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○管理課長 第5回の成年後見制度利用者支援検討会を始めさせていただきたいと思いま

す。 

 台風で中止した第4回の資料を配付かたがた、各委員からご意見をいただきました。 

その後、意見をもとにして検討会の報告書の案を作成させていただきました。 

 それでは、きょうの議事ということで、報告書の案、今後の予定を用意をさせていただ

いておりますので、会長に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○会長 それでは、お手元の「（仮称）杉並区成年後見センターを核とした成年後見制度

利用促進の取り組みについて」。その要旨の報告書についてご説明をいただいて、ご意見

を伺いたいと思います。 

 では、最初に説明をお願いします。 

○管理課長 説明させていただきます。 

 各委員からいただいた意見を、もう一度この場で説明させていただきますが、推進機関

については、中間法人でも社会福祉協議会でもよいというご意見もございましたが、一方

では社会福祉協議会の中に設立した方が適切ではないか。新たに組織をつくるのはわかり

にくくなるというご意見もございました。 

 また、もう一方では、中間法人の方が利用しやすい。区民から見た場合に社会福祉協議

会を行政側というふうに見ていないから、区がきちっとかかわった形を明確にすべきでは

ないかというご意見もございました。ここはかなりご意見としては分かれております。最

終的には中間法人でもいいのではないかという意見が多かったのですが、資金をかけなく

ても、社会福祉協議会でいいというような、率直なご意見もいただいております。 

 総合相談や情報提供の機能につきましては、困難なケースについて区がすべて抱え込む

ような形は好ましくない。多くの団体とともに担っていけるようなことを留意すべきでは

ないかというご意見をいただきました。 

 専門委員会等につきましては、ケース会議もあるのだから、余り会議体を設けず、もう

少しシンプルな形にした方がいいというご意見をいただいております。 

 法人後見の中では、知的障害者の場合には複数後見ということも十分考えた方がいい、

あるいは、多くの職種がかかわる必要がある。そういう困難事例もあるので、複数後見も

想定すべきではないかというご意見がございました。 

 制度の周知では、一生懸命取り組むべきだということと、各団体の制度普及の取り組み

の支援も推進機関で担ってほしいということがございました。 
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 法人の事務局や職員については、区や社会福祉協議会の職員でなくても、法人が独自に

雇うこともできるのではないかというご意見をいただいております。 

 後見人のサポートについては、リーガルサポートの例などをご紹介いただいております。 

 低所得者への支援については、報酬の助成は、親族後見も含めて広く考えるべきではな

いかというご意見もいただいております。 

 地域権利擁護事業との関係では、成年後見と別組織にしない方が使いやすいというご意

見をいただいております。 

 その他でもいろいろご意見をいただいていますが、新しい介護保険制度の中で地域包括

支援センターができますので、そこでも成年後見の相談や手続を受けられないだろうかと

いうご意見をいただいております。 

 ここでいただいたご意見を踏まえて、報告書の案をつくらせていただきました。すべて

盛り込んだわけではありませんが、こういったことに留意しながら、案をまとめさせてい

ただきました。 

 「（仮称）杉並区成年後見センターを核とした成年後見制度利用促進の取り組みについ

て」を簡単に説明させていただきます。 

 「はじめに」では、成年後見制度が平成12年度に誕生したが、全国的に見て、まだ十分

に普及している状況ではない中で、昨今のリフォーム詐欺事件に見られるように、本人の

権利を侵害している例も少なくない。が、一方では問題が顕在化しないまま深刻化してい

るのではないかという問題認識を示して、そういった背景のもとにこの検討会が検討して

きたということを述べております。 

 「現状と課題」のところでは、これまでの杉並区の取り組みを紹介した上で、全体の対

象者というのを、認知症の高齢者を約1万1,000人、知的障害者1,600人というふうに考え

ると、まだまだ、取り組みとしては足りないのではないか。 

 そういう中で、相談機関に所属する委員からは、訪問販売等で商品を過剰に購入させら

れた事例があるとか、あるいは利用者、保護者の立場にある委員からは、なかなか概要を

知っても、実際に手続をとっている例は極めて少ないというご意見があったということを

紹介しております。 

 そういったことを踏まえて、主な問題点を右側のページに整理させていただいています

が、これはこの検討委員会でも資料として使ったものをそのままここに載せさせていただ

いております。 
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 次のページからが提言という内容になっています。提言ですが、基本的な考え方は、ま

