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○会長 議事に入らせていただきます。 

 議事として、三つありますが、この順番に従って進めさせていただきます。 

 最初に①ですが、推進機関の機能について、資料１を中心にご説明をお願いします。 

○管理課長 前回、推進機関に関する区の具体的なイメージという宿題をいただきました

ので、それが今回の議事の①と②になります。そのほかに、今後検討する項目ということ

で幾つか列挙しました。今回、その中に診断書と鑑定について、議事の３番目に挙げさせ

ていただきました。資料１ですが、成年後見制度推進機関の機能ということで、私どもの

案を示しております。一番上は制度の周知ですが、広報等への紹介やパンフレットの作成、

関係団体と連携して、講演会や説明会等を継続的に開催していく。総合相談、情報提供と

いうことで、総合相談の窓口を開設して相談業務を行っていく。あるいは、相談内容によ

り関係団体等への紹介を行っていく。これはかなり幅広く、全区民を対象に行っていく。

その中で、幾つかは、個別に対応方針を決めていく。ケース会議等で相談内容による支援

方針の決定ということで、推進機関として対応していく。あるいは、さらに関係団体と連

携しながら対応し、方針を決めていく。その方針に基づいて、親族申立てや任意後見の支

援ということで、必要書類の整備あるいは作成、場合によっては家庭裁判所や公証人役場

への同行、こういったきめ細かい支援をやっていく。実際に後見人、特に親族申立てで後

見人になられた方への相談・対応、場合によっては後見人の勉強会、研修会といったこと

を実施していくというようなことになると思います。さらに絞り込んだ対象に対しては、

法人後見等の実施ということも、機能として考えていけるのではないか。法人後見の受託

あるいは後見監督人としてかかわるという、いろいろなあり方があるのではないかと考え

ています。低所得者への支援ということで、負担能力のない利用者に対する申立て経費や

後見報酬の助成、区長申立て、これは区が直接やらなくてはいけないものですが、専門性

を蓄積した推進機関として相談に乗ったり、あるいは一部の事務を代行したりというよう

なかかわり方が、できるのではないかと考えております。 

 推進機関の機能として非常に大事なところとして、「地域包括支援センター」等地域関

係者との連携があります。関係者連絡会の開催、ニーズの把握、各相談窓口との連携です。

地域包括支援センターについては、参考資料１ということで、現在示されている地域包括

支援センターのイメージをご説明します。 

 東京都福祉保健局で作成をしているものですが、地域包括支援センターは二つの性格が

あります。一つは介護予防支援事業者という、事業者としての性格です。もう一つは、介
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護保険事業の中の一つの種類として地域支援事業がありますが、包括的支援事業を実施す

る役割を持っています。その包括的支援事業の中では、介護予防マネジメント、地域支援

の総合相談、当初、法案の段階では、「地域ケアの支援」という、この三つだったのです

が、国会での審議の過程で虐待防止早期発見等の権利擁護という役割が付与されたのです。

新聞報道のイメージからすると、地域包括支援センターがかなり成年後見のことも取り扱

っていくようなイメージで報道もされていますが、地域包括支援センターというのは、実

際には、国の基準では人口二、三万人に1カ所というイメージです。杉並区の場合、現在、

在宅介護支援センター18カ所、将来は２０カ所というイメージでつくってきましたが、そ

れに匹敵するぐらいの数ということです。実際にそこまでの数を、持ち得るのかというと

ころが、今、区の中でも非常に議論になっているところでして、もう少し絞り込んだ形で、

例えば7カ所であるとか、そういった案も出ているところです。 

 地域包括支援センターというのを、今の在宅介護支援センターのように法人等に委託を

していくのか、直営でやっていくのかという選択肢もあります。この辺はまだイメージが

固まっていませんが、いずれにしても、１カ所ということはない。幾つもある地域包括支

援センターが地域の中で虐待あるいは権利が侵害されている事例等を早期発見していくの

が基本的な役割で、相談から早期発見したものを具体的な問題解決に結びつけていくため

には、やはり中心となる、推進機関に結びつけていくというイメージになります。地域包

括支援センターがこの推進機関そのものになるとは、区としては考えていません。あくま

でも地域の中での窓口といったイメージで考えているところです。 

 資料1に戻りますと、運営委員会等の開催ということで、ここが推進機関としては非常

に重要な要素になろうかと思います。地域のいろいろな関係団体等の目が入りながら、推

進機関全体の運営方針等を審議していくといった機能を持つことになるかと思います。そ

の他としては、審判前の保全処分の申立てなど、緊急対応が必要なものについて臨機応変

に対応していくという機能も持つ。具体的にはこのような機能がイメージできるのではな

いかというのが事務局の考えです。 

 東京都と区市町村が、今後どういう役割分担で対応していくかということが大きな、考

える一つの素材になっているわけです。参考資料２で、「成年後見活用あんしん生活創造

事業」、東京都が新たに事業を立ち上げて、成年後見制度の推進にさらに促進していこう

という事業を今年度から開始したわけです。その中で、区市町村での補助分というのが表

側の資料、それから、裏側の資料が東京都実施事業分ということで、東京都が考えている
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都と区市町村の役割というのが、この事業の中の振り分けでも、ある程度見てとれると思

います。 

 区市町村への補助分ということでは、推進機関の立ち上げ支援ということで、区市町村

はそういうものを立ち上げるべきだと、立ち上げることに対して東京都は補助しますとい

うスタンスだと思います。それから、推進機関の運営費補助という中で、必須事業として

考えているは、後見人のサポートです。後見人のための実務研修や相談対応、地域ネット

ワークの活用です。このネットワークの活用というのは、先ほどの地域包括支援センター

とのネットワークといった趣旨のものです。運営委員会等の設置ということで、運営方針

や支援内容等に関する審議や指導をしていく。さらに、区市町村が、その推進機関によっ

て独自の取り組みをするのであれば、その補助をしますということで、法人後見の実施、

あるいは申立て経費・後見報酬の助成、こういったものについて補助をしていきますとい

うことです。裏を返せばこういったことを区市町村に取り組んでいってほしいというのが、

東京都の考え方だと思います。 

 一方、裏面になりますが、東京都はどんな役割分担なのかというと、区市町村の成年後

見制度推進機関からの相談への対応ということで、区市町村が設置する機関をサポートし

ます。機関の職員向けの研修を実施していきます。困難事例等の研究をしていきます。区

市町村の推進機関では対応できないような困難事例です。実施方法のところにアドバイザ

リースタッフ会議ということで、専門家の方たちがサポートをしながら区市町村を支援し

ていくという仕組みだろうと思います。東京都としても、制度の普及やＰＲをしていく。

それから、後見人の養成。これは１７年度中に事業の立ち上げを行うということになって

いますが、東京都としても制度の担い手の後見人育成をやっていくというスタンスだろう

と思います。私どもも、ある程度、東京都が考えている東京都と区市町村の役割分担とい

うものを踏まえて、現在検討している成年後見制度推進機関の機能というものを考えてい

く必要があると考えております。 

 ○会長 資料1についてのご説明をいただきましたが、関連資料を含めましてご質問が

あろうかと思いますので、どうぞご質問をお願いします。 

 ○委員 この成年後見制度推進機関の機能の中の制度の周知というところですが、やは

り広報紙等で制度の紹介の登載とか、パンフレットをつくるということで、利用する側と

したら、難しい専門用語を理解するのがたいへんです。専門知識のない人が読んでもわか

るようなパンフレットなり広報の仕方というものをしていただかないと、理解して初めて
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制度に踏み込んでいけると思うので、その辺はぜひ考慮してお願いしたいと思います。 

