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○管理課長 それでは、定刻より少し前ですが、ただいまより、第1回杉並区成年後見制

度利用者支援検討会を始めさせていただきます。 

  開会に当たりまして、保健福祉部長より、一言ごあいさつを申し上げます。 

○保健福祉部長 区の保健福祉部長を務めております。よろしくお願いいたします。 

 成年後見制度が平成12年度に介護保険制度と一緒に創設されまして、5年が経過しまし

た。杉並区では、この新しい後見制度がこれからの福祉を進める上で欠かせない基盤にな

るというように考えまして、その創設の年の12年度に、外部の有識者の協力も得まして、

この制度の活用について検討をいろいろしていただきました。当時、社会福祉協議会が既

に取り組みつつありました、地域福祉権利擁護事業に加えて、新しい成年後見の支援事業

というものを二つの柱にして、利用者保護のシステムをつくるようにという提言をいただ

いたという経緯があります。13年10月には、社会福祉協議会に福祉サービス支援センター

を設置して事業に取り組んできていただいておりますが、新しい成年後見の支援という面

については、制度の周知も含めまして、まだ十分なものになっていないというのが現状で

あると認識しております。 

 つい最近、埼玉県富士見市において、いわゆる訪問リフォーム業者が認知症高齢者姉妹

を食い物にするような事件も明るみに出ましたけれども、こうした問題がこの今の社会に

は深く潜在している可能性もあると思っております。 

 杉並区は人口52万で、65歳以上の割合が18％に近く、9万1,000人を超えています。この

うち、認知症高齢者は、推定ですが4,000人ぐらいおられるのではないかというようなこ

ともあります。こうした状況がますます進展していくということもありますし、また、障

害者への福祉サービスが、今、法案が審議されていますが、この制度も変わっていくこと。

また、親亡き後対策ということも、障害者サイドからはこれまでもいろいろ言われてまい

りました。そうした状況の中で、今、成年後見に関する相談からその制度の利用まで、一

貫して力強くサポートしていく、区民にとってわかりやすい仕組みというのが求められて

いると考えております。 

 そうしたことからこの検討会を設置することになりました。委員の皆様には大変ご多忙

の中、恐縮ですが、制度創設以降この5年間の経過なども踏まえまして、杉並区において、

関係機関とも連携しながら、より実効性のある利用者支援のしっかりした仕組みをつくる

ために、ぜひお知恵をおかりし、お力添えをいただきたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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○ 管理課長 それでは、委員の皆様をご紹介させていただきます。 

（委員・幹事の紹介） 

  続きまして、会長の選出ということになりますが、要綱の第5条で、「検討会に会長

を置き、委員の互選によってこれを定める」と規定しています。会長の互選につきまして、

いかがいたしましょうか。 

○委員 学識経験者にぜひお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○管理課長 今、ご提案がございましたが、皆様いかがでしょうか。よろしゅうございま

すか。 

（ 異議なし ） 

○管理課長 それでは、会長をお引き受けいただくということでよろしくお願いいたしま

す。 

 真ん中の席の方へお移りいただけますでしょうか。 

（ 委員、会長席へ移動 ） 

○管理課長 先ほどの要綱の第5条の3項ですが、「会長に事故あるときは、あらかじめ会

長の指名する委員が、その職務を代理する」となっておりますので、会長から職務代理者

の指名をお願いしたいと思います。 

○会長 それでは、先ほどご紹介がありましたけれども、杉並区民生委員児童委員協議会

の委員にお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○管理課長 指名がございましたので、よろしくお願いいたします。 

 最初に一言ごあいさつをいただきまして、それ以後、議事の進行については会長にお任

せしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○会長 私の専門は、先ほどご紹介の中に含めていただきましたが、最近、法律系の学部

を持っている大学の多くに、ロースクールと呼ばれる、法務研究科とか法科大学院とがで

きたんですが、私は、元法学部におりまして、今、そちらの方におります。本職は法律で

すが、法律の中で民法という分野を特に専門にしております。 

 本来の専門とこの成年後見とのかかわりなんですが、もともとは東京都で「権利擁護セ

ンターすてっぷ」をつくるということが、もう20年ぐらい前でしょうか、話題になりまし

た。そのときに一番最初の立ち上げのところから関与させていただいて、民法総則に、禁

治産宣告等の制度があったわけですが、それを普通に教えている者に過ぎなかったのです。
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東京都の権利擁護センターすてっぷをつくる過程で、福祉関係のいろいろな立場のご専門

の方と一緒に検討会に参加させていただきまして、この制度、例えば禁治産につきまして

も、そういう問題があったのかということが、つまり、法制度と社会とのかかわり合いの

中で非常に大きな問題があるということを認識いたしました。その後、世界的なレベルで、

禁治産制度的なやり方ではなくて、もう少し実態に合った、人権尊重の観点に立った制度

にしなきゃいけないということで、ヨーロッパやその他のところでも法改正がどんどん行

われました。 

 日本の民法も、そういう方向で変えなければいけないということで、従来の禁治産宣告

の制度を新しくしようということで、「成年後見」という言葉を、その言葉自体は昔から

なかったわけではないんですが、余り使われていなかった言葉で、それを前面に出して新

しい制度にしようということを強く働きかけたりいたしました。そのかかわり合いの中で、

この分野を特に勉強するようになったということがございます。こういう場所を、ここは

純粋な勉強会ではないことは認識していますが、私にとっては非常に、勉強する場として

大変貴重な場所でございます。そういうことも含めまして一生懸命やらせていただきたい

と思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ってよろしゅうございますか。 

 議事の次第の方で順番に従ってまいりたいと思います。まず、杉並区における成年後見

制度利用援助の概要と現状ということで、ご報告を、お願いいたします。 

○管理課長 それでは、説明させていただきます。 

 当区の経過ですが、杉並区では、平成12年9月に、外部の学識経験者も含めた成年後見

制度活用委員会を設置して、13年3月に報告というのをいただいております。それに基づ

いて、13年10月に福祉サービス利用援助事業、地域権利擁護事業及び成年後見青年事業を

担当する杉並区福祉サービス支援センターあんしんサポートというものを社会福祉協議会

に設立をしました。 

 あんしんサポートの概要と実績ですが、事業内容として大きく三つあります。相談事業

と地域福祉権利擁護事業、成年後見制度利用支援事業という三つです。これは、資料の

5で、あんしんサポートのパンフレットをお配りしています。 

 パンフレットをごらんいただきますと、2ページ目に相談事業、利用援助事業―これも

地域福祉権利擁護事業と呼んでいますが、成年後見制度支援事業、この三つの柱となって

います。相談事業に関しては無料で受け付けるということで、どんなことでも、広く相談

 ４／３３ 

 



を受け付けています。 

 地域福祉権利擁護事業、福祉サービス利用援助事業は、このパンフレットの4ページ、

5ページに載っていますが、利用援助の支援や日常的な金銭管理、書類等の預かりサービ

スを、ご本人の契約能力のある方に対して、提供するということです。 

 成年後見制度支援事業ですが、6ページ目に、相談や申立て方法などの案内、あるいは

各団体の紹介などを行うことにより活用について支援し、活用の促進や推進を進めていま

す。 

 その実績ですが、相談事業としては、件数は年度によって出入りはありますが、16年度

は2,059件の相談がありました。この中で成年後見に関するものが272件ありました。 

 地域権利擁護事業、金銭管理や書類等の預かりサービスの契約数は徐々にふえてきてお

ります。これに伴って、定期的な訪問件数というのも非常にふえております。この利用と

いうのは、徐々にではありますが、広がってきているという状況にあります。 

 成年後見利用支援事業ですが、区民からの電話、来所による相談が、平成16年度で

272件ほどありました。この中で、さらに継続した相談につながったり、どこかの時点で、

関係機関、団体等の紹介するルートと、社会福祉協議会のあんしんサポートとして申立て

の支援をしているというのが、相談からの件数としては30件ほど、この3年間にありまし

た。 

 地域権利擁護事業の契約者の中で、成年後見を利用し、申立てをした方が19件ございま

して、合計で49件は申立ての支援を行ってきています。書類作成が6件、家裁同行等が4件

ということですので、申立ての支援は、書類の書き方を指導する例がほとんどです。 

 毎年二百数十件以上の相談がありますが、実際に、あんしんサポートとして申立てを支

援し、審判に結びついた件数は４９件です。 

 地域権利擁護事業の契約を終了したという方が11件ございます。新しく契約した方との

関係で、差し引きで55件の契約がある状況です。 

 成年後見の審判を受けて、後見人と協力して地域権利擁護事業を継続しているのが5件

です。このような取り組みの状況で、この実績が多いのか少ないのかが、評価としても難

しいと考えています。あんしんサポートでの親族申立てあるいは任意後見の取り組みとと

もに、区では区長申立てを実施しています。3所の福祉事務所それから5カ所の保健センタ

ーで、ケースワーカー等が親族調査や関係書類等の収集を行い、管理課で取りまとめて、

区長申立てを実施しています。平成14年、15年は、それぞれ1件ずつしか実績がございま
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せんでした。16年になって12件の申立てがあり、その多くが認知症の関係ですが、中には

