・あんしんすこやかセンター職員やケ

アマネジャー等の意見も考慮し、サー

ビス担当者会議等でも検討してはど

うか。主治医や家族等関わる人達で連

携して情報を集め、行政主導で取り消

し・返納に取り組む必要があると思

う。 
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１４ 第 2章

（４） 

治療及

び介護

の提供 

・認知症の方と特にその家族が抱える

負担ははかり知れない。実際に同居し

て世話されている人でないとその兄

弟や親類、近隣の方でもわからない苦

労である。家族の方が心身に余裕があ

れば、ご本人も健やかな時間が増え

る。 

・「介護にかかる人材の確保と、資質

向上」とあるが、家族を支える在宅ヘ

ルパーはどんどん不足して、疲弊し、

資質向上どころではない現状であり、

何とか改善してほしい。認知症の方が

利用できるショートステイ先も増や

してほしいが、施設の人手不足の解消

が先決かと思う。 

本条例では、基本理念において、認知症

の人とその家族のより良い生活を実現す

るために必要な支援を受けられるよう社

会全体で支えていくこととしています。 

本市では、本市独自の介護保険の上乗せ

サービスとして、ヘルパーによる長時間の

話し相手や見守り等を行う「ほっとヘルパ

ーサービス」や、「認知症カフェ」の登録・

紹介、「介護リフレッシュ教室」の開催な

どを行っています。さらに今年度より、活

動意欲の高い認知症サポーターをボラン

ティアとして養成する「訪問サポーター派

遣事業」を開始します。これらの事業を引

き続き推進し、認知症の人とその家族の負

担を軽減できるよう取り組んでいきます。 

また、介護保険サービスの利用者が増加

すると見込まれる中、介護人材の確保・定

着は喫緊の課題です。今後も、国・県・市

の役割分担の下、事業者団体等との連携も

通じて、人材確保・定着の充実に努めてま

いります。 
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１５ 第 2章

（５）

地域の

力を豊

かにし

ていく

こと 

・地域の力を豊かにする具体的な取り

組みが記載されていることで、今後地

域で支援活動に取り組む際の指針と

なり、本条例が人々の生活に活かさ

れ、認知症のひとにやさしいまちづく

りが実現していくものと期待してい

る。地域住民や専門職、企業や事業所

に条例の内容が浸透し、それぞれの取

り組みが速やかに拡がるよう期待し

ている。 

本条例では、地域の力を豊かにしていく

取組みとして、介護予防事業の推進、地域

住民や支援者と交流できる環境の整備、社

会での役割・生きがいを持てるような社会

参加の場の提供、あんしんすこやかセンタ

ー単位での認知症高齢者等声かけ訓練の

促進等意識の醸成、認知症への理解を深め

る啓発及び行方不明者早期発見のための

ICT を活用した取組み等認知症の人の見守

りの推進、児童及び生徒に対する認知症の

人を含む高齢者への理解を深める教育の

推進などを規定しております。 

また、地域のネットワークについては、

これまで民生委員等地域の支援者による

高齢者の見守り活動や各あんしんすこや

かセンター圏域での支援ネットワークづ

くりに取り組んできました。 

これらについて、市民や専門職、企業や

事業所の方々と連携して取組み、理解や支

援が拡がるよう対応を進めてまいります。 

 

