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第４回認知症対策研究会議事概要 

 

１ 日 時 平成１８年９月１１日（月）午後６時３０分から８時３０分 

２ 場 所 県庁本庁舎５階 大会議室 

３ 出席者 助川会長、永島副会長、石井委員、石元委員、今川委員、黒田委員、 

小林委員、鈴木委員、高井委員、仲野委員、滑川委員、浜詰委員、 

宮地委員、安田委員、山尾委員、山口委員 （以上１６名） 

      （欠席：酒井委員、土屋委員、出口委員、平野委員） 

４ 内容 

（事務局） 

 本日の配付資料の確認をお願いします。 

１ 認知症の相談体制の整備について【資料１】 

２ 権利擁護体制の充実について【資料２】 

その他、認知症支援チーム、認知症と運転免許に関する資料等です。 

では、助川会長よろしくお願いします。 

 

（助川会長） 

皆様こんばんは。それでは、本日の議題に入ります。 

まず、資料１の認知症の相談体制の整備について、事務局から御説明をお願いします。 

 

（事務局） 

相談体制の整備につきましては、第２回で、この研究会の検討事項を議論していただ

いた中でも、多くの方からの御意見がありました。わかりやすくやさしい名称で、認知

症の症状だけでなく様々な病気や財産のことなど気軽に何でも相談できるところが身

近にあること、そこから専門機関につながっていく明確なルート、早期発見からターミ

ナルまでどんなステージでも対応できることなどです。 

現在の相談機関は、資料１のように、様々ありますが、これらの相談先が相談を受け

るとき、それぞれの立場や機関の性格に応じた対応にならざるをえないとか、そもそも

このような相談先があることが知られていないため、なかなか機能していかないのでは

ないかと思います。 

認知症に限らず、保健・医療・福祉のネットワークづくりを進める流れがあります。

次のページに高齢者保健福祉計画の６３ページをつけましたが、市町村域では「地域包

括支援センター」、広域では「中核地域生活支援センター」を中心としてネットワーク

づくりを進めていきます。 

中核地域生活支援センターは、３ページに概要説明があります。子ども、障害者、高

齢者など対象者を横断的に捉え、２４時間３６５日体制で、（１）地域総合コーディネ

ート事業（２）相談事業（３）権利擁護事業を行う機関で、健康福祉センター所管区域
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の１４か所に設置されています。相談にあたっては、電話だけでなく訪問するなど様々

な方法で応じ、各種福祉サービスの提供にかかわる援助、調整を行います。組織として

は、地域総合コーディネーターなど常勤３名と嘱託等２名です。中核地域生活支援セン

ターは、平成１６年１０月から事業を開始しています。そして、今年度から、地域包括

支援センターが開始され、重複する機能等を整理し、協働のあり方についての検討や、

無償で活動を行う福祉救急隊員の協力を進めています。 

さて、身近な相談体制の明確化ということですが、ポイントは、より身近なところに

相談の手がかりが存在すること、各相談機関が総合的な相談対応やコーディネートする

役割意識をもつこと、各相談機関の連携、そして、周知をあげてみました。 

まず、地域包括支援センターがこの中心的役割を担うのかと思います。地域包括支援

センターは、地域ケアシステムを総合的に担う拠点として創設され、主な４つの機能の

うちの１つが総合相談・支援で、住民の各種相談を幅広く受け、制度の垣根にとらわれ

ない横断的・多面的支援を行い、相談内容に応じて、行政機関、医療機関、介護サービ

ス事業所、各種ボランティアなどのサービスや制度が利用できるよう援助するという役

割があります。 

 そして、各相談機関は、各分野の対応をするとともに、コーディネートする役割意識

を持ち、各機関と連携による相互強化を図ること、そして、各機関が活用されるよう周

知することが必要と考えています。 

 委員の皆様から、この研究会として、相談体制のあるべき姿について、御意見をいた

だきたいと思います。 

 

（助川会長） 

 高齢者の分野では、地域包括支援センターが今年の４月からスタートしました。千葉

県では３分の１が先送りしているようで、形としてはイメージ図のような活動がなかな

かできていない現状があるようですが、ここを中心として地域づくりを進めるという高

齢者の分野では大切な役割を担っています。 

中核地域生活支援センターは、健康福祉千葉方式による千葉県独自の活動で、もとも

と障害の分野であった相談事業が廃止されるときに、効果がある事業でしたので、何と

かそのような活動を継続できないか審議され、地域で総合相談を担う所が必要であると

いう展開で、福祉圏域１４箇所に設置された経過があります。 

実際、相談体制はありますが、それぞれが独自の分野で活動しているようで、これだ

けの相談機関が横の連携を図れていないのが、現状ではないかと思います。 

認知症の相談体制について何か御意見をどうぞ。 

 

（鈴木委員） 

中核地域生活支援センターは、１６年に県の方から説明を聞き、素晴らしいものと思

いました。その後、地域包括支援センターができてしまい、だぶったような感じになり

ました。その後、フォローもしてなかったが、資料を見ますと、現在１４か所で実施し
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ているようです。 

質問ですが、千葉市は、政令市だから入っていないのか、スタートから２年経過して、

１４の中核地域生活支援センターの活動状況はどうなのか、教えてほしい、それは１６

年当時、構想はいいけれども本当にできるのか疑問に思っていたものですから。 

 

