
【第9回】 福祉施設のための 

「リスクマネジメント研修会」資料 

福祉施設のための 

リスクマネジメント 



研修内容 

第1部 福祉施設におけるリスクマネジメントの基本 

第2部 「介護・福祉職が知っておきたい裁判事例 」 

第3部 福祉施設事故における保険対応 

第4部 しせつの損害補償の特徴と28年度改定について 



第１部 福祉施設における 

リスクマネジメント 
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福祉施設で事故発生した場合に、 
        どのような責任を問われるのでしょう。 

施設で起った事故すべての責任が問われる 

わけではない。では、どのようなことが「責任」と 

いわれるのか?  

＜前提＞事故によって何らかの障害（損害）がある。 

①事故以前に、今回の事故を予測される 

  利用者の心身の変化がある。 

②予測に基づいて、何がしかの防止策を立てている。 

③事故発生後に十分な対応ができている。 
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トイレ出入口付近で転倒しているところを発見された 

当事者：７２歳（女性）要介護 Ⅰ 
経緯 
○月○日（利用開始1日目） 
 23:15 トイレ出入り口付近の廊下で転倒して 
     いるところを巡回の職員が発見した。 
    ●診断によると「大腿骨頚部骨折」が確認。 
    ●大腿骨骨頭置換術を施行した。 

＜事故例＞転倒事故 

福祉施設で発生した事故の責任の考え方 

http://3.bp.blogspot.com/-ilWSpdyaT90/U6lle7Akm7I/AAAAAAAAhx4/NMEbnAGj8YA/s800/obaasan_korobu.png
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（パターンＡ） 
 

●この利用者は、トイレに行こうとして歩行するが、 

   下肢筋力の低下により、途中の廊下で転倒したもよう。 
  
 
●利用開始時プランに、「トイレ歩行は可能であるが、ふらつきが 
  あり、トイレ歩行時は見守りが必要」という記録があり。 
 
●トイレ時にナースコールをするよう指導していたが、数回 
 ナースコールを押さずにトイレ歩行していることがあった。 
 

事故調査で判明した事実 



（パターンＡ） 

●損害 大腿骨頚部骨折 

●予見可能性 ナースコールを押さずに自力歩行して 

転倒する危険性がある。 

●結果回避義務 

ナースコールを押すよう十分な指導と 

独歩しないよう見守りの強化の措置が必要 

＜事故例＞転倒事故 

予見 

可能性 

結果回避 

可能性 
責任 

損害 

発生 

あり あり あり あり 



（パターンＢ） 
 
●トイレに行く際に洗面器などを持参していたため、 

 前が見えないことにより転倒した模様。 

 
 
●日中歩行時の様子は、特にふらつきなし。 
 利用開始時のプランは「トイレ歩行自立」 

調査で判明した事実 
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（パターンB） 

●損害 大腿骨頚部骨折 

●予見可能性 
洗面器で前が見えなくなる危険性は予見 

できない。 

●結果回避義務 

＜事故例＞転倒事故 

予見 

可能性 

結果回避 

可能性 
責任 

損害 

発生 

上記転倒の予見ができない以上、その結果 
を回避する手段は講じることできない。 

なし あり なし なし 



事故発生後の対応の重要性 

＜施設A＞ 
朝食後薬内服後に 

異変発生し 
死亡 
↓ 

異変発見から救急車を 
呼ぶまでに15分間 

吸引器などを使用しなかった 

－誤嚥による死亡－ 

誤嚥を予測 
した処置を 
とらず過失 

1800万円支払い 

＜施設B＞ 
夕食のこんにゃくを喉に詰まらせ死亡 
アセスメントから献立上の過失なし 

（硬い食材使用の妥当性： 
一般家庭の食材である。） 

こんにゃくを取り出すなどの処置 
早期に病院に搬送  

過失なし 



記録の重要性 

5年前の10月4日 

17時45分に 

訪室されたときの 

ケアの状況を 

話してください。 

あの日は、いつもより 

様子が違うんじゃない
かって言ったん 

ですが、変わらないか
らって無視されて・・ 

えーと、 

たぶん 

○○さんは・・・ 

うーーーん。 

http://3.bp.blogspot.com/-S84Wu1ORyAk/VZ-XMCzpBQI/AAAAAAAAvT0/dWq5cXfYjcY/s800/woman_surprise.png


第２部  

介護・福祉職が知っておきたい 

裁判事例２０ 



事例：１生後４ヶ月の乳児が死亡した事故につき、死因
は乳幼児突然死症候群ではなく、うつぶせ寝による窒息
死とされ、保育士に過失が認められた事例  

事件番号：平成15年（ネ）第155号  

裁判年月日：福岡高裁：平成18年5月26日 

判決の金額：4,260万7,540円 

 

生後４ヵ月の乳児で平成9年4月1日に入園し、8日に健康診断（4か月検
診）を受診しましたが特に異常が見つかったりはしませんでした 

利用者状況 

http://2.bp.blogspot.com/-xZfYZQ1qOK0/UnIDGiDA-gI/AAAAAAAAZ1g/Iz1ZZZu2ii0/s800/akachan_okurumi.png


事故の概要 

当日午前9時ごろ 登園してから大きく泣き出し、午前10時ごろから保育士A

は室内で抱き上げてあやしたり、おもちゃで遊ばせたりしましたが、ぐずり泣
きはやみませんでした。午前10時40分 ベッドでうつぶせの体勢で寝かせま
した。うつぶせの体勢で首を上げていました。その後、ベッドから離れました。
午前10時45分ころ 保育士Bが乳児のベッドに近づいたところ顔面蒼白の乳
児を発見しました。その後、保育士Aは乳児を抱き、上履きのまま走って、隣
接するクリニックへ連れて行きました。 