知的障害あるいは統合失調症の方も含まれております。これも少しずつ実績が上がってき

たところですが、親族申立てや任意後見の実績も含めて、実際に、本当にこの制度の適用

が必要な人に比べると、まだまだ少ないのではないか。もっと、本当に必要な人に利用し

ていただくためには、大きく取り組み方を見直していく必要があるのではないかなという

のが、私どもの大きな認識ですし、今回の会を設置して検討していただくための、一つの

背景となっております。 

 区の職員を中心に整理をした課題が資料4です。基本的に制度の周知というところでは、

継続的あるいは系統立てた普及体制がとれていなくて、なかなか広がっていかない。特に

任意後見についての周知が不足しているということで、これは区の取り組みが不足してい

るということも一つ大きな問題ですが、区の取り組みだけで進んでいかない面もあるのか

もしれないと思っております。 

 親族申立てや任意後見については、あんしんサポートで相談を受けても、実際に申立て

や後見に結びついた件数というのは把握する仕組みがないということで、その実態把握が

できていないというのが、非常に大きな問題だろうと思います。 

 後見人は、利用料が発生するということもある中で、親族に説得するというのが非常に

難しいという面もあります。 

 やはり料金のことですが、低所得者が後見を受けやすくなるような、そういった支援制

度が現在のところないというところも大きな問題です。 

 区長申立てについて、申立てをしてくれる親族がいないという状況の中でいろいろな調

査を行い、非常に事務が煩雑で、担当部署の職員が積極的にこれに取り組みたいというふ

うになかなか思いにくいという現実があります。 

 三つの福祉事務所、五つの保健センター、それぞれで取り組んでいく中では、そういう

事例を蓄積して、判断や処理の専門性を高めていくということが、今のままでは非常に難

しいのではないかなというふうに思っております。 

 親族申立ての場合も区長申立ての場合も共通する問題ですが、後見については、やはり

候補者が絶対的に不足をしています。報酬であるとか、事前にわからない場合が多く、そ

の点が、依頼を難しくしている面もあるのではないか。また、対象者の資産や判断能力、

身体状況等に応じて、どういう後見人を探したらいいのか、どういう団体にお願いをした

らいいのか、そういった基準というのが明確でありません。場合によっては担当者の判断
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に頼るとか、個人的なネットワークに頼らざるを得ないというような問題もあります。 

 法人後見の受け皿が少ない。少なくとも杉並区内にそういう団体があるわけではないと

いうことです。あるいは、複数後見と調整するような、場所とか機能というのがない。関

係団体とのネットワークも、東京都の範囲での窓口は明確ですが、杉並区の中でのネット

ワークが十分整備されていないし、案内とか紹介にとどまっていることが多いという問題

があります。 

 その他では、かかりつけ医がいない場合に、診断書等を書いていただくというような医

療機関を探すことが非常に難しいというようなことがあります。あるいは、後見人が選任

されるまでの間、親族が身上監護等を余りやっていただけない場合は、どういうふうな対

応をやっていくのか。そういった支援体制みたいなものはどう考えたらいいのかというと

ころも、若干不明確なところもあります。 

 地域権利擁護事業との連携について、先ほど5件ほどそういう実績があると申しあげま

したが、積極的な有効活用につなげるような体制というのが不十分ではないかが、私ども

が認識している課題としては、このような点がありました。 

 以上、私どもの制度の利用支援の現状と課題ということで、ご説明させていただきまし

た。 

○会長 ただいまのご説明に対して、ご質問等、お願いしたいと思います。ご意見も、も

ちろん結構です。 

 私の方からお願いというか教えていただきたいことがあるんですが、区長申立てのケー

スで、申立ての費用の負担の問題があります。それから、まだ審判が出てから期間が短い

と、報酬の問題は出ていないかと思うんですが、費用負担の問題について、公的な援助を

利用されたようなケースはございますか。 

○管理課長 基本的には区が負担をして、手続を進めながら、区の方は国の制度を利用し

て、補助金を活用しているという状況です。 

 審判がおりた後で、本人の財産等があれば、求償しています。 

○会長 それは求償された例も、求償しなかった例も両方あるのですが。 

○管理課長 そうです。 

○会長 そうですか。わかりました。 

 まだ、後見人の報酬のことで援助を申請するまではいっていないとのことですか。 

○事務局 報酬まではいっていないです。 
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○会長 わかりました。 

 16年になってから、急にふえているというのは、何か制度の徹底というのですか、区民

に対するお知らせ等がうまくいったとか、そういう何かがあるのですか。 

○管理課長 もともと、そういう問題意識を持って、福祉事務所や保健センターで見てい

た事例だと思います。14年、15年、初めて手続をして、少し経験を積んだということもあ

って、現場の職員も意識を持って取り組んだということだと思います。 

○会長 どうぞ。 

○委員 区長申立てで法定後見になった場合、親族の方がいらっしゃらないので非常に困

ることがあります。施設を選んだりするときに、積極的に援助していただきたい。どこの

病院、施設がありますと、紹介をしていただければ、契約はこちらの代理権になります。

区長申立てで、終わりというようなのは、非常に困っていることがあります。 

 なぜかというと、生活保護までいかない程度のお金を持っていた場合は、同じ施設にず

っといて、出ていけと言われたとしても、自宅へ帰っても何かしなくてはなりません。で

きるだけ施設の情報とか、そういうのを積極的に提供していただければ非常にありがたい

と思っていますが、その辺のことはやっていただけるのでしょうか。 

○管理課長 現場の職員といいますかケースワーカー、申立てして後見人が決まったとき

に、その後どうかかわっていいかということに関して、明確な指針を持っていないという

ことも事実です。後見人が決まった後の問題についてどうかかわっていくかということに

対して、区としては整理をしていくということも必要だと思いますし、専門的な機関と連

携しながら、区のかかわりを整理していくということも必要なのかなと思っています。 

 現場の職員の意見の中でも、後見人が決まった後でも、いろいろなことをするんだと、

そういう率直な感想を持っている者もいます。そういう意味では、手探りでやっているの

かなという感じです。 

○委員 一番ここでやってもらいたいのは、施設を紹介してもらう。契約とかは、当然、

後見人がやりますので、非常に助かるかなと思う。 

 なぜかというと、後見人の報酬というのは、1年分の、裁判所に報酬付与を申立てでや

りますし、その方に預金がなかったら報酬付与をもらえない。三多摩の方は、1カ月当た

り2万8,000円を出している市が何市かありますが、そういうのをつくっていただければ、

法定後見人ですから、後見人になるときも助かるかなというふうな気がします。 

 ぜひ施設紹介とかそういうのを、一覧表でもいいですけれど、何かあれば、こちらから
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いろいろ探すことできるんですけれど、こちらも手探り状態なので、その辺をできるだけ

早くやっていただけたらなと思っています。 

 以上。 

○幹事 高齢者の方につきましては介護保険制度でカバーするようなことになっておりま

すので、一般の区民の方も、介護高齢者の方の施設入所であるとかのご相談に対しては、

パンフレットとか冊子とかも用意してございますし、皆さんに広く情報は提供しておりま

す。その中でご相談いただければ提供できる施設の情報であるとか、いろいろなサービス

の情報についてはお伝えできるようになっています。 

○委員 いわゆる老健なんかで出なさいと言われたときに、どこを探していいかわからな

い。そういう場合に、入れるような施設があったら、紹介していただく、契約とか電話を

かけたりすることは全部やるので、具体的に今必要だというようなときに、施設を紹介し

ていただければ、非常にありがたいなということです。 

○幹事 福祉事務所等でそういった情報を持っている者があれば、情報提供しております

し、個別にご相談していただければと思います。 

○委員 区長申立ての件ですけれど、申立て事務が煩雑でということですが、4親等内の

親族ということに最初は非常にこだわっておられて、それを探すので非常に時間がかかっ

てしまったというお話が多かったんです。最近では、裁判所の方では、推定相続人レベル

とかいうことでお済ましになっていることもございます。とりあえず、申立てということ

で、連絡とか、そういうことで戸惑っている場合には、裁判所に聞いていただいて、それ

はそこでいいですよというふうに言っていただくと、相当時間を短縮できるやに伺ってお

ります。 

○委員 今のことと関連して、法律の改正が言われていまして、この事業が自治体の必須

の事業になるということです。厚労省の方は2親等までで調べて、あとは申し立てなさい

と、申し立てていいという通達を、法律が成立したら出すという話を聞いておるんですけ

れども、そういうのは聞かれていますでしょうか。 

○管理課長 法改正の動きというのは、具体的には把握していませんが、現実的には3親

等までで対応しています。4よりは大分楽だというのは、確かにそのとおりです。3が2に

なれば、もう少しやりやすいというのも確かにそうだと思います。 

 新しい制度に現場の職員も十分なれていないということもありますが、調査をして手続

をしていくというのは、従来のケースワークの事務に加えてという仕事になります。そう

 ９／３３ 

 