ず、その利用促進の核となる専門組織を設置することが必要だということを最初に掲げて

います。 

 この推進機関では、普及啓発活動から相談利用までの一貫した支援機能を担う。必要に

応じて後見監督人や法人後見を受任して幅広い支援活動をしていく組織であってほしい。 

 この組織は、医師会、弁護士会、税理士会、司法書士会、社会福祉士会などの各専門団

体との連携を密にして、区全体の成年後見制度の円滑な運営促進を目指すべきだ。さらに

は、区長申し立ての事例についても支援をしていく。あるいは、審判前保全処分の適用も

含めた積極的な対応をしていくべきだ。低所得者に対する助成制度というものも考えてい

ます。低所得者への支援や負担軽減に努めていく必要があるというのを、基本的な考え方

で述べております。 

 推進機関の基本的な機能ということでは、総合相談や情報提供、それからケース会議。

これは③で述べる専門委員会と違って、もう少しフットワークの軽い、開けるような形で

のケース会議というのをイメージしております。専門委員会には、各専門団体から推薦さ

れた委員で構成をしていく、これは会議体として協議をするということと、独立した専門

家としてケース会議に専門的な意見を助言するというような、二つの役割を持っていると

いうイメージでございます。 

 親族申し立てや任意後見の支援、区長申し立ての支援、あるいは審判前保全処分申し立

てなどの緊急対応。法人後見・後見監督人の受任。後見人のサポート。ここまでが個別の

事例に対する推進機関の機能です。 

 周知普及活動、あるいは地域包括支援センター等を初めとする地域の機関とのネットワ

ークの形成、そういったものを推進機関の基本的な機能ととらえていきたいという考え方

でございます。 

 次のページ、流れ図を挟んで推進機関の運営主体でございます。ここが何回も議論して、

また、前回もいろいろと意見をいただいたところでございますが、推進機関については、

当事者の側に立って公正な後見事務を行うということが当然求められますので、既存の社

会福祉資源とはできるだけ独立した、非営利性・公共性を持つ存在でなければいけないと

いう基本的な考え方を示しております。 

 これまで福祉サービス支援センター（あんしんサポート）を担ってきた社会福祉協議会

については、地域福祉権利擁護事業との連携がとりやすいなど、適しているという見方も
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あるということで、何人かの委員から、そういうご意見もいただいておりますが、上記の

ような推進機関本来の性格に照らし合わせると、別の組織によって運営されることが本来

必要ではないかという考え方を示しております。 

 これは、本人との契約に基づいて行われる地域福祉権利擁護事業と、契約能力が失われ

たために審判に基づいて執行する後見業務が、本来峻別されるべきものだということ。あ

るいは、利益相反の危険性を回避する上でも、社会福祉協議会とは別組織にすることが望

ましい。同様に、区が直接運営することも避けるべきである。 

 社会福祉協議会や区を除外した場合に、運営主体としてＮＰＯ法人や社会福祉法人が考

えられるが、区内には適切な既存団体は存在しない。新たな団体を設置する場合に、中間

法人というのが一つ考えられるわけですが、これは各専門団体がともに社員として参加す

るということも想定はできますが、個々の団体の設立目的や性格等から考えると、現実的

には難しいのではないか。 

 そういう中で、区と社会福祉協議会が社員となって、両者で有限責任中間法人を設立す

るということは、ともに区民の福祉の向上を使命とする団体であることから、組織目的の

間に矛盾はないということ。設立手続の簡便性や組織運営の安定性や柔軟性ということを

考慮すると、ＮＰＯ法人よりも有限責任中間法人の方がこの推進機関の組織形態としては

適しているのではないかという考え方を示しています。 

 主な議論の中身としてはこうなりますが、やはり運営主体の決定というものは、区が総

合的に判断すべきものでもありますし、「あんしんサポート」を社会福祉協議会が担って

きた経緯であるとか、区民に対するわかりやすさ等の問題も考慮して、新たな組織を設置

せずに、社会福祉協議会に委託する方法をこの検討会としては必ずしも否定しないという

考え方で書いています。 

 ただし、その場合には、次のことに留意する必要があると思われるということで、一つ

は、介護保険事業との分離で、利益相反が起こらないように、運営の仕方を分離する必要

がある。 

 地域福祉権利擁護事業の担当部署とは別の担当部署で運営をしていく。これはいわゆる

契約に基づく利用者との対等な立場ということと、当事者側に立って事務を執行する後見

人という立場が、安易に使い分けがされることのないようにしていく必要があるだろうと

いうことです。 

 推進機関の運営方針や予算等に関する社協理事会からの独立性の担保ということで、社



 ５／１４ 

 