○会長 広報ということを考えると、わかりやすいというのが一番重要です。前にも申し

上げましたけど、やはり法律用語が、成年後見というとどうしても入ってきますので、あ

まり不正確にならないようなことは必要だと思いますが、わかりやすくというのが非常に

大切です。漢字にルビを振ればいいという問題でないことは確かです。内容的にわかりや

すく表現するということが重要だと思います。 

○委員 リーガルサポートの方から、成年後見物語というのをいただいて、何かすごくう

なずけます。やはり、わかりやすくその制度に入り込んでいくというためには、事例が一

番だと思います。こういう事例があってこういうときにこういう制度が使えますというよ

うな、そういうわかりやすい形でＰＲの方法を考えていただきたいと思います。 

○委員 ２年ぐらい前から成年後見人養成講座をリーガル独自でやっています。一般の方

向けのパンフレットもつくっていますので、参考にしていただければと思います。養成講

座は年に４回ぐらいやっています。非常にいい講座です。無料ですので、ぜひ行ってもら

えればいいと思います。 

○委員 障害者団体連合会の方でも、リーガルサポートの成年後見物語を代表の方に何部

かお分けして見ていただいたら、かなり理解していただけると思います。 

○会長 今お話のあった養成講座というのは、一般市民に開放されていますか。 

○委員 開放されています。区市町村を通じてＰＲしていますが、だれでも申し込んでい

ただいて構わないです。 

○委員 私どもも実は研修のときに使わせていただいている、ＮＨＫ厚生事業団の、基礎、

補助・保佐・成年後見それから任意後見と、３０分ずつのものが4本ありまして、時間が

短く、なかなかわかりやすくできているの。事例になっているのがあります。ただで借り

られますので、啓発活動に区としても積極的に使えるのではないかというふうに思います。 

○会長 それはビデオでということですか。 

○委員 はい。ビデオとこういうものを使えば、非常にわかりやすくできるのではないか

と思います。 

○会長 ほかにどうですか。 

○委員 ここでつくろうとしている推進機関と、地域包括支援センターは、簡単に、どう

違うのでしょうか。 

○管理課長 地域包括支援センターは介護保険法の制度の中でつくるものです。 
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○委員 そうすると、これは区の中につくるということ。 

○管理課長 区の中に、区としてつくるわけです。 

○委員 区の職員の方が入るということですか。 

○管理課長 直営なのか委託なのかということは、まだ決めていないです。 

○委員 東京都が出す補助金ですが、例えば、先ほど言ったパンフレットをつくったりす

るにも補助金が出るのでしょうか。 

○管理課長 推進機関に対して区が補助をする。その中に、パンフレットの作成などの活

動まで含めて、東京都が補助対象経費として認めるというような、イメージです。 

○委員 あんしん生活創造事業の推進機関の設立準備については、補助対象期間２年以内

とございますが、ほかのものについては補助対象期間が書いていないのですが、これはず

っと補助してくださるというわけではないとは思うのですが。 

○管理課長 書いてないからずっと補助するというふうには限らないのです。ただ、決め

てはいないということだと思います。 

 こういう事業、継続して取り組んでほしいというスタンスで、今は運営のためのサポー

トをするわけです。もう当たり前に運営できるから区市町村は自分でやりなさいというこ

とは、当然どこかでの判断としてはあり得ると思います。 

○委員 例えば、後見報酬の助成、５００万円の範囲と言いましても、後見報酬は、後見

人がふえればふえてくるわけですから、区独自の予算がなければ、何人までしかできない

ということになってしまいます。それはそういう理解でよろしいですか。 

○管理課長 そうです。こういうことに取り組むのであれば、１人当たり幾らとなってい

れば、それは幾らふやしていってもいけるわけですが、全部で５００万円、その２分の１

ということなので、それ以外のことをどうするのかということをきちっと考えなければ、

こういう取り組みにも踏み出せないということになります。 

○会長 区長申立ては、補助の仕組みがありますが、国と都道府県と市町村の仕組みです。

来年はこのくらいだという予算を、区は区で、都は都で持っていて、そういう面があると

聞きました。この補助もそういう側面が出てきますか。予算を区は独自に、ある程度は出

さないといけない。 

○管理課長 全額、都が負担するわけでもないし、区が一たん支出したものに都が補助す

るという形になります。区としては予算を持たなくてはいけないというのはそのとおりで

す。 
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○委員 申立ての費用と、区長申立てで後見人になった方の後見人の報酬と、二つに分け

て考えると、申立てのとき必要なのは、鑑定料の１０万円と、区の戸籍等の取り寄せは、

公用で無料です。実際に出費されるのは、大体１０万円の鑑定費用、成年後見登記の

４,０００円ぐらいです。 

○管理課長 区長申立てに関してはそうです。 

○委員 区長申立ての後見人に対して、報酬付与申立てを行い、本人の資産がないので、

１万円で年間１２万円。そうした場合に、あと１万円分ぐらい、１２万とか、そういう補

助はこの５００万円の中でやっていくことはできるのでしょうか。 

○管理課長 区長申立てに関して言えば、今でも制度があるわけです。後見報酬に関して

の、国の制度です。 

○委員 後見人に対してですか。 

○管理課長 はい。 

○委員 そうですか。どうやればいいんでしょうか。 

○事務局 区が出しますが、それに対して４分の３、補助があります。 

○委員 そうすると、後見人が報酬をもらえなかったら、区に申し立てるわけですか。 

○管理課長 いや、裁判所が決定した金額です。 

○委員 裁判所は、なければくれないのです。 

○会長 区長申立てで選任した場合だけです。 

○委員 そうですか。わかりました。 

○会長 一般の方はだめです。 

○委員 区長申立てだから報酬付与をくれと、裁判所に報酬付与の申立てを行い、それに

対して、例えば月に２万円が相当だから２４万円ですよと、２４万円の報酬は与えます。

それを持っていけば区の方が４分の３を出してくれるということでよろしいですか。 

○事務局 報酬に対しては、裁判所が決めます。区長申立てした方でも、支払える能力の

ある方はいます。そうすると、その本人の方に求償がいくわけです。本人が支払えないと、

それが区の方に請求が来るという形になります。区は払いなさいという形です。 

○委員 細かいことを言うと、例えば１００万円しかない場合、報酬料を申立てしても、

報酬をくれないです。 

○管理課長 区長申立てのケースですか。 

○会長 区長申立てだったら、区がとりあえずは負担します。裁判所は、払えと言うので
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はないですか。 