いった意味での煩雑さというのは、現場の職員は実感としてはかなり強く持っているとい

うのは事実だろうと思います。 

○会長 4親等という数字は、恐らく民法の申立人の範囲から来るのが4親等です。民法で

定めている申立人の範囲内で探して、調査するということになるんでしょうが、特別法で

市区町村長に申立て権限を与えている条文で見ますと、必ずしもそういう規定の仕方では

なく、むしろ必要性があればという感じになっているわけです。必要性ということでいけ

ば、必ずしも全部4親等を探す必要はないということになるわけです。ご承知のように、

同居している4親等は結構密接なんでしょうけども、同居していない4親等というのは、も

う、顔も見たことないような人とかがいます。突然言われたって、嫌ですというのが、せ

っかく調査して見つかっても多いわけです。 

 必要性という要件であれば、4じゃなくて3とか2ということでいいのではないか。それ

は非常に合理的で、そういう相談を受けたときは、いきなり2というわけにもいかないの

で、3ぐらいじゃないですかとかというようなことを、必要性との関連でお答えするよう

なことはあります。一度に調べられなくて、また回答を見ながら調べていくと、すごく時

間がかかる。数カ月、時間がかかる場合がある。数カ月といっても、3カ月とか2カ月とか

そのくらいかかることがあるということも伺います。その辺は臨機応変にして、必要性が

あって申立てを考えているわけでしょうから、みんなでそういう方向へ持っていかないと

まずいんだろうなと思います。 

○委員 必要性の部分で、社会福祉士会で受けているケースに、虐待に関して後見人をと

いう形のものも結構お受けすることがあります。虐待をされているご本人がお子さんであ

ったりとか、4親等内の方はいらっしゃるんですけども、そこに任せておけないような状

況というのが、ケースとしてもやっぱり上がってきている。そういう方に関して、本来、

お子さんが申立てをしてという形になるんでしょうけども、そういう方に関しては、申立

てもしていただけない。そういう形に関しては、行政でというか、区長申立てという部分

を、必要性という形で考えていただければ、4親等内のという形にこだわる必要はどこま

であるのかなと、感じております。 

○幹事 16年度に急に件数がふえたということであるんですけれども、現場の職員は、家

裁へ行くこと自体もふなれな中でやはり成年後見が必要だということで、手探り状態でや

っています。先ほどの4親等までの追っていくところも、手引書に書いてあるとやはり4親

等まで追わなければいけない。それをやっていくだけでも非常に大変で、書いてあるとお
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りに、手探りで進めてきたというふうな現状です。ですので、専門家のお知恵を拝借しな

がらやっていくと、もっと本当にスムーズにいくのではないかというのは現場の中の声で

す。この検討会の中で、いい形での連携をとりながら仕組みがつくれていけたらいいかな

と、現場の方も思っています。 

○会長 具体的な人権侵害とか、そういうものになりますと、必ずしも後見だけじゃなく

て、ほかの救済の方法があろうかと思うんです。それも考慮しながら、財産的な侵害とか

が絡んでくると、後見の申立てを急いでやらなきゃいけないという問題は、同時にあると

思います。 

 審判前の保全処分とか、そういうのをうまく使いながら、財産的な面については対応す

る方がいいのかなと思います。この十何件かの中で審判が出る前に、保全処分を同時に申

し立てたとか、そういうようなケースはありますか。 

○管理課長 これは、今までありません。 

○会長 必ずしも緊急性のケースがなかったということなんでしょうかね。 

○管理課長 そうです。 

○会長 これだけのケースが出てきているということもございますので、これからいろい

ろ、さらに新しいケースを含めて、いろいろな問題点が出てくるだろうと思います。それ

ぞれのお立場でご専門の方に集まっていただいておりますので、いろいろな観点からご意

見を出していただいて、どういう利用者支援というのが望ましいのか、検討をしていけれ

ばと思います。 

 ただいまの概要と現状に関しては、何かご質問等がなければ、二つ目の議題の方に移り

たいと思いますが、よろしいですか。 

（ 了承 ） 

○会長 各関係機関、団体の成年後見制度に関する取組み状況等につきまして、ご発言を

いただきたいと思います。 

 名簿順でそれぞれのご所属の団体等の取組み等々についてお話をいただくということで、

よろしゅうございましょうか。 

 司法書士会等、杉並支部のご報告をお願いします。 

○委員 司法書士会の方は成年後見につきましては、関係団体ということで社団法人の成

年後見センター・リーガルサポートが、成年後見というのをやっています。 

 私はリーガルサポートの東京支部ということで、支部の杉並の幹事を仰せつかっていま
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す。 

 東京司法書士会は大体2,000人ぐらいいまして、その社団法人の社員になっているのが

400名ぐらいですか、今やっています。どういう活動かというと、対内的と対外的とあり

まして、対内的には社員の研修、後見人とか法定後見人とか任意後見人とかをやっている

場合に報告書を上げてもらいますので、その監督・指導を対内的にやっています。研修を

受けないと、東京家裁と八王子支部の名簿には登録されないというような形で、結構、ハ

ードな研修をやっています。社会福祉の方とか、いろいろお見えになっていただいて、研

修を毎年やっています。最初は18単位とらないと、名簿に登載されません。2年ごとにま

た12単位をとらないと、再度、名簿に登載されないというような仕組みになっています。 

 対外的には、相談の受付と、法定後見人の受け皿をやっています。相談業務は大体週に

1回か2回はやっていまして、杉並支部につきましても、月に1回法律相談ということでや

っています。 

 相続関係が多いんですけれども、成年後見に対する相談というのは、まだ余りありませ

ん。今年につきましては、成年後見と限定した相談会も開催しようかなとは思っています

ので、そのときは区の方、よろしくお願いしたいと思います。 

 任意後見、「成年後見と遺言」というキャンペーンを3年ぐらいやっています。東京支

部につきましても5会場ぐらいでキャンペーンをやっていまして、ことしはぜひ杉並でや

ってくれということです。杉並で「任意後見と遺言」というテーマで相談会を一応実施し

たいと思っていますので、そのときはよろしくお願いいたします。 

 去年、『ボケてても、好きな人』というんですか、劇団をつくりまして、出前で寄席を

やっています。本人役と後見人役と裁判官役といろいろこうやって、司法書士が役者にな

ってやっているんですけれども、専門の演劇指導をお呼びして、演技指導を受けたという

ことです。何かありましたら、声をかけていただければと思っています。 

 今後とも、杉並区と皆さんと一緒に、やっていきたいと思っていますので、よろしくお

願いいたします。 

○会長 杉並医師会にご発言いただければと思います。 

○委員 成年後見制度に対する取組みについて、医師会としての事業というものは、現在

行っておりません。区に先ほど出していただいた資料3、「平成12年9月、杉並区の成年後

見制度活用委員会」と、この委員会の立て上げのときに、医師会の方から代表が出ている

というふうに事務長から伺っております。 
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 医師会としての、成年後見に対する事業は、今、一切やっておりません。医師会として

は、成年後見という制度、名前はある程度聞いたことがある会員もいると思うんですが、

実態がどういうものなのか、そして、今後、医師会としてどういうことが協力できるのか、

その辺は、この検討会で、いろいろ各専門家の、法律を含め、いろいろなご意見を聞きな

がら、医師会としてできるものを考えて、それを会員に周知させるというところが医師会

の役目かなというふうに思っております。 

 かかりつけ医がいない場合、医師会が関係するようなところだと思います。成年後見制

度という名前は知っていても、具体的な実態はまだまだ皆様方のほうが現場の本当の専門

家でいらっしゃるので、その辺をこの検討会を通じて少し勉強させていただきたい。会長

からも、医師会として何がその場で今後杉並区の利用者に対する支援ができるのか。その

辺を今後考えてもらいたいというふうに言われております。 

○会長 東京税理士会杉並支部からお願いしたいと思います。 

○委員 杉並区では、税理士会は荻窪支部と杉並支部とございまして、両支部に今回のご

紹介がございまして、杉並支部と荻窪支部で相談しました結果、私ということで、私は荻

窪支部に所属している者でございます。 

 全国的にいいますと、税理士は、日本税理士会連合会という、財務省監督で一番トップ

の組織がございまして、平成12年に成年後見制度ができたということで、それに対する研

究会ができました。その研究会が発展いたしまして、公益的業務特別委員会というのがご

ざいまして、各それぞれの単位税理士会、大体国税局と同じに組織されていますけど、そ

の単位税理士会に、成年後見に対して取り組みなさい、指導者を養成しなさいということ

になりました。それぞれの会での施策を行うようにということで、まず、指導者研修とい

うのがございまして、各単位税理士会で指導者をつくりました。私は東京税理士会でござ

いますけれども、東京税理士会で研修を、延べ3日にわたって受けます。その中から一般

的な成年後見に対する知識を得まして、その中の講義の一つに、家庭裁判所の方に来てい

ただいてご説明をいただくので、家庭裁判所に対して名簿を後見人候補者の提出しており

ます。 

 杉並区杉並支部・荻窪支部で家庭裁判所に名簿を登載しておる者は、現在17名ございま

す。家裁から直接任命されているものはありません。ただし、区長申立て等で引き受けて

いるものはあります。 

 荻窪支部・杉並支部ではどのように取り組んでいるのかと申しますと、荻窪支部と杉並
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支部で成年後見制度勉強グループというのをつくりました。東京税理士会は八つのブロッ

クに分かれておりまして、その中で私ども所属しているのが第三ブロックというところな

んですけれども、ここでそれぞれのブロックで、毎年、連絡協議会というブロック単位の

勉強会というか協議会がございます。そこでそのときの分科会の検討テーマが、「税理士

と成年後見制度」ということに決まりましたことをきっかけの一つといたしまして、杉並、

荻窪の2支部の有志、ここに名簿に載っているのは現在36名なんですけれども、その中で

勉強会をずっとやっております。 

 中に、実際、成年後見を引き受けているものもありますし、成年後見というものが何だ

かわからなくて、最初から勉強したいというものもございます。基礎から実務にだんだん

シフトしながら、見学会とかいたしまして、成年後見の受け皿になれればというような、

また、仕事として任意後見を引き受けようというものも多うございます。 

 その中で、浴風会の見学等もいたしました。ちなみに、司法書士の先生、社会福祉士の

先生とも交流を持たせていただいております。 

 東京税理士会では48支部ございますけれども、こういう研究をしているのが、私どもと、

あともう1カ所で、まだそのぐらいしかありません。なぜかと申しますと、これは国の税

金のデータで申しわけないですけれども、亡くなる方100万人に対して4万6,000人が相続

税の申告するという、4.6％しか、提出率がないんです。ですけれども、杉並、荻窪に関

しては、11％を超えております。ということは、杉並区には財産をお持ちのお年寄りがた

くさんいる。ですから、だまされるケースも多い。税理士などのニーズも多い。現に任意

後見を引き受けているうちの会員も、数名おります。その方はやはり資産家の方というこ

とで。そういうニーズがございまして、私どもはこのように取り組んでいるわけでござい

ます。 

 もう一つの「すぎなみ協働事業 成年後見制度支援事業の提案」というのに関しまして

は、後でまた説明させていただきます。私どもの活動の内容に関しましては、刷り出した

ものと、今お話しさせていただいた内容でございます。 

○会長 杉並社会福祉士会、よろしくお願いいたします。 

○委員 私どもは杉並の社会福祉士会という形で出させていただいたんですが、実際には

社会福祉士という形で、成年後見の方、どのような形で後見人という形で養成しているか

という部分に関して、パンフレットを用意させていただきました。 

 「成年後見制度ぱあとなあ東京」という形でのパンフレットなのですが、それを開けて
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いただきますと、見開きというか、中ページの右側の方に、成年後見制度パートナーとい