１６ ・早期発見、早期介入が認知症の人の

介護には一番必要であり、手法の研究

よりも地域のネットワークの活性化

を行う必要があると思う。特に、老老

介護や一人暮らしで認知症になられ

た方の情報は、近所の人がどのくらい

その方に関心を持っていて関わって

いるかによる。認知症の人が積極的に

（自分から）地域の方と交流すること

は少ないため、地域の力が必要とな

る。 

・高齢者の介護にはいろいろな方の介

入が必要で、自治会・婦人会等の既存

の地域ネットワークの活性化が高齢

化社会を乗り切るためには重要。 

１７ ・地域包括支援センター単位での声か

け訓練を実施する際には、特に自治会

等地域住民の関係団体の周知に関し

ては、声かけ訓練の必要性を神戸市よ

り積極的に働きかけていただきたい。 
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１８ 第 2章

（５）

地域の

力を豊

かにし

ていく

こと 

・（５）①の「介護予防事業」につい

て、「予防」という言葉から「認知症」

が悪い病気のイメージをもつ。「生活

力向上事業」くらいの文言ではどう

か。 

本市では、健康寿命の延伸を目標に掲

げ、市民・事業者と連携し、介護予防の推

進等に取り組んでおります。介護予防と

は、認知症に限らず、高齢期の方に、健康

に気を付け元気に過ごしていただけるよ

う取組んでいくものです。 

出来る限りの自立した生活や生活能力

の維持・向上も含め、前向きに取り組んで

いただく活動と考えております。 

 ご指摘の点につきましては、今後とも広

報を行う際に留意してまいります。 

１９ ・認知症高齢者は増えており、市民の

理解をもっと広げていく必要がある。

市民への啓発を十分に取組んでほし

い。 

認知症サポーターの養成や、あんしんす

こやかセンター単位での認知症高齢者等

声かけ訓練の促進等、市民や関係団体等に

対し、認知症について正しい理解を深める

取り組みをより進めていきたいと考えて

おります。 

また、若い世代の理解も重要であると考

えておりますので、児童・生徒に対する認

知症の人への理解を深める教育も推進し

ていきます。 

２０ ・当事者が働ける場や居場所を作って

ほしい。 

本条例では、認知症の人とご家族が地域

住民や支援者と交流できる環境整備や、認

知症の人が社会での役割・生きがいを持て

るような社会参加の場の提供等に取り組

むこととしています。 

誰もが自由に参加し、気軽に相互交流や

相談等ができる集いの場である「認知症カ

フェ」の登録・紹介を推進するなど、認知

症の人とそのご家族が安心して過ごせる

居場所づくりの取り組みを進めてまいり

ます。 

また、就労については、特に若年性認知

症の人は、働き続けたいとの思いが強い方

が多くおられることから、兵庫県が若年性

認知症専門の相談センターを設置し，専門
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職による電話・訪問等の一般相談と，弁護

士・社会保険労務士・医師などによる専門

相談を行なっております。 

また、障害者手帳を取得した場合は、就

労移行支援や就労継続支援が利用できま

すので、ハローワーク（公共職業安定所）

と兵庫障害者職業センターとの連携によ

り、本人に合った働き方ができるよう、本

人と雇用主からの相談に対応しています。

本市としても、就労を希望される方に対し

て適切にご案内できるよう、各相談窓口に

おける情報提供に努めているところです。 
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事故救済制度における認知症の診断についての検討事項 

 

＜前提事項＞ 

 

○事故救済制度の対象者：認知症と診断された人 

○認知症の定義：介護保険法第５条の２に規定する脳血管疾患、アルツハイマ

ー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活

に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が

低下した状態。（道路交通法上同義） 

○運転免許自主返納推奨者：認知症の疑いがある人 

道路交通法において、認知症であることが判明したとき、欠

格事由として定められているため、「認知症」の人は自主返納

の対象としていない。 

○公費で多額の給付金を支給するため、制度の対象とする人には厳密な診断が

必要 

○早期受診、早期診断を促進するために事前診断を推奨 

 

 

＜検討事項＞  →参照：別添資料４ 

 

○診断する医師、医療機関、フォーマット等の検討 

 

○認知症検診制度の導入    

 ・スクリーニング（無料検診を検討）→臨床確定診断（保険診療）の流れ 

 ・委託先の候補 

 

○医療機関への受診誘導 

・スクリーニング（検診用）無料券配布が必要かどうか検討 

・保険診療の自己負担金部分の助成（全額あるいは一定額助成）も検討 

 

○認知症初期集中支援チームとの連携 

 ・認知症サポート医、各区チームとの連携のしくみも検討 

 

○事後診断の場合 

・認知症の診断を受けていない場合の診断依頼先 

（認知症疾患医療センター等）の検討 

 

○現在「認知症」と診断を受けている人の再診断の必要性 

・移行措置の検討（認知症高齢者生活自立度ⅢとⅣは再診断なし等） 

認知症の診断に関する専門部会 

第 1回会議資料より抜粋 資料３ 
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認知症の診断に関する専門部会 

第 1回会議資料より抜粋 資料４ 

医療 

認知症

疑い 

神戸市事故救済制度に関する診断のしくみ（案） 

認知症検診（スクリーニング） 

 

 

 

かかりつけ医フォロー 

委員会の判定により給付金を支給 

認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

精密検査（保険診療） 

認知症疾患医療センター等 

 

個別実施 

運転免許 
自主返納 

自己負担金部分を助成 

無料検診 

データベース

の構築 

 

認知症の診断 

事故救済制度の対象者 
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事故救済制度における認知症の診断のしくみについての検討事項 

 

＜検討事項＞  →参照：別添資料６ 

   

（１）事故救済制度における認知症検査    

案① 個別実施の認知症検診導入をする場合 

   ・委託先は未定 

・後期高齢住民に検診実施医療機関リストと無料検診券の配布 

・案①のメリット：対象が広い。 

   デメリット：検診と介護保険主治医意見書の診断名が併存する。 

 