（滑川委員） 

銚子市は、旭市の海匝中核地域生活支援センターの圏域に入っています。圏域内にあ

る包括支援センターと中核地域生活支援センターの連絡調整会議が開催され連携体制

を構築中です。また、銚子市高齢者虐待防止ネットワークにも入っていただいています。

実際に行政で動けない部分、例えば、精神に障害がある方の通院援助も含めた隙間のサ

ービスを中核が担ってくれています。 

 

（助川会長） 

 香取郡の活動をみますと、地域総合コーディネーターは、困っている方を直接訪問し

て調整を図るなど、地道に活動して進んできています。相談事業の中で、大切な役割に

情報を知ってもらうことがありますが、地域の方に向けての情報発信は、かなり細かく

普及活動しています。 

中核地域生活支援センターの地域総合コーディネート事業は、１つの職種ではいろい

ろなことはできないから、チームで動かなければならないという構想です。行動部隊と

して福祉救急隊員があります。これが中核地域生活支援センターの１つの目玉で、自分

たちだけでは足りない分野、専門性の高い部分を、弁護士、医師、社会福祉士等に登録

してもらい、アドバイスをいただくような構想です。地域でコーディネーター役として

どんどん活動する人達とバックで支えてくれる専門性の高い福祉救急隊員というチー

ムが２段構想で活動することになります。２４時間３６５日の相談体制が実現できるの

は素晴らしいものだと思います。 

認知症の方も困る状態は、土日にも起こりますから、そういうときに相談できる場所

を考えていかなければならないと思います。 

 

（安田委員） 

 事業を実施するときは、対象者数、それに対応するスタッフ数と財源が必要であるこ

とを明記して始めるものだと思いますが、中核地域生活支援センターは、そういう裏づ

けはありますか。形式はとても素晴らしいものですが、内容が伴わないことが多く、実

際には人がほとんどいなくて形式だけのものになっていることがよくありますから。 

地域包括支援センターは、対象者数、それに対応するスタッフ数と財源はどうなって

いますか。 

 

（事務局） 

 鈴木委員、安田委員からの中核地域生活支援センターの御質問は、後日回答します。 
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（事務局） 

地域包括支援センターは、国の基準があります。第１号被保険者３,０００人から  

６,０００人を単位として、主任ケアマネ、社会福祉士、保健師等各１名という規定に

なっています。目安ですので、市町村はこれを基準にしつつ、いろいろな状況を勘案し

て配置しています。また、地域包括支援センターは、介護予防支援事業者として要支援

者のケアプランも作成しており、３人で十分か、など当初から問題があるところで、で

きれば市町村もたくさんの職員を配置したいところですが、対象者がいない、人員増で

きないという制約もあり、なんとか苦労して職員を配置したり採用したりして様子を見

ながら進めていると聞いています。これらの財源としては、国の地域支援事業交付金等

が充てられています。ほかに介護保険料、県、市町村負担金などです。 

なお、地域支援事業には、介護予防事業、包括的支援事業と任意事業の３つがありま

すが、事業費としては、合わせて介護給付費の３％まで認められており、超えた分は、

地域支援事業外として、一般財源で行うこととされています。 

ただし、この３％の上限については２０年度のものであり、１８、１９年度は事業が

定まらないこともあり、経過的に１８年度は２．０％、１９年度は２．３％となってい

ます。 

 

（小林委員） 

 中核地域生活支援センターについてですが、私は我孫子にあります福祉ふれあいプラ

ザにおりますが、８月にオープンしたばかりですので、４番の柏、アイネットさんが訪

ねてきてくださいました。県からの支援をいただいてやっていること、常勤３名、非常

勤２名とありましたが、アイネットさんは常勤４名、非常勤１名。この人数で３６５日 

２４時間体制できるのか不思議に思って質問しましたところ、時間外の相談は、携帯電

話で、しかも持ち回りでやっているとのことでした。人員の少なさ、連携機関が必要と

感じながらなかなか進まないことが問題とおっしゃっていました。東葛のエリアは、

様々な相談機関がある、しかも相談機関でルールが違う。１人の相談者がいろいろな相

談機関をぐるぐる回っている。どんなルールで相談を進めているのかフォローして回っ

ていると聞きました。私どもも相談機関がありますので、３年の実績を持っていらっし

ゃるところですので、きちんと連携をしていきたいと考えています。相談機関によって

ルールが違うということは私も気になりました。中核地域生活支援センターは、皆さん

ご存じないことが一番の課題かもしれないということでした。 

 

（助川会長） 

 相談機関は、点在していますが、連携が少なかったというのは、各機関の担当者も感

じていると思います。 

周知されていないことに関しては、年月がかかるだろうし、実績が増えれば周知され

ていくと思います。介護保険制度は５年経過していますが、まだ知らない人もいます。
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当事者になるまでは認識を持たないことがあります。専門機関どうしがお互いに別な機

関があることを知らないのは問題だと思います。各相談機関が必要なところに結び付け

ていくことが大事だと思います。 

 

（永島副会長） 

 家族の会は、年間約３００件の相談を受けています。開始から１０年以上の実績があ

り、 近データの整理を進め、ここ６年間はしっかりしたデータを報告できるようにな

っています。在宅の認知症介護家族からの相談が多いのが特徴です。 

 

