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2019年 6 月 28日 

 

衆議院議員の視察記録 

 

日 時：2019年 6 月 21日（金）午前 9時〜11時 

内 容：つばさの法人後見等について 

参 加：衆議院議員池田真紀さん 政策秘書植木 孝さん 

    須田幸隆理事長 篠﨑美代子副理事長 有園田鶴子理事 根岸満恵理事 

    斎藤聡子会員  吉田千代会員 

場 所：認定 NPO 法人 よこはま成年後見 つばさ事務所 

 

 2019 年 6 月 21 日（金）、衆議院議員の池田真紀さんとその政策秘書の方が、国会日程

の合間をぬって法人後見の最前線 NPO法人 よこはま成年後見 つばさを視察してくれまし

た。つばさの理事や障がい者の親達と 2時間にも及ぶ熱のこもった議論を交わしました。 

 

 

 

 

 

 

  

 最初につばさの理事長から、法人の基本理念1「誰にも等しく権利擁護」の解説がありま

した。等しくに二つの意味を込めたこと。

１．判断能力のある人も不十分な人も 

２．資力のある人も乏しい人も 

皆んな等しく権利擁護です。 

 つばさは、成年後見制度は「財産管理の制度」と言われる中で、主に資力の乏しい方に

焦点を当てて、その生活支援に重点に置いた後見業務に取り組んできたことを伝えました。 

 また、2019 年 6 月 1 日から新規事業として障害者の計画相談事業2に取り組んでいるこ

と、今後の法人後見と計画相談の相乗効果に期待していることなどを話しました。 

 

①再会の握手 

 

②理事長熱く語る 



 2 

 次に理事長は、この日の神奈川新聞読書欄に載った「息子の死 改善に生かして」を読

み上げました。特別支援学校に通う知的障害のある 19歳の息子が、突然天国へ逝ってしま

った。施設のショートステイで、入浴中に溺死した。施設を責めたいけれど責められない。

事故原因を究明し対策を徹底してほしい。施設職員の給与、福利厚生の水準が低い。職員

の士気が上がらず、人も集まらない。そして事故が起こる。福祉施設の職場改善のための

施策を行なって欲しい。 

 参加していた障害者の親である根岸さん、斉藤さん、吉田さんが大きく頷いていました。 

 

 
③この日（2019 年 6月 21 日）の神奈川新聞読者欄  2019年 3 月 27 日に発生 

 ご冥福をお祈りします。 

 



 3 

 

④つばさの延受任状況 

 つばさの法人後見受任は、2019 年 4 月 18 日現在延 80 件です。そのうち 48 件が障がい

者です。全体の 60%です。80件のうち、本人申立が 15件（内訳後見 7件 保佐 7件 補助

1件）あります。つばさでは、本人申立こそ意思決定支援そのものと捉え重視しています。

支援関係者と連携し手厚い申立支援を行っています。言わば、つばさ方式が確立されてい

ます。 

 また、制度利用相談の中で直ぐには家裁申立にはならないが将来に備えてつばさとの関

係性を作っていく後見的支援も行なっています。他に例のないユニークな取り組みです。 
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 続いて、理事長は 6 月 18 日に関係閣僚会議で決まった認知症施策推進大綱3の中の成年

後見制度利用促進にある「後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保するために

市町村の取組を支援する」に触れて、法人は社協ばかりを指すのではなく NPO 法人の中に

は、つばさのようにそれ以上の成果4を出しているところもあることを話しました。 

 

④6 月 18 日の認知症施策推進大綱 

 

池田議員からは、 

１．地域共生社会推進に向けての専門職支援議員連盟の発足 

２．児童虐待と新たな資格制定の動き 

３．引きこもりの問題と８０５０問題 

４．認知症患者と JR 事故のような損害賠償問題 

５．夫婦別姓等家族のあり方 

など国会で進む広範囲の状況報告がありました。 

 

 つばさの理事の根岸さんから、担当している被保佐人さんの認知症が進みここのところ

頻繁に行方不明事件が起きていて、ご本人の安全確保のことから行政に事故報告を行った

ばかりであること。地域で孤立していた被保佐人さんをこの６年間、民生委員さんたちと

地域に見守り体制を構築し支えてきたが、在宅での生活を継続することが難しくなってき

ている。現在、特別養護老人ホーム入所の待機中ですが、事故と損害賠償問題は人ごとで

はなく心配ですと発言があった。 

 