午前10時55分ころ 乳児は顔面蒼白、全身筋弛緩の状態で、呼吸をしてお
らず心音を聴取することができない状態。医師は心臓マッサージをしました
が、自発呼吸、心拍ともに戻りませんでした。午前11時30分ころに死亡が確
認されました。 

http://1.bp.blogspot.com/--3nqexKT0Gs/UUFxyX3BbwI/AAAAAAAAO1c/fKtMGmQBDxQ/s1600/youchien_ohirune.png


争 点 
 

①乳児の死亡原因が窒息死であるかどうか 

②保育士が、うつぶせで寝かせた乳児の動静を確認すべき注意義務を尽く
したかどうか 

 

判決のポイント 

解剖から、乳児には窒息を認める所見がある。発見時フェイスダウンでは
なく左頬を下にしていたという保育士の供述は、信憑性に欠ける。保育士
は、うつぶせ寝は、窒息死に至る危険性があり、機嫌がよいときも、うつぶ
せの体勢で遊ばせた際には、目を離さなかったという。当時は乳児の機嫌
が良くなく、状況を注視する義務があるが、他の園児の給食の世話をしたり、
配膳室へ出入りしていたりと乳児の顔面や寝ている状況を確認したとは言
えず、動静を十分注視しなかった過失がある  

http://4.bp.blogspot.com/-NKCvMQL4E2U/U57C6kO2edI/AAAAAAAAhes/Yj2pUCgZpvw/s800/akachan_haihai.png


①原則、うつぶせ寝は禁止 

②やむを得ずの場合は、うつぶせ寝中、そばを離れない 

③そばを離れなければならない時は、他の保育士を依頼する
か、覚醒したとしてもうつぶせ寝を中止する。 

④ぐずる子などうつぶせ寝で対応しないで済むように、保育士
間で協力体制をつくる。 

事例から学ぶ施設の対応 

http://2.bp.blogspot.com/-SbTBkeYZx3U/VEETQnZWI2I/AAAAAAAAocU/XA7VvAXZ1Qg/s800/akachan_yonaki.png


事例：１１ 利用者が施設内で転倒、頭部受傷したが、 

      施設側に過失なしとされた事例 

事件番号：平23（ワ）第31251号 

裁判年月日：東京地方裁判所 平成24年5月30日 

判決の金額：なし 

 

利用者は、84歳で要介護２。翌月から「要介護３」になることが決まっていまし
た。週１回のデイケア利用と、月１回の定期診察に加えて、介護者を休ませる
ために、状況にあわせてショートステイを利用していました。 

ショートステイ利用開始後より施設内での徘徊行動があり、施設職員は利用
者の見守りを実施し、ベッドに離床センサーを設置し、センサーが鳴るたびに
対応していました。個室から多床室へ移動する予定になっていましたが、徘徊
行動のある利用者の歩行状態から、転倒の危険性が高いと施設職員が判断
して、担当のケアマネージャーに状態を報告し、退所について相談しました。
就寝及び起床介助時には他の利用者への対応で本件利用者に見守りをつけ
ることができない時間帯が発生し、転倒のリスクが高くなってしまうということで、
利用者は個室利用のまま施設内で過ごすことになりました。 

 

利用者状況 

http://2.bp.blogspot.com/-OHlJ2JXtZwc/UrEgEeHQdlI/AAAAAAAAb3I/F05u4uBRB5I/s800/roujin_haikai_woman.png


事故の概要 

個室で寝ているところを5回にわたり、目を覚まして下着を脱ぎ、離床して徘
徊をするなどしました。 

その都度、職員が着替えをしたり、部屋へ戻したりといった対応をしていまし
た。 

その後も施設では2時間おきに訪室して利用者の状況を確認していました。
事故当日の朝6時にも眠っている姿を確認しています。 

その20分後に離床センサーが鳴り、約15秒後に居室から「ドスン」という物音
がありました。 

駆け付けた職員が、ベッド脇に倒れている利用者を発見しました。意識はあ
り、頭部の痛みを訴えたため、確認すると「たんこぶ」ができていました。 

午前10時前になって吐き気を訴えたため、病院を受診しCT撮影を受けた結
果、前頭部に出血が確認されました。その後別の脳神経外科病院へ転送さ
れて、頭部打撲による脳挫傷の診断を受け入院しました。 

 

http://3.bp.blogspot.com/-ilWSpdyaT90/U6lle7Akm7I/AAAAAAAAhx4/NMEbnAGj8YA/s800/obaasan_korobu.png


争 点 

①施設側は利用者が転倒する危険性を認識しており、転倒を防止するため
の適切な対応を施設が取れていたか。 

②利用者が転倒した後に、すぐさま救急搬送しなかった事について問題は
なかったか。 

 判決のポイント 

①施設側の安全配慮義務違反の有無について 

施設側は、利用者が夜間転倒する危険性があることを認識し 

 ・離床センサーマットの使用 

 ・離床センサーマットが鳴るたびに利用者の元へ訪問する体制 

 ・夜間、少なくとも2時間おきに定期的に巡回 

 ・利用者のケアマネージャーへ、睡眠剤の処方や退所について相談 

 ・転倒防止のためのベッド柵の利用 

 など、利用者の転倒防止のための対応をとっていた。 

②利用者は転倒後意識があり、職員は経過を観察していた。利用者が吐き気
を訴えた後、すぐにA病院に搬送手続きをとれた事もあり、転倒直後にすぐさ
ま利用者を救急搬送する必要がある状況であったとは言えない。これらのこと
から、施設側が適切な対応が取れていたと判断され、施設側に過失はなかっ
たとされた。  

 

http://1.bp.blogspot.com/-6YTL61Cm9lE/VPQTz07UGwI/AAAAAAAAsCU/_19ygG8yfbQ/s800/apron_woman2-2shock.png


