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【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 足立区成年後見制度審査会（令和元年度第１回） 

事 務 局 足立区福祉部高齢福祉課権利擁護推進係 

開催年月日 令和元年 ６月２４日（月） 

開催時間 １５時３１分 開会 ～ １６時５８分 閉会 

開催場所 区役所南館１２階 １２０５ＡＢ会議室 

出 席 者 

（委員） 

八杖会長、矢頭副会長、大輪委員、髙木委員 

（職員） 

高齢福祉課：橋本課長、高橋権利擁護推進係長、渡辺高齢援護係長 

福祉管理課：秦課長 

障がい福祉課：二見障がい施策推進担当係長、小川中部援護第一係長 

障がい福祉センター：江連所長、山崎地域生活支援担当係長 

西部福祉課：高野課長 

生活保護指導課：北村適正化推進係長 

足立保健所：寺西所長 

中央本町地域・保健総合支援課：上原精神保健担当係長 

足立区社会福祉協議会：佐藤福祉事業部長、和田地域福祉部長、中村権

利擁護センターあだち課長 

欠 席 者 
障がい福祉課：小山課長 
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（審議経過） 

○橋本課長 それでは、令和元年度第１回

の足立区成年後見制度審査会を始めさせて

いただきます。 

 本日は大変にお忙しいところ、お集まり

いただきありがとうございます。 

 私は、４月から高齢福祉課長となりまし

た橋本でございます。どうぞ本日はよろし

くお願いいたします。 

 まず、資料の確認のほうを先にさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、次第でございます。次が名簿で

す。また、本日の席次表でございます。本

日の資料、右上に、第１回成年後見制度審

査会資料とあるこちらでございます。ホチ

キスどめをしてございます分厚いものでご

ざいます。そして、Ａ３のこの資料でござ

います。また、カラー刷りのこちらの「成

年後見制度」とあるリーフレット。また、

こちらの「手続きができない？！」という

チラシ。それから、区民後見人の募集のチ

ラシでございます。 

 以上となりますが、資料の不足などござ

いますでしょうか。よろしいでしょうか。

ありがとうございます。 

 それでは、今年度、区側、社協も含めて

だいぶメンバーが変わっております。時間

の関係もございますので、簡単に自己紹介

をさせていただきます。 

 まず、私でございますが、高齢福祉課

長、橋本でございます。 

 ３月までは、同じ福祉部の生活困窮者を

扱っているくらしとしごとの相談センター

の所長を３年間していました。その前は子

どもの貧困対策の担当課長をしていまし

て、高齢部門というのは初めてでございま

す。ただ、くらしとしごとの相談センター

にもだいぶ高齢者の相談というのは来てい

まして、特に身寄りがない方、住むところ

がぎりぎりになってなくなってしまってこ

の後どうしていこうとか、非常に悩ましい

相談があって、成年後見制度というのはそ

のときから非常に重要なものだなというふ

うに認識しておりました。ぜひ、勉強しな

がら頑張っていきたいと思いますので、ど

うぞ、よろしくお願いいたします。 

 それでは、順番に、福祉管理課長からお

願いいたします。 

○秦課長 福祉管理課長を４月から就任し

ました秦と申します。秋山の後任です。 

 この前までは、区民部の区民の声相談課

というところにおりました。福祉事務所に

新規採用のときに居ただけなので、これか

ら勉強して頑張りたいと思います。よろし

くお願いします。 

○橋本課長 それでは、江連所長お願いし

ます。 

○江連所長 障がい福祉センター所長の江

連と申します。 

 これまで地域包括ケアであったり、福祉

事務所であったりと、福祉畑、事務職なん

ですが長くさせていただいておりますの

で、これから共生社会に向けて尽力してい

けたらなと思っています。よろしくお願い

します。 

○橋本課長 それでは順番に、高野課長。 

○高野課長 西部福祉課長の高野と申しま

す。 

 今年で西部福祉課２年目になります。そ

の前は選挙管理委員会事務局にいまして、

福祉の経験は、過去に査察指導員をやった

経験があります。何といっても、今日心強

かったのが、八杖弁護士と、私消費者セン

ター所長を５年間やっていたときに何度か

お世話になりまして面識があったというこ

とで、また今後ともよろしくお願いしたい
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と思います。 

 以上です。 

○橋本課長 それでは、佐藤部長、お願い

いたします。 

○佐藤福祉事業部長 社会福祉協議会の福

祉事業部長の佐藤と申します。 

 ３月までは東部福祉課、福祉事務所のほ

うですね、東部福祉課に４年間、その前は

中部の福祉事務所の東地区というところで

も４年間福祉課のほうにおりましたので、

福祉畑でまた、今回も社協で地域の福祉に

貢献してまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○橋本課長 区側のメンバーといたしまし

ては、障がい福祉課長の小山が、やはり、

新しく今年度からでございますけれども、

本日別件が重なってしまっておりまして欠

席となっております。ご了承お願いいたし

ます。 

 それでは、続きまして、委員の先生の皆

様にも簡単にご挨拶をいただければと思い

ます。まず、八杖会長からお願いいたしま

す。 

○八杖会長 弁護士の八杖です。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 私は、２年ぐらい前からだと思いますけ

れども、会長をさせていただいておりまし

て、足立区との関係はもう２０年ぐらいに

なります。虐待の問題であるとか、成年後

見の研修をさせていただいたりと関わって

おりました。ここ数年は成年後見の利用促

進の波が押し寄せてきていまして、足立区

でもかなり熱心にご議論をいただいて、今

まさに始まろうとしているということかな

と思っておりますので、ぜひ、皆さんご協

力をお願いしたいと思っております。どう

ぞよろしくお願いします。 

○橋本課長 ありがとうございます。 

 それでは、矢頭副会長、お願いいたしま

す。 

○矢頭副会長 司法書士の矢頭でございま

す。 

 私は、もうどのぐらいからやっているか

覚えていないぐらい長いおつき合いをさせ

ていただいております。 

 実は、一昨日の土曜日、リーガルサポー

トの総会がございまして、２期目の理事長

を仰せつかったところでございます。２期

で終えます。ということで、よろしくお願

いいたします。 

○橋本課長 それでは、大輪委員、お願い

いたします。 

○大輪委員 東京社会福祉士会の大輪典子

と申します。 

 私は、矢頭さんとは違いまして、先週の

土曜日で、東京社会福祉士会会長を４期８

年満了で無事退任をさせていただき、今

度、相談役というポジションにならせてい

ただいております。 

 矢頭先生と同じ１期から委員をさせてい

ただいているかと存じます。今後ともよろ

しくお願いいたします。 

○橋本課長 それでは、髙木委員、お願い

いたします。 

○髙木委員 千住公証役場の髙木でござい

ます。 

 私、平成２７年１１月末に公証人になり

まして、そのときに、前任の浅野先生から

引き継いで、ここの委員をさせていただい

ております。 

 成年後見で言うと、うちのほうはどちら

かというと、任意後見の公正証書をつくる

関係でこの審査会に関わらせていただいて

います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○橋本課長 よろしくお願いいたします。 
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 それでは、早速議事のほうに入っていき

