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○管理課長  第２回目の成年後見制度利用者支援検討会にお集まりいただきまして、あ

りがとうございます。 

第１回会議記録をお配りしてございます。ご確認をいただき、訂正する箇所があれば、

来週中にご連絡をいただきたいと思います。訂正する箇所がなければこれで確定というこ

とで、公開とさせていただきたいと思います。 

 それでは、以降の議事の進行については、会長にお願いいたします。よろしくお願いし

ます。 

○会長 お手元に議事次第があると思いますが、議事は二つございますので、順番に検討

させていただきたいと思います。 

 最初に、事務局の方で検討すべき課題等について、まとめております。資料の形で整理

をしていただいておりますので、ご説明をいただきたいと思います。 

○管理課長 資料１に基づきまして、説明させていただきたいと思います。第１回検討会

の論点整理と検討課題ということで、少し順序を入れかえたりもしてございます。 

 区から資料を説明して、区長申立てについて、ご意見や質疑等がございました。区長申

立ての後に、後見人に情報がないので施設等を選んだりする場合に非常に困る場合もあり、

もう少し区の方も協力してもらいたいとのご指摘もいただきました。それから、区長申立

てが煩雑ということだが、調査については、裁判所の方では推定相続人で済ましていると

いうことで、そこを柔軟にやれば短縮できる。３親等、２親等の調査でもよいという方も、

合理的で臨機応変に対応すればいいのではないか、虐待等の場合にはさらに調査の範囲等

も必要に応じて考えるべきではないかとのご意見がありました。人権侵害について、ほか

の制度も考えながら対応することが必要である。財産的な侵害については審判前の保全処

分・申立て等をうまく使いながら対応することがよいということ。調査や手続の柔軟な判

断と対応が必要ということ。虐待や財産侵害がある場合の緊急対応等の積極的な活用、あ

るいは、審判決定後の後見人のフォロー体制ということ。こういったことが課題になると

いうことで、基本的には区長申立ての中での区の事務のことになりますので、区の方で検

討してご提示するように考えております。 

 調査手続の柔軟な判断と対応では、「国の通知」となっていますが、参考資料として、

先般、「成年後見制手続き緩和」ということで、６月３日厚生労働省は、市町村、後見人

を立てる場合の要件を大幅に緩和することを決めたということ、２親等まででいいという、

見解が新聞報道をされたところです。この要件の、左側の部分は、別の面に出ていた解説
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の部分です。 

裏面を見ていただきますと、国からの見解が、送られてまいりました。６月４日にこの

記事があり、厚生労働省でも現在そういった体制整備が重要だと考えていて、身寄りのな

い高齢者等についての審判請求の一層の活用法策を検討しているということが三つ目に書

いてあります。四つ目で、「ただし、現時点では、新聞記事にあるような、………現行の

『４親等内』という取扱いを『２親等内』に緩和するといった結論に至っているわけでは

ない」と、解説の文書といいますか断りの文書を送ってきています。 

 今後、具体的に検討していくということと、介護保険法の中で、衆議院の中で修正され

た地域包括支援センターの機能の中に、この点を考えていくということが、述べられてお

ります。柔軟な対応というところで、国の見解等が示されると、非常に後押しになるわけ

ですが、この辺についてはもう少し様子を見ながら対応を考えていく必要があると考えて

おります。 

 もとの資料に戻って、各団体の活動等で、それぞれの団体から活動状況等をご報告いた

だきました。司法書士会では、成年後見制度に関することはリーガルサポートという社団

法人で行っており、その東京支部として活動している。対内的には研修、後見人の監督・

指導を行っており、研修修了者は家裁の名簿に登録している。対外的には、受付や、法定

後見人の受け皿となっている。杉並支部としても法律相談を行っている。任意後見に対す

るキャンペーンを実施している。問題を抱えていそうな案件や、長期にわたりそうな案件

は法人後見部で受けているということで、法人で受けると、何となく一人ひとりの自覚が

薄まるというような印象もお持ちだというお話でした。 

 税理士会は、単位税理士会で指導者の要請や成年後見に関する取り組みを進めており、

東京税理士会で研修を行い、家裁へ登録をしている。区内には、荻窪、杉並の２支部があ

り、登録者はあわせて１７名。また、両支部有志３６名で勉強会を行っているということ

と、両税理士会はほかの東京の都内の税理士会よりも非常に高い関心を持っていて、それ

は、杉並に高いニーズがあるからではないかなというように見ていらっしゃるというお話

でした。社会福祉士会は、成年後見センター「ぱあとなあ」で養成研修や受任の受け入れ

を行っている。家裁に登録しているのは６２名、受任している数は２００名近いというこ

とで、研修修了者の全員が登録しているわけではないけども、今年度もまた２、３０人ふ

えていくという見込みだということ。ことし社団法人として独立したので、独自の活動も

計画しているというようなお話でした。 
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 医師会は、成年後見に関して特別な取り組みは行っていない。これは後からの議論で出

てきたお答えですが、かかりつけ医がいない場合、紹介事業というのもある。近くの医師

を紹介することはできる。ただし、訪問等は対応困難な場合も多いというようなお話で、

今後どういうふうなことができるか対応を考えていきたいとのことでした。 

各団体の活動等ですが、それぞれ東京都単位とか、あるいは、全国単位での法人の活動

で、区単位での活動というのをどう考えていけるのか。それはまた、各団体としてどうい

うメリットがあり、どういった活動範囲が考えていけるのか。利用者側から見ても、ニー

ズがあるのかないのか。それから、団体同士の連携の必要性というのをどういうふうに見

ているのか。あるいは、有効な場面というのをどういうふうに考えていくか。そういった

連携を進めていく中で、調整機能の必要性、そういうものがあった方がいいのか、それは

どうあるべきなのかというところが一つ論点になろうかと思います。 

 法人後見という意味では、大きな全国組織ではあるが、区内でそういうものがあった場

合、利用する立場から見てどうなのかという点。現在、社会福祉協議会がやっています

「あんしんサポート」との機能との調整をどう考えるかというところが大きな論点と感じ

ております。 

 利用者や相談機関の立場からでは、障害者団体からは、制度の必要性は感じているが手

続が非常に難しい、お金がかかるという印象が強い。身内で何とかなっているから大丈夫、

今はまだ必要ないという受けとめ方が多いけども、手続きだけしておいて必要になったら

即利用できるようにならないか、というようなご意見がございました。在宅介護支援セン

ターからは、悪徳商法などでだまされている高齢者が少なくない。ワインの箱や布団がた

くさん積んであったり、通帳が空になっている例もある、というような事例のご紹介があ

りました。実際にかかわっている例で、地域権利擁護事業や成年後見制度を利用すると、

とても安心して対応できる。 

 後見制度に結びつくまでお金があるかないかわからない状態で、かかわるのが非常に難

しい。また、かかりつけ医がいない場合に、診断書を書いてくれる医師を探すのが難しい。

特に、認知症の場合には訪問してもらえる医師を紹介していただけるとありがたいという

ようなお話でした。 

 民生委員からは、制度の概要は確かに知っているけれども、十分に理解しているという

状況ではない。民生委員の活動としては実際に訪問販売でだまされている例に遭遇するこ

ともあるし、地域の中にもっと被害者がたくさんいるのではないかというふうに見ていら
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っしゃる。 