事例から学ぶ施設の対応 

①転倒する前に利用者の転倒の危険性をアセスメントする 

②洗い出した危険性からどのように転倒防止をしていくか、職
員同士連携し対応する。 

③職員体制で、十分に見守れない時にどうするかも検討し、対
応する。 

④転倒が発生した場合の対応をどうするか、救急搬送する判
断など、あらかじめ施設内で検討し、すぐに対応できるようにし
ておく。 

http://1.bp.blogspot.com/-PUpiEEbPpuc/UU--3xyB_jI/AAAAAAAAO_I/Y4-8eCHR5l0/s1600/norimono_kyukyusya.png


事例：１２ 知的障害者更生施設の入所者が入浴時に
溺水し死亡したが、施設に過失はなかったとされた事例 

事件番号：平成15年（ワ）第21846号 

裁判年月日：東京地方裁判所 平成16年11月18日 

判決の金額：なし 

 
利用者は、34歳の男性、てんかん発作の既往と中度知的障害がありました。
時々眼球上転発作が出現も、てんかん性よりジストニアの可能性が高いと診断
を受けていました。自宅で食事の配膳や後片付け、排便や着脱衣が一人ででき、
入浴についても自分で髪が洗えるなど、基本的な日常生活は概ね自立していま
した。また、ある程度自分の意思を表示することができていました。 

際限のない購入欲求や家庭内での暴力等があり、家庭介護が困難となっていた
ため、知的障害者更生施設に入所しました。 

入所後は、暴力行為が頻発したため、精神科に入院していましたが、退院後は
職員との間で取り決めた約束を徐々に守れるようになりました。単独で近隣の団
地へ買い物に行くことができる程度には日常生活は自立していました。入浴につ
いては、自分の判断で入浴時間を選び、他の入所者とのトラブルを避けるために、
職員と一緒に入ったり、一人で入浴したいときは一人で入浴するなど、自分の意
思で選択していました。 

 

 

利用者状況 

http://1.bp.blogspot.com/-LUpUyFmuDIM/VWmAo1l5gvI/AAAAAAAAty4/JHZbDNvfU8I/s800/friends_abareru.png


事故の概要 

16:55頃  入所者へ職員が「お風呂の支度をしてくださいね。」と声をかけ、          

    この時、眼球上転発作は起きていない事を職員が見ていた 

 17:25頃  施設廊下で職員とすれ違った際に、「浴室に向かう」と入所者が  

   声をかけた 

 18:25頃  入所者が食堂に来ないため、職員が浴室に探しにいったところ、 

  浴槽内で頭を蛇口側に向けて裸でうつ伏せの状態で浮いているのを発見。  

  職員が体を浴槽内から洗い場に引きずり出し、他の職員を呼び、救急車  

  の要請と、看護師へ連絡を行った 

 18:28頃 浴室に駆けつけた職員は、入所者の意識と脈がない事を確認し、 

  心臓マッサージ・人工呼吸を行った。看護師が浴室に到着し、交代して心  

  臓マッサージ等を行った 

 18:40頃 救急隊が到着し、入所者の蘇生処置を行いながら近隣病院へ救 

   急搬送した 

 19:20  医師による死亡確認。死体検案書には、直接の死因として「溺水 

   吸引」、その原因として「てんかん発 作時の意識障害」と記載 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-nIqC-bUJPYY/UnIEOi89JfI/AAAAAAAAaA0/Pq9IyVFY-UU/s800/room_ofuro.png


争 点 

①施設側の入浴時の安全配慮義務違反の有無について 

②溺水の原因と死亡との関係について 

 

判決のポイント 

単独での入浴が直ちに溺死につながると予見することはできない。他に入浴
時の溺死を予見させるような特段の事情がない限り、施設や施設職員に頻回
に様子を観察する注意義務があったとはいえない。眼球上転発作が「特段の
事情」としてあてはまるかについて、眼球上転発作が生じた時でも、平静の状
況から日常生活が可能であり、水面から顔を出すことができないということは
想定し難く、眼球上転発作による転倒が溺死につながると予見することは難し
い。てんかんの疾患があったが、１0年以上も生じていなかったことから、入浴
時にてんかん発作を起こすことを施設職員が予見できたとはいえない。 

溺水の原因と死亡との関係については、眼球上転発作による転倒に起因する
可能性は低い。てんかん発作等の可能性も否定できないが、解剖を実施して
いないため、死亡原因については不明。よって、溺水の原因と死亡の因果関
係は可能性があるといった程度であり、証明する証拠はない。 

  

 

http://3.bp.blogspot.com/-9a4_VNd3AUM/VEETZK0h-xI/AAAAAAAAoek/x8lVyMauACg/s800/jiko_ofuro_oboreru.png


事例から学ぶ施設の対応 

①利用者の日々のエピソードを、問題のあるなしにかかわらず
記録に残す。 

②記録は、利用者の具体的な生活状況が読みとれるように記載
する。 

③特に変化が見られないとしても、その観察した状況を記載する。 

④個々の利用者ごとに観察し、記録すべき項目を決めておく。 

⑤事故発生時躊躇せず、救急車要請ができるよう日頃からルー
ルを決めて訓練を実施しておく。 

 

http://1.bp.blogspot.com/-DvNMZ7uOOoI/VVGVOGv8oRI/AAAAAAAAtjA/_i3i52wzU1w/s800/nurse_benkyou_woman.png


事例：２０ 職員がうつ病を発症後自殺し、施設の安全
配慮義務違反が認定された事例  

事件番号：平成23年（ワ）第753号 

裁判年月日：岡山地方裁判所 平成26年4月23日 

判決の金額：5,000万円 

 
事例当事者は、デイサービスにて、利用者の送迎、食事介助、ケアプランの作成
等の業務に従事。真面目で、優しく、一生懸命でした。介護の技術にはやや劣っ
た面があり、また文書を作成することや、期限までに何かをすることが不得意で
した。そのため、利用者家族からのクレームなどもあり、同僚の介護職員に負担
がかかることがありました。 