（助川会長） 

 家族の会の相談事業はかなりの実績があります。特に家族の方々が在宅介護を続けら

れるか悩むとき、精神的なサポートという大事な役割を担っています。 

 身近な相談体制の明確化を考えていくわけですが、これらの相談機関は縦割りで、そ

れぞれの特徴があって、ばらばらになってしまっているという実態があると思います。   

では次に、この研究会として、認知症の相談体制をどういう方向性でどのような整理

の仕方をするのかについて御意見をいただきたいと思います。 

 その前に、追加資料の認知症の支援チームの養成について、説明します。 

 ネーミングは仮称ですので、適切なものを考えていくことが必要です。 

目的は、認知症の人が安心して暮らしていくために必要な支援を提供することです。 

チーム構成は、認知症の相談医師、認知症ケアのリーダー、介護支援専門員の中でも

認知症の知識と経験を豊かに持っているようなリーダー的な存在、家族の会が行ってい

るピアカウンセリングの手法、このような３つの活動を総合的に１つのチームとして提

供していくといろいろな問題が解決されると発想しました。 

具体的にどのような活動が必要とされているかというと、早期発見された方や、家族

が認知症ではないかと思っていながらそこまで至ってない方に対して、医師が適切に病

気の説明、認知症の説明をしていただくのがわかりやすいと思います。介護の現場で認

知症の知識がない家族が多いのでそこにしっかり説明がされるといいと思います。 

次に、まだまだ不適切なケアが多く、暴力行為等は、ケアが悪いから本人が嫌がって

暴力行為等になっているだけのことも多いので、その人にあった適切なケアの知識を持

つことが必要です。逆にサービスについて、認知症の人がどんなサービスを利用できる

のか。「うちはいろんな混乱した行動がありますから、ショートステイでは受けてもら

えないのですよね。」と家族が 初からあきらめていることがあります。サービスにつ

いての知識を持つことが必要です。 

２つ目が、ある程度落ち着いていても、時間の経過とともにいろいろな症状が出てき

ますから、そのときに改めて適切な対応方法について、相談できるようなところがある

といいと思います。現状で私が嘆いているのは、「どの時期になったら施設に入れたら

いいのか」という質問が出ますが、がっかりしてしまいます。在宅介護はできないと決

めつけてしまっている状態で、どんな状態でも、重度の方でも在宅介護されている方も
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いらっしゃるし、施設が必要になることもあるとは思いますが、今後のケアの方向性に

ついて、家族の介護力等を含めて相談できる体制がないと「認知症になった、介護負担

が大きい、はい施設」とワンパターンな話が出てきているのも現状です。それから、家

族や介護者がかかえる悩みを受ける相談体制、ケアカウンセリングが必要と思います。

また、実際の介護の現場でまだまだ理解されていない、介護支援専門員が十分に理解し

ていない、サービス提供事業者もまだまだ研修不足だと思います。必要なケアを理解し

てもらいたいと思います。 

いつでもどこでも相談できる体制づくりは、認知症のケアについて国でも考えている

ことですが、相談の第一歩ということで、このようなチームを地域の中に存在させるこ

とによって、介護支援専門員が困ったとき認知症のリーダーにつながっていく、悩んで

いる相談が入ってきたらケアカウンセリングにつながっていく、などの働きができるの

ではないか、それは機関ではなくて、さきほどの中核地域生活支援センターの福祉救急

隊と同じような活動する部隊、行動する部隊としての支援チームの存在が必要ではない

かと考えました。 

初の部分として言われていたのは、相談体制としての組織体の連携でしたが、現場

ではこのチームのような活動するところを必要としているのではないかということで、

組織体と行動する部隊が連動することによって相談体制がうまく回っていく方向で考

えられないかということで、提案させていただきました。 

支援チームは、ロンドンやデンマークの進んでいるアイディアを少し入れさていただ

いています。 

支援チームについては以上ですが、もう少し御意見をいただきたいと思います。 

 

（石元委員） 

 先日、Ｅメールで、船橋市に地域包括支援センターについて問い合わせました。人口

約５０万人で、５か所の地域包括支援センターで４８人が働いていて、８人が常勤、４

０人が非常勤。４月１日から７月末までに、相談に来た人は約１４，０００人。 

船橋市役所として、在宅の認知症の方と６４歳以下の若年の認知症についてどのよう

に把握しているか聞いたところ、若年はまだ把握していないとのことでした。 

私の住んでいる地域で、７０歳前後の数人の男性に、地域包括支援センターのことを

聞いたら、誰も知らなかったです。福祉に携わる人が書きやすい言葉ではなく、受ける

人が受けやすい言葉が必要ではないかと思います。 

 介護保険も予防を重視、認知症の方も極力在宅でやることとされました。国は、医療・

福祉の費用を増やすわけにはいかない、県財政も大変ですし、船橋市も財政状況は悪い

から人手が足りないのはわかります。それを県単位、地域単位で将来に備えていくのは、

市民が認知症に対して、いつ自分自身が認知症になるかもしれないということを日常茶

飯事そういうことが話題になるような、防犯と同じように自発性ネットワークを作れる

よう、国も県も市も財政状況が厳しい中で、県単位でどう旗を振っていくのかというこ

とに尽きるのかと思っています。 



 - 7 -

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。地域包括支援センターは本当に知られていない、それは、

スタートしてまだ半年ですから仕方がないことかとも思います。また、地域包括支援セ

ンターは、介護予防に力を入れている、追われている現状があって、まだ、総合相談の

部分にはとりかかれていないところが多いということがあります。本来、地域づくりと

いわれていますが、地域住民と一緒にどういう地域を作っていくのかをやっていくのが

一番の役割かと思いますが、まだそこまでいっていないのが現状でしょうが、介護予防

が落ちついてきたらできてくると思っています。 

 一人ひとりがどのように認識していくのかというのは、相談体制とは別に、周知、啓

蒙活動中でも大切な部分ですね。 

 ほかに御意見ございますか。 

 