○委員 そうですか。 

○管理課長 まだ、そういう事実は発生していないです。 

○事務局 これから発生します。 

○会長 報酬申請の申立てをするときに、意見をつけて、本人に求償していいかというこ

とをつけて裁判所が認めると、区が一たん報酬を払って本人に求償できるという、そうい

う考え方のようです。 

○委員 報酬が支払えないという場合、司法書士の信託があるのですが、その信託に申し

立てて、月に１万円で１２万円くれるのです。２年間か３年間か、忘れました。財産がな

い場合、報酬付与を申し立ててももらえないと思うので、信託に申し立てて、月に１万円

で年間１２万円もらえるという形です。 

○委員 地域包括支援センターが、成年後見制度の窓口になるということを決めて書かれ

ているような記事が結構出ています。それは何か根拠があって、言っているのでしょうか。 

○管理課長 窓口になるのは決めていいと思います。窓口であってほしいわけです。 

○委員 そうですか。 

○管理課長 ただ、あたかもそこですべてが完結できるように書いている記事もあります

が、地域包括支援センターが早期発見すると、例えば弁護士会とか司法書士会に依頼して、

全部問題解決に動いていけるかのように書いている新聞もあります。小さな町村で1カ所

しかないのなら、そこが兼ねてもいいと思いますが、当区のように何カ所もつくるときに、

それがばらばらに動いたのでは、まともにいかないだろうと思っていますので、やはり推

進機関に一たん集約して動いていくのが、より効率的だと思っています。 

○委員 はい、わかりました。 

○委員 私の厚労省からの資料で理解しているのは、地域包括支援センターがアプローチ

した方を成年後見制度につなぐという形で地域包括支援センターがあるということでよろ

しいでしょうか。 

○管理課長 地域包括支援センターの一つの役割です。 

○委員 多面的役割がいろいろあって、虐待防止とか介護サービスとか介護相談とかとい

うことの中の一つで、成年後見につなぐという働きがあるというふうに理解してよろしい

ですか。 

○会長 事例によって、推進機関につなぐ場合もあるでしょうし、地権事業につないだ方
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がいいという場合もあります。そういうことですか。 

 では、二つ目の推進機関の運営主体等について。 

○管理課長 資料２ですが、どんな運営主体が考えられるかということで、幅広くは株式

会社が推進機関をやってもいいそうですが、区民に対してサービスを提供しながら営利目

的にやっていくというのもなじまないと思いますので、非営利の団体を中心に考えてみま

した。 

 ＮＰＯ法人、有限責任中間法人がありますが、これは担い手となるＮＰＯ法人が今現在

あるというわけではないので、こういうものを新たにつくるという前提で考えるべきだと

思っています。有限責任中間法人についてもそうです。この有限責任中間法人でやってい

るところとしては、多摩南部の成年後見センターがあります。それから、社会福祉法人、

もちろん担い手になれるわけですけれども、社会福祉法人というふうに現実的に考えたと

きに、たくさんある社会福祉法人のなかで、区全体の仕事になじむという意味では、社会

福祉協議会が、現実的だろうと思いますので、社会福祉協議会を前提に考えました。 

 前回、区直営でやれないのかというようなお話もありましたので、区直営ということも

一つ想定をしてみました。 

 ＮＰＯ法人につきましては、特定非営利活動促進法に基づいて設置される団体・法人で

すけが、設立資金は不要です。準備期間は、最近は７カ月ぐらいかかるというようなこと

です。 

 有限責任中間法人は中間法人法でつくられるものですが、公証人の認証それから設立登

記ということで設立がされます。設立資金が３００万円ほど必要。準備期間については、

先ほど会長からお伺いしましたら、これをつくろうという段階で、意思決定をした後であ

れば一、二カ月の間には設立はできるのではないかというようなお話でした。 

 社会福祉法人は、社会福祉協議会を前提で考えれば、既に設立手続、資金、準備期間等

は要らないわけですし、区もこの点については関係ないわけです。 

 四つの団体が、推進機関を運営した場合にどうなのかということで、中立性・公平性と

いう意味では、ＮＰＯ法人や有限責任中間法人の場合、全く第三者的に設立されるので、

それは中立性・公平性は保ちやすい。社会福祉協議会の場合には、実際に介護保険事業を

運営しているという立場もあります。運営の恒久性という意味では、ＮＰＯ法人の場合、

いつまで続くのかというのは、そこの団体の意思ということになります。運営の柔軟性で

は、区も社会福祉協議会も、少し、他の法人に比べれば柔軟な運営がしにくいところなの
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は確かかもしれません。 

 経験・実績は、一概には言えないのですが、やはり社会福祉協議会が実績はあるのは事

実だろうと思います。福祉関係者とのつながりについても同じようなことが言えるかと思

います。 

 法人後見の受託については、区の直営では、できないという問題があります。 

 地域権利擁護事業との連携という意味では、社会福祉協議会がすぐれている。 

 運営主体を考えるに当たって、ＮＰＯ法人にしても有限責任中間法人にしてもどういう

形でつくるのかということが問題になってくるわけです。資料3で、二つのイメージとい

うものを考えました。さまざまな専門団体と推進機関の関係ですが、推進機関という独立

したものがあって、他の団体が協定等によって連携をして、運営委員会に人を送ったりあ

るいは登録をしたりという、そういう関係を持つというものです。それからもう一つは、

推進機関そのものに参画をするということです。これはＮＰＯ法人にしても有限責任中間

法人にしても、設立主体そのものに参画して一緒にやっていくというイメージも一つあろ

うかと思います。どういうイメージを描きながら、新たにそういう法人を設置するのが妥

当なのかどうか。各団体の活動と、あるいは杉並区においてこの推進機関をうまく進めて

いくためにどっちが望ましいかというところで、きょうご議論いただければと思います。 

○会長 それでは、今のご説明を前提にしてご質問、ご意見を伺いまして、関連して税理

士会の方から出ております資料がありますので、ご説明をいただくというふうにしたいと

思います。どうぞ、ご質問等がありましたら。 

○委員 資料２につきまして、社会福祉法人の社会福祉協議会がやっている地権事業との

連携ですが、地域福祉権利事業は社会福祉協議会がやっている内容なので、利益相反にな

りませんか。 

○会長 私が理解したのは、地権事業を契約している方で、例えば高齢者で、認知症が重

度になってきたというときに、そこで地権事業は一度終わります。 

○委員 終わるということですね。 

○会長 それをつなぐのに、一緒にやっているとやりやすいという趣旨だと、思います。

しかし、私もこの点については疑問を持っていまして、やはり地権事業と成年後見の事業

というのは違うということを関係者にしっかり認識してもらうことは非常に重要なことだ

と思います。一緒というのは、メリットの面がないわけじゃないですが、やはりデメリッ

トもあるかなというふうに思います。 
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○委員 私も、後見制度の利用という形に関しては、同じ事業所の中で複数の事業を持つ

というのは、やはり問題があると思うのです。社会福祉法人という形で社会福祉協議会が

受託してやるにしても、後見部門というのは、やはり独立した形で規定しないと、その社

会福祉法人自身が後見を負ってしまうと、法人自身が負っている他の事業との関係で、利

益相反という問題というのは多々出てくるような気がします。 

○会長 地方の家庭裁判所で、後見人の受け手がいなくて、地域の社協にお願いをしたい

というようなことは、ニーズとしてはあるようです。確かにご指摘のような、利益相反が

もろに出るかどうかは別としましても、そういうニュアンスの事例というのは出てきます。

そういう意味で言うと、社会福祉協議会は福祉関係者とのつながりという点も優れている

ことになりますが、これもメリットとデメリットがあるという感じはします。 

 この中で、私の立場から、多摩南部で中間法人をやってみた経験で申し上げますと、多

摩南部の場合は調布市を中心にして５市でやったものですから、余り気にしなかったので

すけれども、こちらの場合、杉並区は一つです。そうすると、杉並区が中心になって中間

法人を立ち上げるというときに、一体だれが社員になるのかと考えたときに、杉並区１区

で社員になるというのは、これは中間法人法上無理です。協働してという言葉が最初にあ

って、後ろの方の解散の規定のところには、つまり構成員が１人になったら解散しろとい

う規定になっています。この二つからして、区が単独で社員１人会社みたいな感じで社員

になって中間法人を立ち上げるというのはできないということになります。そうすると、

資料２に、区と社協とありますが、例えば、区と社協が社員になって中間法人を立ち上げ

るというふうにすると、区からも独立していて社協からも独立していて、区も社協も責任

を持った参加ができるほうが、いいと感じたのです。 

 それから、東社協で権利擁護センター「すてっぷ」というのをつくる際に、財団法人に

してほしいというのを申し上げましたが、当時は5億円ぐらいないと、だめだったのです。

とてもそんなお金はないと言われて、社協の軒下を借りますと言って、先ほどご指摘のよ

うな、つまり東社協本体と独立した部門です。法人としては一つですけど軒下を借りて、

非常に独立したものとしました。そういうふうにすれば、ある程度の利益相反に対する言

いわけはできますが、できれば社協の持っているノウハウとか力量を生かせるような形で、

なおかつ、形の上では別というふうにするのがベターだと感じております。 

○管理課長 ２３区でこういう成年後見センターを社協が運営しているところが、結構た

くさん出てきています。その中で、そこが望ましくないということだとすると、その利益
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相反というのは、こういうことがあるからいけないのだというようなところをもう少し具