そのため生活相談員Bから厳しい業務上の指導を受けていました。叱責の態様
はBの気分によって波があり、叱責が利用者の前や他の職員のいるところで行
われることもありました。Aの判断能力と作業能力が低下し、同僚に負担がかか
り、家庭でも怒りっぽくなるなどの行動が見られました。同僚の介護職員らはAを
フォローしつつ、業務を行うのが限界に近くなったが、配置転換されませんでした。 

Aは、妻にメールを送った直後にガソリンをかぶり、焼身自殺を図り、救急車で病
院に搬送されましたが、死亡しました。 

 

事例概要 

http://4.bp.blogspot.com/-qNOwdSHPL7A/VahTlDL3elI/AAAAAAAAv0g/jo6wvEgSu1M/s800/business_sekinin.png


争 点 

①Aの精神障害（うつ病エピソード）の発病及び業務との因果関係の有無 

②Aの業務についての施設側の安全配慮義務違反の有無 

判決のポイント 

正職員となった後、Bによる厳しい指導を受けるようになり、Aの判断能力や作
業能力が低下しているにもかかわらず、ＢはAに対し、更なる叱責を繰り返した。
C荘長も、同僚の介護職員らからAの状態、AとBの関係や配置転換等にかか
る相談を受けたにもかかわらず、何の対処もしなかった。このためAに対するB

の叱責は止まることがなく、このために精神障害（うつ病エピソード）を発症し
たと認定。 

 業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の
健康を損なう結果の生じないよう注意する義務を負う。そのうえで、C荘長は配
置転換等について相談を受けた際に、このまま放置するとAが心身の健康を
損なうおそれがあることを認識し得たというべきであり、Aの精神障害を発病す
ることを回避するための対策を取っていなかったとして、損害を賠償する責任
あり。 

http://4.bp.blogspot.com/-gJQE-Uxzu88/VZt5X12rNHI/AAAAAAAAu44/NTDHt2uXAsc/s800/kaisya_okorareru.png


事例から学ぶ施設の対応 

①事業者は、単に労働災害の防止のための最低基準を守るだ
けでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職
場における労働者の安全と健康を確保する 

②使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安
全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするも
のとする。この「生命、身体等の安全」においては、作業による身
体的なケガはもちろんのこと、精神的な障害（うつ病等）への対
策についても含まれる。 

③職員から職員の関係など、施設状況を十分に勘案し、職場環
境を整える。 

 

http://1.bp.blogspot.com/-tZ6Jc5Zb-QI/UzoZxy2O78I/AAAAAAAAetk/pvtnWiQuPdk/s800/karou_man.png


第３部 
福祉施設事故における

保険対応 



事故発生時の施設の具体的対応について 

①事故発生当初 

 

 何よりももまず、被害者が事故により身体障害を発生して 

いる場合は、まずその治療・生命維持のための最善の施策 

をとることが必要です。 

 

 

①が完了した時点で、事故状況の正確な把握を行います。 

関係者の記憶が曖昧にならないうちに事実関係を記録に 

とどめておく必要があります。 
 
 

  

 

①被害者対応 
 

  

②事故状況把握 

③被害者の親族への連絡 

重大事故であればあるほど、被害者の親族への連絡は 

急ぐ必要があります。 

（死亡事故の場合など、状況のみを②に先だって、連絡 

したほうが良い場合もあります。） 

この際の連絡が当該事故における今後をも決定する、 

最も重要なものとなります。 
 

   

具体的には 

 

 

 

 

 

 

 「まだ、事故がおこって時間もたっていません。 

事故の状況などをきっちり把握して近々ご連絡 

いたします。応急措置は行っていますのでご安 

心ください。」と回答し、２．３日程度経過した後 

に、被害者および被害者の親族と、話し合いの 

場を設定することが望ましいと言えます。 

※あまり、話し合いまでの時間が空くと、被害者 

側の不信感を生み出す可能性があります。 

 身体障害の状況などは、事故当初はその経過 

を、こまめに被害者側に伝えることは、推奨でき 

ます。 

＜対応窓口の一本化＞ 

施設職員がそれぞれに対応し、被害者側への内容に食い違いが生じ 

たりすると、被害者側の不信感を生み出す原因となります。窓口は、 

一本化して連絡できるよう普段より体系を構築しておいてください。 

これが大事 

 責任の有無にかかわらず、道義的なお見舞い 

は円満な解決に向けて、必要です。 

 事故当初だけでなく、被害者が落ち着いた際に 

も、お見舞いをすることは責任の有無とは別次元 

の事柄です。 

 

  



 

 

 

 

 

＜施設側の責任が明らかと判断した場合＞ 
 

 本人や親族に対して、施設に責任があった旨を報告し、誠意ある 

対応を取りましょう。 

 事故の状況などを正確に伝えるとともに、責任があったと判断した 

部分は、謝罪を行うべきです。 

 ただし、一度に賠償額まで提示することは、被害者側に、「早く事故 

を解決したいのでは」という疑念を抱かせる可能性もあります。 

 被害者側の反応を冷静に判断し、交渉をすすめていくことが肝要 

です。 

 

 

   

   