（鈴木委員） 

 資料１にある認知症の相談機関と助川会長から認知症支援チームの御提案がありま

したが、ここで認知症に対応できる人材、専門医は別にして、一般の内科医がどの程度

認知症について理解されているのかレベル差があると思います。また、ケアマネさんも

認知症について知っている方と知らない方があり、知らない方が多いのではないかとい

う気がします。そういうことで体制整備もいいのですが、それに耐えうる人材の養成が

重要ではないか、そういうマインドのある人がどの程度出てくるのか。 

認知症の対応はほかの利用者がいる中で、手間と労力がかかり結構大変です。実際対

応してくれる人が出てくるのか、あるいはそういう人を増やし育てなければならない、

認知症サポーターがどの程度機能して耐えうるかはこれからの話だと思います。次の段

階として実行を得るためには、人材養成が大事だと思います。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。 

人材養成が大事だという御意見が出ました。宮地先生いかがですか。 

 

（宮地委員） 

 県医師会では、平成１６年に、認知症外来を行える医療機関の一覧表を作っています。

これは、精神科医だけでなく、内科医も入っています。そのほか認知症の専門医療機関

も入れています。 

 また、国・県で、認知症サポート医の養成を昨年から行っています。医師会では、県

内をブロック分けして、サポート医養成研修の受講を進め、その先生方は、地元で一般

の開業医に研修を行う予定になっています。 

 

（助川会長） 
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 ありがとうございました。 

 専門医のみならず、認知症の御理解をいただける先生方が増えるよう研修を進めてい

ることをお話しいただきました。 

 このようにいろいろな体制でやっていますが、認知症の人が身近なところで相談を受

けられる体制としては、皆さんの御意見から、知られていないことがネックになってい

るようですね。 

相談体制の明確化の一番のキーワードは、各機関の結びつきは方向性が示されれば進

んでいくと思いますが、対県民一人ひとりに知っていただくための周知かと思います。

体制は体制として築き、その体制を県民にいかに知っていただくことが大事かと思いま

した。 

 大変な状態になったとき、家族も追いつめられています。いろいろな意味でのサポー

ターが関わることができれば、そういうところを支えて行けるのか、相談機関としての

連携とチームとして役割をうまく連動させていけないかと思います。 

  

（安田委員） 

 事業を行うときは、対象人員、必要な人員、予算をまず明確にすべきだと思います。

サポート医は５、６人ということですが、どう考えても、５０人若しくは５００人くら

い必要だと思います。地域包括支援センターでも、いろいろな事業をやりたいと思った

ら、対象人員、必要な人員、予算を出して、それに対し国や県の予算はこれだけなので

とてもこれではできないということを県民に言うべきだと思います。国や県の認知症に

対する考え方はこのくらいということを知ってもらうべきだと思います。知られていな

いとか連絡体制が不十分というのは、人員不足だからで、そういうことを明確にしなけ

ればならないと思います。 

 次に、サポート制度は結構な話ですが、人間は何かメリットがないとやろうしないと

ころがあって、ボランティアクーポン制度、何かボランティアしたら点やクーポンをも

らえて将来自分に使えるという制度も、ぜひ導入したらいいと思います。しかも、千葉

県、日本全国どこでも使えるようなボランティアクーポンとしてやっていけば、少ない

予算でも効果をあげてやっていけると思います。 

 

（高井委員） 

 介護保険が始まって、まず窓口になるのはケアマネですが、その力量が問題になりま

す。一番の窓口のケアマネの部分で、認知症支援チームのような形ができないのか。医

師会からも物忘れ外来の一覧が出ているとかサポート医もはじめて聞いた状態です。そ

ういう全ての情報がケアマネのところに集中されるシステムになっているのか危惧さ

れます。 

 

（永島副会長） 

 皆さんの今までの議論を聞いていて、行政が予算をつけて認知症対策を全部やること
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は無理かと思います。 

私は、相談体制のホームページを立ち上げたらいいと思います。民間も、サポート医

も、支援チーム、その他福祉サービスも全部わたっていけるようなホームページを構築

できればいいと思います。それは、家族の会で相談を受ける中で、家族の会をインター

ネットで知ったという人がここ３年ぐらいで多くなっているからです。これからインタ

ーネットはごく普通に使われてきますから、ばらばらな情報としてではなく、千葉県で

認知症のケアと言ったら、どこかひとつ出せばそこから広がっていくようなホームペー

ジを作ったらいいと思います。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。 

 周知方法のひとつを御提案いただきました。 

 今、千葉県は「健康福祉情報の森」がありますが御存知ですか。こういう意識の高い

方の中でも知られていないこともありますから、周知の仕方を考えていく必要がありま

す。 

 安田委員の御意見で、事業を行うときは、財源と人材の確保が必要と言われましたが、

財源がなければスタートできないのか、財源を確保しないとできないものもあれば、ど

ういうときにシステム構築をするのか。 

 

