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令和元年度 第２回認知症ケアサポート検討部会 会議録 

 

１ 日 時 令和元年８月 21日（水）午後７時から８時 35分まで 

２ 会 場 三条市役所第二庁舎３階 301会議室 

３ 出席状況 

(1) 出席委員 (11人) 

坪井委員、早川委員、米山委員、長谷川委員、中村委員、佐藤委員、高野委員、

安田委員、山崎委員、長谷川委員、石附委員、 

(2) スーパーバイザー 

 川瀬神経内科クリニック 院長 川瀬医師 

(3) オブザーバー 

 新潟県弁護士会 中澤泰二朗弁護士 

 新潟県社会福祉士会 田崎 基社会福祉士 

 新潟家庭裁判所三条支部 藤田 徹主任書記官 

 三条地域振興局健康福祉環境部地域保健課 帆苅久美課長代理 

(4) 地域包括支援センター 

鈴木センター長（嵐北）、佐藤センター長（嵐南）、西丸センター長（東）、 

佐藤管理者（下田） 

(5) 事務局 

 弥久保認知症地域支援推進員（はあとふるあたご） 

坂井認知症初期集中支援ﾁｰﾑｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（認知症疾患医療センター） 

 地域包括ケア総合推進センター 郷センター長、野水次長、渡邉主任、田口主事、西田在 

          宅医療・介護連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  

高齢介護課 土田課長、小柳係長、松平主任（企画調整係）、榎本係長、古俣

主事（高齢福祉係） 

福祉課   大橋主事（障がい支援係） 

４ 議 題 

(1) 成年後見制度等の利用促進に向けた体制整備及び取組内容（案） 

 資料１に基づき説明 

（質疑・意見） 

坪井部会長 まず制度の利用が必要と思われる人はどういう人か、どう拾い上

げていくかから議論していきたい。ケアマネジャーとして、どうい

う人に必要なのか、あるいはニーズをどうやって把握していくかお

聞きしたい。 

佐藤委員  ケアマネジャーが集まった際に聞いてみたところ、親族との関係

が乏しい方や、それほど多くはないが全く身寄りがない方がいると

のことだった。そこで課題となるのが、緊急の入院時に身元引受人

になる人がいないことである。実際に、後見人は身元引受人にはな

れないし、緊急時の連絡も対応が難しいという話もあった。ケアマ

ネジャーが関わる中で、実際に制度利用を働き掛けることは少ない。 
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坪井部会長 一つは入院したときに身元引受人になる人がいるかどうかであ

り、資料３ページの高齢者実態調査の質問項目とすることとなって

いるが、このような人は前もって把握しておかなければならず、身

元引受人がいない人には制度を利用することを勧めていくという

ところか。 

石附委員  社会福祉協議会として日常生活自立支援事業を提供している中

で、施設入所の申込時には夫が手続きをしたが、その夫が認知症に

なり、夫自身に成年後見が必要となった方もいる。昔の特別養護老

人ホームは通帳を預かって金銭管理もしたが、今はそれができない

時代である。また、実際に私が関わっていたケースで、親が障がい

者施設の入所手続きをしたが、親に成年後見人が付き、障がい者施

設からの手紙等の手続きをしてくださいということがあり、その時

は親の成年後見人が善意で行ってくれた。在宅の方だけではなく施

設入所者においても把握していく必要があると思う。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 認知症の方、障がいの方、判断能力が落ちた方の皆に制度利

用が必要かというと、必ずしもそうではなく、家族で見る人がおら

ず、入所や入院等の契約時や介護保険のサービスに困るときに必要

になると思う。そもそもどういうときに後見人が必要なのかという

理解がないと、何をアンケートの項目にして良いかということが分

からないと思う。市からたたき台を出していただくというのはすご

く大事なことだと思うが、弁護士、司法書士、社会福祉士といった

ところからも意見を聞きながら作り、実際に関わる地域包括支援セ

ンターやケアマネジャー等からも話を聞き、適切な質問項目にする

必要があると思っている。 

先の話になるが、関係者の研修等にもつながる話として、佐藤委

員からの御意見で実際に後見を勧めることが少ないとのことだっ

たが、現場にいて本当にどういう人が必要なのかを気付くのは、や

はりケアマネジャーや相談支援員なので、皆さんで共通認識を深め

ていくことが大事であり、アンケートはどのような場合に制度利用

が必要なのか気付くツールの一つにすると良いと思う。 

坪井部会長 このアンケートの項目は今後、また再検討するのか。 

事務局   実態調査は、来年度入ってすぐ実施を予定している。今年度中に

は、その項目の詳細を決めたい。そもそも現状は市として十分なリ

サーチができていない状況であるので、それを早急に開示するとい

う一つの手段にもなるため、今日お示ししたものをベースとして、

また中澤委員からの御意見を踏まえて、こういう視点からの質問が

いいのではないかとか、設問の数等ボリュームも含め、これから具

体にしていくために、是非御意見をいただきたい。 

また、それぞれの専門職の団体の皆様にはこういう設問の立て方

がいいのではないかとか、あるいは対象についてはこういう方も必
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要ではないかといった辺りをお知らせいただければと思う。 