たいと思います。ここからの進行につきま

しては、八杖会長のほうからお願いしたい

と思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○八杖会長 それでは、議題に従いまして

議事を進行してまいりたいと思います。 

 それでは、まず１番目、２０１９年度制

度推進事業計画及び実施状況について、こ

れをご説明をお願いしたいと思います。で

は、高橋さんのほうからお願いします。 

○高橋権利擁護推進係長 高齢福祉課権利

擁護推進係の高橋です。昨年度に引き続き

よろしくお願いいたします。 

 まず、本日ですが、今年度第１回目の制

度審査会となりますので、審査会の説明と

これまでの取り組みについて簡単にご説明

させていただきます。お手元ホチキスどめ

の資料の１ページをご覧ください。 

 まず、本制度審査会ですが、平成２１年

度に、区の成年後見制度を推進する業務の

適正な運営を図るために、区長の附属機関

として条例設置されました。設置当初か

ら、矢頭先生、大輪先生含め４名の先生方

に、年４回開催するものに参加していただ

いております。 

 所掌事務につきましては、３の１から４

となりますが、４番の昨年度の実施状況に

ありますように、足立区の制度の利用の推

進状況と今後の取り組みについてのご報告

を差し上げて、ご助言をいただいておりま

す。 

 最後、５点目になりますが、近年の成年

後見制度を取り巻く状況です。本制度は、

平成１２年度開始から１６年を迎え、利用

が増えない状況が続いておりました。それ

を踏まえ、平成２８年５月に利用の促進に

関する法律が施行、２９年３月には国の計

画が閣議決定され、全国の市区町村に、令

和３年度までに計画を策定すること、体制

を整備すること、審議会を設置することの

努力義務が課せられました。 

 続けて、資料につきましては、２ページ

から７ページまでがこの制度審査会にかか

わる資料となります。 

 続けて、資料８ページをご覧ください。

今、全国の市区町村に計画の策定が努力義

務化されたと申し上げましたが、足立区で

の計画の現状となります。高齢者と障がい

者について、２つの計画を有しておりま

す。 

 （１）が高齢者の保健福祉計画です。３

カ年計画で、２０１８年度から始まってお

ります。高齢者の権利を守る仕組みを充実

させる成年後見制度の普及・支援を掲げて

おります。 

 計画目標は４点あり、まず、成年後見制

度の利用支援事業。こちらは、区長申し立

て、また、制度を利用しようとしても経済

的に困窮されている方には申し立ての費

用、報酬助成を行い環境の整備を進めてお

ります。 

 こちらに計画目標ありますけれども、平

成２９年度の実績は、区長申し立て５７

件、また、３０年度実績は７２件となって

おり、前年度比約１.３倍の増を見せており

ます。 

 ２点目が、成年後見制度推進機関の運営

です。こちらは、具体的な区民支援の部分

です。成年後見制度の普及啓発、あだち区

民後見人の養成、相談受付業務について、

平成１５年度から、区は社会福祉協議会権

利擁護センターあだちに業務委託させてい

ただいております。また、権利擁護センタ

ーあだちは区の成年後見制度の推進機関の

位置づけとなっております。 
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 本日は今年度の初回ですので、お手元の

資料にパンフレットを置かせていただきま

した。ピンク色の厚紙でつくられた折り畳

みになっている資料をご覧ください。裏面

に一般的な区民の成年後見制度に関するご

相談を受け付ける窓口として、区の成年後

見制度推進機関である権利擁護センターあ

だちを紹介させていただいております。 

 続きまして、資料９ページをご覧くださ

い。下半分になりますが、こちらが障がい

福祉計画です。障がいの分野におきまして

も、後見人利用者数というのを活動指標に

挙げておりまして、区長申し立ての件数を

掲げております。 

 続きまして、資料１０ページをご覧くだ

さい。 

 平成３０年度の取り組みにです。制度の

区民周知についてのこれまでの流れとしま

しては、平成２８年度までは大規模な庁舎

ホールを利用した２００名から３００名の

区民をお招きしての成年後見制度の講演会

を実施してきておりました。 

 しかし、２８年度講演会終了後の区民ア

ンケート結果から、障がい別、個別具体的

なお話を伺いたいというご意見を多くいた

だきましたので、２９年度からは、障がい

別の小規模な講座や研修を複数回行うもの

に変更しました。具体の実施に向けて、庁

内の推進連絡会を定期的に実施しており、

庁内横断的に社協も含めて、係長級の職員

で、２カ月に１回ないしは毎月、利用促進

に向けて検討を重ねております。 

 昨年度は、４月、５月に、包括ケアマネ

職員向けの研修を２日制で行いました。こ

ちらは、八杖先生に講師としておいでいた

だいております。この前年度までは、行政

職員も一緒に含め合同で研修を行っており

ましたが、ニーズが違う課題がありました

ので、昨年度は、行政職員については１１

月に別途研修を行いました。 

 行政職員は春に人事異動があり４月、５

月は新しい仕事を覚えることで忙しいとい

うこともあり参加実績は１０名から１５名

くらいの参加でした。昨年度は１１月開催

にあたり区役所内の多くの部署に案内しま

したところ、全員で８３名の参加を得るこ

とができました。 

 区民事務所や福祉部のほかに、国民健康

保険や税の部署、年金の部署、また、都市

建設部や区政情報課からも職員の参加があ

り近年、後見人と名乗る方が窓口にお見え

だったり、後見人の方と接する職員は増え

ていて、関心も高いということをうかがい

知ることができました。 

 続けてですが、それを受けまして、で

は、足立区の成年後見制度の利用者数で

す。資料の１１ページをご覧ください。 

 こちらは、東京家庭裁判所が３０年１２

月末時点での、東京都内での成年後見制度

の利用者数を発表したものです。２１番目

の欄に足立区がありまして、利用者数は１,

１０９名。こちらは、２３区の中では４番

目に利用者数が多い状況であります。 

 ちなみに、足立区の人口は２３区の中５

番目に多い状況です。 

 続けて、１２ページをご覧ください。こ

ちらは３０年の申し立て件数です。足立区

は２３５件、３０年１年間で申し立てがあ

ったという状況です。こちらは、２３区の

中では３番目に多い件数となっておりま

す。 

 続けて、属性になります。資料１５ペー

ジをご覧ください。こちらは、３０年１年

間で、審判がおりた件数の中での被後見人

と後見人の属性を出した数値となります。 

 足立区では、２２９名の方に審判がおり
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ています。親族の方が後見になられた場合

と専門職がなられた場合と比較しますと、

２３.５％が親族で、そのほか７６％が専門

職がついたという実績となっております。

全国的にも都内でも、司法書士が選任され

る件数が一番多い状況ですが、ここで、足

立区の大きな特徴として、社会福祉士が４

１件と東京都下で最も高い数値を見せてお

ります。背景には、福祉的支援の要素が必

要な方が多かったことが推測されます。 

 続きまして、資料１８ページをご覧くだ

さい。１８ページから２０ページまでは、

東京都が出した資料となりますが、こちら

が、成年後見制度の区市町村申し立ての件

数となります。３０年１年間で、足立区で

は、６０件区長申し立ての審判がおりたと

なっております。こちらは、２３区の中で

は、江東区に次いで２番目に多い件数とな

っております。 

 また、平成１２年度からの申立て累積件

数では、足立区は、３９６件とあり、２３

区中８番目に多い件数となっております。 

 続けて、資料１９ページをご覧くださ

い。社会貢献型後見人の選任状況です。足

立区は、１９番目に１５人とあります。社

会貢献型後見人、いわゆる市民後見人の養

成は、東京都が平成１８年から２５年度ま

で研修を実施し、２６年度以降、社協や区

が独自に行うものに変わっております。こ

の１５人は２５年度までの東京都の研修を

受けた人数となっております。実際に足立

区の区民後見人累積人数は３７名となって

おります。 

 最後になりますが、資料２０ページをご

覧ください。こちらは、今年度４月１日時

点での東京都下における市区町村計画の策

定状況です。既に策定済みの区が２３区の

中では７区あります。また、単独で計画を

つくるとしている区は４区あります。ま

た、未定としている区も５区ある中で、足

立区は、既存の計画に含めるという方向で

現在進めている状況です。 

 ここから、今年度の成年後見制度の推進

事業計画についてお話しさせていただきま

す。資料２１ページをご覧ください。 

 今年度におきましても、庁内の検討会を

定期的に行い、高齢、障がい別に、年に少

なくても３回程度ターゲットを絞った小規

模講座や研修を行うことで、事業を進めて

おります。 

 ６月には、介護支援専門員向けの成年後

見制度研修会を実施いたしました。 

 ９月は、認知症予防月間と位置づけられ

ておりますので、ＰＲ事業を積極的に展開

しようと考えております。 

 また、今までにない取り組みとしまして

は、親族後見人の支援を５月から始めてお

ります。年に６回無料で相談会を行う方向

で事業を進めております。 

 本日までに実施した講座について、ここ

から障がい別に報告をさせていただきま

す。 

○小川中部援護第一係長 障がい福祉課中

部援護第一係の小川といいます。よろしく

お願いします。 

 ２２ページのところに、今年度第１回目

の小規模講座という形で実施させていただ

きましたものの簡単な実施報告を書かせて

いただいています。 

 ４月２５日木曜日に行いました。主立っ

た参加者なんですけれども、こちらのピン

クのパンフレットの一番後ろのほうに書か

れているように、知的障がい者の相談をす

る先として、障がい福祉課中部の援護第一

係から北部の援護係、そして、その下にあ

しすとという、知的障がいの部分で言うと
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これだけの相談機関があるんですけれど