 社会福祉協議会からは、成年後見制度の相談も少なくないけども、利用に結びついてい

る実績としては、地域権利擁護事業の方が多い。区内の施設等に出向いて説明等を行って

いるが、周知がまだ不十分と認識しているというお話がございました。その中で、特に利

用者の立場に立ったわかりやすい周知とか説明というのがまだまだ不足しているというこ

とがございます。申請手続とか、あるいは親族申立てで家族の後見人になったときも、そ

れなりの事務が必要になってきます。そういうことは、各団体でも支援しているというお

話がありましたが、特にそういう情報が届きにくい状況にあるのかもしれない。相談から

利用までの一貫したサポートの必要性。これは、後からの議論で出てきましたが、もう少

し若い世代にきちんと集中的に周知した方がいいのではないか。各団体や区もばらばらに

やっているようなところもありますが、もう少し戦略的にやっていく必要がある。被害に

遭っている方がたくさんいるという想定があるわけですが、潜在的ニーズへの積極的な働

きかけが必要ではないか。かかりつけ医がいない場合の紹介システムをどう考えていくか。

というようなことを課題として、まとめました。 

 続いて、費用負担や低所得者支援等について、いろいろご意見が出ました。基本的には、

資産のない方も利用できる制度だが実際には使いづらい。親族申立ての場合でも、資産の

ない方には援助が必要ではないか。あるいは、区長申立ての範囲を拡大するという考え方

もあるのではということがございました。区長申立てには区の支援があるが、転出した場

合も適用してもらえるとよい。最初は資産があったが、そのうちに資産がなくなって後見

人の費用が支払えない場合、公的な支援があるとよい。生活保護受給者の費目に成年後見

を入れてもらえるとよい。このような意見がありました。 

 低所得者に対してこの制度を使ってもらうための支援の考え方ですが支援をするという

ことと、もう一つは区長申立ての範囲、適用範囲を拡大していく。両面の考え方があろう

かと思いますが、こういった点が論点になるのかと思います。 

 対象者数を明確にしておく必要があるのではないかというご意見がございまして、対象

者の推計あるいは実態の把握というものをほとんど把握できていない状態なので、こうい

ったことも課題ではないかなということで、前回の議論、ご意見を振り返って、検討項目

と主な課題をここで整理をしています。 

 大きくは、各団体との連携と区の推進体制をどうしていくか。区単位での活動、各団体

の活動のメリットとか、連携の必要性、調整機能の必要性とあり方、あるいはあんしんサ
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ポートとの機能との調整。利用者への支援では、申請手続・後見事務の支援、一貫したサ

ポート体制、あるいは区内での法人後見の必要性、低所得者支援の問題。周知については、

わかりやすい周知・説明、戦略的な周知活動あるいは潜在的なニーズへの働きかけ。診断

書鑑定の問題で、現在、かかりつけ医の紹介という仕組みは医師会でお持ちですが、成年

後見に関連したものに対応していけるかどうかというようなことが、主に医師会で検討し

ていただかなくてはいけないところかもしれません。こういった論点がございます。 

 区長申立てとしては、調査・手続の柔軟な判断と対応、あるいは緊急対応、審判決定後

のフォロー体制、こういったものが問題。その他としては、対象者の推計、実態の把握と

いうことで、整理をし、案としてお示しいたしました。検討していく中身をピックアップ

しながら、共通認識をしていただいて、議論に入っていただきたいという趣旨でございま

す。資料の説明は、以上です。 

〇会長 前回、各委員のお立場とかご出身の組織などもご考慮いただいた上でご発言いた

だき、それぞれの組織で成年後見制度に対して、どのような取り組みをしているかという

ことについて、ご発言を一通りいただきました。前回欠席された杉並法曹界の委員の方か

ら、最初にその点についてご発言をいただきたいと思います。 

〇委員 杉並法曹会、弁護士会は東京に三つありまして、杉並法曹会では７人の世話人で

運営しております。 

杉並法曹会でこの問題について検討をしておるかと言われますと、全くしておりません。

ただ、各弁護士会では、成年後見制度が始まってから、その候補者について、弁護士会に

集め、東京家庭裁判所の方に推薦をしております。三つの弁護士会全体で２００人ほど推

薦しているそうですけれど、弁護士が後見人になった人は本当に少ないそうです。それは

費用その他の関係だろうと思います。 

 前回の資料をいただきまして、それに基づいて、代表幹事の方にお願いをいたしました。

杉並法曹会でも団体として委員を出したのであるから、はしごをとらないでいただきたい。

杉並法曹会でどのような支援ができるのか、支援体制をつくれないのかどうかというのを

検討してくださいと。そして、杉並法曹会としてどのような関与ができるのかと、こうい

うお願いをいたしました。先ほども報告がありましたけれども、現実に市町村長の申立て

の場合には、３親等までの人を調査をして、その人が存在しても、市町村長が申立てする

ことについて異存はない、家庭裁判所は受付けるし、緊急を要する場合にはそのような同

意書は、２親等、３親等、おい・めいです。そこまでの人の調査も必要もないだろう、申
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立てになったときに判断して、家庭裁判所の方で、そのような人の調査を、さらにしてく

ださいと言われるかどうか、ということになるということを、受付の書記官は言っており

ました。 

具体的な取り組みをしていないので本当に申しわけございませんが、法律相談に関与し

ている杉並法曹会としましては、この問題について、できる限りの協力をしていきましょ

うと、私は思っています。 

○ 会長 事務局でまとめていただきました、主な課題でありますが、検討課題点につき

ましてご発言をいただきたい。今整理していただいているものにつきましては、今後集中

的に議論をしていきたいと思っております。この検討会が終わるまでの間に、ここに書い

てある課題以外にこんな点も議論してほしいということがあれば、そういう点も含めまし

て、どうぞご発言をいただきたいと思います。 

 前回ご発言いただいた内容が検討課題の取りまとめの中に十分反映されていればよろし

いですが、私が言ったのはこうじゃないとか、もう少しこういうことも言ったとか、そう

いうことを含めて、どうぞ、ご発言をいただきたいと思います。ご質問でも結構でござい

ます。 

（ なし ） 

 特になければ、資料の最後のところですが、「検討項目と主な課題（案）」というので、

表の形で課題を整理していただいておりまして、左側に項目があって右側に課題となって

いるのがございます。左側の項目の順番で、この委員会では検討していきたいと思います

が、そんな進め方でよろしゅうございますか。 

（ 了承 ） 

○会長 それでは、少し焦点を合わせたご議論をしていただきたいと思います。 

 項目の１番目の、各団体との連携と区の推進体制についてということで、事務局から、

資料のご説明をお願いしたいと思います。 

○管理課長 それでは、各団体との連携と区の推進体制は、どうあるべきかということで、

資料２ですが、他の地区で具体的に地区単位でどういうふうに各専門団体あるいは専門職

の方々とこの成年後見制度にかかわっているかということで、調べられる範囲で調べたと

ころをご説明させていただきます。 

 品川区の品川成年後見センターというものがありますが、ここはリーガルサポートと連

携をとっている。ここの団体とだけだということであります。医師についてはかかりつけ
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医を中心にお願いをしているというようなお話でした。 

 足立区の権利擁護センターあだちですが、これも専門団体の紹介をしている。この場合

の紹介というのは案内のような感じですけれども、希望があれば相談者が決めた専門団体

への連絡の仲介を行うということで、もう少しきちんと紹介してほしいという場合には仲

介の労もとるというような意味だと思います。 

 世田谷区の権利擁護センターあんしん世田谷。ここは、月１回、連絡会を設けている。

弁護士、司法書士、社会福祉士、区の職員で難しいケースの検討を行っているということ

です。各団体から推薦した委員の先生が、ケース検討でアドバイスをいただいたりしてい

るということだろうと思います。 

 板橋区の権利擁護センターは、各専門団体へ紹介しているということです。 

 中央区の権利擁護センターすてっぷ中央は、立ち上げたばかりで、まだ具体的なネット

ワークはないが、区の単位でそういうものをつくっていきたいというふうに考えていると

いうことでした。 

 目黒区の権利擁護センターめぐろですが、これは、ネットワークづくりについて各専門

団体からも参加してもらい、検討会を始めているということなので、杉並区と似たような

感じかなというところだと思います。現在は社協の仕組みを使い、各専門団体へ紹介する

ところまでは支援をしているというところで、世田谷の場合には専門職の入ったそういう

連絡会を設けているということですが、これはケースについてやっていて、仕組み全体と

か、そういった運営のところまでは至っていないだろうというふうに思います。 

 一番大きく専門職がかかわっているところとしては、多摩南部成年後見センターですが、

センターの運営そのものに専門職種が参加をしている。理事会の中には弁護士1名、幹事

という形で、理事ではないですけども、社会福祉士の方が入っていらっしゃいます。業務

指導委員会ということで、主にケースの処遇に関する必要事項を調整する委員会ですが、

この中には弁護士が3人、社会福祉士、医師、司法書士、センター長というような構成で

開かれています。さらに専門的な立場からのアドバイザーということで、弁護士、社会福

祉士、税理士で構成されている顧問がいらっしゃる。さらに、登録制で弁護士等紹介制度

という制度を持っていまして、登録者としては、弁護士、司法書士、社会福祉士、それぞ

れの方が登録をして、後見人の受任をしているという状況です。 

 杉並区はあんしんサポート、社会福祉協議会ですが、各専門団体への紹介をしていると

いうのが現状だと思いますが、私ども事務局の中に、このあんしんサポートの職員も入っ
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ておりますので、もう少し詳しく、説明させていただきたいと思います。 