う形で、「『ぱあとなあ東京』ってなに？」という形で書いてあるんですけれども、社会

福祉士という形に関しては、社会福祉士の資格を取った者が全国的な部分で組織したのが、

社団法人になりましたけれども、日本社会福祉士会という形でございます。成年後見に関

して、社会福祉士が担うということで養成を始めています。それは2000年に始まる1年前

から養成研修の方を始めまして、今、7期目の方まで修了して、実際に裁判所等に名簿を

登録して、そちらで後見人としての仕事というか、その辺を受任するような形で動いてい

ます。 

 私たちのところは1年間という形での養成を終わった者が各都道府県ごとに組織してい

まして、東京の場合はぱあとなあ東京ということで、成年後見センターという形で動いて

おります。ここに関しては、成年後見に特化した形という形で、会議というか動いており

まして、全国的には、47都道府県すべてに、社会福祉士会としては成年後見センターもし

くは権利擁護センターという名前のところもございますが、成年後見に対する受任を、受

け入れるような体制ができております。その中で動いていて、私の方はその中での会員と

いう形で、裁判所は家庭裁判所単位になりますので、東京の場合は霞が関の本庁とそれか

ら八王子の支部という形で2カ所、その2カ所に名簿を登録して出しているということなり

ます。 

 ぱあとなあの場合で、名簿登録という部分に関しては、修了した者すべてが名簿登録し

ているというわけではございません。23区を管轄しているのが霞が関、それから島しょ部

分を受任の対象とする方、それと市部、郡部、市町村部を担当されるご希望の方という形

で、本庁と八王子、両方に名簿登録をされている方、もしくはそのどちらかに名簿登録し

ている方、それぞれまちまちというのが現状です。 

 養成の研修をやった東京の社会福祉士というのは、7期が修了した段階で100名を超えま

した。ただ、現段階で名簿登録をしている人数に関しましては、昨年度、16年度に関して

62名の者が、東京本庁もしくは八王子支部という形で名簿登録している者が62名います。

今年度については、これから名簿登録を整理しておりますので、それを提出するという形

になります。正確な数字の方はまだちょっと把握していないんですけれども、修了者、新

たに現に修了している者が登録するという形になりますので、プラスという形で20名ない

しは30名まではいかないと思いますけれども、人数がふえるのではないかというところで

動いております。 
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 後見人の養成は、全国でするということもありまして、人数的な部分がすごく制約され

ているというか、少ないんです。東京の方は社会福祉士会への要望というか、社会福祉士

に後見人等という形での要望が多くて、この4月に、東京の社会福祉士会が社団法人とい

う形で独立いたしました。そこに関して、今後、社団法人東京社会福祉士会として、後見

人の養成等も考えていこうかと、具体的にいつからとか、どういう形でという形ではまだ

検討段階なんですけれども、そういう形で、後見人の養成等を、社会福祉士会としてやっ

ていきたいという形で、今動いております。 

 現に社会福祉士は、受任している件数という部分に関しては、今はもう、100名を超え

ております。そこに関しては、やはり都道府県で見ますと東京は一番多くて、あと大阪、

神奈川です。社会福祉士が後見人を受任しているという形になるんですけれども、やはり

東京の場合は、そこらは群を抜いてという形で、今、200名近くの方を受任しているとい

う状況になっております。今の社会福祉士会という形での動きになります。 

○会長 社会福祉士会の場合も、それから司法書士会の場合も、ちょっと似たような事情

があるかと思うんですが、法人後見としてやろうとした場合に、例えば全国で一つの社団

法人になっている場合に、それで受け入れるというのは不可能じゃないわけですけれども、

実際は、支部が一つの法人と同じような感じで動くというような、そういうことはあるん

ですか。それとも、かなり、今、支部が独立した法人になりつつあるという理解でよろし

いんですか。 

○委員 東京の社会福祉士の場合、そういう形で社団法人格をとって、独立を各支部がし

始めているという形になります。ただ、すべての都道府県が独立した法人格をとってとい

う形に関しても、まだまだ難しいかなというところですね。 

 東京の場合も、本当に長年の懸案だったんですけれど、やっとここへ来てという形で、

この4月に社団法人格をとれたんです。法人としてという形で動く場合に、その中で、実

際に実務というか後見をやっているという形については、ぱあとなあ東京という形で動い

ていますので、社団として、東京の福祉士会が後見のというんですか、法人後見という形

で関与するという部分に関してはまだ検討段階なんですが、法人としてというのは難しい。

そこに関してはパートナーという形での部分が法人格をとるという形での実務をやるレベ

ルで動ければという形なんですが、まだちょっと、そこに関しては、法人後見というとこ

ろまでは、いっていません。 

 法人後見というよりも、ぱあとなあという形で今機能している部分に関しては、どちら
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かというと、実際に後見をしている社会福祉士の監督機能みたいな形で動いているので、

法人格をとって動くとすれば、後見等の監督人という形の部分の受任という、法人として

はその辺から入っていくのが妥当かなという形での話は出ていますが、実際に法人として

後見は受任するという部分に関しては、まだこれからの検討課題ではないかと思っており

ます。 

○委員 司法書士のリーガルサポートの中に法人後見部というのがありまして、一応ここ

では受けています。どういう事件を受けているかというと、やくざ絡みの事件とか、整

理・破産関係、それとあとは被後見人がすごく若い方、個人で受けた場合は、後見人の方

が早く亡くなってしまいます。親亡き後や、いろいろ問題を抱えそうな案件について、法

人後見部で受けています。 

 他支部との関係は、全国にありますので、全部、支部があります。何かあった場合は、

そこと連絡をとりながらやっています。法人後見になると、1人1人の自覚が多少薄まるよ

うなところがありますので、その辺を改革して、これからやっていきたい。東京支部につ

いても、今までそういう部分なんかにあったんですけれども、ことしから法人後見部とい

うのを立ち上げて、そのように整理してやっていくように今努めているところです。 

○会長 今までのところで、各職能団体といいましょうか、そういう専門団体の方からの

ご報告をいただいたんですが、この後、各団体からもご発言をいただきたいと思っており

ますが、今までのところについて、何かご質問等ございましたら、どうぞお願いしたいと

思いますが、よろしゅうございますか。 

（ なし ） 

○会長 先に進めさせていただきますが、利用者に近い立場というような視点も含めまし

て、順番にご発言をいただきたいと思います。障害者団体連絡会、お願いできますでしょ

うか。 

○委員 障害者団体の方では、後見人制度の必要性ということは皆さん認めていらっしゃ

るんですね。いろいろな情報で伝わってくるところがありますところでは、手続が非常に

難しいとか、その後、契約した後でもお金が非常にかかるとか、そういうことの方が非常

に強く伝わっています。ある方が娘さんに国債を買ってあげようと思って、証券会社に行

ったところ、ちゃんとした後見人の方がいらっしゃらなければ国債が買えませんよ、とい

うことを言われたそうなんですね。それで、何とかして買ってあげたいというので、ご自

分で行政にある窓口に行かずに、いきなり家裁に行ったそうなんですね。そうしましたら、
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こういう書類をそろえてくださいという書類が非常に多くて、後見人制度に申請しますと、

幾ら親子の関係の、娘さんのお金であろうとも、勝手に手はつけられません。支出の面で

も、ちゃんと筋が通った記録をしなくちゃいけないとかって、そういうことを言われまし

て、まあ、それならば、親子で何とかやっているんだから、今急いでこの手続をすること

ないわと、そう思って帰っていらしたというんですね。 

 連合会の中でも、大体そういうレベルなんですね。必要は必要なんだけれども、身内で

何とかなっちゃっているから大丈夫、それとあと、自分には財産がないから必要ないとか、

そういう点で、いまだ連合会の中で手続をとったという方は、1人も伺っていないんです。 

 私の考えとしたら、行く行くは、後見人制度を利用しなくちゃいけないと思うんですけ

れども、それが本当に必要になるというのはいつなのかというのはわからないわけです。

それを身内に託すと言っても、身内の中でも本当にうまくいっているときはいいですけれ

ども、幾らいい家族であっても、お金にまつわることでトラブルが起きているということ

もいろいろな話の中で伺いますので、そういうことにはしたくない。手続だけはちゃんと

して、自分がちゃんと財産管理のできなくなった状態のときにはお願いしたい。今、手続

したら、手続が終わった途端に毎月何万というお金を払っていくことになる。それはちょ

っとできないって、皆さんもそういう考え方なんですね。その辺で、手続はしておいても、

もうお願いしなくちゃならないといったときに、即、利用できるような、皆さんそんな感

じですね。それは、虫のいい話しかもしれません。それで勉強会と言いましても、ぽつぽ

つとした情報が伝わってきますので、勉強しても今はまだ必要ないかねと、そういったと

ころに落ちついてしまっているというのが現状なんです。 

○会長 関係者の方々からのご発言を一通りいただきたいと思っております。ケア24連絡

会の方からお願いしたいと思います。 

○委員 私どものケア24というのは、高齢者の方のご相談を身近なところで受けるという

ところで、杉並に18カ所、ケア24というのがございます。私もケア24の相談員として、地

域の中でご相談を承るというふうな仕事をさせていただいています。 

 介護保険の非該当になった方で、今、生活にどんなところで支障があるんでしょうかと

いう形で訪問させていただいておりますと、悪徳商法にだまされて怖くて、そういう業者

さんと間違われることもあるんですね。そこから一歩入ってお話を聞くと、高齢者の方に、

それで幾らお礼を支払えばいいでしょうかと言われて、物すごく戸惑うことがあります。 

 話を聞いてもらったということに対してお金でお礼をあらわしたいというところ、それ
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があるからだまされるんじゃないんだろうかというような思いす。めいごさんとかおいご