（山尾委員） 

 認知症をできるだけ地域の皆さんに周知することが、一番、支え合いにつながるだろ

うと考え、支部社協の民生委員の皆さん、各老人クラブの役員と対象者、支部社協の協

力員に声をかけ、１２０名くらい集まる予定で、これを認知症サポーター養成講座と位

置づけて、「認知症を学び地域で支えよう」というテキストとオレンジリングを事務局

から送っていただくことになりました。これを県から町社協に送ってもらいました。こ

れは、町社協の啓蒙から始めるためです。町社協も参加することになり、そうすると、

町の健康福祉課や企画課のまちづくり担当にも広がりました。 

 また、地域の精神科のお医者さんに、ボランティアでわかりやすい講演をしていただ

くことになっています。これは、従来からの脳卒中等の講演をやっていただいている延

長で認知症をとりあげるだけのことで、こういうつながりで全然お金がかかっていない

わけです。 

 参加者には、茶菓をだしますので、１００円をいただき、１００円喫茶と認知症講演

会という形で行います。 

 地域の皆さんのお年寄りの年齢層を５歳別に把握していますので、何人目標をたてた

ら皆さんを支えていけるのか検討できるわけです。こういう活動の仕方もあるというこ

とをお話しました。 

 

（助川会長） 
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 まだまだ議論は尽きませんが、ここで１０分間の休憩をとりたいと思います。 

 相談体制の整備につきましては、もう少し資料提出をいただきながら、次回にも検討

時間をとりたいと思います。 

 

 

 

（助川会長） 

 では後半の部に入ります。権利擁護体制の充実について、まず、事務局から説明願い

ます。 

 

（事務局） 

まず、成年後見関係事件の概況について、公表されている資料ですが１６ページをご

覧ください。 

 全国ベースの平成１７年度の概況です。申立件数は、１８ページで対前年比２割増、

申立人と本人の関係は、２２ページで８割強が親族ですが、市町村長による申立てが

年々増加していることが注目されています。成年後見人等と本人との関係については 

２８ページ、親族が約８割ですが減少傾向にあること、第三者が増加傾向にあることで

す。 

 一方で、２９ページの新聞記事のように、利用は低調、十分に活用されている状況と

はいえないとされています。 

 その理由としては、制度のＰＲ不足、身近な相談がない、費用の問題、後見人の受け

皿不足、手続きの煩雑さ等が考えられます。 

 次に、地域福祉権利擁護事業の概況について県社会福祉協議会からいただいた資料で

すが、実施状況、３０ページをご覧ください。 

 相談・契約の７、８割が認知症高齢者等になっています。また、その次のページが実

施状況の推移を表すグラフで、かなり増加しています。 

 また、平成１７年度の相談内容と相談者が３３ページにあります。相談内容の約  

３５％が成年後見制度に関すること、次に日常的な金銭の管理等が約３０％、合計で 

６５％を占めています。相談者としては、ケアマネジャー、子、本人、福祉事務所等行

政の順となっています。 

県は、認知症等により判断能力が不十分となった高齢者や、ひとり暮らし高齢者、高

齢者のみの世帯への支援のため、成年後見制度の活用促進や地域福祉権利擁護事業の推

進を図っていくこととしていますので、委員の皆様から、これらの支援施策について御

提案をいただきたいと思います。 

 

（助川会長） 

成年後見制度と地域福祉権利擁護の説明でしたが、皆さん、御存知ですか。 

認知症の人の権利を守るためにこのような制度がありますが、専門職は知っています
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が、家族の方たちには周知されていない制度ではないかと思います。これを充実してい

こうということは、制度を知っていただき、必要な方に利用していただくわけです。こ

れに関しまして、右上がりで伸びている実態がありますが、対応していく人材が足りな

いという問題点があります。成年後見人が少ない。地域福祉権利擁護事業はまだまだ知

られていないために生活支援員の養成など難しい点があります。 

次に、滑川委員から活動実態等を含めお話しいただきたいと思います。 

 