藤田ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 数字的なところでは、最高裁判所の家庭局がまとめた昨年の

後見制度の関係の資料があり、その中で申立ての動機として一番多

いのは「預金等の解約」で全体の 45％くらいを占める。その次が「身

上監護」で、大体 20.5％、「介護保険の契約」、「不動産の処分」が

１割くらいであり、「相続関係の手続きに必要となっている」、「保

険金の受け取り」が４％くらい、「最後は必要になった」というケ

ースというのが 2.6％くらいという数字が挙がっている。 

いずれにしても本人はできないというところで、後見制度を利用

し、代理人として後見人になっていただき手続きを進める、あるい

は契約を進めるために必要なため申し立てたということである。こ

ういったものが質問項目を立てる参考になるかもしれない。 

それから、実際に三条市の数字がつかめないという話があったの

でお話しさせていただく。三条管内、三条の裁判所で後見を利用さ

れている方は、今現在おおよそ 400人くらいである。他のところは

どうかというと、例えば新潟本庁の管内だと、新潟が 2,000人くら

いである。おおよそ概略の数字で申し訳ないが、長岡で 1,000人く

らいの方が後見制度を利用して裁判所の監督下にある。 

概数で正確なところの数字ではないため、おおよその数字と捉え

ていただければと思うが、三条市内で後見制度を利用されている方

は、昨年の８月 31 日現在約 182 人となっているようだ。それから

加茂市で 23 人、燕市で 160 人、田上町で７人という数字が出てい

る。ただ、燕市に関しては、燕の旧吉田町は三条の裁判所の管轄に

なっておらず、新潟の方の管轄のため、燕市の 160人のうち何人が

三条の裁判所のほうで手続きをされているかというのは分からな

い。いずれにしても三条の管内ではおそらく 400人くらいの方が利

用されているということである。 

この 400人という数字が多いのか少ないのかというのは皆さんの

受け取り方かもしれない。私も三条市の人口の関係などは分からな

いが、制度を利用している 182人の方は、介護が必要だと思われる

方の何％くらいになるのかというところが出てくるのではないか

と思っている。感覚的に１割いないのではないかと思う。一桁台、

数パーセントくらいの数字かと思う。そうだとする、今後必要な方

がいっぱいいるということになり、どんどん増えていくという可能

性があると思う。だいたい数字的なところでイメージしてはどうか。 

坪井部会長 聞いていると一番多いのはやはりお金の管理であり、金銭管理の

把握ができているかというのは質問項目にもあるが、ここから一番

拾い出しやすいのではないか。今、必要なのだけれども、なかなか

利用に結び付かないとか、利用が必要だという人の把握というのは、

現状としてはどうか。 



4 

 