体的に教えていただければと思います。 

○会長 成年後見の事業をやっていて、ほかの関連の事業もやっています。これは地域社

協ではなくて東社協でもそうです。当然、特定の事業所とか施設にいろいろ勧告をしたり、

改善をしてくださいというお願いをしたり、いろんなことがあるわけです。そうすると、

東社協に機関が同居しているものですから、東社協の本体の方に事業所の方が、例えば理

事とかそういう形で参画しています。そういうところを通じて文句が来てしまったりしま

す。本来、直接やってもらっている分にはそれでいいのでが、かえって社協と別なルート

を持っているために、社会福祉協議会の方へいってしまって、話がこじれてしまう。東社

協の場合は非常に本体がしっかりしていますので、そんなことは筋違いですということを

きちっとやってくれますから、具体的には問題はないですが、実際にそういう問題が起こ

りそうになったりすることはあります。そういう意味で言うと、組織がしっかりしていれ

ばいいということは一面では言えますけど、できればそういうことが組織的に起こらない

ように最初から立ち上げていく方がいいのかと思います。 

 組織をつくるときは、性悪説で組織はつくって、でき上がったら性善説でうまく見直し

するという方が無難だという印象も持っております。 

○委員 後見というのは、結構具体的にいろいろな、後見人に対してサービスを求めてい

くようなことがあります。車いすに乗っておられれば車いすを押すとかいう話になるので

すけれども、それを持っていく行き先が、社協でしたら社協で、そういうサービスがあっ

たときにそこに結びつけてしまうという形になる、後見人という立場でいくと、なかなか

難しい。全然違うところへの依頼という形になれば構わないのですけれども、そういう事

業を担っている一つの法人自身がなってしまうと、地域権利擁護事業やそれ以外にも事業

部分を結構担っている。たくさんのものを担わない方が法人としてはいい。自分のところ

には持ってこないような形のものの方が、後見センターという形では、イメージとしては

いいという感じはしているのです。 

○管理課長 それは法人後見を受託する、しない場合でもそうだというふうに考えた方が

いいということですね。法人後見人に推進機関がならない場合にも、ほかの仕事に関して、

やはり利益相反は起こり得る。 

○会長 それは起こり得ますね。どういう人を紹介するかということを通じて、いろいろ

な可能性はあります。 
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○あんしんサポート担当係長 現在、地権事業とかそのほかの事業をいろいろやりながら

も介護保険事業をやっておりますので、私たちもかなり意識はしております。むしろ、地

権事業でサービスが必要というときには、社協は使っていないです。できるだけほかの事

業所に回して、非常に困難事例で、ほかの事業所がどこも請け負ってくれないような場合

はしょうがないということで、社協の中の事業を使うこともないわけではないです。でき

るだけほかのところを使うように、今でもしております。 

 地権事業に関しては、利益は全くない国の事業です。何も収入はない事業ですので、全

部国の方の補助で、あとは、都と区でやっていただいているのですけれども、利益という

ものはない事業です。利用者からいただいている利用料というのは、全部、地域生活支援

員の活動費ということで、実費分ということになっております。あとは貸し金庫の料金と

か、そういった形になっておりますので、利益はないのです。 

○会長 現実には、いろいろ工夫されているとは思います。 

○あんしんサポート担当係長 はい。 

○委員 運営の主体をどこにするかという問題で、法律家は、このとおりいかない場合に

どうするかということを考えるのですが、社会福祉協議会という、事業をやっている法人

がある。そうすると、これらについての運営の規則をきっちり確立して、公平性や利益相

反の疑いの持たれないような運営をしていく。現在もそのような運営の規則あるいは細則

があると思いますが、社会福祉協議会を充実・発展をさせていったらいいのではないかと

いう気がします。言ってみれば、推進機関としてすぐ使える機関があるわけです。ですか

ら、そのデメリットの部分をなくすための規則・運営細則というのをきっちりつくってや

る。そして、周囲から見て、協議会はあのようなこともやって、このようなこともやって、

おかしいと思われないような体制をつくっていくことで、何とかできるのではないかとい

う気もします。 

○会長 ほかにご意見はございましょうか。 

○委員 成年後見というのは、結局広がりが出てくると思うのです。この前、虐待防止法

ということで、参議院議員会館で集まりがありまして、虐待、いわゆる家庭内の虐待・暴

力、施設内の暴力、この前の富士見市みたいな、あれも経済的な虐待・暴力ととらえて、

成年後見制度と結びつけていきましょうと。虐待防止法をつくるときには必ず成年後見制

度と結びつけていくようなことをやりましょうということで、弁護士の出したものも配ら

れまして、国会議員の方も全員弁護士だということでお見えになっていた。ただ、余り理
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解がないのでここで勉強してやっていきたい。精薄の方の父母の会の方が、１人お見えに

なって、やはりある程度広がりを持ってきて、悪質商法とかそんなことになったら結果的

に社協でいいのかなということも出てくるのではないかと思います。現在、限定された成

年後見だけでとらえるではなくて、国会の方も広がりを持ってきているので、成年後見人

がいたら半分以上はもう制度を利用されているのではないかということを言われている。

もう少し広く見て、考えていった方がいいのではないかと思います。 

○委員 あの問題は、あのような状態にあの2人のおばあちゃんがなっていたというのを

知らなかったわけです。プライバシーの問題もありますけれども、そのようなことを福祉

協議会の方でできるのかどうか。それは民生委員その他、そういう人たちとの連携も必要

だろうと思いますので、とにかくそのような支援をするような人がこの地域にいるという、

まず、発見の仕方です。それで、発見をしたならば、推進機関に持ってきて、親族その他

がいるのかいないのかというのを早急に調査して、これは区長申立てをしなければいけな

い。緊急を要する場合には、４親等までの調査を言っていられないというのが、今の、家

庭裁判所です。区長の申立てをやるということで、現実にそのような支援をする人がこの

地域にいるのだということと発見が何としても必要だと思います。 

○委員 社協の中で全部そういうことをやっていっていいのかどうか。別の組織の方がや

りやすいのかなというのもある。それは別として、どの組織でやるかということです。社

協で現在の成年後見だけでやっていった場合に、将来いろんなことが生じたときにそれで

対応し切れるのかということも考えられるので、どうなのかなと思います。 

○会長 東京都の補助事業にのせてやるということは、可能性としてはお考えですか。 

○管理課長 できるだけそういうものを活用しようと考えています。 

○委員 もう今年度動いていますが、１７年度という形ですか。その部分に関して、実際

に補助事業を受けて動いているところはありますか。 

○管理課長 東京都が初めて一緒にぱっと手を挙げるというのは、そんなにたくさんの区

はないので、ほんの数区だと思います。東京都も今年度はモデル的な意味合いで、むしろ、

来年以降ぐっとふやしていくというイメージだと思います。 

○委員 会長、先日、都でそのような会合はなかったのでしょうか。 

○会長 東京都の段階ですか。 

○委員 ええ。 

○会長 先ほどご紹介いただきましたけども、東社協が中心になって、そういうアドバイ
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ザー的な人たちに集まってもらってやりましょうということになっていますが、それの第