○あんしんサポート担当係長 組織的な仕組みづくりというところまではまだいっていま

せんが、各専門団体への紹介ということで、司法書士会、弁護士会それから社会福祉士会

の方にご紹介を行っております。足立区とも似ていますが、必要があれば、きちんとつな

がるまでの支援というのはしております。かかりつけ医が見つからなかったり、いらっし

ゃっても鑑定まではできないというようなご相談は時々あります。これについては区内の

病院で、鑑定まで引き受けてくださるお医者さんをご紹介しているというところまでして

おります。地権事業との関係で、保佐とか後見の方がついても、地権と併用していただい

ているケースについては、他の介護保険のサービスですとか、福祉サービスとのつなぎの

役割ですとか、施設、有料ホームでありますとかグループホームへの入所の支援のところ

まで、ケースに応じてという形でやっております。 

○管理課長 各専門団体とのネットワークは、他の区もそうですし、杉並区もそれほどき

ちっとできているわけでは、ないわけです。先日お伺いした各団体の活動というのも、医

師会は、杉並区医師会という単位ですが、東京都であったり、全国単位であったり、いろ

いろな単位の中での活動となっており、区単位で活動をしていくことが果たして可能なの

かどうか、そういうメリットをどう考えていくか、というところを中心に、ご議論をいた

だければと思っております。 

○会長 杉並区では、地域権利擁護事業の契約件数というのは、今どのぐらいですか。 

○あんしんサポート担当係長 今現在で５６件。やめられた方も入れて、今現在の数です。 

○会長 ５６件。それは契約が成立した件数ですね。 

○あんしんサポート担当係長 はい。 

○会長 今のネットワークの状況につきまして、ほかの区や市の状況のご紹介をいただい

たんですが、質問等もあろうかと思いますので、質問等も含めまして、どうぞご発言くだ

さい。 

 今、杉並区の区民で成年後見について何かアクションを起こしたいという人がいたとき

に、とりあえずはあんしんサポートの方へ相談に行くということになりますか。 

○管理課長 はい。 

○会長 そのときに、本人申立てでいきたいと本人が思っている場合と、最初から区長申

立てかなというケースとがあると思いますが、今は「あんしんサポート」しかないわけで

すから、「あんしんサポート」が支援する場合に、支援しながら本人にやっていただける
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ように持っていくことも可能ですか。それとも、例えば弁護士を紹介しますから、やりま

せんということでしょうか。区長申立てのケースは、やらざるを得ないのですが、そのあ

たりはどんな感じになりますか。 

○あんしんサポート担当係長 区長申立てのケースについては、福祉事務所とか区にかか

わっていただかないとできませんので、必要があれば私たちもお手伝いするという形をと

っております。 

 窓口でご相談に来たケースで、ご本人あるいはご親族の方が申立てをできるというケー

スについては家裁から申立ての書類は一式いただいておりまして、家裁にも了解をとって

コピーして、申立ての詳しい説明書というか、ガイドブックのようなものをつくっていま

す。それを渡しながら、申立ての書類の書き方まで、全部ご説明しております。何度もご

家族なりご本人が来られて、書類の書き方を見てくださいということもありますが、それ

は全部かかわっておりますし、中には、どうしても、家裁に１人で行けないということで、

一緒に同行したケースもございます。 

○会長 なかなか、裁判所に提出する書類をご本人に書いてもらうというのは大変です。 

○あんしんサポート担当係長 大変です。 

○管理課長 基本的には、今は、地権事業から成年後見への援助がやはり多く、そのほか

にも、窓口へ来て結びついた例というのもあるようです。 

○管理課長 手がかかった件は最後確認できるのですが、本人がわかったものはすんなり

進んでしまいますので、実際に制度に結びついたのかどうかというところまで、確認がで

きていない。 

○会長 地権事業の利用者の場合は、生活支援員さんが見守りといいますか状況を把握し

ていらっしゃるでしょうから、それで判断能力が大分低下してきたということで、成年後

見とかをお考えになるという。そういうことで移行してきたケースというのは、先ほどの

五十何件の中にかなりありますか。 

○あんしんサポート担当係長 １８件ございます。 

○会長 そんなにありますか。 

○あんしんサポート担当係長 はい。中には、それで地権が終了になっているケースもご

ざいますし、引き続き地権と見守りしているケースもございます。 

○会長 弁護士とか司法書士とか社会福祉士とかいう、専門家が後見人になって、地権事

業も改めて使いたい。つまり、後見人がいますから、今度は後見人として地権事業の申し
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出をして、地権事業を使いたいというようなケースもありますか。 

○あんしんサポート担当係長 あります。 

○会長 現にありますか、そういうふうにしていらっしゃるケースが。 

○あんしんサポート担当係長 もともと地権事業じゃない方でですか。 

○会長 もともと地権事業だったのでもいいのですが。 

○あんしんサポート担当係長 いらっしゃいます。 

○会長 そうですか。 

○あんしんサポート担当係長 はい。つい先日もあったのですけれども、やはり後見人も

そんなに毎日毎日支援にいらっしゃれるわけではないので、こちらの支援員とか、介護保

険のサービスとかを使っていればヘルパーが日々の状況を報告してくださる。先日も、お

布団の契約をしてしまった方がいらっしゃって、すぐにこちらから後見人に連絡をして、

即日キャンセルできたというケースもございます。 

○会長 そうですか。どうぞ、ご質問ございましたら。 

○委員 各団体ということで、多くの場合、税理士会は入っていないのですけれども、ま

ず、区のあんしんサポートでおやりになっている事業の中で、申立てまでは結びつける。

その後、後見人がお決まりになった後で、例えば収支報告ができないとか、そういうこと

に対してのサポートも、やっておられるのか。それから、確定申告される方は今はそんな

に多くないと思いますけれども、これから、老年者控除がなくなりますと、確定申告する

方の数が全国で１５０万人ぐらいふえるというふうに聞いておりますけれども、それはど

ういうふうになさるおつもりなのか。 

○あんしんサポート担当係長 検討しているわけではないですけれども、税理士の方にお

願いしているケースで、課題になってくるだろうなというのがあります。 

一緒にぜひ勉強させていただかないといけないとは考えております。 

○委員 ただ、その場合、だれか詳しい人が1人だけとか2人だけですと、数が多くなって

くると回らなくなりますので、団体としてやらないと、という部分があります。 

○あんしんサポート担当係長 そうですね。組織でつながっていかないと。 

○管理課長 今は個人的なネットワークでお願いしているようなもので、あるいは善意で

協力していただいている。 

○委員 それに限界があると思います、今のままでは。 

○委員 今の地域権利擁護事業との関係ですが、地域権利擁護事業の方は、その運用で、
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後見に入ってしまったらもう切ってしまわれる権利擁護事業から後見人の方に移行してし

まうとかいう運用をされているところもあるようですけども、杉並の場合は、後見の類型

とかいう形でもご利用ができるということですか。 

○あんしんサポート担当係長 はい。５件。 

○委員 それは全部、後見で。ご本人側の判断の云々ではないのですか。 

○あんしんサポート担当係長 保佐の方もいらっしゃいます。 

○委員 権利擁護事業のところでのというのは、ご本人との契約という形に重きを置いて

おられるということで、そこに関して後見という形では、ご本人との契約という形ではな

いわけです。 

保佐はあるのですけれども、後見の部分でちょっとお聞きしたいのですけども。 

○あんしんサポート担当係長 後見はないです。今、補助と保佐です。 

○委員 後見に関しては、今のところ、後見人になってしまったら、後見人がという形で

すね。 

○あんしんサポート担当係長 後見人の方にお願いするという形です。 

○委員 わかりました。 

○会長 後見になった場合、もともと地域権利擁護事業を利用していた場合、それは契約

的な基礎ですから、それは判断能力がないという前提で後見に移行するわけですから、そ

こで契約は終了するわけです。そして、後見人が選ばれて、判断能力のない本人の代理人

として、もう一遍地権事業を申し込んで、契約をして、地権事業を利用する。これが一応

可能になっているわけです。 

○あんしんサポート担当係長 そうです。可能になってきましたので、今後は出てくるか

と思います。 

○会長 先ほど言われたのは、そのケースではなく、保佐と補助の類型ですか。 

○あんしんサポート担当係長 はい。 

○会長 こちらの二つのケースの場合は、判断能力がまだありますので……。 

○あんしんサポート担当係長 はい。 

○会長 地権の契約程度であればいいという判断で、継続されているわけですね。つまり、

切っていないわけですね。 

○あんしんサポート担当係長 ５件、継続しております。 

○会長 わかりました。 
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○委員 後見の部分に関して、今後はその利用ができるのでしょうか、できないのでしょ