鈴木ｾﾝﾀｰ長 細かいことは分からないが、年間では相談を受けることは結構あ

る。10件くらいあるが、こちらが必要だと思っても、本人、家族の

意思があり、説明をしてもなかなか理解できなかったり、そのまま

流れてしまったりというのがあるので、実際、結び付くケースは年

間数件である。ただ、相談はやはり増えてきているし、必要だなと

思う人も増えてきている。高齢者人口が増えれば増えるのは当たり

前の話なので、必要だなと思っている関係者と、必要だなと思って

もそれを利用できるかどうか分からないという、その辺のバランス

がちょっと違うのかなという状況だと思う。 

坪井部会長 必要だなと思うのは、やはり一番は金銭管理の問題か。 

鈴木ｾﾝﾀｰ長 そうである。 

坪井部会長 それが利用に結び付かないというのは、何か原因があるか。相談

を受け、必要だなと思う人は必ず利用に結び付いているのか。 

鈴木ｾﾝﾀｰ長 理由は様々だと思うが、本人がまだ意思があり、認知症があって

もお金の管理は自分でしたいという人もいるので、通帳を預かるこ

とにものすごく拒否がある人も中にはいるし、家族が遠くてすぐに

は来られないが、「まだいい、必要ない。」と言うとか、それなりに

お金の掛かることなので、年金暮らしの方で生活保護にはならない

ギリギリの生活をしているとなかなかそこまでのお金を出すかど

うかなど、いっぱい理由があって結び付かないというのはある。 

佐藤ｾﾝﾀｰ長 やはり預金などお金の管理ができない方が多くいて、定期預金は

あるが本人の中で認識がなく、普通預金の残高だけが自分の認識と

なっている方もいる。こちらが管理できないと思っても、本人は昔

から自分が管理をしていたので、そこを他に任せられるかというと、

そこは認知症が少しあっても意思が固く、地域包括支援センターで

もなかなか関与できないというケースがあった。 

西丸ｾﾝﾀｰ長 子どもがいないと、高齢者の兄弟からちょっとした支援はできて

もお金のことはできないと言われた。また、8050問題みたいに、高

齢者が施設に入るときに、仕事をしていない子どもでお金の管理は

できないだろうという事例がある。反対に２年前くらいにあったの

が、50 歳代の方が倒れてしまい、90 歳代の親が施設側から断られ

てしまったという件があり、成年後見につないだケースはあった。 

佐藤管理者 最近関わったケースでは、男性の独居の方で、結婚歴はあったが

途中で離婚され、身内からも疎遠で、全く協力者がいない中で、病

気で入院したが、その後、在宅に戻れるような状況ではないところ

で、お金の管理や入院等のところも含めて関わってくれる人がおら

ず、後見人を付けたというケースがあった。 

坪井部会長 なんとなく見えてきた気もするけれども、周りから見ていて、明

らかに、お金の管理ができないだろうというのに、本人はやはり自

分はできているからと譲らないという人が結構いるとは思うが、や
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はり本人が断る限りはどうしようもないのか。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ そういうものを見つけられる人というのはケアマネジャーや

ヘルパーだったり、そこから連絡がある地域包括支援センターであ

ったりすると思うが、福祉関係者だと財布の中に手を突っ込むこと

ができないとか、把握することが難しく、気付いたときにはもう結

構騙され、本人は「いや大丈夫だ」と言っていても通帳を見たりす

ると残高が少なくなっている場合がある。権利擁護という意味合い

では、後見は余計なお節介というか、本人から財産管理能力を奪っ

て適切な第三者に財産管理してもらった方が本人のためになるだ

ろうとか、身上監護の部分では、本人は必ずしもベストな選択をす

るわけではないので、そういったときに後見人が支援者の間に入っ

てベストな生活環境を築くという面で、本人のための後見というと

ころなので、本人が「大丈夫だ」と言ったときでも本当にそれで良

いのかどうかというところを福祉関係者、行政、後見人、弁護士や

司法書士、社会福祉士という人が関わって進めることが大事だと思

う。 

福祉関係者の人が「あれ？」と思うときは、実際にはもうおかし

い状況である。しかし、後見申立てをした方がいいのではないかと

思っても、そもそもケアマネジャーはどういう手続きを取ればいい

のか、誰に頼んだらいいのか、後見人が付くとどういう生活状況に

なるのかというイメージが付かず、なかなか踏み切れない場合もあ

ると思うが、そういうときに後見人を経験している人がアドバイス

することによって、この人の場合はこうした方がもっと生活環境は

良くなるのではないかと言える。 

例えば私も経験があるのが、ケアマネジャーが本人に言っても

「いや俺は大丈夫だ」というのが、弁護士という立場で、「これは

こうした方がいいですよ」、「後見人に財産をみてもらった方がいい

のではないですか」と言うと、「それだったら」みたいなことで話

が変わるということもあるので、一概にどのケースだったらどうと

は言えないが、複数の関係者で協議し、本人のためにベストな方法

をとって説得できる人が説得するというのが必要かなと思う。 

ただ結局、お金や必要なものは本人のものなので、本人が絶対嫌

だという限りは、もうどうにもできないと思う。多分、裁判所もよ

く質問があるところだと思うが、本人の意思は当然尊重されるが、

基本的に後見が付くという自体、判断能力が落ちているということ

なので、最終的には裁判官の判断になるが、いろいろな状況から見

て、これは本人のために後見人なり保佐人なり補助人なり付けるべ

きだと裁判所が判断すれば、付けると思う。 

藤田ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 中澤先生の御意見のとおりだと思う。後見が本当に必要だと

いうことになれば、かなり判断能力がない状態なので、これは本人
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の保護のためということであれば認められるケースも多いと思う。 