も、一方で、それぞれの援護係というとこ

ろで、成年後見制度についてのお話、ご相

談があったときに、どれだけうまく答えら

れるかというのがしばらく課題としてあり

まして、ぜひこれは年度の初めにやって、

各援護係に相談があった場合に、最低限の

ところは答えられるようなものにしたいな

という思いで実施しました。 

 講師としては、権利擁護センターあだち

の市岡さんと、それから、実務的なことに

ついては、私のほうから説明をさせていた

だきました。 

 アンケートの結果としては、なかなかこ

ういうところで、わかりにくかったとか、

だめだったって書きにくいこともあると思

うんですが、おおむね皆さんご理解いただ

いたということで書いてくれています。 

 先ほど申し上げましたように、権利擁護

センターのほうからは、制度の仕組みであ

ったり、こういうふうな人たちが対象であ

りますということを説明していただいた上

で、私のほうからは、知的障がい者の方独

特の特有のニーズみたいなものと、前から

言い続けているんですけれども、施設入所

の方に後見人をつけるようなパターンと、

地域で後見人等の利用をするパターンが大

きく分かれているという、その辺のお話な

んかもしました。そして、具体的に区長申

し立ての事務の進め方についてもお話もさ

せていただきました。 

 かなり事務局のほうでアンケートの細か

いところを載せていただいているので、お

おむねの方が来年度以降もやったほうがい

いというご感想をいただいているようで

す。 

 私からは以上です。 

○上原精神保健担当係長 精神障がいの分

野についてご報告いたします。私は、中央

本町地域・保健総合支援課精神保健係の保

健師をしております上原と申します。 

 今年度３回、小規模講座を実施予定にし

ております。第１回目が６月７日に実施を

いたしました。このときの対象なんですけ

れども、精神保健の担当の保健師と精神保

健福祉士を対象に実施をいたしました。 

 保健師は、各保健総合センターで地区担

当制をとっておりますが、各母子の分野だ

ったり、精神の分野だったりということ

で、責任を持ってやっていく保健師を４月

の時点で決めるので、今年度、精神担当と

なった保健師、あと精神保健福祉士を呼ん

での講座を開きました。 

 その講座では、権利擁護センターあだち

の加藤社会福祉士さんにお話しいただいた

んですが、精神の事例の提示などもしてい

ただいて、とてもわかりやすかったという

ことで好評でした。 

 次回、１１月８日、これは新人の保健師

がたくさん入っておりますので、新人の保

健師と、あと中堅の保健師を集めて、小規

模講座の２回目を実施したいと考えていま

す。 

 また、３回目につきましては、大きな社

会福祉法人で精神の作業所を持っていると

ころの従業員の方向けで実施したいという

ふうに考えています。 

 以上です。 

○中村権利擁護センターあだち課長 介護

職員向けの研修といたしまして、６月１７

日にこちらの足立区役所のほうで研修を行

っております。「ケアマネジャーが知って

おきたい成年後見制度の基本」といったと

ころで、弁護士の早田先生に講師をいただ

いたところです。 

 申し込み総数２２５名中、当日の出席は
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１８８名だったんですけれども、やはり、

ケアマネジャーということで、当日の実務

によるキャンセルというものが多く見られ

たのだと思います。 

 あと、当初は、この研修は１００名強を

予定して行っていたんですけれども、申し

込み開始の翌日に既に１００近い人数が来

てしまったということで、急遽会議室を倍

にしまして、２００名体制で臨んだという

ことになっております。 

 一番多かったのは、やはり、居宅介護事

業所の方々で、１５６名と大半を占めてい

る出席率になっております。 

 研修の理解度としましては、おおむね皆

さんご理解をいただけたということで、研

修後、ご自身で成年後見制度の相談を受け

られますかといった質問に対しては、１４

１名の方が、今後は自分で相談に乗れると

いう回答をいただいております。 

 理解度の高さがうかがえる研修だと思い

ますけれども、半面、ちょっとわかりにく

かったといったところでは、内容のボリュ

ームが多過ぎたですとか、内容が細かくて

時間が長かったですとか、専門用語がたく

さん出てきてついていけなかった等々のお

話も出てきております。私どもとしまして

は、こういった意見を受けまして、来年度

以降、資料の調整ですとか、想定していた

よりも、ケアマネさんご自身の力量ですと

か、求める内容に差が大きくあることがわ

かりましたので、そちらも考慮した研修の

ほうを来年度以降実施していきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○八杖会長 皆さん、ありがとうございま

した。たくさんのことをご報告いただきま

して、特に今回初めてご参加いただいた方

共通の認識にしていただきたかったので、

こんなにいっぱいご報告していただくこと

をお願いいたしました。 

 質疑応答をしたいと思うのですが、ま

ず、足立区の内容、成年後見の利用の状況

のところ、たくさんの統計資料が出ており

ましたが、そこでご質問とかご意見があれ

ば頂戴したいと思いますが、いかがでしょ

うか。かなり２３区内でいくと、高ニーズ

な地域だというのが結論なのではないかな

と思っておりますが、皆さん、いかがでし

ょうか。 

○渡辺高齢援護係長 去年もたしかそのこ

とを指摘されたと思うんですが、保佐申し

立ての多さも足立区の１つ特徴だったので

はないかと思います。 

○高橋権利擁護推進係長 ３２件。 

○渡辺高齢援護係長 ３２件。これも結構

多いほうなんですよね、おそらく。 

○八杖会長 １２ページのところですか

ね。３２というのは、横並びで見ますとか

なり上のほうに行くとは思いますし、あ

と、１１ページのところですけれども、利

用者も保佐のところを見ますと１９０とい

うことで、確かにこれもかなり上のほうに

なるような気がしますね。 

 ですから、保佐の理由ですと、認知症進

行段階の途中の方であるとか、あるいは障

がいをお持ちの方であるとか、そういった

方の利用ということになるのではないかな

と思います。ありがとうございます。 

 髙木先生、お願いします。 

○髙木委員 １４ページ以下の成年後見人

等と本人との関係ですけれども、これを見

ますと、市民後見人は足立区は５名で、５

名というのはそれほど多くないかもしれま

せんけど、都の全体の比較からするとかな

り多くなっているんですね。これは非常に

喜ばしいことかなと思っていまして、足立
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区が前向き、積極的に取り組んでいるんだ

という表れかと思います。 

 その次のその他法人のところで、葛飾区

が１９件とか、武蔵野市が２６件とかある

んですけれども、これは具体的にはどうい

うものなのかということと、それについて

足立区はどういうふうに考えておられるの

かということをご説明願えればと思いま

す。具体的な内容は他ですからわかりませ

んか。 

○八杖会長 おそらく、自治体がやってい

る法人後見も入っているとは思うんですけ

れども、その点、ご説明いただける方々は

いらっしゃいますでしょうか。社協、権利

擁護センター。 

○中村権利擁護センターあだち課長 権利

擁護センターでは、昨年から法人後見のほ

うを始めておりまして、現在１件受任をさ

せていただいております。あわせて、もう

１件検討中といったところでは、目標とし

ては、今年度２件の申し立てまで行ければ

いいかなと考えております。年度末までに

計３件になればいいかなと思っているんで

すけど、ケースがあるかないかというとこ

ろもございますので、ケースがあり次第、

準備していきたいと考えております。 

○八杖会長 高橋さん、お願いします。 

○高橋権利擁護推進係長 権利擁護推進係

の高橋ですが、私のほうで、その他の法人

というところでは、報酬助成の絡みで申請

をいただいた方で、ＮＰＯ法人が受任をし

たという例がありました。足立区の報酬助

成の対象は、親族以外全てに現在なってお

りますので、そういった方への助成を行い

ましたので、区のほうで把握するとしたら

そういった報酬助成の機会です。実際に、

この２件のうちの１件は、行政書士の方が

チームを組まれているＮＰＯ法人です。 

○橋本課長 葛飾と武蔵野のこの数が多い

のは聞いてみないとわからないですかね。 

○矢頭副会長 いいですか。葛飾区はおそ

らく、今おっしゃられた行政書士が中心と

なっているＮＰＯ法人が、いわゆる報酬が

見込めないような案件を中心に受託をして

いる、つまり、葛飾区のほうで、そういっ

た案件をそういったところにお願いをして

いるというか。 

 あと、もう一つは、弁護士さんが申し立

ての代理をやって、それで、そのＮＰＯ法

人が候補者として挙がっているケースがあ

りますので、この１９という数字と今の傾

向がどれだけの割合なのかはちょっとわか

りませんけれども、そういった傾向がある

ようであります。 

○八杖会長 その他、品川は２６ですけれ

ども、これは、おそらく品川の成年後見セ

ンターが法人で受任をしているということ

だと思われますし、そういった、推進機

関、あるいは自治体関連の法人の場合とＮ

ＰＯ法人との場合、２つに分かれているん

じゃないですかね。 

○髙木委員 ありがとうございました。 

○橋本課長 こちらのほうでも、調べられ

るところは調べてみたいと思います。 

○八杖会長 ほかございますでしょうか。 

○矢頭副会長 足立区の件ではないです

が、１５ページの江戸川区の市民後見人の

欄は１名と。これは、だから、３０年度の

選任されたうちの単年度の数字なんでしょ

うけど、１９ページは、選任状況ですの

で、今現在の選任状況。とすると、江戸川

区はかなり市民後見人の件数が多いという

ことですよね。だから、今までかなり積極

的に取り組んできたという理解で、あまり

最近、単年度、この３０年度に限っては、

そんなでもなかったということかどうか、
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もしわかる範囲で。 