うか。 

○あんしんサポート担当係長 受けていくつもりでおります。 

○委員 後見人が申請すれば、後見でも地権事業という形で受けることができるというこ

とですね。 

○あんしんサポート担当係長 はい。遠方のご家族という例が他区で出てきております。

地理的に遠方でありますと、例えば週1回だとかという支援は難しい、見守りも難しいと

いうことで、そういうところは地権で補っていかないといけないのかというところで考え

ております。 

○委員 わかりました。 

○委員 社会福祉協議会がやっている事業の大もとというのは、地域での生活を支えると

いうことが一番主ですので、その最終的な段階が成年後見であって、その前の段階の相談

から、これからも、やっていかなきゃいけないという認識を持っているのです。かなりそ

の数もふえていきますし、今、支援員も余りたくさんいないんですけれども、これからも

相当力を入れていかないと、職員だけではできないという認識を持っています。 

○管理課長 会長、大変恐縮ですが、地権事業と成年後見の関係をわかりやすくご説明い

ただければと思います。 

○会長 地権事業は、法律上、「福祉サービス利用援助事業」と呼んでいますけども、そ

れを社会福祉協議会がやる場合に、「地域福祉権利擁護事業」と呼んでいます。ある人が

社会、例えば杉並の区民でいらっしゃると、杉並の社協に行って利用したいということに

なると、専門員さんがいろいろ対応してくださって、本当にその要件を満たしているかど

うかというような調査が先行すると思います。それで必要だということになると、生活支

援員という人を１人つけることで、日常生活に必要ないろいろな援助、例えば銀行に行っ

てお金をおろすということが結構大変だというような場合に、一緒に行ってあげるとか、

もう動けないということであれば、銀行から一定の生活費をおろしてきてご本人に渡して、

さらに、場合によってはでしょうが、ご本人から依頼を受けて買い物までお手伝いすると

いうようなケースももちろんあるのかなと思います。 

 そういうことをサービスするわけですが、これは全国の社会福祉協議会の方でマニュア

ルづくりをしたときに、どのくらいの判断能力があればそういう地権事業の利用契約をで

きるのか。こういうことで大分議論しまして、精神科の先生方にもいろいろ入っていただ
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いて議論したのです。何しろ、社会福祉協議会が契約の一方でありますから、社会福祉協

議会に対する、公的性格に対する信頼ということで、決して営利を目的としたり、人をだ

ましたりするというようなことはあり得ないのだということだと、そういう人と契約を結

ぶときは、相当低くなってしまっている判断能力でも契約は結べるのだという理解です。

ですから、成年後見の方でいきますと、一番重い類型が後見で、保佐で、補助となってい

ますが、一番重い類型の場合は考えていないのですが、保佐、補助の審判がおりる方につ

いては判断能力があるということで、この成年後見の方の利用とそれから社会福祉協議会

の方の地権事業の利用が、その限りでは重複するわけです。それは選択してもらっていい。

または、選択ではなくて、並行といいますか、両方使うということもあり得ると思います。 

 社会福祉協議会が当事者となって契約で利用関係に入るということ、後見は裁判所が審

判でやりますので、全く違うわけです。契約的な基礎がなくなれば、この利用契約は終了

するということになります。したがって、社会福祉協議会の方でもご本人と契約的な基礎

でやっているわけです。利用料は今１カ月１,０００円ぐらいですか。 

○あんしんサポート担当係長 はい、そうです。通帳をお預かりしている場合とそうでな

い場合とは違いますが、１,０００円でやっております。 

○会長 その程度の利用料をいただいてやっているわけですが、判断能力が落ち、認知症

の程度が重度になってきて無理だということになりますと、判断能力のない人とは契約的

な基礎がないということになりますので、利用できない。ということになると、この後見

制度の方へ社協の方でつないでいく。そのための支援をするということで先ほどのお話が

出てきたと思います。 

 先ほどのお話では、後見の例もあるのかもしれませんが、保佐と補助につないでいった

例の中に、地権事業を継続している例があるということのお話がありました。もし、そこ

で後見につないだという例があるとしますと、それまであった地権事業の利用契約は終了

するのです。その後、後見人のお考え次第で、後見人が、いや、私は全部やれますよとい

うことであれば、地権事業の利用は終了したままになる。例えば、非常に、財産のある方

がいて、これはもう弁護士にやってもらった方がいいというようなことになりますと、弁

護士が日常の生活の配慮までというのはちょっと無理でしょう。見守りとかですね。そう

なると、大きな財産管理等々のことは、弁護士としてやっていただく。日常的な点につき

ましては地権事業でカバーできるということで、法律家と社会福祉協議会との連携で、ご

本人の生活が維持できるということであれば、そういう形態になるとこは可能だというこ
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とだと思うのです。 

 そういうことで、少なくとも、地権事業というのは厚生労働省系統の事業であり、成年

後見の方は裁判所の事業なものですから、ここがなかなか厄介なところです。それから、

後見人の場合は、そんなに財産のない人でも、だまされたり、ついうっかり契約したりと、

そういうことがありますので、消費者契約法とか訪問販売法とかいうことで、適切にクー

リングオフをやるとか、そういうようなことも必要ですし、後見人がついたり、補佐人が

つけば、取り消しという、また別な手段が出てきますけども、そういうことで守っていか

なきゃいけないということがあります。ですから、広い意味での成年後見制度というのは、

財産のある人についてその財産を守ってあげるための制度じゃないかと言われることがあ

りますが、必ずしもそうではない。そうなると、財産がないから後見人がついても後見人

に対して報酬が払えないという例は、当然出てくるわけです。それで、報酬が払えないの

なら、親族が無報酬でやってくれるという人がいればいいんですけど、そうでなければだ

めだと。やはり問題が一番大きいのは、ひとりでアパートとかで暮らしている高齢者で財

産がない。そういうような場合にどうしたらいいのかという問題があると思います。 

 ドイツは、日本の人口の３分の２ぐらいで、８,０００万ちょっと超えたぐらいの人口

ですが、それで制度の利用が１００万件あるのです。世話制度と呼んでいますが、広い意

味で日本の後見・保佐・補助を全部合わせたような、その件数が１００万件を超えており

ます。財産のない人には、国が世話人の報酬費用を払うというシステムになっています。

そのために、財政破綻を来しまして、今年の３月に法律改正をして、７月から施行するの

ですが、その主な理由は財政をどうするかという問題です。財政を節約するために法律改

正をしたと言われているのですが、そんな問題が出てくる。日本の場合は区長申立ての線

でいったときだけ、辛うじて補助のシステムがあるのですが、そうでない人についてはな

い。そこが一つ、重要な問題になってくると思うのです。 

 報酬とか手続費用とかいう問題は、お金の問題ですが、もう一つは、日常的な生活の場

面で、見守りを含めて日常生活の支援をどうしていくのか。これは必ずしも成年後見自体

の問題ではないのですが、ヘルパーに来てもらうということについて、自己で負担しなき

ゃならない部分がある。あえて法律問題と言うまでもないと思うのですが、皆さんが日常

生活で処理している契約的なことについて、だれかが、やはり処理してあげないといけな

いという問題があります。その辺で後見人の問題です。特に取消権というのが一番重要だ

と思うのです。そういう意味で、後見人がつくと何でもできるということは、絶対にそん

 １５／３０ 

 