＜施設側に責任がないと判断した場合＞ 

 
  最初の段階では、よほど明確な根拠がない限り、責任が 

ないと伝えることは避けるべきです。 

事故が起こって間もない段階で、被害者およびその親族も 

気が動転していることが考えられます。 

 十分な調査を行った上での判断である旨を伝えることが 

必要です。 

④保険会社等への連絡 

②の記録を元に、①～④までの流れを保険会社等に報告 

します。なお、保険の役割は別ページに記載してあります。 

（責任の有無の判定などで、②の段階で連絡することも可 

かと思われます。ただし、③の親族への連絡が遅れては 

いけないため、通常は④の順が妥当かと思われます。   

⑤以後の被害者側との連絡（責任の判断） 

②の内容をもとに、施設として、施設の責任の有無および 

（ある程度の）責任割合の判定を行います。 

 ※ただし、前述しましたとおり、事故時の様々な要素により責任の 

  有無および責任割合は決定されます。 

   最終的な責任割合の判定は、様々な観点から判断し総合的に 

  決定するべきと思われます。保険会社（弁護士）とも 

  よく相談し、以後の被害者側との交渉の指針を決定します。 

これが大事 

被害者側の窓口は一本化しているでしょうか？ 

 数多くの、被害者側の方々と別々に交渉する 

のは、被害者側を混乱させると同時に誤解も生じ 

させる可能性がございます。 

 被害者側の代表者にいつ何を話したかを記録 

しておいて下さい。 

ご用意下さい 

事故当初より、保険会社等と詳細な打ち合わせ 

をするためには、下記資料が必要です。 

・事故状況資料（事故報告書） 

・被害者の日常の状況がわかる資料 

・利用者との契約関係書類等 



②被害者・被害者親族への対応 

交渉のポイント 

・議論するのではなく、施設側の意志が伝わるような話し方をする。 

・話の腰をおらず、被害者側の申立内容を十分聞く。 

・被害者側が感情的になっても、冷静に話を聞く。 

・専門用語は避け、分かりやすく丁寧な言葉で話す。 

・出来ること、出来ないこと、現時点ではわからないことは曖昧な表現はせず、はっきりと伝える。 

＜参考、このような場合はどうしたらよいか＞ 

＜ケース＞ 

被害者の親族の代理人という方が、今回の事故の件につき、話をしたいと申し出てきました。 

何に留意して交渉を開始すればいいのでしょうか？ 

＜対応について＞ 

 代理人については、守秘義務の関係から、被害者（利用者）又は利用者の親族からの委任状および代理人 

本人であることを確認できる運転免許証もしくはパスポートを確認してください。 

  



解決に向けて（示談・調停・訴訟への流れ） 

①全体図              

事故発生 
責任なし 

責任有り 

当事者間での話し合い 示談 成
立 

調停 

不成立 

損害賠償 

損害賠償 

和解 

民事裁判 

判決 

和
解 

不
成
立 

不
成
立 

ほとんどの事故は 

当該線より上の手順での解決となる。 

訴訟 

一般的な事故は         より上の手順での解決となります。 



事故発生後の保険の活用方法 
①保険の種類 

賠償責任保険と傷害保険 

利用者に関する事故に対応する、施設が加入することのできる保険は主に２種類です。 

①賠償責任保険 

施設が利用者（および第三者）に法律上の賠償責任を負った場合、その負担すべき損害賠償金や訴訟費用が補償されるもの。 

→つまり、施設に責任があることが保険支払の要件です。 

 
②傷害保険 

   施設の利用者（および第三者）が、急激・偶然・外来の事故により身体にケガを被った場合、定額の保険金が補償されるもの。 

→つまり、施設の責任に関係なく保険支払となります。 

２つの保険のイメージ 

＜保険金の種類＞ 

・死亡保険金・・・○○○万円（契約時に設定した額） ・入院保険金・・・日額○○○○円（契約時に設定した額）   など 

施設の責任割合が 

１００％の場合 

施設の責任割合が 

５０％の場合 

施設の責任割合が 

０％の場合 

損害額 

傷害保険 

賠償責任保険 

  

＜まとめ＞施設にとって、最も避けたいなことは、事故により利用者および周囲との関係がこじれることです。 

 

 

 

賠償保険の加入は必須。そして傷害保険も、事故時の、施設と利用者およびご家族との良好な関係を維持するためには 

賠償保険、傷害保険が必要と思われます。 



 『しせつの損害補償』は全国社会福祉協議会の会員様向け専用に設計された保険制度ですが、その特徴
の一つがプラン１－①に設定されている見舞費用・弔慰金です。プラン１－①は社会福祉施設（法人）が法律
上の賠償責任を負った場合に補償される「賠償保険金」が基本補償となります。 

 しかし、施設の事故の場合は「法律上の賠償責任」の検討が非常に困難であり、具体的には事故原因・状
況、ご利用者の既往症の有無・事故前のＡＤＬ等詳細な情報を入手して、ケースによっては医師や弁護士の
見解を確認しながら判断します。そして検討の結果、施設側に責任が無いと判断された場合、「賠償責任保
険」はお支払いできないことになります。 

 そこで、プラン１－①（Ａ型およびＢ型）には「賠償責任保険」の賠償保険金（対人・対物）とは別に、下表の
「見舞費用」を保険金としてお支払いする補償が付帯されています。 

  見舞費用の活用方法 

基本補償（Ａ）

事故初期
見舞費用

身体事故が発生し、利用者またはご家族か
ら賠償請求のおそれがある場合、施設が利
用者に対して事故初期にお見舞い品やお見
舞い金を支払った場合、その費用・金銭を
右記の金額を限度に実額を補償します。

＜1名につき＞
死亡：10万円
入院： 3万円
通院： 1万円

・お見舞い品，お見舞い金を持参される場合には、
事前に当社へご相談ください。
・通院は実際の通院日数が４日以上の場合に補償
対象となります。
・本補償を利用後に賠償請求を受け、最終的に賠償
責任を負う場合には、賠償保険金をお支払い時に
本補償分を控除させていただきます。

利用者
傷害事故
見舞費用

利用者が施設内および施設管理下におい
て、急激かつ偶然な外来の事故により身体
に障害を被った場合に、施設側が賠償責
任を負担することなく引受保険会社の同意
を得て見舞金として支払った費用を、右記
の金額を限度に実額を補償します。

対象外

死亡：
入院：（31日以上）
　     （15～30日）
        ( 8～14日)
        ( 7日以内)
通院：（31日以上）
        (15～30日)
        ( 8～14日)
        ( 7日以内)

100万円
   7万円
   5万円
   3万円
 1.5万円
 3.5万円
   2万円
 1.5万円
   1万円

・通院は実際に通院された日数に基づき補償限度
額を決定します。
・本補償を利用後に賠償請求を受け、最終的に賠償
責任を負う場合には、賠償保険金をお支払い時に
本補償分を控除させていただきます。