さんからいっぱいワインが届いたと言っているんだけどどういうことなのかというところ

で、行ってみると、玄関にワインの箱が1個、2個じゃないんです。だーっと、高く積んで

あって、奥の部屋には布団がいっぱいあってということで、何か連鎖反応みたいに、一つ

ひっかかると次々とこういうことになり、その方の通帳は空っぽになっていたというよう

なことが、身近なところでたくさんございます。 

 昨年度、試行という形で、あんしんネットワーク事業というのが立ち上がりました。そ

れで住み慣れたところで、ちょっとした住民の目配り、心配りをする中で、安心して住ん

でいけるまちづくりにしようということで、ことしから18カ所で本格的に取り組んでおり

ます。具体的には、雨戸が閉まっていないかなとか、新聞受けにいっぱいたまっていない

かなとか、知らない人がよく家に出入りしているんではないかなというふうなところで、

ちょっとした心配りというところです。お元気ですかとか、何か変わったことはありませ

んかというところで、そういう制度を使っていただいて、悪徳商法というようなところか

ら、ちょっとでも、みんなで守り合えればいいなという形での仕事もしております。 

 ちょっと声をかける方というのは、協力員さんという方で全くのボランティアの方なん

ですけれども、その協力員さんと地区の方たちの地域づくりがきちっとできるまでの間、

民生委員さんたちにもご協力いただいて、やっている事業がございます。 

 やはりあんしんネットの中の悪徳商法というのは、もう早く帰ってほしいからというこ

とで、1回いいと言っちゃったらこれで済むのかなというところでお話を受けて、印鑑を

押しちゃっているみたいなんですね。そうすると、次から次に、わくように出てきて、気

がついたら通帳が空っぽになっているということみたいですね。 

 それと、あとは、やはり公共料金とか家賃の支払いが、明らかに認知症ですという形の

もうちょっと手前の段階で、やはりきちっとおできにならない方たちで、介護保険のご利

用者であれば、ちょっとケア24から外れちゃうのです。介護保険のご利用者さんであれば、

今、ケアマネージャーが地域福祉権利擁護事業というのを使わせていただいております。

これに入っていただくと、ケアマネージャーも、とっても気が楽に、生活を支援するんで

すね。 

 私も、平成14年、こっちに来て、社会福祉協議会で始まったばかりのときにも使おうと

したんですが、やっぱり地域の方とか、それから、私たちかかわるケアマネージャーの認

識不足から、なかなか結びつかなかったんですが、意外と気楽にご利用させていただける

 １９／３３ 

 



制度で、非常に助かっています。 

 ただ、ひとつ問題がございまして、お医者様の診断書をいただくのが非常に難しいんで

すね。あんしんサポートに入れるためにも、介護保険に結びつけたいとなったときに、か

かりつけの先生がなかなかいない場合、ご本人が、何で私行くの、どこも悪くない、とい

うふうに言っちゃうんですよね。そういうところで、かかりつけ医がいない場合の医療機

関を、遠いところでなくて、できれば身近なところで、そして、私たちもいろいろご相談

に乗っていただきたい。福祉事務所は、非常にある意味で、ケア24とか、ケアマネにとっ

て身近なところにあるんですが、先生というのは、またちょっとハードルが高い。ご利用

者さんに、遠いところに行きたくない、どこも悪くないとか言われたときに、ちょっと身

近なところでご相談に乗っていただいて、できれば訪問とかしていただける先生がいらし

たら、すごいうれしいなというふうな感じを持っています。 

 後見人に結びついたご利用者様がいらっしゃいます。 

 明治44年生まれの方で、やっぱり被害妄想から始まりまして、その後、貧困妄想になり

まして、僕は食べていないということで、本当に困ったご利用者さんがおりました。お話

を承る中で、兄弟が9人とか6人いたということを一つ一つ、昔聞いた話をみんなで思い出

しながら、家系図に近い形のものをつくっていきました。やはりお金の問題が出まして、

ちょっと滞った時期がありました。区長申立てにしようかどうしようかということで、私

どものところは東福祉事務所だったので、全面的に相談に乗っていただきまして、最終的

にはおいごさんのところから、お金があるということがわかりました。自分たちはお金が

ないので後見人の先生にお願いしたいということで、本当にその方がその方らしい生活を

維持されているみたいです。私たちのときには、本当におふろにも入らないで、ひげもぼ

うぼうで、という方だったんです。 

 振り返ってみたときに、その後見人の方に結びつけるまでの間、お金があるかないかと

いうことも私どもわかりませんでしたし、介護保険のお金も支払っていけない状態だった

んです。ずっと未払いのままで、日常の生活の、パンのお金とかもないわけですよね。ち

ょっと近くのところで差し入れをしていただくところはあったんですが、全面的にはない

ので、結果的にはヘルパーさんとかケアマネとかが、シャツとか食べ物を差し入れたりと

いうところでした。成年後見に結びつくまでの間の、そういう、お金があるかないかわか

らないけれども、とにかく、今お金がない方に対してのそのかかわりをどうやっていくの

かなというところが、振り返ってみると非常に大きい問題だった。 
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 何年間も待ってくれた事業所があるからいいんですが、すべての事業所が介護保険のお

金を待つというわけにいかないと思います。そういう問題も、やはり後見人、認知症の方

に対する結びつきのところでは、非常に大きなものがあるのかなというふうに感じました。 

○会長 診断書の関係が出ましたので、どうぞ。 

○委員 今、かかりつけ医の問題という、また診断書の問題の質問がありましたが、一応

医師会の方ではかかりつけ医紹介事業というのをやっています。今まで医者にかかったこ

ともない方、主治医を持っていない方、かかりつけ医のいない方がかなりいるとは思うん

です。ただ、いろいろな問題の中で、医師の診断書等、また訪問を含めて、かかりつけ医

が必要なときには、医師会が窓口にありますので、そこに電話していただいて、その住所

の近くのかかりつけ医、何科が中心で必要なのか。それから、訪問までをするということ

になると、かなり条件が狭められます。でも、いないことはないですので、ぜひ医師会に

相談していただければ、よろしいかと思います。 

○委員 ありがとうございます。それで、お世話にはなっているんですが、なかなか、何

で行かなきゃいけないのと言われて、その方とせっかく人間関係をつくって、今そこで崩

れたら、今度は糸が切れてしまう。訪問に来てくれる先生がいらっしゃればありがたいの

です。 

○委員 まあ、非常に成年後見制度という、こういう制度も含めて、やっぱりかかりつけ

医・開業医の中で、本当にそういういろいろな団体・組織、行政の方からお願いをされて、

受け入れるドクターというのは、もっと制限されるんです。それが現実だと思います。そ

ういう意味では、医師会としては、いろいろな新しい行政の施策とか、こういう新しい考

え方というものを、やはり、単に自分の周りで、自分のところに通院してくれる患者だけ

が自分の患者という、昔のテリトリーみたいな、そういう物の考え方から脱して、地域の

中で生きる開業医というのはどういうものなのかという、やっぱり意識改革みたいなもの

は必要とは考えるんですが、なかなか介護保険を、まだ、新しい制度、自身もまだ理解な

かなかできないようなレベルの開業医の先生もいないことはないですね。 

 ですから、かかりつけ医として診断書を突然お願いされて、そして一度訪問まで来ても

らってというような、何か非常には難しいとは思いますけど、いないことはないです。 

○委員 そうですか。ありがとうございます。 

○会長 それでは、比較的利用者に近い立場の組織におられるという意味で、民生委員・

児童委員協議会ら、どうぞご発言をお願いしたいと思います。 
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○委員 私の方は成年後見制度、これはたしか講習会2回くらい、区の方でやられたんで