なことはないのですが、後見人がいた方がいい。権利擁護の観点から、そういう問題はあ

ると思います。 

 どうぞ、ほかにご質問などございましたら。 

○委員 今、会長のおっしゃった、ドイツで１００万件というのは、日本でいう地権も含

んだものということですか。 

○会長 地権事業というのは向こうにはないのです。 

○委員 ないのですが、内容的には。 

○会長 ドイツは世話人というのをつけるのですが、そのときに、例えば私が必要になっ

たとしますと、私にはどういう世話人が必要かと。例えば、地権事業的な代理権だけあれ

ばいいということですと、私の世話人にはそういう小さな権限しか与えないのです。私が

認知症的なことでそれをつけてもらったとすると、当然、認知症は進みます、普通の場合。

そうすると、もう一遍手続しなきゃいけないのです。だから、ドイツのやり方というのは、

本人の人権との関連で言うと非常にいいのです。いわゆる残存能力というのが大きければ

大きいだけ世話人の権限は小さいわけですから、そういう意味では非常にいいのですが、

二度ぐらいはやり直さないといけないとか、そういう面倒くささはあるみたいです。 

 それで、杉並区で独自の個人的なネットワークは既におありでしょうけど、そういう個

人的なものではなくて、組織としていろんな必要性があります。先ほど税務関係のお話が

出ましたけど、そういうときには、組織として連絡とか、社会福祉士の組織とはこういう

連絡とか、組織としての連絡体制みたいなものを杉並区としてつくれるのかという問題が

あるのかなと思うのです。 

 先ほど紹介していただいた多摩南部成年後見センターというのは、そういう意味で成年

後見を中心にして５市が共同で立ち上げた組織です。五つの市には、それぞれ社協がある

わけです。それぞれの社協がありまして、地権事業はそれぞれの社協がやっております。

ですから、各市の市民は、社協へ相談に行くことももちろんありますし、市の福祉事務所

へ相談に行くこともあります。そうしますと、行政や社協で一度受けたものをいろいろ検

討して、これは成年後見センターに持っていった方がいいということだと、そちらの方へ

話が来るというような感じになります。成年後見センターの場合は、後見人として、費用

の問題とか何かいろいろ問題があって無理だというような場合とか、例えば精神障害をお

持ちの方で普通の人ではちょっと後見人を引き受けてくれそうもないというような場合に、

組織としてのセンター、これは中間法人ですが、中間法人法に基づく中間法人ですが、そ
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こが組織として引き受けます。内部に精神科の先生がお二人おられて、その先生方と相談

させてもらいながら（もちろん弁護士もおります。）、精神科の医師と弁護士等々がご相

談しながら対応していくというようなことができます。必ずうまくいくかどうか、わかり

ません。どういう症状の方かによって、それでもだめだという場合はあり得るんです。行

政や社協でいわゆる困難事例としているようなものを持ってくるというような感じになり

ます。 

○委員 この多摩南部成年後見センターにご相談に見えた方で困難事例でないような方は、

結局どちらかに振られることになるのですか。 

○会長 例えば、非常に財産はお持ちであるとかいうことになると、このセンターという

のは、はっきり言いますと税金でやっている。そういう側面がありますので、ご自分の財

産で、例えば財産管理は弁護士さんにお願いしても十分支払いができるという、財力があ

るという方であれば、弁護士紹介で、また、任意後見の制度を使ってはどうですかとか、

そういうふうな意味での振るということはあるのです。 

○委員 ということは、窓口機関も一部はなさっているのですか。 

○会長 やっております。 

○委員 その窓口機関はそれぞれの各専門団体と提携している、ということはあるのです

か。 

○会長 そうですね。組織というよりも、そういうところを通じて、特定の何人かの弁護

士を、リストアップをしていただいていまして、その特定の弁護士さんに紹介をするとい

うような感じです。 

○委員 今ここに出ているような登録の方々というのが、今おっしゃられた方ですね。 

○会長 そうですね。 

○委員 そういう形で、社会福祉士も受けているということで、承知しているのですけれ

ども。 

○会長 はい、そうです。 

○委員 今おっしゃられた後見センターに関しては、いわゆる法人後見です。個人の後見、

本当にお金のない方以外は、今おっしゃられたみたいに個人の後見人という形で振ってい

るという言い方は失礼ですけれども、そちらが担っているという形です。後見センターは、

お金のある方を後見しているという形ではないということでお聞きしているのですが。 

○会長 はい。ただ、そういう方でも、例えば親族が申立てをするときに、先ほども、お

 １７／３０ 

 



話が出ましたけど、それを支援するということはあります。それから、ある親族が後見人

になるときに、後見監督人としてセンターがなる。そういうようなこともあります。 

 それから、複数後見でやるということも検討しております。親族の方が、私、やっても

いいのだけど自信がないとか、そういう方もおられるので、それじゃ一緒にやりましょう

かというようなことで複数後見、つまり、センターも後見人になりますけど、親族の方も

後見人になってくださいということです。この複数後見の制度というのは、最初、民法の

中に制度をつくったときは、典型的な例で、弁護士と社会福祉士の複数後見と言ったとき

は、だれが考えても、仕事の割り振りを家裁が決めるような感じに受けとめられるのです

が、どうも、そういう例もないわけではないようです。家裁の方ではただ２人決めて、あ

とはお話し合いでやってくださいみたいな例が多いみたいです。我々のところでやってい

る複数後見の場合もそうで、仕事の配分は、家裁の方では特に具体的に指定しなかったと

いう例がありました。 

○委員 ご本人の相続について相続人が四、五人いたという場合に、その間に猛烈な利害

対立がある。そういうような場合に、多摩のこちらの方では、やはり財産がある場合には

こちらでは扱わないということにするわけですか。 

○会長 はい。 

○委員 そのような場合に、後見人と後見監督人ということでなると思うのですけれども、

私がやったケースは、子供たち４人に猛烈な争いがあるわけです。そして、これはどうし

ようもないということで、成年後見の申立てをしよう。ところが、一度、その４人にじっ

くり、一人ひとりに会いましょうということで、結局、４人の協定書をつくりまして、結

論的には４人で協定して、預貯金はだれが預かるとか、それを４カ月に一度、全部の兄弟

でやる。それで、１年やって、ほかの人間にやる。こういうことで、そのようなことをや

ったことによって相続において寄与分の主張はしない。そういうような契約書をつくって、

同じような相談を受けたのですが、２件、うまくまとめたのがありました。それをやった

ことによって、本当に兄弟が仲よくなったんです。２人とも亡くなられましたけれども、

相続の問題は遺産分割、協議書はこれでよろしいんでしょうかと、持ってこられたのがあ

りました。 

 失敗したのが２件あるのですけれども、結局、子供、兄弟と話をする費用を、弁護士の

費用をだれが持つのか。皆さん等分でいいじゃないですかと言ったら、嫌です、というこ

とが出て、結局できなかったというのがあるんです。弁護士の費用で、この人、この人と
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会う、話をするだけだったら、そんなにお金はかからないのですよというようなことで、

その費用の点を税金といいますか、公費でもって支援できないものなのかなという気がす

るのです。 

 しかし、私は世田谷の、このシステムはいいなあという感じが若干したのです。杉並の

「あんしんサポート」よりも、若干進んでいるのかなという気がいたしました。 

○管理課長 先ほども、区の考え方といいますか希望という、お話もありました。 

 私どもとしては、「あんしんサポート」そこを母体とするかどうかは別として、やはり

中心的にそういう制度を進めていく機関が必要ではないかと。それは各団体と連携をして、

協定みたいな関係なのか、それとも、多摩南部みたいに、いろんな運営の中に団体から推

薦された委員の方が入っていただくのか。いずれにしても、かなり連携を密にしたものを

つくっていった方が、いいのではないかなというふうに思っております。そういう必要性

であるとか、どういう組織だったらうまくいくとか、あるいは、全然、必要ないのではな

いかとか、そういう視点でいろいろご意見いただければというふうに思っています。その

参考として、資料３でございますが、東京都が今年度から新しい事業を開始いたしました。

「成年後見活用あんしん生活創造事業」ということですが、大きくは区市町村へ補助する

ということと、東京都も独自の取組をしていきます、という二つの構成でできています。

２の事業内容の左側のところで、区市町村への補助による取組の推進ということで、成年

後見制度推進機関の立ち上げ支援で、推進機関というものを想定していて、それを各自治

体でつくっていきなさいと。推進機関への事業支援ということで、例えば推進機関で法人

後見をやるのであれば、そういうものも支援していきましょう。あるいは、後見人のサポ

ート、地域ネットワークの活用。それから、負担能力のない利用者への支援ということで

は、いわゆる低所得者と、区長申立ての以外の場合の利用者の申立経費の補助等というこ

とで、こういったことを都としても誘導していきたいというように考えているわけです。 

 裏面の方を見ていただきますと、一つそのイメージとして、真ん中のところに、区市町

村の補助等をしながら成年後見制度推進機関というものをつくっていったらどうかという

のが、このイメージです。ここは、地区社会福祉協議会等の活用という、書き方をしてお

りますが、後見人のサポート、実務研修というところまでやっていくのか、それは東京都

とか各専門団体レベルでやるのか、いろいろ議論はあると思いますが、後見人の連絡会、

あるいは地域ネットワークの活用、法人後見、こういったものをこの中で取り組む。それ

が地域の関係機関との連携、これはどういう形、完全に入り込んだ形でやっていくのか、
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協定みたいな形なのか、いろんなあり方があると思うのです。ここでの議論がそういった