協の理事会には地域の福祉関係者の方が入っておりますので、推進機関の公正・中立な運

営に影響することのないように配慮する必要があるだろうという考え方で、この3点が特

に留意する点として掲げてございます。 

 「運営の方法」ですが、中間法人として推進組織を設立する場合には、「社員総会」と

いうのが最高の意思決定機関になりますので、これは区と社会福祉協議会で運営するとい

うことになります。 

 推進組織の執行機関としては「理事会」というのを設ける。これは社員側の代表のほか

に、学識経験者や各専門団体の代表者を加えて、協働の視点、それから互いの専門性を生

かした運営体制というものを整備していく。 

 理事会のもとには事務局を設置して、具体的な事務執行にあたる。事務局には、成年後

見制度や地域の社会資源に対する十分な知識のほかに、利用者の持つ障害等の特性に関す

る理解や、利用者・相談者と信頼関係をつくれるコミュニケーション能力などの資質を備

えた職員を配置することが望ましい。 

 これは社会福祉協議会に委託する場合には、上記の「理事会」に相当するものとして推

進機関の「運営委員会」を各団体の参画のもとに設置する。そういった形で連携協力体制

を確保していくべきではないかということを書いてございます。 

 5番に「低所得者に対する利用支援策」として、申し立て経費の助成または立てかえ、

それから、後見報酬については、第三者後見のケースのうち、後見報酬の支払い困難な事

例というふうに、ここでは対象を少し限定しておりますが、低所得者に対する成年後見の

利用支援策を講じていくべきである。 

 推進機関での基本的なサービスの提供料というのは、ほかの団体と同程度です。余りに

も安く設定して、ここで人を集めたり、囲い込んだりということはなく、基本的にほかの

団体でできることはほかの団体に誘導しながら、ほかの団体では対応困難な方に対しては

減免制度を設けて利用しやすくしていく。そういった考え方でやっていくべきではないか

ということを掲げてございます。 

 「おわりに」では、こういったことをきちっとやりながら進めていってほしいというよ

うなことの趣旨を記載して、報告書という形にさせていただきたいということで、案を作

成させていただきました。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 
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 この報告書について、既にご意見を出していただいているところではあるのですが、こ