○高橋権利擁護推進係長 こちらの東京都

の１９ページの資料につきましては、延べ

件数となっておりますので、それに比較し

て１５ページは、３０年一年間に審判がお

りた件数となっております。江戸川区の状

況につきましては直接確認はしておりませ

ん。 

○八杖会長 先ほどのご説明ですと、１９

ページのほうは、東京都で養成した候補者

のその先どうなったかという調査のもとで

の結果ですよね。 

○高橋権利擁護推進係長 ２５年度までの

結果です。 

○八杖会長 ２５年以降の養成については

含まれていないんですね。 

○高橋権利擁護推進係長 はい。 

○八杖会長 逆に言うと、確かに仰るとお

り、今まではずっとたくさんやってきたけ

れども、最近はあまり積極的ではないとい

う分析はできるのかもしれませんね。 

 ほかはございますか。では、統計的な話

もまた引き続きご質問いただいても構わな

いのですが、２１ページに今年度の推進事

業計画というご報告がありまして、また、

既に４月、５月、６月と過ぎておりますの

で、その間、知的障がいの方の職員さん向

けの研修、精神のＰＳＷ、保健師さん向け

の研修、それから介護支援専門員向けの研

修があったというご報告がございました

が、このあたり、ご質問やご意見があった

らお願いします。 

 矢頭さん、お願いします。 

○矢頭副会長 今年の９月ぐらいから、い

わゆる厚生労働省の補助金事業に基づく国

研修が始まると。今年度は東京で２回、大

阪で１回行われるというふうにお聞きして

います。その事務局が全社協さんというこ

とで、９月から始まっていくということの

ようなので、多分、２０２１年度までに、

全市町村の職員が１人ぐらいは受けてもら

いたいというような意向のようですので、

そうすると、足立区も多分そこに、今年度

参加されるかどうかは別として、参加され

るということになろうかと思います。 

 そうしたときに、小規模講座との役割分

担みたいなものも今後課題になってくるか

なと。かなり充実した専門的な話の内容に

なってくると思うので、そういったものを

踏まえて、伝達講習みたいなものをやって

いただくのかどうなのかといったところも

必要だと思うんです。 

 ただ、１つは、中核機関の職員、かなり

専門的なところに入ってくるので、小規模

講座、これを拝見すると、まず入り口部分

が大きいのかなというところもあるので、

ただ、今後継続的に行っていくということ

であれば、人事異動によって新しい人が入

ってくる初歩的なものとともに、継続的な

ブラッシュアップの講座という意味でいく

と、そういったことも考えられるかなとい

うふうには思いました。 

○八杖会長 今の矢頭さんのお話も踏まえ

て、今年度は、２１ページに計画が示され

ておりますが、どういったことをポイント

にしてこの計画が立てられているのでしょ

うか。 

○高橋権利擁護推進係長 ポイントは２つ

です。広報・相談の充実と、親族後見の支

援です。広報、周知啓発が充実しますとお

問い合わせが増えますので、まず窓口の職

員に制度を正しく知ってもらおうというこ

とで、先ほど小川係長から説明があったよ

うに、職員に向けて、年度の当初から研修

を行っている状況です。 

 あわせて、親族後見の支援では、年に６
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回、無料で相談会を実施することと、８月

にも小規模講座と相談会をセットにしたも

のを計画しております。 

○八杖会長 そうすると、今、矢頭先生の

ほうからご質問があったことに関連すると

なると、やはり、入り口の部分の広報、普

及啓発の観点での小規模講座の研修が今年

は１つのポイントになっていて、先ほどの

国研修といったところはその次の話という

整理になるんですかね。どうなんでしょ

う、矢頭先生。 

○矢頭副会長 ３つの段階があって、ま

ず、今おっしゃった相談、広報の部分と、

それから、申し立て支援、利用支援という

ところと、親族後見人の支援と。足立区の

場合は、窓口部分と、いわゆる申し立てさ

れて始まった後の親族後見の支援というこ

となので、あともう一つパズルのピースを

はめるとすると真ん中の部分が１つ今後必

要になってくるかなと思いますので、その

あたりを今後の推進計画の中で意識してい

ただけるとありがたいかなと思いました。 

○八杖会長 大輪さん、お願いします。 

○大輪委員 関連づけて、申し立てのとこ

ろというところになりますと、今回、成年

後見制度の診断書の書式が全面改定になり

ました。それに伴い、本人情報シートとい

う形で、専門職が医師の参考資料という形

で本人情報シートを書くような仕組みもで

きてございます。そういったところもあわ

せて、できたものを使っていくというとこ

ろでは、まず、使わなければ改定もできな

いというようなこともございますので、そ

の辺の取り組みも、既に新しい診断書のフ

ォームで診断書が上がってきているという

ケースも何件かお聞きしておりますので、

そういったことの取り組みなどもここにぜ

ひオプションでもいいので入れていただく

といいのかなと考えます。 

○八杖会長 それは矢頭さんが言われた２

番目にちょっと。１番目と２番目の間ぐら

いの感じですかね。 

○矢頭副会長 そうですね。 

○八杖会長 そうすると、今年は、１番目

と３番目を重点的にとは言うものの、そこ

からいろいろ出てくる２番目も意識しなが

らやっていくというのがどうもよさそうな

感じですね。 

○矢頭副会長 大輪さんが言われたのは、

もう既に一応始まっているんだけど、別に

強制しないよというところの中で、それを

どう受けとめるか。強制されないというこ

とは別にやらなくてもいいんだという受け

とめ方なのかこれを使ってなるべくご本人

の情報を家庭裁判所に届けて、できるだけ

本人の状況に沿った形の。 

○大輪委員 類型とか。 

○矢頭副会長 そうですね。そういったも

のが反映されるようにしていくというとこ

ろに、どう取り組んでいくかといったとこ

ろだと思いますので。 

○渡辺高齢援護係長 高齢援護の渡辺でご

ざいます。 

 これについては、５月に、八杖先生のほ

うで弁護士相談会というのを今、年６回や

っていただいているんですが、その中の１

回目で、診断書と本人情報シートを地域包

括としてどのように取り組んだらいいのか

ということの一応基本的な動作について、

先生のほうからレクチャーをいただいてお

りまして、これをまたもう少し深める取り

組みをこれからしていく予定でございま

す。 

○八杖会長 今その話が出たのでちょっと

思い出したんですけど、私がお話ししたの

は主に個人情報の取り扱いのところで、福
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祉関係者の方が非常に悩まれていると。そ