＜1名につき＞
死亡：10万円
入院： 3万円
通院： 1万円
※　合算で10万円限度。ただし、入院・
      通院を合算してのお支払不可。

補償内容 注意点
見舞費用付補償（Ｂ）

補償限度額



 「見舞費用」は、賠償責任保険の賠償保険金のお支払い条件となる『当該事故において施設側に法律上の
賠償責任があること』を検討しなくても、ご利用者に対して一定の金額の見舞金・見舞品をお渡しいいただけ
ます。 

 以下に賠償責任が無い（賠償保険金：０円）場合の見舞費用のお支払例をご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ※１ 事故初期見舞費用はご利用者等から賠償請求がなされるおそれのある場合のみお支払可能となります。 

  ※２ 事故初期見舞費用は入院・通院分を重複してお支払いすることはできません。一方、傷害事故見舞費用は死亡・入院・通院分を 重複してお支払 

      いすることが可能です。 

  ※３ 事故初期見舞費用・傷害事故見舞費用を重複してお支払いすることは可能です。 

  ※４ 最終的に賠償責任が発生する場合、事故初期見舞費用・傷害見舞費用は損害賠償金に充当されます。 

【見舞費用お支払例】 

＜例１＞ 

施設内で利用者が転倒。頭部を強く打ち緊急入院。 

骨折等は無かったが経過観察のため２週間（１４日） 

入院となった。 

Ａ型：３万円 

初期見舞費用 

３万円 
初期見舞費用 

３万円 

Ｂ型：６万円 

傷害見舞費用 

３万円 

＜例２＞ 

施設内で利用者が転倒。大腿骨頸部を骨折して、緊急 

入院先で手術を実施。その後同院に２週間入院後、 

リハビリ目的で他院へ転入院。１ヶ月後退院して自宅に 

戻り、約２ヶ月間自宅近くの病院へリハビリに通った。 

（実際の通院日数：１５日） 

 

 

Ａ型：３万円 

初期見舞費用 

３万円 

初期見舞費用 

３万円 

Ｂ型：１２万円 

傷害見舞費用 

（入院分） 

７万円 

傷害見舞費用 

（通院分） 

２万円 

賠償保険金：０円 

賠償保険金：０円 

差額室料の発生する部屋を 

使っていない場合、治療費 

実費に近いお見舞金の 

お支払が可能！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ※１ 事故初期見舞費用はご利用者等から賠償請求がなされるおそれのある場合のみお支払可能となります。 

  ※２ 事故初期見舞費用は死亡・入院・通院分を重複してお支払いすることはできません。一方、傷害事故見舞費用は死亡・入院・通院分を 

      重複してお支払いすることが可能です。 

  ※３ 事故初期見舞費用・傷害事故見舞費用を重複してお支払いすることは可能です。 

   ※４ 最終的に賠償責任が発生する場合、事故初期見舞費用・傷害見舞費用は損害賠償金に充当されます。 

【見舞費用お支払例（続き）】 

＜例３＞ 

 施設内で利用者が誤嚥を起こして呼吸不全に陥り、 

救急搬送された病院で一時蘇生したが意識は戻らず、 

入院開始２週間後に亡くなられた。 

Ａ型：１０万円 

初期見舞費用 

１０万円 

初期見舞費用 

１０万円 

Ｂ型：1１３万円 

＜例４＞ 

 施設内で利用者が切り傷を負い、消毒のため３日間 

通院して完治した。（実際の通院日数：３日） 

 

 

 

Ａ型：０円 

Ｂ型：１万円 

傷害見舞費用 

死亡：１００万円 
＋ 

入院３万円 

傷害見舞費用 

１万円 
賠償保険金：０円 

初期見舞費用は、通院では 

実際に通院した日数が４日以上 

あることがお支払いの条件となる 

ため、このケースでは対象外 

となります。 

賠償保険金：０円 

交渉が難航する死亡事案 

で、賠償責任が無い場合でも 

１００万円以上の補償が！ 

通院３日であれば、１万円の 

お見舞金で治療費等実費は 

十分カバー可能！ 



 見舞費用・弔慰金は実際に多くの施設で活用いただいており、ご利用者（家族）のご負担を軽減することで、
円満な解決（賠償責任有無の検討をせずに解決）に結びつけていただいています。 

 見舞費用・弔慰金を有効に活用いただく上で重要となるポイントは次のとおりです。 

速やかにお見舞いを行いましょう！ 
 お見舞金やお見舞品を持参して、ご利用者（家族）にお見舞いの気持ちを伝えてください。（施設側に責任の無いと 

考えられる事故であっても必ず行いましょう。） 

 お見舞いの席等で、ご利用者（家族）から施設の責任を追求された場合にも安易に認めることはせず、ご要望をなるべく 

詳しく確認するにとどめましょう。 

ポイント１ 

見舞費用の内容を利用者（家族）へ説明し、簡便にお支払いできることをご理解いただきましょう！ 
 ご利用者（家族）は治療費等の臨時出費を負担に感じていますので、特に初期見舞費用は診断書等ご利用者側で書類 

の準備が不要なケースが多く、速やかにお支払いしてご利用者（家族）側との関係を良好に保つためにご活用ください。 

ポイント２ 

ご利用者（家族）の賠償請求額が見舞費用・弔意金の範囲内で収まるか早期に見極めましょう！ 
 見舞費用・弔慰金の最大のメリットは、施設側の法律上の賠償責任有無やその範囲を検証する必要がないことです。 