ただ、保佐、補助というところになると、「私はできる」という

ようなことを言って、なかなか同意しない方も中にはいる。そうな

ってくると、本人が嫌だと言っているのに、保護のための制度では

あるが、一面では、後見になればその方の権利を無くしてしまうと

いうことにつながるので、自分ができると言っているものを無理矢

理進めるのはいかがなものかという部分はあるかもしれない。そう

なると、なかなか難しいところもある。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 医師の診断で保佐、補助相当で、本人が「まだ大丈夫だ」と

いうとき、何が大変になるかというと、ケアマネジャーや本人と関

係が深い人が、どこまで本人から信頼を得ているかが大きいと思う。

私が話をして説得に応じてくれるような人の場合、ケアマネジャー

との信頼関係を築いており、「弁護士が言うのだから申し立てた方

があなたのためだ。」というと、その方向にいく。まずは、身近な

人であるケアマネジャー、家族の理解が得られるかどうか、そこが

基本になると思う。 

長谷川(勝)委員 極めて専門的で難しい話である。民生委員として大変素朴な

思いしか述べることはできないが、活動の中で一人暮らしや高齢者

世帯が増えてきているが、どのようなタイミングで後見制度の話を

すればよいのか迷う。一口には判断能力の落ちた方々について申し

立てるということに尽きると思うが、活動の中では、そのタイミン

グ、ニーズをどのように誘導してあげればよいのかと考える。相手

は、それだけ難しい話は通じない場合もあるため、どうしたらよい

のかと思う。やはり専門的な話と同時に、地域で活動、行動する方々

の支援に必要なネットワークの構築が、これからは利用者ニーズを

把握していくためには大事なことになってくるのではないか思う。

ケアマネジャーや私たち民生委員など、身近な方々でネットワーク

を作ることがこれからは大切なことだと思った。 

それから平成 29 年度に高齢者実態調査を実施しているが、回答

率が 63％で、費用対効果はどうなのかと考えた。無作為なので全然

関係ない方々にもアンケートを実施するので、もしかしたら、日常

活動の中で何か支援が必要な方に対して、方向性やニーズを把握し

ていく方が、費用対効果から見たら適切なのではないかと思う。市

民全体から意向を聴取するのも大事だが、近い将来にそういう支援

が必要ななる方の把握と同時に、必要性も伝えていくことが大事だ

と私は考えています。 

坪井部会長 利用ニーズの把握という意味では、市として役立つ意見が多く出

たのではないかと思う。資料３ページの質問項目の中で、変えたほ

うがいい、付け足したほうがいいという意見はあるか。 

米山委員  私の経験だが、預貯金の引き出しは、そばにいる子どもがほとん
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どやっており、実際に本人に必要なお金を下ろしているのかはっき

り分からない。亡くなったときに、外に出た別の子どもが「これだ

けあったのに無くなっている。」と言い、子ども同士でけんかや裁

判沙汰になっているという経験がよくある。 

どの時点で後見人を付けるかというところが判断なのだろうが、

身内、子どもの了解を得なければできないはずである。これをどの

程度把握して進めていくのかというのが一番懸念される。私の経験

では、一番近くで面倒を見ている人が使い込んでしまうことがかな

りある。それを防ぐのがケアマネジャーの判断であり、早く止めな

いといけないと思うので、そのやり方を検討していただきたいと思

う。 

坪井部会長 確かに、本人が管理できない場合に、同居していれば、一番近い

子どもが管理しているが、別な兄弟と後で問題になる、けんかにな

るということである。地域包括支援センターやケアマネジャーは、

そのような経験はあるか。 

石附委員  そこは難しい問題で、子どもが年金を使っているみたいだが、な

んとか面倒を見てくれて食事も作っているので、まあいいかと見逃

すか、それとも使い込んでいるから何とかしないと駄目だと思うか。

私のケースでは、中澤先生にお願いして関わっていただいたケース

もあった。そこの判断をケアマネジャーや地域包括支援センター、

相談支援専門員がきちんとできるようになっていかないと駄目だ

と感じている。 

坪井部会長 ケアマネジャーや地域包括支援センターが、その家族の金銭問題

にどこまで介入していいのかということもあり、非常に難しいと思

うが、中澤先生が相談を受けたり裁判になったりというのはあるか。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 息子が金銭管理をしていて、亡くなった後で、他の兄弟から