んなの勝手につくって第三者に渡していい

のかというような、そういった議論で少し

整理をさせていただいたかと思っているん

ですけれども。 

 最近ご相談として受けているのはまた次

の問題でして、今までは、どういう診断書

がつくられるかによって後見類型、保佐類

型、補助類型というのが、事実上、お医者

さんが決めてしまうような感じになってい

たという、それはちょっとおかしいんじゃ

ないかという議論があったかと思うんです

けれども。 

 最近は、ですから、本人情報シートの中

で、それを福祉関係者がかなり詳しい情報

を書くんです、詳しく、どうしてそういう

ことなのかと。お医者さんは逆にそれに引

きずられてしまうので、福祉関係者のほう

で書けば書くほど、後見なのか保佐なのか

補助なのかというのが決めていかれてしま

う。そういったことはいいんでしょうかと

いうような、そういったご質問とかご相談

を最近受けることが増えてきているなと思

っています。 

 ですから、制度の中身の実務的なところ

で、次から次へとこういった問題が出てく

ると思うので、そこは随時取り組んでいく

ということしか仕方ないですね。 

○大輪委員 さらによろしいですか。 

 本人情報シートの使い方というのも、医

師の参考資料というような使い方を裁判所

は言っていますけれども、そういう意味で

は、生活モデルに基づいたシートになって

ございますので、相談時からその入り口の

部分でも使うことが可能でございますし、

あとは、親族後見人の支援というような形

で、モニタリングシートにもそれが応用で

きるというようなものになっております。

なので、あわせてそういったところのご検

討もいただければなと考えます。 

○八杖会長 だから、そういったことは、

本当は、よく内容を知っている人に研修を

一度してもらうようなことが必要なんじゃ

ないですかね。 

○大輪委員 あわせて、東京社会福祉士会

の「ぱあとなあ」では、そのような研修を

登録者だけではなくて、一般にも参加を呼

びかけるような仕組みで研修をつくってご

ざいますので、あわせてご連絡したいと思

います。 

○渡辺高齢援護係長 「ぱあとなあ」から

の講師派遣をご依頼することはできるので

しょうか。 

○大輪委員 可能でございます。そのため

の今研修をやってございます。 

○八杖会長 ありがとうございます。 

 この事業計画のほかに、８ページのとこ

ろで、保健福祉計画の中でのそれぞれの目

標を設置されておりますので、それを確認

しておきたいのですが、今年度は区長申し

立ては１００件を目標にしているというこ

となんですかね、先ほど。 

○高橋権利擁護推進係長 見込んでおりま

す。 

○八杖会長 見込みですかね。 

 それから、区民後見人の養成登録は４８

人ということになっていて、権利擁護セン

ターあだちは、実施、地域ネットワーク構

築、これは、随時というか、継続して対応

していくということですよね。 

 それから、障がいのほうがちょっとよく

わからなかったのですが、９ページのとこ

ろで、１９年ということになると、右側の

第５期の障がい福祉計画で、計画が６とな

っているのは、これは数字的にはどのよう

な数字になるんでしょうか。 
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○二見障がい施策推進担当係長 障がい福

祉課の二見です。 

 こちらは、後見人等制度利用者数という

ことで、区のほうでその年に新たに申し立

てを開始された方という形でカウントして

いくということで、累計ではなくて、その

年度に増えた方の人数というふうにしてお

ります。 

○八杖会長  

 これは、ちなみに、１８年、平成３０年

の実績は空欄になっているんですが。 

○二見障がい施策推進担当係長 昨年度

は、区長申し立て件数が４件だったと思う

んですけれども、それ以外の数字を今持ち

合わせていないので、４プラスアルファだ

と思います。 

○八杖会長 ありがとうございます。そう

いった意味では、１７年ぐらいからかなり

目標値に。１７年度が９だったのが一気に

５に減るというのは何か理由があったんで

すかね。 

○二見障がい施策推進担当係長 ５、７、

９と２つずつ増やしていくというイメージ

でいったんだと思うんですけど、そうは簡

単にいかないよねということで見直しをし

て、５、６、７にしたんだと思うんですけ

ど。 

○矢頭副会長 実績は１、１、５ですもの

ね。 

○二見障がい施策推進担当係長 実績を踏

まえて。 

○八杖会長 そうですね。１、１、５で。

なるほど、ここで見直しがあったんです

ね。第５期に入ってですね。わかりまし

た。では、１８年、昨年度はほぼ目標以上

という。 

○二見障がい施策推進担当係長 以上に近

い数字で。 

○八杖会長 目標以上という形かなと思い

ますので、今年度もぜひお願いしたいと思

います。ありがとうございます。 

 研修をそれぞれ皆さん実施していただい

たというご報告もいただきました。この点

について、お気づきの点とか、ご質問とか

あったらお願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 では、私から済みません。今回、行政関

係者とか、福祉関係者とか、本人の周りに

いる人たち向けの研修だったかと思うので

すが、皆さん、研修の感想として大変よく

わかったということは非常によくわかった

んですけれども、現場の悩みみたいなもの

は、何かアンケートの結果とかご質問とか

から出たりしたのでしょうか。その点をち

ょっとお伺いしたいと思います。障がいの

ほうはどうですか、４月に行われて。 

○小川中部援護第一係長 知的のほうは、

やっぱり、地域での支援のところではなか

なか後見制度に結びつくというものが、現

実的には出てこないというのが。ほんとう

はきっと潜在的にはあるのでしょうけれど

も、出てきにくいというのがやはりあるな

と感じています。 

 親亡き後の問題とかといったところでは

もちろん出てくるんですけれども、大体そ

ういう話になったときには、施設入所とか

というところにつなげる方向に行くので、

そういう意味では、施設入所につなげれ

ば、とりあえずは目の前のものは何とかな

るという感じになってしまっていて、実は

そこで施設入所のほうで最近増えてきてい

るのは、家族の高齢化で、金銭管理とか難

しくて申し立てをしてくださいという、実

はそこで、親亡き後の問題が出てきたとこ

ろで一緒に考えられればいいのでしょうと

思いますが、まずは施設入所という、現実
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的にどこに行っていただくかとなってしま

っているので、地域の中での成年後見制度

を利用するという、地区の担当者、ワーカ

ーの思いというのがなかなか表面化してこ

ない、顕在化してこないというのがやはり

現実的にはあるかなという感触がありま

す。 

○八杖会長 大輪さん、何か今のことはコ

メントございますか。 

○大輪委員 特に。でも、ほんとうに親亡

き後といったときに、まず、やっぱり、少

し将来を見通してというところと、あと、

できるだけ早く親がいるうちに成年後見人

が一緒に活動できる体制ということが望ま

しいのかなと思います。親が持っているい

ろんな専門的な知識、親の経験値というよ

うなものがきちんと伝えられていくという

ことがあると、非常に本人のための支援に

つながっていくのかなと考えます。 

○八杖会長 ありがとうございます。 

 続いて、精神のほうはどんな悩みなんか

が皆さんありますか。 

○上原精神保健担当係長 先ほど親亡き後

というお話もありましたけれども、最近出

ているケースとしては、ご本人様は今、長

期入院はなるべく避けて地域へというお話

でもあるんですが、やはり、長期入院せざ

るを得ない患者さんで、ご家族の方が今ま

では様々な手続をやっていたんですけれど

も、ご家族の方が認知の問題が出てきたり

というところで問題になっているケースと

いうのが、やはり、最近増えているなとい

うような感触があります。 

○八杖会長 ありがとうございます。 

 介護支援専門員は。 

○中村権利擁護センターあだち課長 特に

現場での悩みというのはあまり挙がってい

なかったんですけれども、やはり、総数の

中で、どのような支援をしていくかという

中では、ケアマネとして制度を理解して支

援をしていらっしゃるという方が半数ぐら

い。それと、申し立て支援といったところ

では、私ども権利擁護センターあだちです

とか、包括支援センターにつないでいると

いうのが約半分ぐらい。 

 具体的な話でいきますと、悩みというと

ころでは、認知が入ってきたお年寄りの方

に後見制度を進めていくと、どうしてもお

金の話が絡んできてしまって、そこに固執

される方が多くて、なかなかお話が進みづ

らいという現場の悩みは挙がっておりま

す。 

 全体的な感想として見られるのが先ほど

も申し上げたんですけれども、やはり、ケ

アマネさんの個々によって、支援の仕方で

すとか、理解度みたいなものも異なってき

ているというのが今回の研修でかなりわか

ってまいりましたので、それぞれの何段階

かに分けて、初級者用、上級者用じゃない

ですけれども、少しそういった研修の検討

も必要なのかなというのは、今回の研修で

見えてきた課題です。 

○八杖会長 ありがとうございます。  

 続きまして、議題の２番になりますが、

２０２０年度登録のあだち区民後見人選考

状況について、これも、高橋さんのほうか

らご説明をいただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○高橋権利擁護推進係長 資料２８ページ

をご覧ください、また、あわせて、区民後

見人募集のチラシも参考にご覧いただけれ

ばと思います。 

 あだち区民後見人は４月１日時点で登録

者数２７名となっております。女性が２０

名、男性７名という状況で、４月１日時点

での受任者数は１０名となっております。
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また、登録者２７名のうち１１人の方が未