（滑川委員） 

資料２の１ページから成年後見制度について載せてあります。千葉県社会福祉士会の

権利擁護センターぱあとなあで出している資料で、一般市民向け勉強会等用にわかりや

すく作ってあるものです。どんなときに利用するとよい制度なのか、成年後見制度とは

何か、具体的にどのように進めたらいいか、金銭的にはどのくらい費用がかかるのかと

いうことを書いてありますので、皆さんに読んでいただき、認知症のために自分で判断

能力がないときに代理行為をしてくれるのが成年後見制度だと御理解いただければい

いと思います。 

 地域包括支援センターの業務の大きな柱の中に権利擁護があります。さらに権利擁護

には柱が２本あり、その１つが成年後見制度の申し立て支援、もう１つが高齢者虐待で

す。私は、社会福祉士として、地域包括支援センターの中で、高齢者虐待の対応と成年

後見制度の申し立て支援の業務を行っています。 

地域包括支援センターが始まりまして、成年後見制度の申し立てについて私のもとに

相談が８件ありました。そのうち５件は、ケアマネジャーさんを通して相談がありまし

た。『後見人を得ることによって、その人の権利を守り、その人らしい生活または生活

の場が送れるようにしたい。特に施設入所の際に、高齢者のみの世帯や身元引受人がな

い場合、施設入所が難しい状況なので、成年後見人をつけて、その人らしい、その人に

ふさわしい施設を探す。』という意味で成年後見人制度の活用についてケアマネジャー

さんから相談がありました。 

それ以外に、遠くに住む御家族から認知症になった親の財産管理等心配になり、御相

談がありました。その他、御自分の判断能力がなくなったときには成年後見人ですが、

判断能力は十分あるけれども、ご病気等で身体機能が低下し自分で契約行為が難しくな

ったとき、任意後見制度の活用ができないかという相談もありました。 

現在、銚子市では成年後見制度利用支援事業で対応をしています。成年後見申立に関

わる費用に関しては、鑑定費用も含めて申立人である市長の負担になりますが、本人に

財産があれば市長が一時立て替えるかたちとなり、後見人が選任された後に家庭裁判所

の承認を得て本人に求償します。後見人等への報酬についても、その全額または一部を

助成することになっています。 

誰が後見人になるかというと、一番多くは御家族ですが、御家族以外で、もともとお

世話になっていた税理士さんがなる場合もあるし、地域の民生委員さんがなる場合もあ

ります。その人を良く知っている方、その人にふさわしい方がいれば、成年後見人候補
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者として裁判所に申し立て、そして裁判所がその方を後見人に選任します。しかし、候

補者がいない場合やふさわしい方がいない場合には、全くの第三者に後見をしてもらう

ための支援をしています。また、候補者がその人にとって利益相反関係になったときは、

ふさわしくないので第三者に後見人になってもらうこともあります。 

裁判所は、第三者をどのように選ぶかというと、弁護士と司法書士と社会福祉士とい

う３職種があります。弁護士であれば財産管理等が中心になり、社会福祉士であれば身

上監護等が中心になる場合が多いようです。それぞれ職能集団の弁護士会、司法書士会、

社会福祉士会がそれぞれの会員に対し研修を行っています。 

例えば社会福祉士会であれば、社会福祉士会に所属して３年間以上いろいろな研修を

積んだ者が成年後見人養成研修にエントリーする資格を持ちます。社会福祉士会では、

年間約４００人程度に養成研修をしています。千葉県内では毎年約１０人が研修をうけ

ています。この広い県域では、１０人を選ぶには、自分がやりたいと手をあげても選ば

れることすら難しいです。社会福祉士会は、この地域には、後見人等の担い手が少ない

ことを理由に手をあげた人の中から優先的に研修を受けられることもあります。研修  

期間は１年間です。 

研修を修了した者に対し、本人の意志確認の上名簿に登録にします。裁判所から第三

者後見人等候補者として社会福祉士会に適切な人がいるか照会があった時に、その者を

紹介しています。司法書士会や弁護士会でも同じようなシステムをとっています。 

専門職による後見人候補者の登録は、弁護士数は約３０００名、司法書士数は約３８

００名、社会福祉士数は約１４００名ですが実働数は２～３割下回っています。これに

対して選任された専門職後見人は８０００名を超えており、一人で複数の後見人を受任

しています。各団体とも登録者数を増加させない限り今後増える推薦要請に対応しきれ

ないことが予想されています。しかし、登録者数の増加には限界があります。日常的な

金銭管理が中心の事案は必ずしも専門性が要求されません。現実には、８割の親族後見

人が後見業務を行っているのをみても、専門職でなくても可能です。市民後見人という、

資料１０ページ目にあるように、専門職以外の市民からも後見人等の候補者を養成して、

専門性が要求されない成年後見制度の事案についてはその候補者を積極的に活用する

ことが考えられます。後見人等候補者は、高齢者や障害者に対する福祉的観点から社会

に貢献しようという意欲を持った市民を対象にしていく必要があるとおもいます。成年

後見制度があっても、専門職だけでは対応しきれないので、東京都や世田谷区で取り組

んでいるような人材育成が必要かと思います。 

善意や意欲があっても専門的知識は必要です。その人の代理行為をするわけですし、

被後見人になると選挙権すらなくなってしまう、その人を守ることもあるけれども権利

を取ってしまうことにもなりますから、後見業務ができるような人材育成が急務と感じ

ています。 

千葉県社会福祉士会では、今年の２月現在で６２名が名簿登録し、成年後見人等を４

５名が受任し、受任件数は９５件になります。 

 法定後見人は、全国社会福祉士会の中で、今年の２月現在で１，２８０件を受任し、
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認知症の方は５６２件４４％、知的障害者が４１７件３３％、精神障害の方が２２０件

１７％、重複で後見が必要な方が２５件２％、その他が５６件４％という状況です。約

半分を認知症の方が成年後見人等を必要としているということを御確認いただけたら

と思います。 

 ぜひ皆様の御意見をお聞きできたらと思います。 

 

（助川会長） 

 今の中で、何か御質問、御意見等ございますか。 

 

（石元委員） 

 やはり敷居が高いんですよね。特に、健康診断書を書いてもらうとすると、かかりつ

け医に書いてもらうと５万円、断られて第三者の医者に書いてもらうと１０万円と裁判

所で決めていますよね。 

 

（滑川委員） 

今の話は鑑定のときのことと思います。申し立てには診断書ですので、一般的には２,

０００円～５０００円で、 初の申し立てまでにかかる費用は１５，０００円前後です。

その後の鑑定に関しては、今までは鑑定医もなかなか見つからず、探すのに半年かかっ

たりした案件もありましたが、 近は、申し立てのときに医者に鑑定を今後引き受けて

もらえるか確認をし、鑑定料は５万円前後が多いようです。 

近は、鑑定が必要ではないケースが増えてきています。裁判所で 初の診断書、申

立書、面談等を含め判断しているようです。今回私が申し立て支援をした認知症の方の

２件は、鑑定は発生しませんでした。その方は、「今日はご飯食べました？」とお話し

ても「いい天気ですね。」というように返されるような状態でした。 

 