「もっとあるはずなのに、なんでこれしかないんだ。」ということ

で裁判になったことがある。預かっていた息子からすると、別にや

ましいことはしていないという場合もあれば、何かに使っている場

合もあると思うが、そういうときのためにも、まさしく成年後見制

度できちんと裁判所から選任されてやっていれば問題ない。相続争

いになってからだと紛争が大きくなる。その前の時点で、これは同

居している長男がきちんと面倒を見ているのだということを、出て

行った他の兄弟も認めているということならトラブルにならない。

トラブルがなければ、裁判所に手続きすると、親族で見られている

ので後見人として選任していいということになるし、その時点で、

高齢者のお金を使い込んでいるではないかということになると、弁

護士や司法書士に後見をお願いした方がいいということになると

思うので、紛争防止のためにも成年後見人というのは重要なケース

だと思う。 
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誰がそれを見付けるのかということになると、ケアマネジャーは

なかなか財布の中身を聞くことはできないし、キーパーソンがちょ

っと怪しいと思っても対立的にはなれないというときに、例えば市

がこれから進めようとする中核機関や弁護士に相談できる体制が

あると良いと思う。 

また、長谷川委員の意見のとおり、地域の方にいろいろと見ても

らえると一番ありがたいと思うところで、「最近、知らない人が出

入りしているな」とか、「ちょっと様子がおかしいぞ」というとこ

ろを見てもらえるような体制になるといいと思うので、誰か一人だ

けが頑張るのではなくて、皆さんで支え合うという、そういう体制

づくりができるといいと思う。 

坪井部会長 キーパーソンが怪しいと思った場合に、ケアマネジャーや地域包

括支援センターが気付き、それを勝手にというとあれですけれども、

市や弁護士に相談を持っていってよいものなのか。 

帆苅ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 虐待防止の担当もしており、一昨年と昨年と三条市をフィー

ルドに、地域包括支援センターの社会福祉士に御協力いただいて研

修会を企画・運営した。その中で、社会福祉士会の専門チームにも

御協力いただき、経済的な虐待の発見のポイントとして、やはりケ

アマネジャーが普段関わっている中で、勧めたサービスを過剰に拒

否するとか対応が変とかで気付いたら、まずは市に通報ではなくて

も相談ということで、地域包括支援センターにどんどん挙げてほし

いとお伝えした。身体的虐待ではなく、経済的な虐待で、おかしい

なという気付きをしっかりと拾い上げていただきたいというのが

あり、そこは今、各現場でも一生懸命やってくださっており、今後

も期待したいところだと思う。 

坪井部会長 私のイメージとしては、成年後見制度を利用する人は周りに身内

がいなくて高齢夫婦だけになってしまい、認知症を発症して財産管

理ができなくなったというのが一番のイメージだったのだが、子ど

もが身近にいるけれどちゃんと管理しないために成年後見制度を

利用する人がいるのではないかということであった。 

利用促進に向けた今後の取組について、まず、市民にどのように

啓発していくか御意見をいただきたい。 

米山委員  いつ認知症の啓発をするかということがある。本人ではなくて、

子どもから相談がくるのが多いので、本人よりも子どもや世話をし

ている人にどのように啓発したらいいかというのが課題になると

思う。本人は判断能力が落ちて分からなくなってから、初めて「後

見人がどうだ」ということの話になると思う。早めに、しっかりし

ているときに「後見制度を利用した方がいい」と言うのであればい

いが、中途半端なところで後見人の話になってしまうと、本人も訳

が分からないと思う。そうすると子どもに話すことになるが、子ど
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もは逆に「あんなことをしなくてもいい」というような状態になる

と思う。私が経験した中では、何人かそういう方たちがいて、結果

的には後見人を使わなかったということがあった。 

坪井部会長 利用することのメリットが分からないと思うので、そういうこと

を今後広めていかなければいけないと思う。民生委員の立場として

はどうか。 

長谷川(勝)委員 家族構成が変わり、独居世帯や高齢者のみ世帯が増えている

中で、将来的には権利に対する対策をどうするかというのは大事な

ことになってくると思うので、制度のＰＲ方法はすごく大切なこと

になってくる。 

高齢者実態調査もＰＲの一つになると思うが、この制度の必要性

は間違いないと思うので、やはり地域や関係者でネットワークの構

築を急ぐことが一番大切なことだと思う。 

事務局   見附市で啓発を行っている田崎委員から、どんなことに市民は興

味を持たれるのかお聞きしたい。 

田崎ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 社会福祉士会の意見の前に、私は特別養護老人ホームうらだ