すかね。社協が1回、区が1回ですか、ちょっと忘れてしまったんですけど。民生委員とい

うのは、杉並区に今400人、定員枠でいるんですけれど、成年後見制度の名称は、みんな

よく知っていると思うんです。ただ、内容は十分に理解していない。この2回の講習会に、

私も1回来たんですけど、民生委員らしき方はぽちぽちとぐらいしか見受けられませんで。 

 それからあと、地区で、毎月、地区民児協が開かれているんですが、そこの中で、社協

さんがＰＲ活動をしております。私どももこの社協さんからいただいた資料を地区民児協

で、社協さんの方から説明して、みんなが聞いているんです。 

 それからもう一つ、この資料として、あんしんサポートの資料が、最近になって出てき

ましたので。これで説明を受けて、これを地区の皆さんにひとつ、話しかけてくださいよ

ということをやっているんですけれど、実際に末端までいっているかどうか、その辺はは

っきりしません。というのは、ちょっとあんしんサポートの、一部費用は書いてあるんで

すけど、この成年後見制度の費用等がはっきりしないのですから、高そうだと。実際には

末端まで浸透していないのが実情だと思います。 

 それから、だまされたという話で、羽毛布団の件が資料にも出ていましたけど、これは

私も3件、実際に扱ったんですけど、その2件の方は、もう非常に売り込みのうまい男性ら

しいんですね。きれいな、格好のいいお兄さんらしくて、よく話を聞いてくれる、それか

ら親切だということで、後になったらだまされたというのを周りから聞かされたんだけど、

これはもういいんだと。どなたかさっき、杉並のお年寄りはお金を持っているというよう

なことがありましたけど、いいんだと。一つのチップだと思っている。 

 ただ、1件だけは、ひとり暮らしの人ですけど、お嫁さんにそういう話をして、30万だ

か40万だか言っていましたけれど、それはちょっと高いから、だまされているよというこ

とで、何か方法はないかと。民生委員に聞きなさいというので来ましたので。これはクー

リングオフをかけてもらって、お金をそっくり払わないで済んだんです。相当、自分の地

元でもいるんじゃないかという気がします。 

○会長 先ほど来、地権事業とかいろいろなことが出ておりますが、杉並区の社会福祉協

議会から、ひとつお願いします。 

○委員 私どもの取り組みは、先ほど管理課長からご説明があったのが実情としてはすべ

てなのですけれども、今お話がありましたとおり、どうしても、身近な形からスタートし

てきておりますので、地域権利擁護事業の実績が主な対応ということになってございまし
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て、ここに結果として、そういうふうなことになっております。もちろん、成年後見の方

も説明しておりますけれども、なかなかそちらの方の件数というのは、結果としてはこう

いう実態であろうと。 

 ただ、皆さんおっしゃるように、非常にたくさんの、そういったことも必要な方はまだ、

いらっしゃるということは私ども認識をしておりまして、いろいろＰＲが、私どもまさに

仕事だと思って、心がけているんですけれども、まだ不十分だという気は今、まさにいろ

いろお話を聞いていたしました。 

 今やっていることの具体的な対応というのは、民生委員協議会には毎月行っていますの

で、そこでもやっているわけですけれども、まだ一般の区民の方というのは。昨年の3月

の末にやりまして、やはり大変に関心が高いなと思ったのは、そのときに60名の方の参加

がございました。 

 私どもその前に取り組んできたのは、その前段階として、各施設の方にお伺いして、施

設の職員を中心にお話をすることが主な取り組みでございました。 

 先ほど障害者団体の方のお話も伺いましたけれども、そういう声があれば、もちろん参

りまして、ご説明を十分するつもりでおります。 

 それから、今の成年後見の制度の問題点等につきましては、先ほど資料で示されたとお

りで、これは私ども感じていることもここの中に入っておりまして、こういったことを感

じて、現在、仕事をしているという状況でございます。 

○会長 皆様からご発言、ご報告をいただいたんですが、相互に何かご質問がございまし

たら、どうぞ出してください。 

○委員 成年後見で、どのくらい費用がかかるかについて。 

○会長 どうぞお願いします。 

○委員 成年後見申立てのときと、成年後見人になったとき、職業成年後見人と親族成年

後見人とありまして、どれだけ費用がかかるかということで、申立てのときに、必ず絶対

かかるのは、すべての三つの制度にかかるのは、まず診断書。これは先生がいらっしゃい

ますので、大体幾らぐらいか。その後に、保佐と後見につきましては鑑定料というのがか

かります。鑑定では、東京家裁の場合は、大体、一律10万円で、これは申し立てたときに、

裁判所が10万円払ってくださいということで保管証明書を出してくれます。それが終わっ

た後に、今度、後見人登記というのが東京法務局であります。そこで登記するのが

4,000円かかります。それで後見人の申立ての費用が、去年まで600円だったんですが、こ
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としから800円になっています。あと、切手が3,000円分ぐらいだったと思いますが、これ

は絶対かかります。 

 それで、例えば私どもにそういうものの書類をつくってくれとか言われた場合、大体、

いろんなものを集めておいてもらえれば、大体3万か4万ぐらいではないかと思います。私

どもはそういうところに申立ての同席をしてくださいというと日当とかがかかりますので、

そうなると、大体すべてつくって、それで同席というか、書記官とも、もう、行った日に

面接をやります。それでもう全部終わりますので、同席して大体10万円以内ぐらい。そう

すると、一番最高で20万ぐらい、申し立てるときにかかりますね。十一、二万というのが、

これは必ず絶対かかります。これは裁判所の原則は、申立人が支払いなさいということな

んです。先ほど区の方も言っていらっしゃったように、審判を出すときに、鑑定費用と登

記費用の4,000円、これは本人からとっていいよというふうな、審判も出すことは出すん

ですけど、恐らく杉並区の方もそういうのを。やはり財産が多く持っていらっしゃる方で

あれば、それは当然、やっても構わないと思うんですね。 

 私どもも非常に困るのは、本人が20万ぐらい払わなくちゃいけないので、そうすると、

4親等の人なんかは絶対払わないです。そうすると、この制度って全然使い道がなくなる。

そういう点では、区長が申し立てたときは、やれば、その辺下さいと。審判と一緒に本人

の負担にしてくださいという申立てをやれば、そんなにはかからないかなと思います。い

つでも相談していただければ、もう相談に乗ります。 

 後見人になってからの話しなんですが、後見人になって、私どもが法定後見人になった

場合、必ず1年後に家庭裁判所に報酬付与の申立てというのをやります。 

 先ほども言いましたように、要求がなければ、ゼロです。私ども、報酬はもらいませ

ん。司法書士会の中で信託制度がありまして、そこへ申し立てれば、一月、これはお客さ

んにかかる金ではありませんので、信託の方から私どもに、月1万円で、年間で12万円を

くれます。だから、法定後見人の場合は、結果的に、裁判所の方で、その方の財産がどの

くらいあるか。それとあと、不動産を売ったり、株を売ったりとか、何かした場合にはそ

れを加算して、その被後見人の方の財産との比較で、あなたにはこれだけ報酬をあげます

よということなので、それの平均が大体2万から5万の間と聞いて、大体3万ぐらいじゃな

いかということですね。法定後見人の場合ですけれども。 

 それで、あとは親族の方がなられたら、当然、1年後に報告しなくちゃいけないですよ

ね。まあ、そんなに細かくつけなくていいんです。ただ、日記をつけていて、何月何日ど
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こへ行って、どこへ行ったとか、何か払ったとかをつけておいていただければ、あと司法

書士会に頼めば、年に1回のことですけど、1万から2万ぐらい出していただければ、そう

いうのは全部つくると思います。 

○委員 法定後見人の場合は、月に2万から5万ですか。 

○委員 ええ。その被後見人に財産があった場合ですね。それと、例えば住宅とかを1億

ぐらいで売ったと。そうしたら、物すごく財産がある方ですが、司法書士の方に裁判所の

方から300万でいいかと電話がかかってきた。司法書士の方はにこにこ笑って、電話では

笑いながら、そんなものですよね。ただ、中にはそういう報酬をもらえるようなこともあ

るそうです。それには被後見人の方の財産状況によって、そんなにかかるものではないと

思うんです。 

○委員 そうですか。年間30万ぐらいかかると聞いたので。 

○委員 そうですね。法定後見人で、職業後見人になったら、月2万でしたら24万です。

ただ、財産がなければ、当然、裁判所には付与できません。 

○委員 わかりました。 

○委員 細かい費用は、何か大分書いてあります。 

○委員 そうです。一番困るのは、本人のために申し立てるのに、申し立てた人が最高

20万用意しないといけない。もう、これは非常に困ってしまいます。私ども報酬の付与は、

報酬と鑑定費用を本人が払えてなくても、鑑定費用は、本人の財産からとって申立人に返

しているケースもあります。裁判所は、それに対して何も言わない。だめだとは言います

が、それをやってしまえば、裁判所の方からは何もないですね。 

○会長 そういうことで、一定の費用がかかるわけです。ある程度蓄えがあり、その手続

が済んで、後見人がついて、スタートしたのはいいが、蓄えがわずかだったので、ご本人

の資産が、なくなった。すると、今度は後見人の側からすると、無報酬の状態に事実上な

る。それが後見人辞任の理由になるのかとか。皆さん、手弁当的な発想でやってる方もお

りますので、そういう問題が起きない場合もありますが、ビジネスとしてお考えの方につ

いて言いますと、ある程度の、今のここで話題になった報酬というのは、かなり低い方の

費用だと思います。それも払えなくなるという方が間もなく、かなり出てくると思います。

そのときに、どうしたらいいのか。ただ辞任というのもおかしな話です。かといって、た

だ働きしてくださいというのも、最初の約束と違うじゃないかということになります。そ

うなってきたときに、後見人の辞任ではなく、その1人の後見人については辞任かもしれ
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ませんが、いなくなるのではなく、後見人というのは一度ついたら、なくなるというのは