１回の会合は７月で、まだです。 

○委員 都はあったと思います。社会福祉士会も参画して、出ておりますので。 

○会長 それは官庁ベースの話じゃないですか。 

○委員 官庁ベースの話ですか。 

○管理課長 ６月２４日に、東京都で推進機関連絡会みたいなものがありまして、各職能

団体でつくられているものと、実際に自治体で動いているところと、そういったところが

参加した連絡会がございました。そこで今回の東京都の事業の説明等もあったわけです。

私どもも準備をしている立場で参加をさせていただいて、いろいろ情報も得てきておりま

す。 

○会長 それはそうですね。 

○委員 うちの方も５月１７日に、東京都福祉保健局で何かそういう説明を受けています。 

○会長 きょう四つ挙げていただいた中で、ＮＰＯにつきましては、最低１０人ぐらいは

はっきりしていないといけないとか、そのほかいろいろあり、ＮＰＯでやるというのはど

うかという気がします。中身との関連ではいいのですが、そういう組織としてはどうかと

いう感じはあります。 

 区直轄というのも、区もいろいろなサービスをやりますので、そういう意味では区から

も独立をしている方がいいのではないかという意見はあります。社協については先ほど来

いろいろご議論があります。社会福祉法人を別につくるというのも、多摩南部のときは検

討したのですが、中身が成年後見というと、社会福祉法の社会福祉事業とのマッチングが

うまくいかないのです。いろいろ意見があって、いいじゃないかという意見とまずいとい

う意見が東京都の中にもあると聞いておりまして、そこが難しい。そこで、やむを得ずと

いう感じで中間法人になったというのが正直なところです。 

 先ほど申し上げましたが、中間法人を考えるとしたら、やはり構成員は社協と区と両方

でというふうにならざるを得ない。もちろん、もっとプラスアルファがあって構わないの

ですけど、最小限度二つに入っていただいて、あとどういう方に入っていただくかという

ようなことになる。いずれにしましても、この一覧表の中で、社協の経験・実績のあたり

は大いに生かしていただくということ、それから、財政的な支援は区の方にやっていただ

かなきゃならんのでしょう。そういうような組み合わせですが、二つだから全部平等にや

らなきゃいけないという法律上の縛りはないのです。かなり柔軟に定款で調整しながら、
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新組織というのをつくり上げることができるということのようですので、一つの選択肢と

して、本当に可能なのかどうかというのをご検討いただく。既存のどこかにお願いするの

は、そう決めればすぐいけるのだろうと思います。新しいものをつくるときは、本当にそ

れでいけるのかというのは、やっぱり行政当局に慎重にご検討いただいて、何とかこうい

うことでできそうですということになったときに初めて、社協単独にお願いするのと、ど

うでしょうかという議論が具体的にできるようになるかなという感じはいたします。 

 このぐらいでとめさせていただいて、税理士会の資料のご説明をいただいて、さらに議

論したいと思います。 

○委員 杉並区の方でこのようにご提案の形でご検討いただくのだったら、こんなに一生

懸命急いではやらなかったのですけれども、何かたたき台がないとまずいのかなと思いま

して、私どもの有志が、イメージができるものというのを考えました。 

 成年後見制度支援事業の、現在の問題点と今後の課題ということで、杉並区の方でいろ

いろ検討される事項がございました。地域包括支援センターとの関連もありますが、私ど

もは中間法人というふうに考えました。 

 事業概要といたしましては、成年後見の理念を前面に押し出して、後見の社会化という

ことがございますから、社会福祉から社会サービスへというようなことを考えております。 

 運営母体は、利益相反とか、多摩南部を参考にさせていただいて中間法人としたらどう

かということです。ＮＰＯも検討したのですけれども、ＮＰＯ法人は、入りたい方、会員

を制限することができないのです。そうしますと、会議の運営に関して多数決で決まって

しまうようなこともあり得るので、ＮＰＯは適当ではないということで、中間法人をご提

案させていただきました。 

 中間法人の会員ということで、先ほど社会福祉協議会と区でということだったのですけ

れども、例えば親亡き後問題の親族の代表の方とか民生委員の方、税理士、司法書士、社

会福祉士、ボランティアと、その他賛助会員といって、ある程度、助成はいただくにして

も経済的に何とかできるものがあった方がいいと思いまして、会員はこのように多くして

おります。 

 杉並区からどういう関係かといいますと、委託で事業を行うということです。シームレ

スサポートというのは、サポートが切れないように、任意後見も視野に入れ、任意後見契

約が十分でなくて、法定後見に移動するという場合もありますし、すぐに法定後見が始ま

ってしまうということもあり得ます。とにかく支えることが途絶えないように、サービス

 １６／２６ 

 



が途絶えないようにということが大事だというふうに思います。 

 どのような事業をするかというと、サポートセンター事業ということで、窓口事業とし

て、介護支援、権利擁護、成年後見制度に対する相談、初期相談、地域包括支援センター

との連携ということでつないでいただく。それから、虐待への対応ということで、適切に

切り分けを行いながら窓口業務と、もう一つ、法人後見ということも視野に入れておりま

して、精神障害のある方等もサポートしなければいけない。具体的にどういうことかとい

うことで、制度の広報・啓発活動、定期的訪問・金銭管理サービス、これは社協の方で権

利擁護事業をやっているものに関して、ある程度すみ分けとかが必要だと思います。財産

保全サービスですが、これももちろん、同じです。一番大事なのが後見人の紹介で、これ

は後でご説明させていただく部分です。 

 サポートセンターの概念図ですけど、これは前回最初にお配りしたときの概念図と、ほ

とんど同じです。もう一つの柱としては、親族後見人を支援すること。これは先ほど区の

方で出していただいた資料の中にもございますように、８０％以上が親族の後見人ですが、

困っている内容というのは、例えば報告書について金銭管理の書き方がよくわからないと

か、自分と被後見人とのお金の分け方をどうしたらいいかということです。税理士の立場

で申しますと、会社と資本、家計の分離というのがありますが、そういうのを教えてさし

あげるのは得意分野で、身内の後見人の方を支援してさしあげる。これは事務代行サービ

ス部分があるかなと思います。それから、後見人の養成も、必要ではないかということで

す。次の問題で、名誉職後見人、これはドイツの名誉職世話人をイメージいたしまして、

最初は大変だけど、後になって施設に入ってしまわれたらば、ある程度ボランティアの方

でもいい部分があるので、そういう方を養成させていただければ、区としては非常にお金

も少なくて済む。いろいろな方に参加していただけるということもあるのかなというふう

に思っています。 

 後見人に対するコンサルティングというのは、例えば居住用不動産の譲渡について税務

申告のお手伝いをしてさしあげる。登記の問題について司法書士にお願いできる。介護の

問題について社会福祉士にお願いできる。相続問題について弁護士にお願いできるという

ようなコンサルティングができるのではないかというふうに、考えたわけです。 

 その収支計画、収入に関しては、先ほどの会費とか、セミナー講習会の事業収入とか、

補助金が大きな柱だと思います。経費については事務局の運営費ということと、ホームペ

ージとか事務局のＩＴを活用することによって効率化がある程度図れるようになる。事業
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費に関しましては、これはいろいろな事業をすることによってどういう事業費がかかるか