（石元委員） 

 それは、被補助人ですか。 

 

（滑川委員） 

被後見人です。 

 

（石元委員） 

被後見人でその程度ですか。事理弁識能力を欠く常況にあるということですよね。 

 

（滑川委員） 

 精神科の先生にお聞きしたところでも、診断書作成時に鑑定を引き受けると了解して

も、裁判所から鑑定依頼がなく、あの人は鑑定不要で終わったと思われるようなケース

が増えてきたということでした。 
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（石元委員） 

鑑定無くして、被後見人として認証されないのではないですか。 

 

（滑川委員） 

いえ、寝たきりであるとか、植物状態等で、意思疎通ができない場合は、以前から、

鑑定不要でした。 近は、認知症の方でも会話が成り立たないとなると鑑定が無いケー

スが出始めたようです。 

 

（助川会長） 

 資料の４ページに、鑑定の要否の欄があります。後見・保佐は原則として必要となっ

ています。明らかに事理弁識能力を欠いているという方に関してはあらためて鑑定をし

ないという意味を「原則として」といっています。微妙なラインであれば必ず鑑定しま

すが、明らかに能力を欠いているという方に関してはあらためて鑑定をしないというこ

とを滑川委員は言っていると思います。 

 

（石元委員） 

 それは、法律的に規定されていますか。 

 

（滑川委員） 

 「原則として」というのは法律的なものです。 

 

（石元委員） 

 いずれにしても成年後見制度は、扱いづらく、敷居が高い感じがします。裁判所は、

なかなか厳しくやらざるをえないと思います。東京の法務局に登記してしまいますから。 

 

（助川会長） 

 厳しいのは当然です。後見の段階で会話が成り立たないようなレベルの方は、調査自

体不能ですし、鑑定するための検査はいろいろありますが、それも成り立たない状況に

なっている場合は、鑑定自体ができない可能性が高い。 

 

（石元委員） 

 鑑定不能という鑑定が出るのではないですか。 

 

（助川会長） 

 鑑定不能というところを出さなくても、裁判所で必要ないと判断されたことを意味し

ています。 
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（石元委員） 

 そういうことがあるのですか。 

 

（助川会長） 

 事例があります。これは現状の話で、裁判所にいろいろな事例があると思います。 

今回の権利擁護の体制としては、重度の方に関しては、後見のスタイルはわかってき

ていますが、補助の段階の部分はできなくて困っているような方が増えています。その

方たちに対して知られていないということもありますので、認知症の方が訪問販売等に

狙われていることを考えると権利擁護体制の充実を早急に対応しなければならないと

思います。 

後見のレベルは昔から明らかになっていますが、補助と保佐という新しいスタイルを

出したことで充実させていこうとしてスタートしています。特に補助をいかに有効に利

用できるようになっていくのかは大切なことかと思います。 

滑川委員に詳しい資料を出していただき、鑑定費用が以前より安くなって、やりやす

くなっていることがわかります。 

民法第１３条で決めている行為が５ページにありますが、保佐の方からこれに該当す

ることが知られていないため、勝手にその方の預貯金の払い戻しをいろいろな方がした

りなどの事件が後を絶たないわけです。このように民法で定めている行為、財産を利用

したり、借金の話では、認知症の方に上手にローンを組ませ、手持ちのお金が無くなっ

てもどんどんやったりとか、いろいろな事件があります。 

私が担当していた頃は、⑧も該当しました。認知症の方の名義になっているものを家

族が修繕をしようとしても一切手をつけられず、はじめて成年後見制度がわかったとか。 

知られてないことがまだまだあり、こういうところをいかに知って利用していただく

ことが今回のテーマになっていると思います。 

 

（滑川委員） 

私が一番言いたいのは、制度があって知って利用してもらうわけですが、担い手にな

る後見人・補助人候補者を育成する必要があるということです。制度があったら使える

ように実効性のある提案をして行けたらいいと思います。 

 

（助川会長） 

敷居が高いと感じていらっしゃる方にいかに啓蒙活動を行い、使い勝手のいいものに

理解してもらうかという問題点と、制度をうまく運営していくためにそれを担当する人

材の育成が課題であるということです。 

ここでもう一度確認したいのは、３０ページからの地域福祉権利擁護事業です。これ

は、県社協が行う事業で、実施主体は県社協、契約行為は県社協と市町村社協と利用者

の３者契約で進む法的な事業です。実施状況を見ますと７割強が認知症の方です。この

事業が認知症の人の日常の金銭管理を支えることになっているということです。 
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相談内容は３３ページを見ていただくと、相談に来るのは、成年後見制度全体を知り

たいという問い合わせで、次に多いのが日常の金銭管理。軽度の認知症の方からお金の

計算ができなくなっている状況で相談が多くなっています。今までできていた方が１万

円札を出しておつりをもらう、そこから買うことができないので、また１万円札を出し

ておつりをもらい、机の上にじゃらじゃらとお金が置いてあって気づくということで、

日常的な金銭の管理は、生活の中で直結している問題だと思っています。この部分が多

いのは高齢者の特徴で、認知症の７割の方が相談に入ってくるのが傾向として出ていま

す。 

それからうれしいことに、相談者として介護支援専門員が増えてきていることです。

介護支援専門員が研修をやるだけ理解が高まってきまして、一人暮らしの方がヘルパー

さんに頼んだり地域の人に頼んだりして、権利侵害、財産侵害を受けていた事例があり

ますが、公的な事業をどんどん使っていこうということが周知されてきたというふうに

思います。 

今後もこの事業と成年後見制度をきちんと充実して利用していただくための１つ目

の柱の利用者や家族の方に周知していただくことに関しては、両方の制度をいっしょに

考えていっていただければと思います。地域福祉権利擁護事業から成年後見に結びつく

というような、軽度のうちに公的なところと結びついていると必ず調査が入り、フィー

ドバックされてきますから、レベルが下がってきたときに後見に話が留意事項として入

ってくるというように流れとしてもできていますので、御理解いただければと思います。 

地域の中でどういうふうに進めていくのか、皆様から御意見をいただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