おかしいわけなんですね。つまり、ニーズある限り、後見人がいなくなるというのはおか

しいわけです。そうなったときに、もう少し公的な立場でやってくれるような、法人後見

でもいいわけです。そういうようなものを、地域行政等がバックアップしながら用意して

いくということが必要ではないかということは、具体的な課題になってきていると思いま

す。 

 最初から費用が払えないという方については、最初からそういう費用が払えないという

ことで、仕事をしてくれる。半分、公的なんですね。法人後見でもいいと思いますが、そ

ういうものがなければいけないだろうという問題もあると思います。 

 先ほどリーガルサポートの方でお話がありました。基金があって、そちらから、今、お

話は月1万です。これはリーガルサポートの方で独自につくっているんですね。ですから、

そういう職能団体の場合は、安全弁みたいな、セーフティネットがありますからいいんで

すが。そうでないと、なかなか難しいです。 

○委員 今の費用の件なんですが、その部分に関しては、国の方という形で、成年後見の

要支援事業という形で、これは介護保険のところからという形で出ている部分です。その

部分に関して、国の方としては、報酬のない方に関しては、お金を出しますと。それは行

政単位です。ここの場合は杉並区の方が。ただ、杉並区の場合は申立てと、それから、要

綱という形で後見人に対する報酬の方もつくっていただいています。 

 そこに関しての運用の部分で、やはりなかなか難しい部分が出てきます。その部分に関

して、まずは区長申立てでないといけないという部分と、それから、あとは行政の部分が

変わった場合。後見人の場合は、本当にこれからですね。杉並で申し立てていただいて、

という形になったときに、これは本当に地域――逆に言うと、埼玉であったりとか栃木、

茨城という形で動かれたときに、区がそのまま追っていただけるかというと、それは追っ

ていただけないというのが、今の区の返答というか態度ですので、その辺に関して、やは

りもう少し何か手立てがないのかと。その要支援事業を使うという形に関して、何かやっ

ていただければありがたいのかなというようなところもあるんです。 

 後見人に関しては、生活保護の方ということに関して介護保険とか、医療に関しては医

療扶助、介護保険の扶助という形で出ますが、成年後見の制度に関してはそういう制度が

ないものですから、生活保護になった方に関して、公的なところからの後見人に対する費

用は出しようがないという。 
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 今度、逆に言うと区の方も、区内にいらっしゃる方に関しての生活保護とか云々という

部分に関しては追っていただけるのですが、これがもう区から出て行った方に関してまで

追っていただけない。区長申立てがあっても、特養が別の区市町村であったりとかという

形になると、もう、区としては、その制度の中で手を出せないというのは重々わかるんで

すが、その辺を何とかしていただければ、後見人としていく形で、収入をそこからいただ

きながらサポートするという立場からすれば、何らかの形で、そういう報酬を払わないで

もできる、法人的な部分でできるような方が後見するというのも一つの手ですが、今、現

にやっている後見人の仕事をしている方に対して、そういう手当という部分に関して、少

し何らかの形の報酬という部分を考えていければ大分変わってくるのかなという部分は思

っています。 

○会長 先ほど来、いろいろご発言の中に、財産がない人について後見制度が意味がある

のかというような問題も出されていますが、財産がない方も、先ほどお話がありましたよ

うに、悪徳商法などにだまされて、マイナスの財産を持たされるようなことがありますの

で、そういう意味では、後見人がついて取消権のある方が取り消すとか、ほかにも消費者

契約法とかいろいろな、クーリングオフ的なものを使う方法もありますが、しかし、一番

確実なのは、取消権を持った人がつくというのが一番いいわけです。そういうことを含め

て考えますと、ある方について必要だということになっても、その人に財産がないと、一

番最初に申立ての費用がないということから始まるわけです。そうなると、結局は区長申

立てにしてもらって、とりあえず、申立て費用は区で持ってもらうという、そのルートで

いくと、報酬まで区でもってもらう。厚労省の支援事業の方で何とかなるというのがある

んですが、区長申立ての線で選任してもらった場合以外の、親族申立てで非常に理解のあ

る親族がいて申し立てると、その事業が使えないわけです。区長申立ての場合以外でも援

助がしてもらえるように、これは法律で決めてもらうよりしょうがないんですが、やって

もらった方がいい。先ほどご指摘がありましたが、生活保護の、費目の中に成年後見を入

れてもらったり、本当に必要で成年後見人がついた場合に、ミニマムの金額を生活保護の

品目の中で出してもらえるように直すこと。そういうところまでいければ、これは非常に

いいと思いますが、今の国の財政の状態では、そこまではなかなか難しいようです。結局、

今ある制度で、しかも財産のない人について成年後見制度を利用してもらおうということ

になると、制度自体は財産があろうがなかろうが使えるということで、組み立てて仕組ん

ではあるんですが、実際上、そこの問題が出てきてしまう。そういう意味では、区長申立
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ての制度は、本来の趣旨を広げて少し使ってもらうように努力してもらうより、仕方がな

いと思います。 

 成年後見の2000年から施行された法律を、改正案をつくるときに、私、参議院の方に呼

ばれて、意見を述べたことがありますが、そのときに、ある政党の参議院の議員さんから、

この制度は金のない人にも使えるのか、という質問を受けました。使えますということで

お答えしたんですが、実はそういう問題が、実際には余り使いづらいという問題がありま

す。この問題は、結局、趣旨としては使える。しかし、実際上は区長申立てのルートに乗

った場合にしか、財産のない人については使えない。さもなければ、本当に手弁当で、ボ

ランティアでやってくれる人がいる場合しか使えないという、問題があります。 

 だから、そういう意味では、この制度を本当に社会のセーフティネットとしてきちんと

位置づけてというふうに考えていく場合には、お金の面、財政の面を同時に考えていただ

く方向でいくのが一番いいのかなという気がします。 

○委員 先ほどご説明するということで留保させていただいていますが、「すぎなみ協働

事業 成年後見制度支援事業の提案」ということを、ごくパーソナルな勉強会の方で考え

てみたものをご紹介させていただきます。 

 成年後見の最初に、これは杉並区の支援事業ということでプレゼンテーションさせてい

ただいたときの資料ですが、成年後見に対する説明が1ページ、2ページに書いてございま

す。これはもう既に必要ないですが、最後のページを見ていただきますと、後見人養成＆

支援事業ということで、私ども税理士、司法書士、社会福祉士等の士業と、区それから利

用者ということで、緩いネットワークをつくらせていただいて、まず、成年後見制度の普

及ということ、それからあと、障害者をお抱えの方などのお話を、利用者の方に伺います

と、要するに手続が面倒くさいとか、出納帳がつけられないとか、そういう事務代行部分

がございます。そういうところについては、私どもにとっては、そういうのは何でもない

仕事ですが、ご利用者にとっては実はすごく負担になっている。そういうのは手伝って差

し上げられる。でも、私どもがその方の後見人につくと、やはり費用がかかるので、そう

いうのを少し助けることもできる。専門家団体と連携することによって、この制度を使い

やすくすることができるのではないかなというふうに考えました。この今回の協議会をき

っかけにしまして、私どももやはりできることとできないこととございますので、できる

ことでご協力させていただける、こういう緩いネットワークのようなものをつくらせてい

ただいたらどうかなというふうに思って、これをお持ちしました。 
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 実際、現に権利擁護事業の方々は、まだ判断能力は衰えていないけれども、所得税の確

定申告がおありになるような方が、今度、老年者控除が下がりますので、今までは全く税

金は関係なかったという方も、実は税金を申告しなきゃならない方というのはふえてくる

はずなんです。そういう方々をどうするのかいう話を、もう来年の話ですから、これは何

か少しでもお役に立つ部分が、私どもはあるかなというふうに思っております。 

○会長 こういういろいろな専門の方が集まった組織体というのは大変重要だなと思いま

す。例えば1人の認知症の方でも想定していただいてもいいんですが、二つの種類の、例

えば医学と税務とか、医学と法律とか、二つの専門領域の専門家を必要とするというケー

スがあり得るだろうと思うのですね。その場合に、個人が2人の専門家をお願いするなん

ていうのは、とても、例えば後見人を複数というのは可能なんですけど、これはなかなか、

少々の財産では無理ということになりますが、こういうような組織で複数の方がいて、い

ろいろご相談ができるというようなことになりますと、ニーズを持っている方々にとって

は、大変力強い味方になってくれるのかなという感じはいたします。 

○委員 今の資料の1ページ目にも出ておりますけれど、杉並区の人口統計、65歳以上が、

先ほど言いましたけれど18％弱ですか、9万1,367人。その内訳の中に、寝たきりとかひと

り暮らし、認知症高齢者と、ありますが、あと後見自身が少ないという話が一番最初の説

明の中にあったと思います。区内の中で、すべての人が成年後見制度を利用するべき人で

はもちろんないにしても、区内でこの制度を利用するべき人たちが大体どれぐらいいると

いう想定を持っていて、それから、後見人自身が区内でどれだけいて本来はどれぐらいい

るべきなのかとか、その辺の数字というのは区側はどうなんでしょう。 

○管理課長 まだ具体的な推計というのはしていないんですが、認知症の高齢者の方は少

なくとも該当はしていくだろうと。それから、その予備軍と考えれば、同じ数とはいかな

いまでも、それに匹敵するぐらいの数は予備軍的に考えてもいるのかなと。 

 それから、知的障害の方というのが1,500人ほどいらっしゃいます。そういった方も、

将来に向けてという意味では十分対象となっていくだろうと。 

 それから、実は精神障害の方の実態というものがつかめておりませんので、ここに関し

ては、手帳の所持者で900人です。そういった方たちも、かかわってきます。多分、広い

意味では必要になってくる人たちじゃないかなというふうに思っています。 

 じゃあ、その方たちが今どのくらいのそういう手続をしているのかというのは、最初に

ちょっと私申し上げましたように、今、区長申立ての部分以外には実態の把握しようがな
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いということがございますので、むしろ、先ほどの社会福祉士会、税理士会、司法書士会