案② 介護保険主治医意見書作成の際に認知症検査を導入する場合 

・介護保険主治医意見書の記載を依頼された医師が検査を行う 

・事前に決めた認知機能検査を実施し、認知症疑いの人は精密検査を

勧める。 

・案②のメリット：認定審査にあわせてするので別途申請が不要。 

   デメリット：厚生労働省と調整が必要。医師への周知が必要。 

 

＜案①でも案②でも共通の事項＞ 

○検診ツールおよびフォーマットの検討 

 （１、２種類のスクリーニング用検査を採用） 

・ＭＭＳＥ    

・ＤＡＳＣ21   

・その他の問診項目 

   ○認知症疑いの人への運転免許返納支援策の案内 

   ○精密検査受診時の自己負担金の助成制度の案内 

○診療情報提供書を作成（保険診療） 

○若年発症や指定難病の認知症の疑いの場合の検討 

 

（課題）受診助成については、何歳以上を対象にするかについては、財源を踏

まえて別途検討する。 

認知症の診断に関する専門部会 

第 2回会議資料より抜粋 資料５ 
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（２）精密検査 

 ○認知症疾患医療センターで実施（神戸市内 現在５か所） 

  ・保険診療（自己負担金部分の一部あるいは全額助成） 

  ・精密検査フォーマットを作成して市内センターに周知する 

    画像検査、神経心理検査など推奨する検査を検討 

 （課題）認知症疾患医療センターを増設するかは別途検討する。 

 

○現在「認知症」と診断を受けている人の再診断の必要性 

・認知症高齢者生活自立度ⅢとⅣは再診断なしとする案を採用するか。 

○事後診断の場合は、認知症疾患医療センターで精密検査 

○診断後はかかりつけ医でフォロー 

・かかりつけ医がない場合は、認知症疾患医療センターの地域連携担当

者が調整 

 

 

（３）認知症初期集中支援チームとの連携 

  ○認知症サポート医、各区チームと連携して、認知症検査の受診を誘導 

  ○チーム員会議で、精密検査に直接誘導すると決定するとその方向で誘導。 

 

 

（４）データベースの構築 

  ○検診の精度管理のためデータを共有することであれば、保健事業の範疇 

  ○研究のデータとして行うのであれば、倫理委員会に図る必要あり 

 

 

（５）事故救済制度における認知症の定義 

○定義は、介護保険法と整合性をとることが妥当であるので、条例案のまま

上程。 

○診断時点で記憶の障害が著明でない人を「認知症」と診断して、事故救済

制度の対象とするか。 
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認知症の診断に関する専門部会 

第 2回会議資料より抜粋 資料６ 

医療 

認知症

疑い 

神戸市事故救済制度に関する診断のしくみ（第１回部会後の案） 

認知機能検査 

 

 

  診断ツール：MMSE、DASCなど 

かかりつけ医フォロー 

委員会の判定により給付金を支給 

認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

精密検査（保険診療）認知症疾患医療センター 

診断ツール：画像検査、神経心理検査など 

 

 

 

案① 
認知症検診 
個別実施 

運転免許 
自主返納 

自己負担金部分を助成 

検査費の助成 

データベース

の構築 

 

認知症の診断 

事故救済制度の対象者 

案② 
介護保険主治医
意見書作成時 
認知症検査 

認知症初期集中

支援チーム 
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今後のスケジュールについて 

 

 

 

＜今後のスケジュール＞ 

 

平成 30年 2月 13日（火） 第 3回 部会開催 

             診断に関する個別課題の検討 

 

平成 30年 3月 20日（火） 第４回 部会開催（予定） 

             診断のしくみを提示 

 

平成 30年 4月  認知症の人にやさしいまちづくり条例施行 

 

 

平成 30年 10月頃 認知症検診等の診断制度の開始予定 

 

 

平成 31年度   事故救済制度開始、運転免許自主返納の促進 

 

 

 

 

認知症の診断に関する専門部会 

第 2回会議資料より抜粋 資料７ 
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認知症の診断に関する専門部会 

第 3回会議資料より抜粋 資料 8 

医療 

認知症疑い 

神戸市事故救済制度に関する診断のしくみ（第２回部会後の案） 

認知機能検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

かかりつけ医フォロー 

委員会の判定により給付金を支給 

認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

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

臨床診断が可能な医療機関（事前登録制。認知症

疾患医療センター含む）で実施。診断結果票を提出 

 

 

 

認知機能検診（個別実施） 
（事前登録した医療機関リストを作成） 

検診結果票を提出 

運転免許 
自主返納 

自己負担金部分を助成 

検査費の助成 

データベース

の構築 

 

認知症の診断 

事故救済制度の対象者 

（事後診断も含む） 

 

 

早期診断後の相談

窓口・支援体制 

市民本人 
家族 
希望者 

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 
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