ういうふうにまとめていただきましたので、この文章表現なども含めましてご意見を伺い

たいと思います。一応大きく1、2、3というふうになっておりまして、3が提言ということ

になっております。そこで、1、2について最初にご意見を伺って、そして提言のところを

後半としてご意見を伺うというふうに進めさせていただきたいと思います。 

 1の「はじめに」と、2の「現状と課題」。主要な問題点のところまででご意見等、ご質

問も構いませんがいただきたいと思います。 

○委員 「現状と課題」のところで、家庭裁判所の区長申し立てに対する親族の範囲が狭

くなりましたね、取り扱いが。そこで、より、今後、一層、区長申し立てのケースがふえ

ると思われるということを区でも把握しているということをお入れになったらいかがでし

ょうか。 

○委員 主な問題点の4のところの4親等となっているのを、厚労省が2親等ということで、

大体2親等でやろうという自治体の方が多くなってきているという話です。これをどうす

るかということだと思います。 

○管理課長 確かに、この議論を最初にしたときにはそこまで出なかったので、そのまま

残っているわけです。 

○委員 現在の報告書をお出しになるわけですから、今、4親等と言うと、後で恥ずかし

い、この時期に出したのは恥ずかしいということにならないかなと思います。 

○管理課長 そうですね。書き方を工夫して。 

○委員 厚労省が正式に各自治体に通知して、できるだけ2親等でやっていこうと自治体

が考えているような感じです。 

○管理課長 主な問題点の区長申し立ての2番目の丸のところに、この問題については何

月何日に厚労省からこういう見解が示されていて2親等までの対応が可能となったという

ことを、コメントとして入れる。 

○会長 2親等を超えた親族が積極的にいる場合はそれでいけということでしょう。だか

ら、2親等でもいいというのは、一応数量的には原則でしょう。 

○事務局 3親等がいる場合には、もちろん調査はします。 

○委員 3親等がいて、その被後見人の方が莫大なお金を持っているという場合が想定さ

れます。そういう場合は、区としては、簡単にはいかないと思います。そういう場合はや

はりいろいろ話し合っていかないと、後で何か言われそうな感じがします。所得とか、そ
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ういうのがなければほとんど問題ないと思いますが、何億とかあった場合は、すごくしつ

こく言われると思います。 

○会長 厚労省の提出は7月29日ぐらいですか。正式にあったのは。新聞報道は早かった

けど。新聞報道は打ち消して、正式に出たのがたしか7月29日だった。 

○管理課長 そのくらいです。きちっとした形で通知が来ています。 

○会長 それから、今言われたように、ちょっと、工夫してですね。 

○管理課長 そうですね。国から新たな見解も示されて、より柔軟な対応が可能となった

というような表現で示します。 

○会長 はい。 

○委員 区長申し立てのケースはふえる可能性が大いにあるということの現状認識が、こ

こでもふえつつあるという現状認識ですけれども、よりふえるのではないかということが

必要かと思います。 

○会長 財政的なところを除けば、一番厄介な点について大分楽になったということはあ

ります、区長申し立ては。 

○管理課長 正式に方針を示して、通知は7月29日付です。趣旨を踏まえて示します。 

○会長 わかりました。では、そこはそういうふうにしていただくということで、ほかに

ございましょうか。 

 では、また戻っていただいても構いませんので、3の「提言」の方についてご意見を伺

いたいと思います。 

○委員 これは意見ではなく、参考までに、社会福祉協議会の介護保険事業について、高

齢者在宅サービスセンターそれから居宅介護支援事業所、これらは確かに今現在運営して

いますが、先日の理事会で、これらの事業について社会福祉協議会が撤退するという方針

を決めました。 

 一遍にというわけにはいきませんので数年かかりますけれども、基本的な方針としてそ

ういったことを決めたということでございます。 

 これは、もともと社会福祉協議会が、介護保険事業のスタートのときに受け皿が必要だ

ということで、最初、委託事業から自主事業で運営してきたわけですが、都市の場合は事

業者が大変たくさんおりまして、社会福祉協議会はそういう業務をやらなくてもよろしい

だろうというような判断を私どもがしたということでございます。 

 この部分の文言をどうするということは、特に、今現在運営していますのでいいかと思
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いますけれども、参考です。 