ものをもう少し具体化していこうという方向で進むのであれば、こういった補助事業の活

用等も想定して考えていきたいというふうに思っています。 

○会長 こういう形で、立ち上げについて当然費用がかかりますので、こういうのが両方

可能であれば、ご検討いただくのは大変いいことだろうと思うのです。 

 多摩南部を、立ち上げるときに、ご参考になればと思いますので、議論したことを若干

申し上げます。五つの市にある社協の連合体みたいなことも、不可能ではなかったのです。

なぜそうしなかったかということがあるのですが、五つもありましたので、地域地域によ

って、それぞれやっている事業内容が相当違います。成年後見との関連だけで言えば、す

ごい温度差があります。そういうようなことの中で、ただ単純に、既存の組織の連合でい

いのかという、そういう問題があって、成年後見に焦点を合わせてやる方が、かえってい

いのではないかということ。それから、行政から距離を置くということが一つ、利益相反

的なことにこのセンターが仕事をしていくことにならないように、つまり、行政との利益

相反もない方がいいし、それから、社協も事業をやる場合がありますので、利益相反とい

う問題がどうしても避け切れないというようなこともあって、いろいろ考えた末、制度と

して独立させたらどうだという方向に、議論がいきました。社会福祉法人がいいという意

見がもちろんあったのですけれども、成年後見ということを中心にしてやると、社会福祉

法で認められている社会福祉事業のどれに当たるのかとか、結構厄介な話が出てきた。一

つの見解としては、クリアできそうだということもあったのですが、東京都の管轄の意見

が必ずしもそういう方向でまとまらなかったというようなこともありまして、結局、社福

でいくのは無理だから、ＮＰＯかということも考えたのです。五つの行政が共同でやる事

業ということで考えますと、ＮＰＯというのは、ボランティアの人たちが集まっていると

いう趣旨でもともとはでき始めたものでありますから、そういうものよりは、中間法人法

で中間法人としてやった方がいいのではないかとなりました。中間法人法で認める場合と

いうのは、実態としては有限会社です。有限会社というのは営利ですけれども、有限会社

引く営利主義が中間法人みたいな、感じになります。結局、中間法人法に基づく中間法人

として立ち上げたということがあります。 

 行政が最小限度、自分たちの市民とか区民に対して成年後見に関するサービスをやるん

だということであれば、その事務だけを取り出すと、自治体同士の一部事務組合をつくる

というようなことも、法制度的には不可能じゃないのです。一部事務組合でこういうのを

 ２０／３０ 

 



やるというのも、一部事務組合としての制約があります。地方自治法との関係とか、厄介

な話が出てきますので、そういう厄介な話を全部のかしていくと、最後に残ったのが中間

法人という形態だったというような経緯はございます。 

 今申し上げたことは、独立した組織にしようという方向を打ち出したからそうなったの

ですが、そうではなくて、既存の組織でできるだけ利益相反とかは、かわしながら行くん

だという方針であれば、それも不可能じゃないという気はします。 

 先ほどの資料で、地域の社会福祉協議会との活用と書いてありますのは、結局そういう

方向性もあるよということを示しているというふうにご理解いただいていいのではないか

と思います。ただ、ここでは、最初は決めないで少しご議論いただいて、ご議論の中で、

自然にどっちかの方向が出てくれば、その方向でいけばいいというふうに考えます。 

○委員 多摩南部の部分に関しては、行政が関与してという形の部分は難しいというお話

だったのですけれども、杉並の場合ここで考えているのは、杉並区でという形での後見セ

ンターです。そのあり方という形で考えたときに、区がという形での後見センターという

のは、可能性としてはあるのですか。 

○課長 区が直営ということでしょうか。 

○委員 直営というか。はい。 

○課長 その辺は、どういう組織形態が望ましいかというところで、今、会長からは、区

との距離を離した方がいいという見方があるということでしたので・・・。 

○会長 はい。 

○管理課長 そこは今のところはフリーハンドですけれども、どういうメリット、デメリ

ットがあるかということのご意見をいただいた方が、よいのではと思います。 

○委員 それと、介護保険法の改正に伴いまして、包括的地域支援センターの方も、やは

り介護保険を使う利用者の権利擁護というのが打ち出されております。それと、別にこれ

をつくるのか、それとも、そういうものと融合させながらつくるのかというのに関しては、

介護とかそちらの方の事業の方とのお話とかいうのは、できておられるのでしょうか。 

○管理課長 今回、介護保険法の衆院での改正の中で、そういったことが必須事業という

ことで加わったわけですが、基本的に地域包括支援センターは人口二、三万人に一つ。あ

るいは、杉並の場合そこまで細かくはしなくても、少なくとも数カ所は必要だというふう

に考えています。ですから、そういうところというのは、むしろ、問題を発見して結びつ

ける役割で、こういう推進機関というのは区に一つ、中心的にあればいいんじゃないかな
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というのが、今の考えです。 

○委員 むしろ、そこから吸い上げて、後見センター等につなぐということですね。 

○管理課長 そうです。 

○委員 それに関連して、９０歳の男性と８６歳の女性と、ご夫婦ですが、２人暮らしで

お子さんがいらっしゃらないという方で、１週間ほど前から、ケア２４のいろんなところ

にお電話をされていたみたいで、よそのケア２４からケア２４和田の方に、お年をとられ

ている方で介護保険の申請をしたいのかどうかご相談があったみたいなのでどうしましょ

うかということで、私が訪問させていただきました。 

 私は、介護保険の申請かなと思って、申請用紙を持っていったのです。そうしたら、そ

ういうことではなくて、お子さんがいらっしゃらない。それで、年をとって、年相応の物

忘れも出ている。今後、どちらかが認知症になったときに、いろんな財産とか持っている

ものがどうなるのかとか、支払いができなくなるのか、そういうようなご相談で、正直び

っくりしました。 

 それで、杉並区の方にはあんしんサポートの方の制度もありますということを、ご説明

させていただいて、大きく不安になったときでなくて、今からでもそういう機関とご連絡

をとり合うということができますよということで、ケア２４というところはそういう掘り

起こしというのはできるところだと思います。とてもすてきなマンションにお二人で暮ら

されていたんですが、やはり高齢者の方が、そういう、自分たちの行く末に対して、特に

お子さんがいらっしゃらない方なんかは、ご不安を持っているのだなということを、きょ

う、実感してまいりました。 

○会長 今のお話のようなケースですと、お二人、ご本人とも、十分、判断能力はおあり

だと。 

○委員 今はありますね。 

○会長 そうすると、もう少し認知症的な傾向が出てきたりというようなときのためとい

うことであると、いわゆる任意後見という方法も可能かなという気はします。そのときに、

ただ、任意後見というのは、公証人がやってくれるのだからと、いきなり公証役場へ行っ

ても、なかなか難しいわけです。ですから、そういうときに、あんしんサポートとか、そ

ういうセンターがあって、そういうところを通じて、例えば弁護士とか司法書士に相談し

て、任意後見契約の実質をつくって、それから公証人のところへ行くとか、そんなような

感じになるのかなと思うのです。特に、財産をお持ちであれば、そういう感じかなという
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ところです。 