というところで随分変わってくるかとは思いますけれど、何とか、補助金を少しでも少な

くして、やっていけるものがある。これをすぎなみモデルとして税理士の有志で考えて、

ご提案させていただいたものです。 

○会長 ありがとうございました。 

 今のご説明に質問をさせていただきたいのですけれども、運営母体のところで、目的、

会員となっていまして、会員のところですが、法人の構成員としての社員という意味と、

実際の運営ということだと理事会のメンバーと、両方あり得ると思いますが、この会員と

いうのはどちらかをはっきり意識されているのですか。 

○委員 一応、構成員と考えています。 

○会長 構成員の方ですか。そうすると、総会を開くような感じになりますね。 

○委員 理事会に委任して運営するということだと思います。その中から代表を出してい

ただいてという形です。 

○委員 多摩南部は、会長がご存じだったらちょっと教えていただきたい。 

○会長 多摩南部の場合は、構成員は5市だけです。ですから、実際上は5市の代表である

それぞれの市の担当の課長がやっていると思うのです。あるいは部長か。総会に私は出な

いのです。総会は本当に基本的なことを、決めて、実際はほとんど理事会でやります。理

事会は私が司会をしますが、そこには、構成5市の課長がお見えになっていて、学識経験

者と弁護士、それから、社会福祉士の幹事がいてという、構成です。そこでかなり実質的

なこと、方針に関連したりすることをやります。具体的なケースで、このケースはどうし

ましょうというのは、別に事業指導委員会というのがあります。これは、回数がすごく多

いですね。そこにも弁護士とか精神科の先生とかがおられて、本当に具体的なケースに即

して、これを受ける、受けないということまで、全部決めます。 

 もし、質問がございませんようでしたら、今のご説明も含めて、きょういろいろ出して

いただいたご意見と、また、事務局の方で少しおまとめいただくというようなことにした

いと思います。これを発言しておきたいということがあろうかと思いますので、どうぞ。 

○委員 資料３の、ネットワークのイメージというので二つつくっていただきました。中

間法人で、推進機関を考えたときに、多摩南部の場合、社員自身が5市で出ているという

お話でしたが、このネットワークのイメージでは、その２が、社会福祉協議会で、杉並区

も支援という形で入っていますけど、社員という形でのイメージというのも、中間法人と
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いうのはできるということですね。 

○会長 できると思います。 

○委員 会長から、社会福祉協議会と杉並区の社員構成というようなお話だったのですけ

ども、つくっていただいたこのイメージをそのまま、中間法人のところへ持っていけるの

かなというのは、お話を聞いていて何となくイメージができました。 

○会長 私は二つに限定したつもりはないのですが、最小限度その二つぐらいでないとだ

めだという意味です。プラスアルファはどうするかということになると、今のご発言のよ

うにこれは一つのイメージだと思います。ただ、実際に立ち上げるというときにこれだけ

数があったら、それぞれの機関決定が必要ですね。本当にそれができるのかという問題も

ございますので、その辺も実際にやるという前提で範囲をいろいろお考えになった方がい

いと思います。 

 ここには本当に基本的に重要な組織しか出ておりません。このくらい、本気で構成員に

なっていただくというのは理想だと思います。その辺も事務局の方でご検討いただいて、

構成員を、最低二つで、どのぐらいまで広げるかということでご検討いただきたいと思い

ます。 

 先ほど、税理士会の会員というのは、これは構成員という意味だそうですから、そうす

ると、かなり発想は違いますね。その辺もご検討いただきたい。 

○委員 このイメージですけれども、１の方は、支援ですから、これは問題ないだろうと

思います。２の方で、参加ということになると、仮に杉並法曹会というのはいわゆる団体

ではないです。一つの法人ではない。あと、権利能力なき社団と、そういう問題がありま

すので、２の方はちょっとどうかと。各、税理士もそうです。杉並支部というのは独立法

人ではないです。 

○委員 法人格はありません。 

○委員 税理士会の方でつくられたものは、会員ということでどれくらい広がるのか知り

ませんけれども、個人ということになると、相続の問題だとか、そういう変動はあるので

す。それであとは、理事会に全部任せる。これはやっぱり会員総会ということでやって、

その部分は理事会にお任せするよということで、毎年毎年、総会をやらなければいけない

だろう。これは大変なことになるのだろうと思います。私は社会福祉協議会でもいいので

はないかというイメージを持っております。これらのことは資料を検討させていただいて、

中間法人にした方がいいのか、社会福祉協議会の方でどうなのかというのを検討しようと
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は思います。 

○管理課長 次回、きょうの議論を踏まえて、またモデルという形で提示をさせていただ

きたいと思います。この検討会では、何も結論を出さなくてもいいのではないかなと思い

ます。幾つかのパターンがありながら、そのメリット、デメリット、その辺を指摘してい

ただくような提言にしていただいて、最終的に、区としての判断をしなくちゃいけないと

ころもあろうかと思います。 

 次回、モデルとしてお示しするときに、今のように法曹会としてだと、参加という形で

は厳しいとか、その辺のところも、各団体の考えとか、お聞かせいただけると、より具体

的になっていくのではないかと思います。そのように準備したいと思います。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、もう一つ議題が残っておりますので、そちらの方に移ってよろしゅうござい

ましょうか。診断書・鑑定についてです。資料4ですが、ご説明の方をお願いします。 

○管理課長 前回、今後の検討課題として挙げた中で、診断書・鑑定の問題について今回

取り上げさせていただきました。実際には家裁の方で出ている鑑定書作成の手引あるいは

診断書作成の手引が、すべてだろうと思うのですが、メモとして資料4をつくらせていた

だきました。 

 診断書と鑑定につきましては、後見、保佐、補助それから任意後見の場合ということで、

後見、保佐の場合、診断書はあくまで補助的なものです。鑑定が必ず必要になってくる。

補助や任意後見の場合には、むしろ、逆に鑑定は必要ないので、診断書、それも家裁の手

引で示しているような形の診断書が求められているというのが現在の制度です。後見の場

合でも、本人の状態が明らかに不要な場合には鑑定を省略するということもあります。必

ずセットというわけではないのですが、昨年の区長申立ての案件の中で、一例、鑑定が省

略されたという例がございます。また、制度的には、補助や任意後見の場合にも、診断書

だけじゃなくて鑑定を求めるという場合があるようになっていますけども、これは余り例

がないと思っています。 

 この中で、大分大変じゃないかという声も医師会の中ではあるというお話を伺いました

ので、家裁に問い合わせたものをメモいたしました。基本的には鑑定が必要な場合、診断

書を書いていただいた主治医にしてもらうことを原則にしています。最初に申立人が診断

書の作成を依頼する際に、鑑定も依頼できるかどうかということをお尋ねしているという

ようなことがございます。鑑定もできるという場合は、申立て後に家庭裁判所から医師に
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問い合わせがあって、確かに受けていただけますかということと、金額に関しての確認が