ての里で長年入所の担当をしており、そこで後見人を勧めたケース

がいくつかあったので紹介する。 

甥っ子、姪っ子が見ている認知症の方で、甥っ子、姪っ子は非常

に誠実に世話していたのだが、やはりほかの従兄弟から、亡くなる

ときに「いくら持っていった」とかでトラブルになったり、世話を

している最中でも、「自分たちのいいようにしている」という噂を

されたりで、心外だと感じていた方が２、３人いたが、そういった

方には成年後見制度でしっかり後見人となり、記録を残したり、裁

判所に確認してもらったりしながら進めることを勧めた。申立ての

やり方とかは少し難しかったのだが、今はだいぶ簡単になっている。

そのように支援したことがある。 

後見人が付くと何が良いかというと、福祉施設の立場では、やは

り身元引受人がいることで選べる施設が多くなるということであ

る。後見人がしっかり付いているかどうかで、資産や年金などお金

がいくらあるかなどの情報がはっきり分かり、施設の受け入れもよ

りスムーズになると思う。選択の幅が広がる。 

身寄りのない方の場合、お金を貯めている方もいて、そのお金を

本人のために使えるというのも一つ大きなことだと思う。好きな物

を食べたり、いろいろな娯楽に行ったりと、お金を上手く使ってく

れる人がいないと達成しなかったのではないかと経験から思う。意

思決定支援や認知症初期集中支援チームもあり、支援者と一緒に後

見人が入ることで財産を上手く使えると良い。 

また、適切な行政手続きができていない人も結構多く、返ってく

る医療費を後見人が付くまで何年間も貯めていて、後見人が付いた
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らすごくお金持ちになってしまったというケースも実際に経験を

している。適切に行政手続きができているのかというのも一つポイ

ントになると思う。督促とかの通知がたくさん来ている方は、手続

きができないのではないかと思って見ていただければと思う。 

市民への啓発については、「わたしの安心ノート」の普及という

ことで、意思判断ができなくなってから考えてもちょっと遅くて、

支援する社会福祉士会としても、その人がどんなことを望んでいる

か分からないで支援するのが一番つらい。是非判断能力のあるうち

から、自分のことについて考えてもらい、その一環として成年後見

制度の啓発をする。他の市町村でも「わたしの安心ノート」のよう

なものがあり、見附市では内容がほとんど一緒の「マイライフノー

ト」というのがあり、それを一緒に作っていくところから始める取

組が良い。現に障がい者団体では、高齢化している親が知的障がい

の 50 歳代の子どもを見ており、そういった方はいつ後見制度をス

タートしてもいい方たちなので、親が 70 歳半ばくらいになると、

どういうふうに子どもの面倒をみてもらいたいのか同じノートに

書いて残していく取組が徐々に始まっている。 

高齢者の場合は自分自身について今後こうしていきたい、ああし

ていきたいということを考えてもらいたい。子どもにもよく話して

いない人も多い。よく相談に「うちの息子になんか任せておけない」

という人もいるので、子どもと話し合ったことがあるか聞くと「な

い」という方がいる。そういった意味でも、親族後見が一番いいと

思う。本人のことをよく知っている甥っ子、姪っ子とか息子たちが

見ていけるのが一番いいと思うので、やはり自分の気持ちを残して

おき、「そうなったら頼むよ」みたいなことを皆さんが考えるとい

うような講演などがあると良いと思う。実際に、そのような内容の

啓発の受けは良いようだ。 

坪井部会長 市民向けの講演会などは活用されているか。地域包括支援センタ

ーとしてはどうか。人が多く集まる勉強などをやった方がいいか、

他の方法が良いか。 

弥久保推進員 認知症の啓発をよくやるが、認知症もネガティブな印象に取ら

れてしまうことが多い。成年後見も同じような感じなのかと思い、

何も分からなくなったときに使う制度とか、お金を変に使ってしま

う人に使う制度と言われると、「やらない」となりやすいと思う。

自分の財産が守られるとか、甥姪の潔白を証明できるとか、良い印

象はすごくたくさんあるので、そっちが前面に出るような啓発があ

ってもいいのではないかと思う。自分がちょっと分からなくなりか

けたときに、自分で選んでこの制度を使っていくと、自分は得だと

思えるような啓発活動があると良い。 

話は戻るが、親族が後見人になるということもあるとすると、資
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料２ページの「環境要因」をもう少し考え直さないと、親族後見が