受任の状況ですが、年度末に皆さんに意向

調査をしましたところ、条件が合えば、も

う少し近い施設の方であればとか、もう少

し勉強したら受任したいなどの意向を伺っ

ております。また、平均年齢は６０歳とな

っております。 

 ２番、選考・養成状況ですが、２０１９

年４月から７名の方に養成研修を受講して

いただいております。この方々は、２次選

考の合格者となっておりまして、女性が６

名、男性１名。男性１名の方は聾者の方と

なっております。７名の方の平均年齢は５

３歳と非常にお若くなっております。 

 この方々には、下の養成スケジュールに

もありますが、約１年間、２０２０年、令

和２年２月ころまでに養成研修を受けてい

ただきまして、第３次選考、制度審査会の

委員の先生方の面接を踏まえて、合格者に

つきましては、４月１日付で区のほうに登

録させていただく予定です。 

 また、資料２９ページにありますのが、

現在７名の方に受けていただいている養成

の研修内容となります。現時点におきまし

て、座学の７日目まで終えておりまして、

一旦、８日目以降につきましては、社協の

地域福祉権利擁護事業の生活支援員として

の実地研修を積んでいただく予定となって

おります。 

 また、平成３０年度からは、これまで１

年間での養成というのを行ってきたのです

が、やはり、養成後の登録者からは、１年

の研修ではすぐに受任というのは不安だと

いう声もいただきましたので、足かけ２年

に研修期間を延長しております。 

 これに伴いまして、今、２０２０年４月

１日付で登録したい方の研修も行いつつ、

２０２１年度、令和３年度に登録したい

方々の募集と養成研修も同時進行で進めて

まいります。具体的には、令和２年１月に

は公募説明会を行い、２月、３月で１次選

考、２次選考、４月以降は、約１年間の研

修に臨んでいただこうと考えています。 

 最後が、登録の経過となります。３０年

度末時点で、登録者延べ人数は３７名とな

っております。また、延べ受任数は２７件

となっております。 

 私からの報告は以上となります。 

○八杖会長 ありがとうございます。 

 今のご説明に対してご質問やご意見があ

ったらお願いします。 

 矢頭さん、お願いします。 

○矢頭副会長 この登録者数のところで、

１１人が未受任ということなんですが、条

件が合えば受任したいとか、もう少し勉強

したら受任したいというのは、我々からす

ると、もしかしたら少し一歩足を踏み出す

のをためらっている雰囲気かなというよう

にもとれるんですけど、この１１名の方々

は、例えば、手を挙げさえすれば受任する

ような案件が回ってきているような状況な

のかというのが１点目と、２点目は、条件

が合えばの条件というのは、大体どんなこ

とが想定されているのか教えていただけれ

ば。 

○高橋権利擁護推進係長 １点目につきま

しては、中村課長にもご意見いただければ

と思うんですが、２点目の条件が合えばと

いうのは、具体的には施設の距離というの

がありました。足立区内の特養は比較的中

心部から少し遠方にあるところが多いもの

ですから、そういった距離感のところで、

もう少し近くの特養の入所者だったらお受

けしたいとか、精神障がいの方の案件につ

いては、障害分野の勉強をもう少し重ねた

ら受けたい、高齢者の案件だったらお受け
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したい等のご意向を伺いました。 

 状況としてはいかがでしょうか。 

○中村権利擁護センターあだち課長 １１

名の方は、開始当初に研修を受けられた方

もいらっしゃって、なかなか条件が合わな

いと受けていただけない方もいるんですけ

ど、感覚的には、３分の２ぐらいの方は、

それこそケースが出てくればすぐにでもや

りたいという方だと思います。 

 ただ、ご本人たちのモチベーションを保

ったりですとか、技術的なところでの維持

といったところでは、やはり、引き続き、

地域福祉権利擁護事業の生活支援を続けて

いらっしゃる方もいらっしゃるんですけれ

ども、生活支援員の動きと、後見人さんの

動きというのは全く違うものですので、今

後、社協としては、法人後見の受任が増え

てまいりましたところで、そういったとこ

ろも少し研修ではないんですけれども、活

用していければいいのかなというところは

内部で話し合っているところです。 

○八杖会長 ほかはございますでしょう

か。それでは、これは引き続き、また今年

度も進めていただきたいと思っておりま

す。 

 では、議題の３番目にいきたいと思いま

す。区における成年後見制度利用促進の取

り組み（地区三士会との協議会）の件につ

いて、こちらも、高橋さんのほうからご説

明をお願いいたします。 

○高橋権利擁護推進係長 続けて、資料３

０ページをご覧ください。昨年度より成年

後見制度をさらに促進させようということ

で、地区の三士会の先生方との顔合わせか

ら、意見交換の機会をいただいておりま

す。また、去る６月１１日に今年度１回目

の意見交換を行させていただきました。こ

れまでの振り返りとしまして、昨年度、３

０年５月１７日に地区三士会、弁護士、司

法書士、社会福祉士の８名の先生方と、下

のほうに写真を載せさせていただいており

ますが、これからの利用促進に向けて顔合

わせをさせていただきました。 

 まず、顔の見える関係を大切にして、足

立区らしい、足立区に合った利用促進とい

うのを一緒に考えていきましょう、お願い

いたしますという形で始めさせていただき

ました。２回目では区の取り組み状況をお

示しさせていただき、３回目には、具体的

には親族後見の相談会について、区から提

案させていただきました。 

 昨年度末には、区で大阪市の視察を行

い、具体的に、今年度開始の親族後見相談

会の実施に向けた調整をさせていただきま

した。 

 （２）番になりますが、昨年度末をもっ

て、今後に向けて、区と社協、また、地区

三士会の先生方と、意思を共有させた点に

つきましては、まず２のア、この地区三士

会との協議会については、今後の地域連携

ネットワークの核にして、できれば計画や

取り組み内容を協議する場に発展させてい

ただきたいということ。 

 また、イ、中核機関につきましては、一

旦は区のほうで看板を担わせていただき、

区民支援の部分は引き続き社協、推進機関

に委託をさせていただく。社協がこれまで

培われてきた区民支援のノウハウというの

を、中核機関の心臓部分として活用させて

いただきたいということで、了承いただい

たところでございます。 

 （３）番の取り組み内容について、こち

ら、先ほど今年度取り組む事業のポイント

でもお示しさせていただきました。まず、

ア、広報・相談機能の充実、２点目、イと

して親族後見の支援ということを具体的に
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やろうということになりました。 

 続きまして、２番の親族後見相談会の見

直しについてです。早速見直しということ

で何なんですが、（１）番、取り組みの状

況について、チラシの３１ページをご覧く

ださい。ピンク色のチラシとなりますが、

年度の初めに、今年度６回、無料で行いた

い親族後見の相談会について、このような

チラシ内容をベースにして周知をかけさせ

ていただきました。 

 まず、ターゲットとして、既に親族後見

をされている方についてご相談を受け付け

ますということで周知をさせていただきま

したが、実際は申し込みがゼロという状況

でした。 

 これを受けまして、早速９月以降のこの

相談会につきましては、対象者について、

資料につきましては３２ページをご覧くだ

さい。親族後見申し立てを検討中の方につ

きましても、あわせてご相談を受け付けま

すという、対象を拡大した形にして行おう

ということに変えさせていただきました。 

 ７月１７日に２回目を予定しているので

すが、ちょうど６月１１日の地区三士会意

見交換の後に、３件、区のほうにお問い合

わせと申し込みがありました。うち１件は

既に親族後見を受任されている方でした

が、親族の中で、ご兄弟で後見人をリレー

したいというご希望でした。また、残りの

お二人につきましては、今後申し立てをし

たいという方だったのですが、５月開催で

きなかったものですから、暫定的に、その

３人の方につきまして、７月１７日お受け

しようという方向で進めております。お三

人とも、皆さん、知的障がいのお子さんを

お持ちの親御さんからのお問い合わせとな

っております。 

 続きまして、資料３３ページをご覧くだ

さい。あわせて、親族後見の支援というと

ころで、８月３日に矢頭先生に講師として

おいでいただき、成年後見制度講座と個別

相談会をセットにしたものを企画しており

ます。 

 こちらは、親族後見を検討中の方を対象

として、これから、７月１０日以降お申し

込みを募る予定ですが、前半、１時間半ほ

ど親族後見のポイントについて先生からご

講義をいただき、１１時以降は個別相談を

地区三士会の先生方からご協力をいただき

行う予定です。 

 最後に、資料Ａ３判の折りたたんだ３４

ページをご覧ください。 

 成年後見制度施策の現状の実施状況と今

後の取り組みスケジュール案についてで

す。今年度は２０１９年度、国が言うとこ

ろの計画の中間年度に当たっております

が、まず、計画につきましては、今年度

は、業者選定を行っております。高齢者の

計画では、既存の高齢者保健福祉計画に成

年後見制度の促進計画を章立てで入れ込む

方向で事務を進めております。来年度はパ

ブコメ作業を行いまして、令和３年度、最

終年度につきましては、新たな計画、成年

後見制度の利用促進計画を章立てたもので

策定ということを見込んでおります。 

 地域連携ネットワークにつきましては、

地区三士会との協議を開始させていただき

ましたので、今年度におきましても継続

し、来年度は、要綱化をして、令和３年度

には協議会としてスタートさせたいと考え

ております。 

 また、国計画が示す審議会につきまして

は、本制度審査会を条例改正をするなど

し、令和３年度には審議会に位置づけたい

と考えております。 

 最後、中核機関の役割と機能になりま
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す。一番左側には、国の体制整備の手引き