行われます。実際、鑑定人というのは、家裁からの依頼を受けて鑑定をするわけですけれ

ども、その場合に宣誓をするということになっているのです。これも裁判所へ出向いてと

かいうことではなくて、鑑定書と同時に宣誓書を提出するということで済ませられるとい

うようなことです。 

 かつては、審判の際に、医師に意見を聞くということで随分呼び出されたという事実が

あったそうですけれども、今は、できるだけ速やかにということに主眼が置かれています

ので、呼び出すということはほとんどないということです。診断書も含めて、電話での問

い合わせは通常2回程度だというのが、担当者の答えでした。依頼できない場合には、家

庭裁判所の方で鑑定の医師を選定する。以上、私どもも具体的な資料がないのですけれど

も、ぜひ医師会の方でも検討していただいて、体制を整えていただければというのが趣旨

でございます。 

○委員 必ず調査官が行くのです。調査官の判断というのも、結局問い合わせをやります。

審判官で裁判官の方に当たりますので、昔ほど鑑定書がこうだということは、ないみたい

な感じです。 

○会長 何か医師会のサイドからご意見はありますか。 

○委員 平成１２年から成年後見制度と、名前が変わったわけですけど、医師会の中の先

生方に、以前のような措置制度の鑑定書のイメージが残っているのです。裁判所に何回か

呼ばれるというような現実もあったようで、その鑑定書を書くのもかなり手間のかかる大

変な仕事だというイメージを、強く持っているみたいです。鑑定問題、診断書の問題に関

しては、医師会、医師が書かざるを得ないわけですから、かかりつけ医として、医師会と

しても積極的に参加して協力しなきゃいけないということは、委員会の中にも言ってあり

ます。制度的な認識と、イメージ的に、やはり大変な仕事だ、手間がかかるというような

イメージが、まだまだぬぐえないですから、会長にこれからお願いしようとは思っていた

のですが、医師会の方に、この後見制度についての説明みたいな講演を一度お願いしたい。

医師会にもう少し、この後見制度を理解、啓蒙活動をしなきゃいけないと思っています。

この検討会に医師が出てくれれば、これはなるほどというところもわかるのでしょう。私

自身、世の中の制度的な流れも大分理解しましたし、後見制度のいろんな資料をいただき

ましたが、医者というのはあくまでも医学と医療ばかりをやっていた集団ですから、なか

なか、福祉関係というものに非常に昔から疎い。介護保険制度になって、福祉の問題はか
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かりつけ医として大分携わるようになってきています。まだ後見制度までいくような、福

祉関係の利用者の権利擁護支援といいますか、そういうところまでの理解はまだまだ、医

師会の各人に理解が少ないのだろうというところです。なるべく努力していきたいと思い

ます。 

○会長 日本で法律改正が行われる前に、ドイツの方が１０年ぐらい早かったものですか

ら、調査に行って、向こうは日本でいう簡易裁判所みたいなところがこの後見事件を扱っ

ていまして、たくさんあります。日本の家裁は、数が少ないです。日本の簡裁ぐらい数が

多くて、その裁判官にお会いして、いろいろ伺ったのですが、鑑定というのは歴史的に言

うと、すごく厳しかった。人権問題として鑑定の問題を考えますと、例えば非常に軽度の、

保佐とか補助とか、このぐらいの感じかなという人が、行為能力の制限を受けてしまう。

つまり、自分が契約を結んでも取り消されてしまうなというような、そういう制限を受け

てしまうことなのです。ですから、それについて保佐相当だという鑑定が仮に出たとしま

す。そうすると、その本人は、これはちょっと古い法律ですけれども、オーストリアです

が、２番目の鑑定を申し立てる権利というのが法律で認められていたのです。つまり、２

人の医師が連続してそうだと、同じような結論になったらそれでいい。もちろん、最初の

鑑定でいいと本人が思えばそれでいいのですけど。人権問題として考えると、鑑定という

のは物すごく重要です。ですから、時間と金がかかってもしょうがないという意見が一方

にあったのです。これは本当に、ある意味で正しい意見だと思うのですが、しかし、それ

をやっていると物すごく時間がかかる。日本は、今、大分早くなっても二、三カ月かかり

ます。もう１０年ぐらい前になるのでしょうか、ドイツは、二、三週間なのです。裁判官

が、実際に判断しようと思うときに、どうしても専門家の精神科の先生方の意見が聞きた

いという事例はもちろんある。だけど、鑑定なしで、私が見たって絶対後見が必要だとい

う判断ができる場合が結構多いですよ、と言われたのです。日本で、その制度をつくると

きは、そういう可能性を、つまり鑑定がなくてもやれる可能性を少しでも残しておく方が

いいということを随分言われたわけです。そういうことを学びながら、日本で新しい制度

を導入したときに、鑑定の中身も含めて変えたのです。すごく簡略化して、パターン化し

て、変えてしまい、マニュアルも、本当に詳しいマニュアルをつくって、やっていました。

費用も、禁治産制度の時代は、大体、３０万円ぐらいでしょうというような言い方をして

いて、場合によっては５０万円とか７０万円なんていう例もありました。お金で言うのは

おかしいですけど、やっぱり精神科の先生方が、たくさんいろいろチェックされたりする
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と、当然、費用は大きくなるわけです。古い旧制度の時代に３０万、５０万、７０万とい

うような、そういうようなことをおやりになった経験のある先生は、鑑定だから今だって

そうだろうというふうにお考えになっている節は、多分あるだろうと思うのです。そうい

うことで言いますと、物すごく簡略化されて合理化されたという面がありまして、先ほど

お話がありましたように１０万円ぐらいがめどみたいな感じです。場合によっては５万ぐ

らいのこともあるというようなことも伺います。これはかかりつけの先生で、もうデータ

があってというような場合に費用が安くなるというようなこともあるようです。 

 そんなこともございますので、医学系の先生方にご理解をいただいて、そこがうまくい

けば、結構手続が早くなるのです。 

○委員 追加ですけど、最初の委員会で、この後見制度の一番の問題点は、医師の鑑定

書・診断書がおくれるから二、三カ月かかってしまう。先日の会の後に、あんしんサポー

トから、医師の診断書と鑑定書の手引みたいなものをいただいたのです。これは先月の医

師会の委員会で委員にはコピーしまして、配付しました。僕自身も、全部読みましたけど、

個人的な感想であれば、これぐらいの診断書・鑑定書はそれほどの問題はないかというイ

メージです。昔の鑑定書というのを見たこともない、やったこともないです。ですから、

その差はよくわからないのですけど、会長が言われるように、昔は、日時も大変で、金額

も３０万、５０万円という話も、聞きました。そういうものからも大分簡略されてこうい

う形のものになったのだろうというふうに理解します。各委員にも、見せましたし、そん

なに思うほど、はれものにさわるほどのものとは感じないでしょうと言ったのです。まだ

いろいろ意見もありますが、会長の言われる、精神科の先生が多くやっていたのだろうと

思うのです。個人的には、精神科ではない「かかりつけ医」が書くべきだろうと思います。

地域包括ケアというものを考えると、医師会が1人の患者さんをずっと地元で見て、最後

に認知症になって判断もできないというような、後見制度を利用するようなケースもない

とは言えないのであって、健康なところばっかり見ているわけじゃないです。そんなとこ

ろを考えますと、最終的には、その患者さんを見ていた「かかりつけ医」が、精神科じゃ

ない、内科でも外科でもかかりつけ医が、この診断・鑑定書も書くべきだと、委員会で言

ってあります。何も、精神科に限らず、限る必要もないし、特別な何か、精神病を持って

いる場合にはまた違うとは思いますが、そういう意味では、かかりつけ医が今後はやっぱ

り書いていく方向にはなると思います。ただ、かかりつけ医がいないケースは、前にもお

話があったと思いますが、そういうケースを依頼するときには、なかなか難しいケースは
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あるだろうと思います。かかりつけ医になった人は、最後の最後まで、利用者の権利と後