（永島副会長） 

 地域福祉権利擁護の運営適正化委員会に入っていますが、財産保全の申し立てをして、

何年か経ち、だんだん重くなってきて、成年後見に行ったほうがいいのではないかとい

う例がこのごろ増えてきていますが、誰が判断して後見制度に橋渡しをするのか。補助

を通り越して保佐くらいになってしまうまで権利擁護事業の方でいるのは、地域福祉権

利擁護事業運営適正化委員会でも問題になってきています。スタート時点から委員長を

された先生は、地域福祉権利擁護事業からなるべく成年後見につなげるようにとおっし

ゃっていましたが、これから先どういうふうになっていくのか１つの問題として捉えて

います。 

 

（助川会長） 

 地域福祉権利擁護事業をスタートさせた方たちには１年に１回とか期間が決まって

検査が入ります。そのときに契約能力の変化があったかどうか検査が入ります。その中

で契約能力の低下が見られる場合は、後見を必要とするということで留意事項でつなげ

ていきまして、今、成年後見に切りかわってなおかつ地域福祉権利擁護事業を受けてい

る方はいらっしゃいますか。 
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 成年後見はこういうところで後見を受け、後見人が契約主体としてその方の契約で地

域福祉権利擁護事業を続けることもできますので、この制度は２つが車の両輪的に動く

ようになっています。 

 補助すら敷居が高いという方に関しては、地域福祉権利擁護事業からスタートして、

日常的な金銭管理からはじめることもできます。 

 この権利擁護の中で、一番大きなテーマとしては、財産侵害が非常に目立っているの

で大きく取り上げられているようです。 

 

（石元委員） 

 虐待、暴力によるものは当然ですが、第三者の振り込め詐欺による虐待、それとは別

に隠れた虐待、家庭や地域の中で無視されている等。経済的に裕福でもないので、老人

会でも声がかからないという人は一番いるのではないか。そういう人は、仮に補助人を

立ててもお金を払う余裕も無いので人も目を付けないから、そういう人はかなりいて、

埋もれていると思います。目立たないし、家族も隠すでしょうから、そういう人をどう

いうように少なくするかは地域のネットワークで見つけ出していくしかないのではな

いでしょうか。 

  

（助川会長） 

 ありがとうございました。 

 先に地域のネットワークの必要性を御意見としていただきました。 

 今日の中では、現状と必要性を認識していただいたということでこの議論を終わりに

させていただきます。 

 次に虐待防止対策について、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 資料の３４ページをご覧ください。高齢者虐待防止法は、この４月に施行されました。

主に市町村が窓口となってその対応についても市町村や地域包括支援センターが中心

になって地域でネットワークを作り、この虐待対応に当たっていくというものです。 

成年後見制度は、Ⅳその他のところで「国・地方公共団体による成年後見制度の利用

促進」とあるように、この虐待防止法の中でも、成年後見制度が今まで活用されていな

かったこともあり、市町村は成年後見制度を利用するように規定されています。 

虐待ですので、家族からの申し立ては考えられませんので、市町村による申し立てを

行うというものです。今まで市町村の申し立ては、４親等内の親族の調査等で、手続き

に時間がかかったということもあり、対応しにくい状況だったと思いますが、調査の範

囲を４親等から２親等に国のほうも改めまして、手続きを少し簡単にできるようになっ

ています。 

今、県では、虐待対応マニュアルを作成中で、目次案ですが資料に載せました。その

中でも、市町村が成年後見制度や地域福祉権利擁護事業を活用していただけるように４
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番に説明を載せてあります。 

それから、５番の再発･未然防止対策の中で、虐待を受けている高齢者の８割が認知

症という統計も出ていますので、認知症に対する取組ということで簡単な認知症につい

ての知識も市町村の方にも持っていただけたらと思い入れてあります。 

後に、３８ページですが、国から調査依頼がきまして、法施行後の４月１日から８

月８日までの市町村に調査した養護者による虐待の件数を参考までにつけました。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。 

 高齢者虐待防止法が４月から施行されていますが、なかなか知られていない現状があ

ります。通報義務がある人というのは、地域の人にもあります。その人に虐待が行われ

ているという疑いがあって、生命の危険もある場合は、地域の人からも市町村に通報義

務があるというぐらいに、この法律は幅が広く、ぜひ知っていただきたい法律の１つで

す。今までは、在宅で虐待を受けていた人への支援ですが、特徴は施設の中での虐待で

す。一番大切なのは、今後虐待を起こさないことで、取組が書かれています。 

皆さん何か御意見がある場合は、メーリングリストでお願いします。 

時間が無くなってしまいましたので、配付資料の認知症と交通事故、認知症の予防、

江東区の人生大学は、お読みください。 

これで第４回の研究会は終わらせていただきます。ありがとうございました。次回は、

９月２７日ですのでよろしくお願いします。 