外れてしまう可能性があると思う。 

事務局   最低限必要な人ということで資料を作っていたので、もう少し具

体的な資料を作る段階においては、いろいろなパターンをイメージ

した方がいいと感じた。 

郷センター長 病院の院長として話させていただくと、金銭に関する御意見が

多いが、やはり命に関わること、要するに急に病気になる、事故に

遭う、そして入院、あるいは手術が必要になったときに、病院側が

何を求めるのかというと同意書を求める。本人が書けないと誰か保

証人を出してもらうが、それがいないと困る。そういう、いざとい

うときにスムーズに入院あるいは手術が受けられるという意味で

も、後見人の制度ができたらいいと私は思う。本人の命に関わるこ

となので、それはポジティブな部分として、考えた方がいいのでは

ないかと私は思っている。そのため、高齢者実態調査の質問項目に

も入れさせていただいている。 

坪井部会長 確かに金銭を管理するというと嫌がる人が多いかもしれないが、

病院に入院したときに責任を取れる人が必要ということを伝える

と、その方が入りやすいかもしれない。 

長谷川(勝)委員 実績で市長申立て件数が６件、報酬助成が 20 件となってい

るが、どういう意味か。後見には報酬が付きまとうわけなので、た

だ引き受けてもらえるというだけではなく、報酬についても一緒に

啓発していかないと誤解を招く可能性があるのではないかと思う。

その辺を明瞭にして皆さんから理解をしてもらうのがすごく大切

なことだと思っているが、市長申立てと報酬助成の内容を教えてい

ただきたい。 

事務局   市長申立ては、成年後見制度を申立てができる人が制度上決まっ

ており、身寄りがない方や親族の中で申立ての協力が得られない方

は、制度の中で市長が申し立てることが認められている。条件に当

てはまる方に対し、市が手続きを進めるものが市長申立てである。

平成 30 年度は実績が６件だが、昨年度から急激に増えている状況

であり、やはり単身などで親族の協力が得られない方が増えている

状況である。報酬助成は、基本的には生活保護に準ずるような資産

など該当する方を制限させていただいき、市が報酬を助成するもの

で、これまで余り件数は多くなかったが、ここ最近は件数が増えて

いる。裁判所の方から費用や報酬に関しては、月２万円程度という

のが示されているが、後見人が家庭裁判所に１年間の仕事の報告を

上げると、裁判所が報酬はいくらと額を決め、決まった額に対して

の報酬助成を行う。ただ、満額助成するものではなく、ある程度の

基準を市で定めている。これらの制度に関しても併せて周知してい

く。本当に必要な方が適切に制度を使えるような仕組みとなるよう、
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今後、ニーズ把握と併せて制度の見直しも検討していきたいと思っ

ている。 

坪井部会長 今までそのような制度を周知することはあったのか。 

事務局   余り周知していなかったが、実際にケアマネジャーや地域包括支

援センターからの相談で、適宜対応はさせていただいていた。 

川瀬ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ この成年後見制度の絶対条件は、本人の認知機能の低下と

いうのがなければ進まない制度であり、実際に私も後見になるのか、

保佐になるのか、補助になるのかと診断書を書いているが、今まで

いろいろ挙がったケースで、まずそもそも後見相当にならないと補

助、保佐は本人の同意を一応得るということになっている。だから

本人が拒否をしているような人でも、不適切な使い方をしているよ

うな状況に関しては、ある程度、周りが適切な使い方を、本人の希

望を越えて強制的に管理するという、本当に認知機能が低下してい

る人というのは後見でないと、余り意味をなさないのではないか。

ただ、先ほど中澤先生が言っていた信頼関係ができていれば、実際

に後見制度の一番軽い補助は、ＭＭＳＥが 23 点でも認定される。

それは本当に軽い認知症で、ＭＣＩと境目がないくらいの人なので、

この人が拒否しているときに、本人を無視していいのかというのは

難しい。後見というのはＭＭＳＥという認知機能テスト 14 点以下

なので中等度以上であり、私が診断書を書いた例はほとんどが重症

であった。補助、保佐だとなかなかきれいにはうまくいかないので

はないかなと思っている。 

まず、認知機能レベルに関しては、グレードがあるので、基本的

にはまず絶対に必要な人ということでいくと、やはりかなり認知機

能が落ちてきている人、中間になってくると、自分の子どもがお金

を使い込んでいたとしても、それでいいという考えもあるかもしれ

ないし、子どもに奪われたと思うかもしれないし、家族間、親子の

お金の使い方の話になってくるので、なかなかそれ以上は突っ込み

きれないところもある。 

もう一つ、本人の認知機能もグレードがあるのですけれども、環

境要因でもかなりグレードがあり、それを示していかないと、本当

にどういう人が後見制度を絶対に使うべきなのかというのを提示

していけないので、結局、拾い集めができないということになる。 

まず一人暮らしで身寄りがいない場合は簡単である。誰もいない。

後見レベルになっている人は当然後見制度を使った方がいい。家族

はいるが、その家族が適切な看護や介護、あるいは金銭管理ができ

ていない場合、家族は何人もいるが、本人のお金を不当に使い込ん

でいるような状態をどうやって見極めていくかというのは、ある程

度具体的な文章を出して示さないと、なかなか見極めが難しい。本

当に悪い使い方をしている方とか、丁寧ないい介護をしていて金銭
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管理をしている家族に、無理矢理後見制度を使わせる必要は全くな