見制度という利用を推進していくのは、そのかかりつけ医が中心にならなきゃいけないの

だというふうには言ってあります。すぐに変革はないかもしれませんが、知らないという

面が非常に多いので、会長の講演みたいなものを、一度、企画したいとは思っています。 

○委員 私が扱った事件ですけれども、盛岡で三つの精神科に入院していたのです。それ

で、昔の禁治産の鑑定のやり合いで、鑑定書が3本出ました。結局、現在の成年後見とい

うことになったわけですけれども、それはもう、猛烈でした。 

 子供たちの争いの場合に後見の申立てをすると、Ａ医師はだめだ。今までＡさんのとこ

ろに入院していたけれども、こういう人に並行して鑑定をしてもらってくれと、申立てを

家庭裁判所に出した。そういうことを聞いております。その後、裁判所が採用したのかど

うかというのは聞いておりませんけど、子供たちに猛烈な争いがある場合には、かかりつ

けのお医者さんということだけで済むのかどうかという問題があります。そういう人たち

がいない場合には、簡易な手続で早急に手続が進められるだろうと思うのです。 

○委員 区長申立てのような全然身寄りがないようなケースは、そのまま裁判所が決める

わけですから、それほど問題にならないでしょうけれど、任意後見でほかに親族がいる場

合に、鑑定書を書いたとしても、ほかの親族たちは認めないというか、そういう異議申立

てみたいなのがあった場合には、今言われるような、トラブルが出てくる可能性は十分あ

りますね。 

○委員 それは結構あります。 

○委員 それに巻き込まれるとなると、また大変です。 

○委員 親族の中で認めたくないというか認めないというか、親族同士のトラブルが本当

にあるのだろうと思うのです。 

○委員 杉並法曹会の皆さんには、区長の申立ての場合には後見人に対する解任とか、そ

ういう問題はない、支援というような協力ということで言っておるのです。 

○委員 厳しい現実があるのです。 

○委員 結果的に保佐だと大変です。銀行が全然わかっていないから、本人は意識がある

から、本人の同意書を持ってこいというわけです。今、後見でやっているのですけれども、

銀行とか証券会社は、理解がないです。ですから、保佐とかになったら大変です。保佐の

審判と代理権の付与の審判と二つありますが、代理権の審判をしたとしても、本人がまだ

意識があるから、本人の同意書を持ってこいと、言われます。ただ、聞いたところによる
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と、争いがない場合は、ある程度裁判官の方が判断していただけるということですので、

後見にするのは恐らくそんなに難しいことはないのではないかと思います。調査官の方も

一緒に見えて、かなり詳しく質問とかしてもらえます。ただ、親族間の争いがあると、非

常に大変な場面が出てくるのではないかと思うのです。区長申立てするのは、ほとんど問

題はないのかなと思います。 

○委員 ただいま主治医というのがかかりつけ医でいいというお話がありましたけども、

かかりつけ医でよろしいのですか、これからは。 

○委員 主治医のイメージとかかりつけ医のイメージは、ちょっと違います。生活レベル

から判断しているようなイメージがかかりつけ医、病気を治すというようなイメージが主

に今まで使っていた主治医と、医師会医師の中でも判断が違うのです。そこで今、地域包

括ケアという、病気を治すだけじゃなくて、その後の生活、家庭環境、自立、介護予防、

介護、それから後見制度まで考えて、トータル的にその人の生活地域からいろいろ支援・

援助をするというような、医療だけじゃなくて、それを目指しているのがかかりつけ医と

いうイメージです。 

○委員 精神科でなくてもいいわけですね、現在も。 

○委員 いいと思います。 

○委員 裁判所が求めているのは、本当にかかりつけ医です。裁判所が求めているドクタ

ーというイメージは、どちらかというと、主治医じゃなくて、かかりつけ医です。そこに

関しては、外科の先生でも構わないし、その方の生活をどれだけ理解してくれているかと

いう部分を裁判所の方は求めていますから、精神科じゃないといけないとか、内科じゃな

いといけないとかいうことは、全然ないです。 

○委員 審判が長くなるというのは、結局、主治医ですよね。大学病院の先生なんかは、

日本全国、飛び回っているから、鑑定を出してくれ、出してくれといっても、なかなか出

してくれない。３カ月か４カ月か、かかってしまう。かかりつけ医とか、そういう先生だ

ったら、２週間ぐらいで出してくれるので、大体１カ月ぐらいで全部終わってしまう。 

○会長 法律上は専門家なのです。ドイツの法律でも、随分これは詳しく突っ込んで聞い

たのですが、本当に精神科の先生じゃなくていいのかと。そんなことどこにも書いてない、

「専門家」としか書いていない。お医者さんではなくてもいいのかといったら、場合によ

っては、例えば福祉の専門家が鑑定するということはないわけじゃない。ただ、医学の素

養のある人が必要でしょうねというようなことでした。そういう意味では、まさに、日常
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生活のことをよくご存じの医学の専門家が一番いいのではないでしょうか。 

○管理課長 その他ということで、２点ほど、資料の説明だけさせていただきたいと思い

ます。 

 参考資料３ですが、これは関係機関の連絡会等で配られたものですけども、東京都の成

年後見制度の申立ての実績ということで、後見の開始という意味では、１４、１５、１６

年度と、ほぼ同じ程度になっております。１,７００件前後ということですね。任意後見

に関しては、まだ、非常に少ないという現状がそこで見ていただけるかと思います。 

 裏面ですが、成年後見の区市町村長の申立ての実績ですが、１６年は１１９件というこ

とで、平成１２年に比べますと徐々に伸びてきている。認知症の方が７７.５％というこ

とで、そういった方への対応が多い。本人の資力に関しては、年収・預貯金等、確かに乏

しい方が多いのですが、中には５,０００万円以上の預貯金を持っている方でも区長申立

てになって、実際に審判を受けている例があるという、そういった実績です。 

 それから、今お手元にお配りしましたのは、先ほど議論していただきました推進機関を

立ち上げるだけではなく、いかに地域から情報を集め得るかという仕組みが大事だという

ことです。それはきょうの議論の中でもありましたが、区で、やっている事業としては、

ひとり暮らし高齢者等あんしんネットワークというのがございます。ケア２４という在宅

介護支援センターの単位で、お年寄りを見守っていくという、緩やかな見守りの仕組みと

いうことで昨年から始めまして、現在は73人の方がそういう見守りを受けている。これは

対象者からするとまだまだ少ないので、民生委員も含めていろいろ広げていただいている

ところです。こういう見守りの仕組みと、さらに緊急通報システムということで、これは

消防庁と民間事業者と二つのルートがありますが、各々４５３人、２３７人ということで、

まだまだ少ない利用になっています。火災安全システムと徘徊探索システムですが、これ

は裏面にございます。こういったものが、ひとり暮らしの高齢者を取り巻く安心の仕組み

ということでやっているものです。 

 こういったものをベースにしながら、ひとり暮らしの方や高齢者世帯を見守りながら、

成年後見、権利擁護が必要な事例があったならば、地域包括支援センターを経由して成年

後見推進機関に集めていくというようなことになっていこうかと思います。 

○田山会長 あとはよろしいですか。きょうは閉じさせていただきます。 

 どうも、お忙しいところ、ありがとうございました。 
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