にありました目詰まり図を参考としまし

て、ⅠからⅣまでの必要な項目に照らし合

わせて、３０年度記載をしておりますの

が、実際に、足立区、また推進機関でおり

ます社会福祉協議会の取り組みの状況を記

載したものとなっております。 

 Ⅰ番からⅣ番までご覧いただきますと、

既に、広報・啓発・相談からアセスメン

ト・支援につきましても、ほぼ推進機関の

ほうで取り組みを行っているような状況で

すが、一番下のⅣ番、後見人等の支援に至

りますと、こちらは、求めがあればそれに

応じて対応するという受身な状況でありま

す。 

 この点を受けまして、今年度は、先ほど

２点のポイントということで、ご説明させ

ていただいておりますが、まず、親族後見

の支援に着手する。もう１点目、周知啓発

に力を入れる。周知啓発を行いますと、相

談が増えますので、相談窓口対応力の向上

ということで、関係者や支援者向けの研修

を積極的に行いたいと考えております。 

 このような今年度の取り組みを踏まえま

して、最終年度、令和３年度、こちら、Ⅰ

番とⅣ番につきましては、期待される効果

ということで、国の体制整備の手引きから

抜粋させていただいておりますが、広報、

啓発、相談が整いますと、区民の方からの

相談が行われやすい環境が整う、こういっ

た体制を目指したいと考えております。ま

た、Ⅳ番になりますが、後見人への支援と

いうところが充実されますと、中核機関と

いうところで、区民の方が、家庭裁判所ま

で出向いて相談に乗ってもらうようなこと

が、区の中にある中核機関で解決されて、

スムーズに類型の変更ですとか、後見人の

交代、また、家庭裁判所に出す報告書など

の作成などの支援が受けられるようにな

る、こういった体制を目指して取り組んで

いきたいと考えております。 

 最後になりますが、先ほど少し、この２

点の中の中間層的なところにも力を入れて

いかなければならないというところでは、

１点、来年度に向けて予算化をしたいと考

えておりますが、Ⅱ番のアセスメント・支

援の検討のところになります。 

 現在、権利擁護センターあだちで、区民

からの成年後見、権利擁護関係の相談を一

手に受けておりますが、この部分につい

て、弁護士などに委託できないかと考え現

在、権利擁護センターと検討を重ねている

状況です。例えば、月に１回程度、半日、

権利擁護センターのほうに弁護士の先生な

どにおいでいただき区民相談に直接乗って

いただく。そこから申し立てや利用支援体

制づくりに着手できないかと考えておりま

す。 

 現在描いている取り組みスケジュールに

つきまして、以上となります。 

○橋本課長 計画についてちょっと補足を

しますと、２０２１年度以降の計画につい

て動き始めていまして、高橋のほうで申し

上げたように、今プロポーザルを始めてい

ます。７月の後半に最後のプロポーザルが

あって、要は、プレゼンテーションをやっ

て事業者を決めるというような形です。な

ので、８月には事業者が決まってきますの

で、具体的に動き始めるような流れになり

ます。 

 現在のところですと２者挙がってきてい

ますので、その２者のうちのどちらかが、

事業を受けるというような形になっていく

見込みでございます。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。三士
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会との取り組みから、先日の親族後見人さ

ん向けの相談会の実施や、また全体的な今

後の推進施策の取り組みのスケジュールに

ついてご説明をいただきましたが、ご質

問、ご意見があったらよろしくお願いした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 では、私のほうからですが、親族後見人

さん向けの相談会を実施してみたけれど

も、１回目は申し込みがゼロでしたという

ことだったんですが、これは、ゼロであっ

た原因というか、そのあたりのことはどの

ように分析をされていらっしゃるんでしょ

うか。 

○高橋権利擁護推進係長 １点は周知のと

ころでまだまだ課題があるというところで

す。４月に入ってから庁内連絡会でまたこ

の案件を出して、そこで初めて、知的障が

いの親の会のほうにチラシを置かせていた

だくことになりました。今回７月１７日の

相談会に問い合わせ、お申し込みいただい

ているのが、やはり、親の会をベースにし

たネットワークからのお問い合わせでした

ので、今後の課題として、障がいの分野、

精神障がい分野含め周知対象をもう少し広

げようと考えているところです。 

○八杖会長 この後、直接チラシを配布す

るような形ですかね。これは、三士会も６

月にやったんですか。 

○矢頭副会長 そうですね。この前。 

○高橋権利擁護推進係長 ６月１１日に。 

○八杖会長 そのときにゼロということ

で、みんなで、おおってことに。 

○矢頭副会長 いや、その前からメール等

でご報告いただいて、なくもないなという

ことは想定していたので、気長に頑張りま

しょうということでした。 

○八杖会長 そこは、三士としての何か分

析みたいなのはあったんですか。 

○矢頭副会長 最初から、やはり難しそう

だけど、いろいろ家庭裁判所にアプローチ

するとかそういったことも案が出たんです

けど、現状では家庭裁判所からそういった

情報が出てこないということもあって。た

だ、そうは言いつつも、気長にきちんと地

道にやっていくことが重要ではないかと考

えていたところです。 

 今の話の流れでいくと、親の会を通じて

ということであれば、高齢のほうは、例え

ば、ケアマネジャーさんを通じてとか、多

分、個別の案件を持っている中で、親族後

見人の方が受けている案件というのは当然

ご存じだと思うので、そういったところも

通じて高齢のほうもアプローチできたらい

いなと思いました。 

○高橋権利擁護推進係長 ６月１７日のケ

アマネ研修のときに、早速この周知を早田

先生のほうからしていただきました。 

○八杖会長 精神はどこに、ネットワーク

的にはつないだらよさそうですかね。相談

支援事業所か、あるいはグループホームと

か、そういったところですかね。 

○上原精神保健担当係長 自立支援の関係

をやっている場合には、計画相談の相談支

援事業所の方がいろいろ計画等を立ててい

るので、いろんなことを把握しているとい

う点と、あとは地区の担当保健師で把握で

きている部分とあるかなと思います。 

○大輪委員 医療相談、ＰＳＷ、精神病院

の。そういったところにもご相談あるかと

思います。 

○上原精神保健担当係長 そうですね。あ

りがとうございます。 

○八杖会長 東京足立病院とか大内病院と

か、そういったところですかね。 

○上原精神保健担当係長 そうですね。大

きな病院が足立区はございますので。 



20 

 