○委員 私も、今まで、生活に対する不安というと、介護が必要になったときどうするの

かなということしか、私も医療職なので、それしかなかったのです。行って初めて、お年

を重ねていくことの不安というのは、介護が必要になったときだけではないのだなという

ことを、きょう初めてその利用者さんに教えていただきました。 

○会長 結局、生活を通じてそういうコミュニケーションがあるところから、掘り起こし

なのですが、そういうところからの情報がすごく重要だと思うのです。 

○委員 結構、認定調査に行かれたときなんかも、ご利用者、住民の方のご相談というの

も承ることができるのではないかなというふうに思います。職員の方に、認定調査等に行

ったときにも、そういうようなお話があったときにはこういう制度もあるからという話は、

させていただいたのです。 

○会長 あとは、組織形態について、もう少しご意見を伺った方がいいですか。 

○管理課長 そうですね。前回、税理士会の方でも、区のレベルで緩やかなネットワーク

みたいなものをというお話もありました。その辺は共通認識だというふうに思ってよろし

いのでしょうか。 

○委員 あれは、あくまでも私どもの勉強会で個人的につくらせていただいた案でござい

ます。ただ、それに関しまして、事後報告させていただきますと、荻窪支部ではその特別

委員会をつくろうというふうな傾向にもなってございますので、センターの方を税理士会

が全部やるという話も無理な話ですから、行政の方で窓口機関なりをつくっていただけれ

ば、それに連携は可能だと思います。 

○会長 組織を独立させるということは、行政がお金を出さないということではないんで

す。そこは徹底しないと、独立させるということになると、財政的な支援がなかったらで

きないので、行政直轄で運営するということでないとしても、財政的支援だけは考えてい

ただかないと、組織というのはできない。 

○委員 組織の部分ですが、やはり行政側にかかわっていただかないと区長申立てとか、

その他行政が関与しなければならないという部分が、後見センターを立ち上げたときに、

関与してくると思うのです。行政直営でなくても、そこに関しては後見センターに対する

かかわりをという形で行政が入らないと、難しいのかなという認識はあるのです。 

○会長 特に、先ほども何親等まで調査するかとかありましたけれど、多摩南部の方でも、

センターが調査するというのはすごく大変です。これは弁護士さんの場合も相続の関係で
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調査されると思うのですが、すごく大変です。ですから、その点は、やはり行政にお願い

して、調査をしていただくと、費用の点が一つあるのですけれども、非常にスムーズに、

最も早くいけるので、そこは行政にお願いしたら嫌だと言わないでやってくださいという

ことで、多摩の方でもお願いしてやってもらっています。 

○委員 社協でやっている「あんしんサポート」も、東京都社会福祉協議会の事業もある

んですけども、基本的に社協の人件費は区からいただいていますので、基本的には区でや

っているというのが実態です。 

 今回、センターになりますと、区の委託事業という形に恐らくなっていくのだろうと思

います。 

○管理課長 区の職員の本音は、区長申立てのときの調査が非常に大変だと。どこかそう

いうものをやってくれる機関があったらいいなという。そういうことも出ています。 

○会長 なるほど。大変なのですか。 

○委員 相続財産管理人の判例をしているんですけど、それは、いわゆる除籍謄本をさか

のぼるのがそれは猛烈に大変ということです。除籍謄本は７５０円かかるわけです。とこ

ろが、区でやりますと公用でとれるということで、それを区の方でとっていただいており

ます。司法書士もそういう点は専門家ですから、こういうところは除籍謄本をとってくだ

さいよという、そういう協力はできるだろうと思うのです。 

○委員 実務の部分に関しては、自分たちも後見人だと、直系の部分でしかとれないもの

ですから、傍系とかいうことになると、後見人として弁護士さんにご依頼してということ

で、謄本等をとることになってしまうのです。その点、行政に入っていただけると、そこ

の部分を行政の方は担っていただける。そういう実務を、担っていただけるということに

関しては、行政の関与という部分が大いに必要になってくるのかなと思っているのです。 

○委員 この「区市町村への補助による取組の推進」と書いてありますが、成年後見制度

推進機関を都が推進しますということですが、これは杉並区でやっております現在の機関

でも構わないし、別組織でも構わないと。そのような理解でよろしいのでしょうか。 

○管理課長 そうです。 

○委員 そうですか。現在の組織は、結構、知名度はあるのです。それとあとは、成年後

見の問題については、杉並区報に、もう少しコンパクトに紹介をした方が、多くの皆さん

が見るのではないかなという気がするのです。 

○管理課長 そうですね。 
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○委員 立ち上げるときに出したのです。この事業、なかなか、簡単に説明がつかないの

で、理解されないので、説明に行かなきゃいけないのです。 

○委員 ですから、それらの説明をする必要はないと思うのです。こういうときにはここ

へということで、私はよろしいのではないかなということです。 

○委員 利用する側としましたら、やはり、直接会ってお話を聞かないと、ただ資料をい

ただいて、見ただけでは、絶対わからないのです。ただ、お金がかかる、申立てをした後

でも、銀行に行ってお金をおろすのでも、何をするにでも、お金が全部ついて回るのだと

いう、そこだけがすごく、強力にアピールされているのです。何か先ほども地権事業で生

活支援とか日常の生活支援とか、そういうお話が出ていましたけども、今年、保健福祉計

画の見直しがありますが、やはり障害者団体の中にも、ひとり暮らしの方が結構多くいら

っしゃるのです。ご高齢になっていらして、ニュースなどで、知らない間に亡くなってい

たとか。そういうことがあっては困るので、日常の生活の見守りをしていただくようなこ

とを行政の中で何とか制度化してほしいという、そういう意見も出ているのです。 

 そういうのがこの今回の話し合いの中でも共通の話題の中に入ってきますので、そうい

うところで、お互いに何かいい方法が見つかるといいなというふうに感じます。 

○会長 見守り的な観点ということになりますと、例えば民生委員とか福祉事務所のケー

スワーカーとか、そういう方の情報というのは、かなり重要ということですか。 

○委員 いや、そういうのは、今はやっていないです。 

○管理課長 だれかが責任を持ってずっと見守り続けるというような仕組みではなくて、

今やっているのはひとり暮らしの高齢者についてなんですけれども、あんしんネットワー

ク、緩やかなネットワークです。関係するいろんな機関の人たちが見守りをしていこう。

ひとりの、そういう希望者に対してなんです。それは、リストアップして見ていくという

話になると、プライバシーの問題とかが出てきます。ですから、本人の申し出、希望によ

って、そういう見守りの仕組みをつくっていこうということです。障害のある方に対して

も、同じようなことを考えていかなきゃいけないのは当然だと思うのですけども、そこも

なかなか手が挙がらないというのは、結構あるのです。 

○会長 都市も孤独で生活していらっしゃる人はもちろんいるのでしょうけど、農村へ行

くと、非常に離れた農家におじいちゃんとかおばあちゃんがひとりだけで暮らしているな

んていう場合があります。青森県で伺ったのですが、そういうときにぱっと押すだけで、

あるセンターに連絡がとれるようなものを持っていて、ぱっと押すと連絡がいって、こり
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ゃ大変だと。隣の家の方に電話が入って、見てやってくれと言って、大変だったら救急車

を呼ぶとか、そういうシステムがあるという話を聞いたのですけども、東京でもやってい

るところはあるそうです。 

○課長 緊急通報システムということでは、私どももやっております。 

○会長 そうですか。 

○管理課長 それは隣の家に連絡がいくのではありません。 

○会長 それも、ご本人の申し出があった場合だけ、できるのですか。 

○管理課長 そうです。 

○田山会長 かなり利用されている方は多いのですか。利用資格は、高齢者とか何か、決

まっているわけですか。障害者でも利用できますか。 

○委員 ある程度決まっています。循環器をお持ちの方とかいう形で、緊急通報システム

をお使いになっている方はいらっしゃいます。 

○管理課長 大した量ではないのですが。 

○会長 今ご発言がありましたように、生活実態のところを見守りのところからの、本当

に生々しいというか新鮮な情報がないと、いい対応ができないのです。そういう意味でも、

センターができればいいという話では決してなくて、各組織とのネットワークというか連

携が非常に重要なわけです。 

○委員 このセンターというもののイメージですが、今も成年後見のという形でのセンタ

ーという話があるのですけども、今おっしゃられたような形で、権利擁護の部分というの

を担うようなセンターという形での発想というのは難しいのですか。 

○会長 そのセンターの任務の範囲というのですか、内容をどうするかという問題がある

と思うのです。ご紹介いただいた中に出ていないのですけども、西東京市は市長申立てに

ついてだけの、行政直轄の委員会があって、その委員会は、ほぼ西東京市の、ここにいら

っしゃるような方々のような感じの方が出席しています。この人は、社協の方から区長申

立てでどうかという話があったのですがいいでしょうかというような形で諮問して、そこ

で皆さんでお話をされまして、市長申立で行きましょうというようなことで、市の行政が

進めていく。本当に、成年後見の中でさらに区長申立てに絞れば、そういう組織も不可能

ではないです。ただ、その組織は、少し権利擁護的な、権限があるのですけど、せっかく

つくるのだったら、そんなに絞り込まないで、成年後見と、ある程度の権利擁護の範囲ま

でを含めてやる。多摩南部の成年後見センターは、地権事業はやりませんけど、権利擁護
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的なことをやっていまして、任意後見の相談も受けます。ある程度広げていますが、やは