○会長 ありがとうございました。ほかにございましょうか。 

 一応、事前に配付していただいていたこともありますし、また、ご意見を文書等々でい

ただいて修正したということもありますので、初めて見てというわけではないでしょうか

ら、それほどないのかもしれません。 

 どうでしょう、よろしければということですが。これでお持ち帰りいただいて読んでい

たらここがちょっと気になったとか、そういうことが出てくるかもしれませんが、そうい

うことも含めまして、また事務局の方で、実際に実現の方向へ向かって詳細な検討をされ

る中で、どうしても多少の修正というのが必要になってくるという気もいたしますので、

きょう、特に今この場所でご意見がなければ一応ご了承いただいて、最終的な報告書案と

いうものにつきましては、さらに事務局の方でブラッシングアップをやっていただいて、

ここをこういうふうに少し表現を変えましたとか、そういうことがあり得ると思うんです

が、それを各委員にまたお送りして、そのご了承を得るというようなことで、一応事務局

に一任をしていただくと。私も、その限りで相談に乗らせていただきますが、そういうこ

とで、きょうご了承いただくということでよろしければそうしたいと思います。 

○委員 全体趣旨は、私はこれでよろしゅうございます。ただ、運営方法の最後、社会福

祉協議会に委託する場合、上記の「理事会」に相当するものとして「運営委員会」という

ことでありますけれども、「理事会」は推進機関の問題については、すべて「運営委員

会」にその運営を任せるということでよろしいのかどうかということですね。 

 私は、理事会においては、問題については運営委員会にその運営の一切を任せると、こ

ういうような決意をしていただく必要があると思いますが、「理事会」と「運営委員会」

との間に意思・意見の相違が出た場合に、いかがするかという問題があります。その点を

若干運営の点についてお考えを、どのようにやるのかと。私は年度の初めに、もしもこの

中間法人でない協議会の方に委託すると、こういう運営をとった場合には、この問題をあ

れして、もうその部分については独立機関なんだというようなことで、そのような手当を

きっちりやっていただければと、このように思っております。 

○会長 今「理事会」とおっしゃったのは、社協の理事会ですか。 

○委員 そうです。 

○会長 社協の理事会と、新しくできる運営委員会との間の関係ですね。 

○委員 そうです。理事会の方が上位の機関ですので。 
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○委員 今ある例で言いますと、運営委員会の委員長が担当理事という形になって、その

内容は理事会の審議事項ではないけれども、その担当理事がいることによって、その理事

会との接点になっているわけです。そういう方法は、例えばボランティア推進センターな

ども、そういった組織体制はあることはあるんです。それは研究しなきゃいけないんです

けど。 

○委員 そちらの組織の方は、これでいいと思いますが、お客様の方から見て、社協が成

年後見をやっているかどうか、ちょっとよくわからない面がある。お客さんの意向も聞か

れて、どういう名称、ここでは「（仮称）成年後見センター」となっていますけれども、

社協の中に成年後見センターというのができるのかどうかはわからないのではないかと思

うんです。社協がそういうことをやっているのかどうかというところも、制度からだけじ

ゃなくて利用するお客さんの意見もやっぱり聞いてみないと、わからないのではないかと

いう気がするんです。 

○会長 これは一番、最後のところでしょうから、社協に委託するという場合の話になる

んですが、その方向で考えるとなりますと、今ご指摘いただいたような具体的な問題も確

かに出てくるかもしれませんが、この報告書自体としてはこの程度でよろしいですか。 

○委員 ええ、これで結構です。 

○会長 では、ほかの点、いかがでございましょう。 

（ なし ） 

○会長 よろしいようでございましたら、一応、本日はそういう、この案をご承認いただ

いたということで決めさせていただきます。 

 先ほど申し上げましたように若干修正があるかもしれませんので、各委員に了承の手続

をとっていただきたいと思います。 

 それでは、次の議題の方に移らせていただきますが、推進機関の事業開始に向けての今

後の区の方の予定につきまして、ご説明をいただきたいと思います。 

○管理課長 今、前半のところでご意見をいただいたところがありますので、その修正を

踏まえて、それから、もう少しブラッシュアップということもありましたので、もう少し

じっくり見た上で、今月中には最終的な案、報告書を固めたいというふうに思っています。

それを各委員にごらんいただいて、それを集約して、最終的には委員長のご了解で、最終

的な決定をしたいというふうに思っています。 

 この委員会として区へ報告といいますか提出していただくという形にします。それを受
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けて、区としては、どういう推進機関を、どういう運営主体でつくっていくかということ