の皆さんにもご協力いただきながら、どのくらい自治体として受任していただいているの

かとか、少し把握もできていければ、よりわかるのかなと。 

 受任可能な方というのが、今、各団体でも要請していらっしゃるということですが、必

ずしも区に対して、区の、例えば税理士さんが受任しなくちゃいけないというルールでも

ないわけなんですけれども、じゃあ、区内にどのくらいいるのかというのも、私ども、ま

だ把握はしてございません。これも各団体にもお願いして、少しその数字を具体的に把握

していきたいというふうに思っています。 

○委員 要するにこういう検討会の中で、どれだけの後見制度を利用するべきような人た

ちが想定としてこれぐらいいて、それにふさわしい後見人が本来これぐらいいるべきだと

いう、その数字がある程度出てこないと、どういう方向に目指すというかの方向を目指す

ためにも、ひとつ必要なことだろうと思うんですね。 

 それから、後見制度を利用して、認定されるというか、いろいろ、もちろんこの手続が

大変だという話は先ほどからいろいろ聞いて、僕もいろいろ大変なことだなと思いながら

も、結果的にどれぐらいの期間がかかるんでしょうかね。何カ月とか。 

○会長 手続の期間ですか。 

○委員 認められるというか、審判。 

○委員 今、審判に関しては大体3カ月ぐらいからという形で、審判が出ているというの

は、それは東京・霞が関の例ですね。霞が関の方は後見センターという形で、そこに関し

ては、後見だけを今審判しているような形になっていますので、そこに関しては、判事さ

ん、裁判官の方が2人です。事務関係の後見だけで動いていますので、大体3カ月で出てお

ります。 

 八王子に関しては、もう少し期間的には変えまして、4カ月から5カ月、中には6カ月ぐ

らいという形で審判が出る。こちらの方もある程度、東京・霞が関のような形で、センタ

ーという形ではないんでが、担当者という形で動いております。大分スムーズにはなって

きたんですが、やはりまだ、直っていれば、やっぱり6カ月近く、八王子の場合はかかっ

ている。霞が関の場合でも3カ月は必要かなというのが現状ですね。 

○委員 期間につきまして、全国の統計がここにあるんですけれども、東京は13カ所、後

見センターがあって、八王子はそういうのがないというので、一般的にはそうなんですけ

れども、そういう中で、早い、遅いというのは、診断書を書いていただいた医師の先生方
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が鑑定書も書いてくれるというのであれば、もう1カ月ぐらいで終わるところもあります。 

 診断していただいたお医者さんが、全国を駆け回っているような先生であれば、鑑定書

が出てくるまで3カ月間ぐらいかかる。それは鑑定書が出ない限りは審判がおりません。

申し立てるときに、診断書を書いていただいた先生に鑑定書も書いていただけますかとい

うことで必ず確認して出せば、裁判所には、その先生に連絡が行きます。 

 それで、精神科の先生だけじゃなくて、普通のかかりつけのお医者さんでも構わないと

裁判所は言っています。その辺は事前にやってくださいねということでやれば、東京・霞

が関と八王子と、多少組織が違いますけれど、その中でも早くできます。 

 ちなみに全国平均、ここに去年の3月のがあるんですけれども、1カ月以内が9.4、1カ月

から2カ月が19.1、2カ月から3カ月が17.7、3カ月、4カ月が15.3、6カ月を超えるのが18.4、

6カ月を超えるというのはやはり鑑定書が出てこないんじゃないかと思うんです。鑑定書

が出てきたら、すぐ調査に行きますので、そんなにはかからないと思います。 

○委員 診断書、鑑定書自身のお話、私自身ももちろん、書いたことないんです。たまた

ま私、東京都医師会にも出ているものですから、後見制度の話も、その委員会の中で聞い

たことがあります。 

 今言われているように、精神科の先生がほとんどだったと思います。それで、東京都医

師会の方でも、精神科にかかわらず、内科の先生でも、どなたでも結構ですから、積極的

に書いてくださいという方向が東京都医師会ですが、その普通の鑑定書自身が、やはり非

常に煩雑で、単なる一般的な病気の診断書とは全然違います。その辺はもう、普通の先生

はまず嫌うところが一つあります。 

 それから、鑑定書を書くと、昔ですと、何か裁判所にちょこちょこ呼ばれるような可能

性があるというようなところがありまして、まずそういうものにはタッチしない方がいい

というふうな、医師会の方の風潮があったようです。ところが、話を聞きますと、最近は

そういうことで、裁判所の方もよっぽどの問題がない限りは、医師をそういうふうに裁判

所に呼んで、個々いろいろ質問するようなことは最近はないというふうに、東京都医師会

の方で伺っています。 

 お金に関しても、先ほど診断書、医師のどうのこうのということがありましたので、診

断書は基本的に自由診療なので、固定の料金はありません。ですから、鑑定書に関しても、

東京都医師会で聞いた話によると、大体10万円というふうに私も伺っています。値段の問

題、それから鑑定書、申請から審判を受ける年月もすべて、やっぱりドクターが大分かか
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わっているなということは今実感しますけれど、なかなかそこを積極的に書いてくる先生

が少しずつでもふえてくれれば、そういう意味でも費用も期間も短縮できるのだろうと思

いますけれども。 

○会長 ありがとうございました。潜在的な成年後見制度に対するニーズというものがど

のくらいあるのかという点については、確かに先ほどご回答にありましたように、例えば、

杉並区でどうかと言われても、なかなかつかみづらいのだろうと思います。 

 日本よりも大分早くこの制度を始めているドイツで、制度が少し違うんですが、ドイツ

の場合は人口が日本の3分の2ぐらいです。8,000万ぐらいでしょうか。それで、世話制度

と言っていますが、これ後見と言ってもいいんですが、それを利用するための裁判所の決

定を受けた数が100万をちょっと超えているということなんです。ですから、8,000万の人

口で100万ぐらい。もちろん、その中に、高齢者とか知的障害者とかいう方が使っている

んですけれども、総人口的に言うと、そのくらいのニーズが、ドイツと日本社会の類似性

ということから考えますと、日本でもあってもおかしくないという、感じがします。 

 なぜ、ドイツでそんなに100万件もいったかといいますと、先ほど来出ております費用

の問題です。これが、費用が余りない人は、公的な費用、最小限度の費用なんですが、そ

れが出るということでその制度が運用されていますので、一挙にふえたということがござ

います。 

 ドイツでは、つい最近、法律改正をいたしまして、ことしの4月から新しい法律が施行

されるんですが、その改正の最大の眼目が、こんなに費用がかかる制度では困るというこ

とで、何とかもう少し制度のよさを残しながら、安上がりな運用ができないかというのが

最大の課題になっておりまして、その費用計算を、非常にこう、個別的に対応しながら決

めてきたのをやめて、パターン化して、全体の費用を抑えて何とか制度を維持しようとい

うふうなことで法律改正をやったりして、大分苦労しております。 

 それは、結局、非常に使いやすい制度として立ち上げたために、ニーズのある人が大い

に使ったという感じはするんですが、それにしても、そういう使いやすい制度にすると、

そのくらいのニーズが出てきてもおかしくない。そのくらいのことはあるんだろうなと。

高齢化もすごく進んでいる国でありますし、あるいは、将来的な数字としては参考になる

数字なのかなという感じはいたします。 

○委員 現場の中でこういう制度を使う上で、私たちは結びつける間の労力と、それから、

どのように理解していただけるのかというところの問題が非常に多いように感じておりま
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す。「後見人」というような言葉とか、それから家庭裁判所とかというようなお話をする

と、おいごさんとかめいごさんがいらっしゃると、そのほかの家族に何か迷惑がかかるも

のではないかとか、そういうような次元での理解をされている方もまだたくさんいらっし

ゃるということを一言お話ししたかったと思います。ですから、まず、理解をしていただ

く。地域の方、多くの方に、こういう制度というのはとてもいいものなんだよというふう

に理解していただくにはどうすればいいのかというところの問題も、非常にあるように感

じております。 

○会長 ありがとうございました。今のご発言で、私もちょっと、はっと思いついたんで

すが、例えば高齢者の方々に成年後見制度を理解していただくというときに、高齢者の方

に集まってもらって説明させてもらうのでは、なかなか難しい。ですから、もう少し若い

うちに、そのところをターゲットにして、まず、制度を理解しておいていただいて、その

方々が高齢化したときに使ってもらうというぐらいの、時間的な余裕を持って対応しない

と、なかなか難しいかなというような感じは、日ごろ思っております。 

 きょう、いろいろなお立場から、大変興味あるご発言をたくさんいただきましたので、

次回の委員会までに、事務局の方でひとつ論点整理をしていただいて、また報告をしてい

ただけたらと思います。 

 それでは、時間でもございますので、きょうはよろしゅうございましょうか。 

○管理課長 はい。ありがとうございました。 

 それでは、事務局の方からですが、次回、6月10日ということでお願いをしておりまし

て、実は6時ということでご案内をしていたんですが、昼間の方が都合がいいという方も

いらっしゃる一方で、やっぱりなるべく仕事をきちっと終わってからというご意見もあり

まして、6時半ということでお願いをしたいと思うんですが、よろしゅうございますでし

ょうか。 

 以降のこの会は、6時半スタートで、それから2時間で8時半までという形でやらせてい

ただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

○田山会長 ありがとうございました。 

 ３３／３３ 

 