り成年後見が一応の枠です。それ以上の広い権利擁護については、各地域に社協がありま

すので、社協の方とうまく連絡をとり合って分担しているということだと思います。杉並

区で、どの程度の任務の内容でいくかというのも、重要な問題点だと思います。 

 既存の団体がおありだと思いますので、その団体の活動の中で、成年後見の問題という

のは厄介だと思うのです。法律的な面があったりして厄介ですので、そういうようなこと

になったときに、今度できるかもしれないセンターに、集中して処理してもらうような方

向が一つあり得るかなとは思います。 

 最終的に、もし、センター自身が多摩南部のように法人後見を受けるということならば、

法人格を持たないと、まずいわけです。独立した法人にしないといけない。社協であれば

既に法人ですからいいのですけども、そうすると、社協の本来の業務との間で、ちょっと

問題がありますので、相当、独立性を持たせたセクションにしてもらわないといけない。 

 東京都に、権利擁護センターすてっぷというのがあったのはご承知だと思うのですが、

立ち上げにも、参加したのですけども、そのときに財団法人にしてほしいというふうに申

し上げました。当時は鈴木知事だったのですが、ちょうど都の財政が割と厳しいときだっ

たものですから、しかも財団にするには、当時で５億ぐらいお金が必要なので、ありませ

ん、と言われて、それでは、東社協の軒下をお借りしますということで、東社協の軒下を

お借りして、権利擁護センターすてっぷを発足させたということがあります。そのときに、

いろんな意味で分離というのでしょうか、一つの法人の内部ですけど、あえて「軒下」と

いう表現を使わせてもらったのですが、そういうことで独自性を持たせているので利益相

反が起きません、というような説明で乗り切ったことがあるのです。そういうようなこと

も、説明はできなくはないとは思うのですが、できればすっきりした方がいいという面も

あるのです。その辺は地域の事情でいろいろお考えいただいたらいいと思います。 

○管理課長 先ほど委員が言われたのは、もっと幅広くやるというメリットも出した方が

いいのではないかという見方ですか。 

○委員 国会では流れてしまいましたが、老人の虐待防止の法案という動きもあります。

いずれ地域でという形になってくると、その受け皿じゃないですけども、そういう部分が

やっぱり必要になってくるし、今の介護保険に関しても、それぞれの部分に関しては、地

域包括支援センターという形で動くのでしょうけども、権利擁護と後見だけではなく、そ

ういうものも含めてのセンターという形でイメージできれば、権利擁護を包括できるよう
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なセンターになって、実務の部分は、振っていけると思うのです。現にやっている税理士

会であるとか、あるいは社会福祉士会であるとか、弁護士の先生も個別でやっておられま

すし、司法書士会で、実務の方は振っていけるので、それを組織するということに関して

は、一つの大きなセンターの中で、権利擁護という形で包括できるようなものができれば

いいのかなと思ってはいるのです。 

○保健福祉部長 そうしましたら、きょう幾つかご意見をいただいていますから、次回に

向けて事務局で少し整理をさせていただいて、幾つかのイメージといいましょうか、組織

の形態であるとか取り扱う事務事業、そういうものについて、たたき台を用意して、さら

に議論を深めていただくということでいかがでしょうか。 

○会長 そうですね。そのときに、資料３で出していただきましたので、東京都の補助事

業にうまくかみ合わせる場合はこういう枠がありますとか、その辺までちょっと触れてい

ただけると、議論がしやすくなるかなと思います。 

○保健福祉部長 そうですね。 

○会長 ほかに、次回に向けて、何かこの際ご発言がございましたら、お願いします。 

○委員 先ほど申しました地域包括支援センターの厚労省の方のイメージもあると伺って

おりますので、そちらもほかの方にわかるように、どう違うのか、どうつながるのかとい

うことが、よくわからない部分があると思いますので、ぜひ説明していただきたいと思い

ます。 

○管理課長 わかりました。 

○会長 介護保険制度との関連で、一つ、常に似たような問題がありますのは、福祉サー

ビスの苦情解決事業といいますか、福祉サービスについて苦情があったらこうやれと言っ

て、普通の市民としては介護保険関係のことも福祉サービスに関する苦情だと思って、言

うわけです。そうすると、いや、これは国保連の方でやっていますから、という感じにな

るのです。そういう意味で、非常に難しいのです。利用者側から見ますと。上の方で縦割

りでやっている人は当たり前だと思っているのでしょうが、利用する側からだと非常に難

しい面がありますので、まさに今の点、次回で結構だと思いますけど、ご説明をお願いし

たいと思います。ほかにございましょうか。次回に向けて。 

○委員 区長申立てで後見人になった人で、その後見人に対する苦情が、ご本人の親族と

いいますか、その人から来ているというようなケースはございませんか。 

○事務局 基本的に、親族はいない方ですから、ありません。 
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○委員 そうですか。弁護士で、後見人になっているのは、原則、後見監督人を選んでも

らっておりますけれども、親族の人から猛烈な苦情が出るわけです。いわゆる、あの人の

方の肩を持った後見事務をやっているとか。 

○委員 両方、そう思っているのです。 

○委員 そういうようなことで、その支援ということできっちり作業をやっているのかど

うかということで、後見人がやる事務を、後見監督任と一緒になって、見て、あなたのや

っていることは間違いないよとか、弁護士会でやっておるのがあります。 

○委員 それと、もう一つよろしいですか。 

 今回のテーマとは離れていますが、実は成年後見人になることをうたい文句に、研修で

お金を集める研修屋とか、後見人がお金になるぞというような、養成の仕方をしている団

体があると聞いております。一刻も早く区の方で、これは公的な仕事でしっかりした人を

紹介してあげられるというシステムをつくっていただきたいと思います。 

○会長 今、委員の方からご発言があったのに関連するのですが、一般的に言いますと、

後見人を選ぶというのは、財産分けの前哨戦なのです。それで、普通は親族の中にＡ派、

Ｂ派がいて、それぞれの代表格の人が、私が後見人になりますと言って、その申請をする

ような場合が多い。では、あなたが後見人で、あなたが後見監督人ということでおさまれ

ばそれでいいのでしょうが、それでおさまらない場合は、もう、裁判所にリストアップさ

れている弁護士に、全然関係ない親族以外の人に後見人をお願いするというような場合も

あるようです。ですから、財産がある方については、こちらのセンターでやるというのは

無理だと。弁護士も苦労するわけですから、無理だと。それから、税金でやるわけですか

ら、税金でやるべき事業と言えるのか。つまり、自分のお金で処理できるのは、やはり自

分の事務は自分がやる。費用を含めてです。それが原則ですので、その観点に立って、セ

ンターができるとしたら、どういう範囲というか、やるべきケースというのは当然決まっ

てくるだろうというふうには思います。 

○地域福祉担当課長 先ほどの後見人の報酬は、今まで伺った中では、ほとんどボランテ

ィア的な感じの、本来業務の専門業務に費やす時間であれば、それだけ費やした方が実際

には業務としていいのに、多分ボランティア的な状態になっているのかなと思うのです。

多摩南部後見センターに登録なさっている後見人の方は、報酬は、どんなような形になっ

ているのでしょうか。 

○会長 センターが法人として引き受けたというのは１件しかないのです。その方につい
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ては、１年ぐらいたって、そろそろ報酬請求しようかなと思っていたら亡くなられて、わ

ずかですけど財産は多少お持ちでありましたので、やはり報酬請求はしようかということ

は考えているのです。 

 後は、後見人になる人は別におられて、支援していくというようなケースが多いのです。

後見人の報酬は、後払いです。ある程度、仕事をしてもらって、家庭裁判所の方で財産状

態とかいろいろお考えの上で幾らと、やるわけです。後見人の報酬は、それぞれの職能団

体の方でお決めになっている、つまり、リーガルサポートならリーガルサポートの方でお

決めになっている金額というのが月額３万円弱とか、金額は相場みたいに言われています

けども、本当は少し誤解があって、最終的には裁判所が決めるわけなのです。ただ、一応

の目安としては、司法書士会の方でも、弁護士会の方でお決めになったのを参考にさせて

もらいながら、その程度でというような感じではいるようです。 

 ほかにございましょうか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、きょうはこれで終わります。また、次回までにまとめていただいきた

い。 

○管理課長 きょうはありがとうございました。次回までに少し、きょうのお話を踏まえ

て、たたき台を用意したいと思います。きょうは、どうもありがとうございました。 

○田山会長 どうもありがとうございました。 

 ３０／３０ 

 