○八杖会長 そうですね。何となくそうい

う草の根的なことが一番いいのかもしれ

ず、現に２回目はもう３件、先ほどのご説

明だとご予約が入って、うち１件は親族後

見人の方だということでしたよね。 

○高橋権利擁護推進係長 はい。 

○橋本課長 前の職場のくらしとしごとの

相談センターのほうで、中高年の引きこも

りの方の相談というのもわりと受け始め

て、要は、親御さんからの相談というのが

結構増えてきていたので、そういったとこ

ろの周知とか、やはり、ご存じない方が非

常に多かったですし、家族会の方とやりと

りしていても、なかなか成年後見の話は出

てきませんでした。ケース・バイ・ケース

で、非常に引きこもりの方もいろんなパタ

ーンがあるので、みんなが必要というわけ

ではもちろんないのですが、中には、やは

り知的障がいの方もいらっしゃいますし、

関連してくると思うので、そういったとこ

ろの周知もできるかなと思っています。 

 先ほどの医療機関のところなんかも、や

はり、生活困窮のチラシなんかも、東京足

立病院のほうは置いていただいたりとか、

相談会は、弁護士さんですとか連携してや

っている会に来ていただいたりというのを

しているので、そういったところの周知も

またご協力いただければと思います。 

○八杖会長 これから利用する人も増やし

たということですよね。それは、公証役場

も何となく、これから利用する人への周知

ということですと、何か置かしていただく

こと。 

○髙木委員 置いても構わないと思います

ね。 

○八杖会長 可能ですかね。あとは、自治

体の窓口の皆さんは、研修を受けていただ

いて、それぞれこの相談会が実施されると

いうことは皆さんきちんとご認識していた

だいて、窓口にいらっしゃる方につなぐと

いうようなことは意識をしていただいてい

るのでしょうか。 

○江連所長 そうですね。障がい福祉セン

ターのほうでも、今回の相談会、説明会に

たくさん参加させていただきましたので、

特に障がいの部分、うちもその認識がそこ

まで高くなかったというのがありましたの

で、今回の機会を契機に、家族であった

り、契約相談の場であったりというところ

で周知するように努めてまいります。 

○八杖会長 あとは、権利擁護センターの

ほうで、実際に利用しているのを把握され

ている方々とかはいらっしゃいますよね。 

○中村権利擁護センターあだち課長 い

え、うちは申し立ての支援までですので、

実際に、中には引き継ぎの段階までお手伝

いするところはあるんですけれども、全て

を把握しているわけではないですけれど

も、その後の親族で後見人になったけど、

ちょっとここ困っているというようなご相

談があれば、個々には対応するようにはし

ております。 

○八杖会長 それは、そういった今まで問

い合わせをされた方というのは、何か記録

とかはしていないんですか。 

○中村権利擁護センターあだち課長 全て

残っています。 

○八杖会長 残っている。そうすると、そ

こにピンポイントに送るというようなこと

は考えてはいらっしゃらないですか。 

○中村権利擁護センターあだち課長 そう

ですね。それは想定していませんでしたけ

ど、そういう手もありますね。 

○八杖会長 何か、地域包括支援センター

も含めて、現に利用されている方をご存じ

の方というのは、たくさんいらっしゃるん
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じゃないかなと。先ほどの話だと、足立区

で１,０００件以上利用されているというこ

とですから、そこは、全部はもちろんわか

らないでしょうけれども、わかっていると

ころには何か伝えられないかなというのを

感じたところです。 

○橋本課長 確かに、そこがわかると本当

はダイレクトにアプローチできていいなと

思うんですけど、前回の議事録を見てもそ

こがなかなか把握が難しいんだというよう

な話だったんですか……。 

○八杖会長 そこは、一番は裁判所に開示

してもらうという方法なんですが、それは

個人情報の管理の問題とか、自治体として

は、足立区としてはなかなか現段階でとい

うふうに伺っていますので、少し置いてお

くとして、それ以外でも多分いろいろ把握

しているところはあると思うので、ぜひ。 

○橋本課長 我々もぜひ勉強させていただ

いて、ダイレクトに伝えられるところがあ

ればやっていきたいなと思います。 

○八杖会長 はい。ほかは、この相談会以

外にも、今後のスケジュールのご説明もご

ざいましたが、皆さん、いかがですか。大

輪さん。 

○大輪委員 協議会のメンバー、三士会の

ほかに、少し拡大をされていく予定がある

のか。そこに、裁判所がどのようにかかわ

ってくださっているのか、その辺のところ

のご経過があれば、ご報告いただければと

思います。 

○八杖会長 協議会ですね。 

○橋本課長 今のところは三士会でと。大

阪の事例は私も読ませていただいて、大阪

は裁判所書記官２名から参加いただいたり

しているので、そういったことができれば

なと私も思ったんですが、現状なかなか難

しいようなので、現状では三士会というふ

うに考えていますが、これでフィックスと

いうことではもちろんないので、引き続き

検討していきたいなと思います。 

○大輪委員 例えば、メンバー構成に、先

ほど言ったように、親の会の方を入れてい

くとか、その辺の協議会のメンバーの構成

というようなところも少し拡大をされると

いいなと考えます。 

○橋本課長 ありがとうございます。 

○八杖会長 ほかの自治体で、２３区でも

協議会をつくって、どういった方々でつく

っているのかというのもちょっと情報とし

て収集してみたらよろしいかもしれません

ね。 

○橋本課長 勉強させていただきたいと思

います。 

○八杖会長 このスケジュールの下のほう

に、今年度終わりぐらいからですかね、親

族後見ニュースレター発行と、親族後見人

交流会という囲みがあるんですが、これは

今年度中に少し始めてみようかなというこ

とで記載がされているのでしょうか。 

○高橋権利擁護推進係長 希望なのです

が。まずは、相談者がいないとできないの

ですが、やはり、親族後見人の方に発信す

るツールとして、区のホームページなどに

ニュースレターという形で掲載させていた

だき、そこをご覧になってくださった方が

繋がるようなネットワークができたらと考

えております。大阪市も今年度取り組みを

計画されているようですが、親族後見人の

方の交流会も行いたいと考えています。不

安を抱えることなく、同じ立場で活動され

ている方の交流会の機会を設けて安心して

後見活動を行っていただきたいと希望して

おります。 

○八杖会長 そうなってくると、どこに後

見人さんがいらっしゃるのかというのは、
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区の情報として少し整理というか、発掘し

ていただく必要がどうもありそうな感じは

しますね。レター、届けられないですもの

ね。 

○高橋権利擁護推進係長 はい。 

○八杖会長 今年度は大きくは２つですか

ね。普及啓発のところと後見人の支援のと

ころを少し力を入れてみて、真ん中のⅡ、

Ⅲのところは随時というか、そういう形で

継続して対応していくということは了解い

たしました。 

 ほか、いかがですか、皆さんのほうで。 

 先ほどの自治体職員向けとかというの

は、広報・啓発・相談受付のところに今年

度は整理しているということなんですよ

ね。 

○高橋権利擁護推進係長 はい。 

○八杖会長 さっき聞き忘れたんですけ

ど、自治体の職員さんは、わからなかった

らどこに聞けばいいのかというのは、各課

ごとで何かあるんですか。例えば、精神で

後見のことがわからないという職員さんが

思われたら、それはどこに連絡をして聞く

ことになるんですか。本当は、自分たちが

聞かれる立場だと思うんですけど、まず

は、今は窓口職員の皆さんによく理解して

もらうということだと思うので。よく理解

できないこととか、むしろ、自分たちが相

談したいというようなことはたくさんある

と思うんですけど、その場合はどこに繋ぐ

のかというのは、先ほどお聞きしようかな

と思ったんですけど、どうなんでしょう

か。 

○高橋権利擁護推進係長 昨年度の行政職

員向け研修でも、権利擁護センターあだち

から役割の説明をしていただきました。支

援対象者がいたら一緒にチームとして支援

しますということで一義的には権利擁護セ

ンターあだちをご案内させていただいてお

ります。 

○八杖会長 であれば、職員さんもちょっ

とわからなかったら、そういった。 

○上原精神保健担当係長 相談をさせてい

ただく。 

○八杖会長 ということで皆さんコンセン

サスがとれているということでよろしいで

すかね。大丈夫ですか。 

○高橋権利擁護推進係長 もう少し確実な

ものになるように、課題として取り組みま

す。 

○矢頭副会長 中核機関が設置されればも

う明確になるわけで。 

○八杖会長 そうですね。今は過渡期なの

で。だから、そこで受けとめが自分たちも

どこかに相談したいと思うのかもしれませ

んけど、そういったことを試行錯誤してい

く時期なのかなとは思いますね。 

○中村権利擁護センターあだち課長 あら

かたのことはご相談、大体答えられるの

で、もし、どうしてもというところであれ

ば顧問弁護士もついていますし、ちょっと

相談させていただいたりというところで、

大体ワンストップはできるようになってい

ます。 

○八杖会長 そういったルートもあります

よね。あとは、適宜ケース会議が開くこと

ができたりとか、個別的な事案についてと

か、先ほど矢頭先生が言われた２番目の部

分にも関係してくるのでしょうけど、何か

そういったことも過渡期的に少し試みてい

く必要があるのかなと思ったりもしますけ

どね。 

 そこが、でも、この２０２０年度に向け

て予算化のところに少し関係してくるとい

うところですよね。今年度は予算がないと

いうことだと思うので、頑張っていただき
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たいと思います。 

 ほか、ございますでしょうか。よろしい

ですか。 

 では、議題３は以上とさせていただきま

して、最後、課長のほうから今後の日程等

についてご連絡をお願いします。 

○橋本課長 本日はお忙しいところありが

とうございました。 

 第２回以降でございますけれども、２番

に入れさせていただいております。令和元

年９月１２日木曜日、時間については１３

時から２時間を予定させていただいており

ます。場所が変わります。１３階の大会議

室Ｂになりますので、また、通知文等送ら

せていただきますが、ご注意ください。 

 第３回、第４回につきましては、今、日

程を調整させていただいておりますので、

こちらにつきましても、決まり次第なるべ

く早めにご連絡をさ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。 

 私からは以上でございます。 

○八杖会長 以上で議題は全て終了したか

と思いますけど、よろしいですか。 

 では、ないようですので、本日はこれで

終了したいと思います。長時間ありがとう

ございました。 

（ 閉 会 ） 