の意思決定を区の中で議論をして、10月中にはそれを決めていきたいというふうに思って

います。中間法人の場合でも社会福祉協議会に委託する場合でもそうですが、社会福祉協

議会とよくすり合わせをした上で区の方針を決めて、それで準備をして、18年の4月に推

進機関の設立を目指したいというふうに考えています。 

 区の基本方針を決めた後で、その推進機関の具体的な中身をつくっていく段階で、設立

準備会みたいなものを持っていかなくちゃいけないかなと思っています。それは事務的に

は私どもがかなりその案をつくりながらも、やはり各団体、ここまでいろいろご意見もい

ただいておりますし、新しくできる機関にもいろいろかかわっていただくわけですので、

その設立準備会にはまた、ここでご参加いただいた各委員の皆様に、何らかの形でいろい

ろとご参加いただいたり、ご協力をいただいたりすることはあろうかと思います。そうい

った形で、具体的なものを詰めて、4月の開設を目指していきたいという考えでございま

す。 

○会長 はい。持ち回りみたいな会議もございましたけれども、お忙しい中、時間を調整

して何回もお集まりいただき、大変貴重な意見をたくさんいただきまして、こういう形で

まとめることができましたので、区の方といたしましても、ぜひきちんと受けとめていた

だいて、いいものに具体化していただくように、ぜひお願いしたいと思います。それはで

き上がった後の機関の運営についても同じことでございますけれども、昨日かおととい、

高齢者の割合が20％というようなことが出ましたし、10年以内にもう確実に25％になると

いうようなお話もございますので、そうなりますと、これはますます重要な課題かなと思

います。 

 最近、いろんなリフォーム関連の被害等々、申し上げるまでもなく、ちょっと周りに権

利擁護ができるような、サポートできるような人たちがいれば防げたような被害も随分あ

りますので、ぜひ重要な課題として取り組んでいただきたいと思っております。 

 先ほど報告書についてもいろいろご意見いただきましたけれども、この際でありますの

で、特に報告書のどこということではなくても、ちょっと一言申し上げておきたい。区の

一番の関係者がいらっしゃるところでありますので、そういうことがございましたらぜひ

ご発言をいただきたいと思います。 

 何かございましょうか。 

○委員 これはご報告でございます。 
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 東京税理士会はことしの6月に役員がかわりまして、実は私も東京税理士会のそこの所

掌の部長になるという、とんでもないことが起きまして、東京税理士会の大きな課題とい

たしまして、18年1月設立を目途に、今まで小規模納税者の記帳を中心とした指導所とい

うものを全く変えまして、東京税理士会納税者税務支援センターというふうに、全く内容

を変えました。 

 これは司法ネットとの関連もございますのですが、広く一般の方を含めて納税者を支援

しようという考えでございまして、東京税理士会の中に相談窓口を一つ設けます。それぞ

れ東京税理士会は48支部ございます。杉並においては、杉並支部、荻窪支部と二つござい

ますけれども、そこにその相談窓口のブランチを置くというふうになっております。その

中で仕事として、税理士の成年後見人の紹介、それから成年後見人が例えば税務の支援を

必要としている場合のフォローとか、そういうことも引き受けるというように組織づけを

現在つくりつつございまして、これが11月の理事会で決まりますと、正式にご発表ができ

るようになります。18年の1月から相談窓口ができますので、ご相談を東京税理士会にす

ることは当然可能でございます。 

 それを受けまして、荻窪支部、杉並支部では、その受け皿ということで、荻窪支部では

成年後見制度支援特別委員会というのが、この26日の幹事会で承認されます。杉並支部で

は、今までの指導所担当という方が、副支部長がその所掌につくということが決まってお

ります。 

 というように、税理士会も組織立ってということが今まで足りなかったところでござい

ますけれども、杉並区がちょうどいい、これに参加させていただいたことが推進になった

かどうかはわかりませんが、ほかでもいろいろ始まっておりますので、全会的に東京税理

士会という大きな会の中で動きつつありますということで、ご報告させていただきます。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかにご発言ございましょうか。 

○委員 この中に地域包括支援センターの件が書いてありますが、今後、行政側としては

どんなふうに考えているかどうか。かかわり合いです。もしわかりましたら、お話しいた

だきたいと思うんです。 

○管理課長 地域包括支援センターがどんなふうに……。 

○委員 はい。利用したいと。20カ所もありますから。 

○管理課長 そうですね。地域包括支援センター、20カ所、区内につくっていく。それは
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従来あるケア24というものが、高齢者の相談窓口と、地域の中での相談窓口ということで