 仮に賠償請求がなされても、見舞費用・弔慰金の範囲内の金額であれば、賠償責任が無くてもその金額を見舞金として 

支払っていただくことが可能です。見舞費用・弔慰金の範囲内の解決であれば保険会社による調査も短期間となるケース 

が多く、スピーディーな解決がはかれます。 

ポイント３ 



第４部 
「しせつの損害補償」の特徴と 
２８年度改定について 



しせつの損害補償の特色 
＜１＞保険契約者 
    保険契約者は、社会福祉法人全国社会福祉協議会（全社協）です。 
 
＜２＞加入対象施設 
    全社協・都道府県社協・市区町村社協、各種別協議会の会員である社会福祉法人 
    等が運営する社会福祉施設※が対象となります。※社会福祉関係法令に定められ 
    た社会福祉施設を指します。 
 
＜３＞団体契約のための有利な補償と割安な保険料（掛金） 
    「しせつの損害補償」は、スケールメリットを活かした団体契約ですので、個別契約 
    より割安な保険料（掛金で）加入することが出来ます。法人一括加入をされるとさら 
    に割安な保険料で加入することができます。 
 
＜４＞社会福祉施設のさまざまなリスクに対応 
    社会福祉施設に必要な補償を３つのプランにて用意しており、法人全体の賠償資 
    力や施設利用者への補償、施設職員への補償をトータルに準備することが出来ま 
    す。また必要なプランのみを選択することも出来ます。 
 
＜５＞簡単・便利なインターネット加入 
    インターネットで、簡単に加入手続きを行うことができます（インターネット加入率： 
    約７割強）。また、ホームページ内では保険料試算や補償内容も確認することが出 
    来ます。 



インターネットの活用 

インターネット加入はこんなに便利です！ 
 
＜１＞保険料は自動計算で間違いなし！ 
    保険料誤りの心配もなく、予算も確実に組むことができます！ 
 
＜２＞１クリックで簡単に加入できます！ 
    加入依頼書でのお申込と異なり郵送の手間が省けます！ 
 
＜３＞前年度同条件加入も１クリックで確認可能！ 
    前年同条件がすぐに確認できます！ 一からの入力の手間が省けます！ 
 



１．使用者賠償プランの新設 
・27年度に引き続き「しせつの損害補償」「保育所の損害補償」において、福祉の現場で現在課題となっている労災に 
 よる使用者責任を負った場合の補償の新設します。 
＜被保険者の範囲＞ 
 ・当該事業に使用される全労働者。パート・アルバイト等を含みます。 
  ※ボランティア、派遣労働者は除外 

２８年度商品改定（しせつの損害補償、保育所の損害補償共通） 

 

保険金支払限度額 
（一事故あたり） 

自己負担額 

（一事故あたり） 
保険料 

1名1億円・期間中3億円 自己負担額なし 賃金総額百万円あたり 175.5円 

２．保険金支払限度額および保険料水準 

３．保険料計算方法・計算例 

 ・政府労災の申請に使用される書類には、加入人数と賃金総額が必ず記入されており、保険料算出は現行の 

  プロセスから大きく変わることはありません。 

（保険料計算例） 

 ・従業員（政府労災申告人数）80名、賃金総額28,000万円（平均年収350万円）とした場合の保険料水準 

 ■Ａ型（仮称・法定外補償のみ）＝（政府労災申告人数：80名）＊（1名あたり保険料：1,800円） 

                    ＝労災補償保険料：144,000円① 

 ■Ｂ型（仮称・法定外補償＋使用者賠）＝①144,000円＋②（賃金総額：280百万円）＊172.34＝48,260円 

                            ＋③職業性疾病割増48,255×3%＝1,450円（一円単位四捨五入）  

                        ＝①＋使用者賠保険料：49,710円②＋③ 

                            ＝（最終保険料）193,710円 

プラン３－① 使用者賠償責任補償プランの追加 



 この保険では、従業員が被った労働災害について、使用者（法人）が法律上の損害賠償 

 責任を負担することによって支払うべき損害賠償金（※１）および解決のために支出する 

 費用（※２）をお支払いします。 

※１．下記①～③の合算額を超過した損害賠償金を賠償保険金としてお支払いします。また、”賠償保険金”  

    のお支払いは、政府労災の認定を受けた場合に限ります。 

 

 

 

 

 

    お支払いする賠償保険金の範囲は、逸失利益・休業損失・慰謝料等となります。 

①政府労災からの給付金（特別支給金は除く） 

②自動車損害賠償保障法に基づく責任保険等から支払われるべき金額 

③－ａ．企業が法定外補償規定を定めている場合はその規定に基づき支払われる金額 

  －ｂ．法定外補償規定を定めていなくとも、政府労災の上乗せとなる労働災害総合保険契約の法定外補償 

     条項を締結している場合は当該法定外補償条項により支払われる金額 

※２．下記の争訟費用等を費用保険金としてお支払いします。 

①弁護士報酬を含む争訟・和解・調停または仲裁に要した費用 

②示談交渉に要した費用 

③解決のための当社への協力費用 

④第三者への損害賠償請求が可能な場合の権利の保全・行使に要する費用 

  

 【参考資料】労災総合保険 -使用者賠償責任保険（労働災害総合保険普通保険約款使用者賠償責任条項）－ 

労災総合保険では、政府労災保険だけでは足りない部分を補うことができます。 



＜補償のイメージ＞ 

事業主が法定外補償規定を定めている場合 

：使用者賠償責任 
 保険の担保範囲 
（Ａ） 賠償保険金 
（Ｂ） 費用保険金 
  （弁護士費用等につき 
   賠償保険金とは別に 
   お支払いします。） 

損害賠償額 

＊使用者賠償責任保険は労働災害総合保険使用者賠償責任条項の、法定外補償保険は労働災害総合保険法定外補償条項の呼称です。 

＜補足＞ 
 図のように政府労災保険による給付の上乗せとして、法定外補償（プラン3-①施設職員の労災上乗せ 
 補償）が支払われます。また、法人に民事上の賠償責任があり、政府労災保険、法定外補償を上回る損害 
 賠償請求がされた場合は、使用者賠賞責任保険から（A)賠償保険金、（B)費用保険金が支払われます。 