いと思うが、不当な財産管理をしてしまっているであろう家族をど

うジャッジしていくか。そこも家族の同意が得られなければ進めら

れないというのもおっしゃるとおりだとは思うのだが、でもそれで

もこれは明らかに、誰がどう見ても本人の財産が不当に使われてい

て、それを家族が使い込んでいて、口頭でも何回か指示をしたにも

かかわらず、だめだったというものは、ある程度、強制的な何かの

力で後見制度に持っていくといいのではないかという、環境要因、

家族の評価というのか、ここを少しグレードできるように付けられ

る目安があると良いと思う。 

もう一つ、アンケート、ニーズの調査だが、本人たちに実施する

となると、最も声を上げてほしい人たちが、実施できないのではな

いかと思ったのだが、認知機能が落ちてきている人は、このアンケ

ートに適切に回答はできないし、協力的ではない家族や、不当にお

金を使い込むような人は、これを見ても「なんだこれ」と言って捨

ててしまうので、これをやって、まともに答えてくれる人はそもそ

もそんな不当な使い込みはしない人なので、確かに費用対効果とい

うことを言っていたが、結構大外れにならないようにするといいと

思った。 

あとは先ほどのマイライフノートだが、以前から見附で実施し、

三条にも似たようなものはどうかと思っていたのだが、明らかには

っきりしているときに自分が将来認知症になってきたときにどう

するかを意思表示しておくということなので、任意後見も関わって

くる。自分で「こうしてほしい」という、あるいは遺言ということ

にもなってくるかもしれないけれども、そこは啓発をしていってい

いのではないかと思う。自分の意思を出せない、認知機能が低下し

てきてしまった人で、なおかつ周りに適切に対応してくれる人がい

ない人をどうやって見付けるか。これは先ほど言った、まちの力、

地域の力である。不当に使い込んでいる人は、「私、不当に使い込

んでいます。」と絶対言わないし、本人は認知症だから制度のこと

も分からないし、自分では声を上げられない。誰が見付けるかとい

うと、ケアマネジャーは介護保険の申請をしている人を担当してい

るので、ケアマネジャーの関与が入っている時点で公的な監視の目

は入っているので、そこに至らない人というのは、やはり民生委員

とか地域の力というのは、おっしゃるとおりかなと思った。 

坪井部会長 様々な意見が出て、今後の市の施策に非常に役に立つと思うし、

皆様方も現場に戻って、何か役に立つこともたくさんあったのでは

ないかと思う。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 先ほど郷先生がおっしゃられた、医療同意の件、あとは延命

治療について、この点は結構問題になっており、後見人ができるの
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かどうかといった問題もよく取り沙汰されているところである。 

佐藤さんも冒頭でおっしゃっていた緊急事態、例えば在宅療養の

方を救急搬送しなければいけないとき、誰がそれに付き添うのかと

か、それは誰の仕事かと。後見人は事実行為をしない。付き添った

はしない。財産管理の面を通じて、本人の権利を擁護する、身上監

護もそうだが、そういった後見人ができることとできないことの把

握、そういう理解が必要だと思うし、私も皆さんにお伝えしたいと

ころが、後見人が付けば全てが解決するというわけでは全くないし、

何が何でも後見がいいということではなく、本人の権利擁護のため

には何がいいのかという観点が大事だと思う。だから、そのために

後見人が必要であればそうでしょうし、後見人は必要ないとなった

ときに、それぞれの役割の狭間にあることを誰がどのような役割分

担をするのかということも併せて検討する必要があると思う。延長

線上に後見人というのはあると思うが、その手前の段階で、誰がど

のような役割分担をするのか。地域包括支援センターがそういうも

のをやるのかどうかといったところも併せて協議や検討が必要に

なってくるのではないかと思うので、そこも併せて市でいろいろ考

えていくときに頭に置いていただきたいと思う。 

坪井部会長 本当にそのとおりで、後見人が付いたから、全てがＯＫというわ

けではないというのは、頭に入れておかなければいけないことだと

思う。 

(2) 令和元年度認知症施策の取組状況 

 資料２に基づき説明 

（質疑・意見なし） 

 

５ その他 

  次回の開催について、11月に予定している。 

６ 閉会あいさつ 

 郷センター長 

 

（午後８時 35分閉会） 