すのでその機能を引き継いで、包括支援センターは高齢者の総合相談というのが、まず一

つ大きな役割がありますので、それを引き継いでいく。 

 それから、メーンの仕事として、やはり新予防給付のマネジメントをやっていくという

ことがあります。あと、介護予防事業をやっていく。その次ぐらいに、高齢者の権利擁護

の話というのがあります。 

 実際に3人のマンパワー、社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーですね。その3人

だけの体制なのか、もう少しふやした形でやれるのかわかりませんが、相当、業務として

は厳しいかなという感じがしています。 

 そこは総合相談窓口でもありますし、地域のいろんな情報が入ってくるところなので、

やはり虐待とか権利の関係も第一義的にはそこに情報が集約されると。ただ、そこで問題

解決できるというのは相当厳しいと思いますので、それはこの推進機関の方に話を持って

きてもらって、そこで協働して当たっていくというようなイメージでいます。実際にそれ

ぞれの包括支援センター20カ所が、すべて何人体制でやっていくとか、まだ具体的に詰ま

っていないところもあって、小規模な中で対応していくことになると思うので、十分新し

い仕事をやりながら、この成年後見のところもどこまでやっていけるのかというのは、非

常に悩ましいところかなと思っています。 

○委員 はい。ありがとうございました。 

○会長 ほかにございましょうか。 

○委員 提言の推進機関の基本機能の8番でございますが、「後見人連絡会等を開催

し、」ということでございますけれども、これはどのようなイメージを考えていらっしゃ

るのでしょうか。 

○管理課長 特に親族が後見人になっている場合に、それぞれどんなふうにしたらいいか、

皆さん、お一人で悩んでいる方とか、手続のことで悩んでいる方がいらっしゃる。そうい

った場合に、連絡会みたいなものを設けて、そこで直接的なサポートをしていくのか、各

団体がやっているいろんなサポート業務を紹介していくのか。いずれにしても、そういう

親族申し立てで後見人になっている、いわゆる余り詳しくない方たちが孤立して大きな負

担になったりしないように、というようなイメージでございます。 

○会長 ほかに何かございますか。 

（ なし ） 
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○会長 では、先ほどごあいさつじみたことも申し上げたのですが、5回にわたりまして

開かせていただき、こういう報告書を作成することができまして、これも委員の皆様のご

協力のおかげだと思っております。ありがとうございました。 

 東京も非常に大きいまちでありますが、その中で、こういうふうな課題について区民に

一番接している区がこういうふうに取り組んでいただける場合と、まだ、必ずしもこの課

題をきちっと受けとめておられないところとか、今、差ができつつあるということです。

そういう意味で、区民に親しみやすい、利用しやすい、そして、権利をきちっと守ってく

れるいい制度を、ぜひ杉並区におかれまして立ち上げてくださいますようにお願いを申し

上げまして、お礼かたがた、私のあいさつとさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○管理課長 田山会長それから委員の先生方、本当にありがとうございました。まだ、報

告書が完成というわけではないですが、きょうが最後ということになりますので、閉会に

当たりまして、最後に保健福祉部長からごあいさつ申し上げたいと思います。 

○保健福祉部長 田山先生初め委員の皆さんに、お忙しい中、本当に熱心に検討会に参加

していただきまして、ありがとうございました。 

 この検討会、5月の下旬にスタートしたときに、それを前後して、先ほどもお話があり

ました、高齢者をめぐるいろんな問題が明るみに出てきまして、それ以降、もう少し注意

して見ていますと、成年後見制度が新聞等で取り上げられる回数もふえて、この制度がこ

れから社会に定着していかなければいけないといいましょうか、普及して定着していかな

ければいけないということが、ちょうど認識が深められてきた時期かなというふうに思い

ます。そういった時期に余りおくれることなく、おかげさまでこのような報告書をまとめ

ていただきまして、大変感謝をしております。 

 この提言を私どもきちんと受けとめて、今お話にもありましたように、身近な自治体が

本当に区民の暮らしに役立っていくように、地方分権の時代というのはそういうことだと

思いますので、私どもそういった自覚のもとに、この問題に取り組む基本的な方針を10月

中ぐらいには決めて、来年に向けて具体化準備に取りかかっていきたいというふうに思っ

ています。 

 この検討会はきょうで終わりになりますけれども、新しい仕組みをつくっていくために

は引き続き皆様方のご協力をいただかなければいけないと思っていまして、そのことをお

願いしようと思っていました。きょう、前回の台風で中止になった検討会にかわる意見集
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約の中でも、そういった協力をいただけるような意見がたくさん寄せられておりまして、

大変ありがたく、また、力強く思っております。 

 私ども、区民に役立つ、しっかりとしたわかりやすい仕組みをつくるべく努力したいと

思いますが、ぜひ、これからも、委員の皆さん方それから各団体の皆様方のご協力をお願

いしたいと思います。本当にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。 

○管理課長 では、これで終了となります。本当にありがとうございました。 

○会長 どうもありがとうございました。 