 【参考資料】労災総合保険 -使用者賠償責任保険（労働災害総合保険普通保険約款使用者賠償責任条項）（続き）- 

法定外補償 

（Ｂ） 

… 

（Ａ） 

死亡 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

政府労災保険による給付 



【参考資料】使用者賠償責任条項 保険金のお支払い例 

損害賠償額 
４,０００万円 

●補償対象となるケース１【判決４,０００万円】 
仕事中にくも膜下出血で亡くなった従業員の遺族が勤務先を相手に訴訟提起。法人側が休憩場所等適
切な労働条件を確保せず、長時間の過重な労働を強いており、法人に安全配慮義務違反があったとし
て、４，０００万円の支払を命じた。政府労災保険による支給1,０００万円、プラン３－①労災総合
保険加入、使用者賠償の１名あたり支払限度額１億円の場合 

－ 
政府労災保険による支給 

１,０００万円 
＝ １,８００万円＜１億円のため 

使用者賠償で１,８００万円のお支払 

●補償対象となるケース２【判決１億１,０００万円】 
長男（24歳）が勤務中に自殺したのは過酷な労働で精神的に追いつめられたためだとして、遺族が勤
務先を相手に提訴。過労とうつ病による自殺との間に相当因果関係があり、法人は安全配慮の義務を
怠ったとして、１億１,０００万円の支払を命じた。政府労災保険による支給1,０００万円、法定外補
償（プラン３－①）１,２００万円、使用者賠償の１名あたり支払限度額３,０００万円の場合 

＜注＞以下は実際の判決例を基に、事業主が政府労災に上乗せで労働災害総合保険を契約していた場合を  

 仮定して保険金のお支払い例を記載したものです。実際のお支払いはご加入の内容等により異なります。 

損害賠償額 
１億１,０００万円 － 

政府労災保険による支給 
１,０００万円 

＝ 

法定外補償（プラン３－①） 
１,２００万円 － 

差し引いた残額は８,８００万円だが、使用者賠償の 
１名あたりの支払限度額が３,０００万円のため、 
３,０００万円を支払限度としてお支払。 
このケースでは、５,８００万円の補償が不足し、 
事業主の負担となります。 

５,８００万円は 
事業主の負担 
（補償が不足） 

プラン3－①による支給 
１,２００万円 

－ 



  

２８年度商品改定（しせつの損害補償、保育所の損害補償共通） 

プラン４ 施設役員の賠償責任補償の新設 

「しせつの損害補償」プラン４、「保育所の損害補償」プラン４役員賠償として、新たに施設役員の 

 賠償責任を補償する プランを新設しました。 

 保険料、保険金額は以下の表のとおりです。いずれの補償にも免責金額はございません。 

 また、雇用関連賠償責任追加担保特約条項が付帯されております。 

 ＊事業収入が100億円を超える場合は個別にご案内をさせていただきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

① ② ③ ④

3億円以下 10億円以下 50億円以下 100億円以下

5,000万円 62,500円 68,000円 81,000円 90,000円

1億円 90,000円 98,000円 123,000円 135,000円

3億円 136,000円 148,000円 205,000円 225,000円

保険金額
（1事故・期間中）

事業収入区分別保険料



  

２８年度商品改定（しせつの損害補償、保育所の損害補償共通） 

役員賠償責任補償の事故事例、想定事故例 

以下の事故事例はいずれも役員個人の行為、判断が問われているものであり、現行の「しせつの損害補償」「保
育所の損害補償」では、補償の対象ではありません。また、身体・財物の損壊を伴わない経済的損失は、居宅介
護支援等の遂行に限定されているため、本プランでないと補償対象となりません。 

＜実際に事故報告があった事例＞
番号 事例・説明

【事例】新規事業を行うにあたり土地の購入計画を進めていた。仲介業者に対して、購入手付金として約2,000
万円を支払っていたが、同業者が蒸発し、既に支払っていた資金が返済されることはなかった。同業者選定
の妥当性、実態管理に瑕疵があったとして役員に訴訟を起こした。

【説明】役員の職務における過失により法人に損害を与えたとし、役員の不法行為責任を問われるもの。

【事例】会報誌に掲載する論文を募集していた。会報誌を発行したところ自身が寄稿した論文が載せられてい
ないことに対して、作者が論文作成時間に対する対価を役員に対して請求してきた。

【説明】役員の業務対象範囲外であったため無責事故となった。
＊もし本件が（言いがかり的な）訴訟となった場合、争訟費用は保険金支払の対象となる。

1

2

＜保険金支払の対象となる想定事例＞
番号 賠償想定事例・説明

【事例】職員を解雇したが、それまでの雇用条件および解雇理由が不当だと元職員から役員が訴えられた。

【説明】雇用に関して法律上保護される利益を侵害したとし、役員の不法行為責任を問われるもの。

【事例】施設において過重労働が原因で体調を崩し、業務を継続することができなくなってしまった職員から、
適切な労務管理を怠ったとして、労務担当役員に訴訟を起こした。

【説明】適切な業務運営に関する注意義務を怠った結果、損害を被ったとして責任を問われるもの。

【事例】法人が新たにサービス付き高齢者向け住宅を開設をしたが、計画通りに入居者が集まらなかった。そ
のため予定していたサービスの水準を保てず、利用者、利用者家族から担当理事に対して賠償請求が行わ
れた。

【説明】必要性・事業リスク等を十分に調査・検討を行わずに新規事業に進出し、その結果第三者に対する損
害が発生したため、過失があったとして役員の責任が問われるもの。

【事例】上司によるセクハラ行為の被害にあった職員が、その上司の使用者にあたる理事に対して損害賠償
請求を提起した。

【説明】精神的苦痛に対する損害賠償請求であるが、雇用慣行賠償責任担保特約条項にて役員の責任が問
われるもの。

4
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