  

 

 

⑤認知症が進む被保佐人の支援を語る 

 

 

 

⑥真剣に聞く池田真紀さん 
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次につばさの理事長から、神奈川新聞読書欄に掲載(2019 年 6 月 15 日)された自身の投稿

記事の紹介がありました。 

自助努力 求め過ぎないで 

 先日、桜木町駅前の横浜市社会福祉センターホールで、映画「ぼけますから、よろしく

お願いします。」を見ました。認知症の患者を抱えた家族の心暖まる作品です。 

映画を見て思ったのは、高齢者は認知症になっても、「人さまに迷惑を掛けられない、自

分でやらなければ！」とかたくなに思い込んいること。刷り込まれてきたこの思いに、自

縄呪縛になっています。本当は、「助けてと言ってもいいんだよ」、「人さまに頼っても

いいんだよ」という社会でなければならないのです。 

 社会福祉法第３条の基本理念でもうたように、能力に応じた自立した生活を営むことは

大切な考え方です。しかし、私たちの社会は自助努力を求め過ぎていないでしょうか、ま

た、自己責任優先の政治風土になっていないでしょうか。 

 川崎の児童殺傷や元農水次官による自子殺害など悲惨な事件が続き、いわゆる「８０５

０問題（80 代の親が 50 代の子どもの生活を支える）が注目されました。こうした政治風

土が、事件の遠因になっていないか危惧しています。 

 

これに続く投稿原稿も、紹介されました。 

自分の力を生かしながら 

 6月 15日の本欄に「自助努力 求め過ぎないで」の投稿を掲載していただきました。 

今、横浜市の各区役所に行くと立派な冊子になった「よこはま笑顔プラン5」が配布されて

います。これは横浜市成年後見制度利用促進基本計画でもあります。その 70 ページの目

指す姿に「高齢者や障害者が自分の力を生かしながら」とあります。 

 このことについて、私たちはパブリックコメントで「高齢者や障害者が支援を受けなが

ら」とする方が適切ではないかと提案しました。なぜならば、このパートは認知症や知的

障害など判断能力が不十分な方のパートだからです。 

 これに対して、横浜市は「自助力を高め、地域の人とお互いに支え合いながら自立する

ことや、支え手と受け手が固定されない、誰にも役割があるという考え方を大切にしてい

ます」と丁寧に回答してくれました。しかし、これは社会福祉法第３条の基本理念に基づ

くものであって、一般論に過ぎません。第３条は、「能力に応じ」とありますから、もし

かするとこれにも反しているかもしれません。これは私の拘り過ぎだろうか。 

 

 話はさらに続き、法人後見の最前線に立つつばさからは、最近の制度利用の相談の多く

は障害関係者からであること。また、複合的課題を抱えた家族問題について事例を示しな

がら、後見人に生活支援が求められていること。これらに的確に応えるには、チームで対

応する法人後見が適していることなどを伝えました。 

 例えば、横浜市成年後見制度利用促進基本計画のパブリックコメント6では、私たちは冒

頭に次のように書きました。 

「平成 29 年 4月、A区の地域包括支援センターから認知症の疑いのある父親と精神障がい

のある長女の２人世帯について相談がありました。最初、長女から障がい者の基幹相談支
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援センターに「父親の様子が変だ！」と SOS が入ったそうです。基幹相談支援センター

は、地域包括支援センターに連絡、その地域包括支援センターは、さらに私たち法人と区

役所に連絡してきました。 

・父親は受診せず、介護保険サービスは未使用 

・長女は、食事・家計管理が十分できず父親の介護はネグレクト状態 

・家はゴミ屋敷状態 

 平成 29 年 7 月、長女が地域包括支援センターの社会福祉士と連れ立ってつばさの事務

所に来所しました。面談を終えて、長女に感想を聞くと「つばさはアットホームな雰囲気

で良かった」と言ってくれました。 

 平成 29 年 7 月、早速私たち法人からふたりの会員（ SV と担当候補者）がご自宅を訪

問し、実情を把握したしたところ負債も数件あることが判明しました。親族（長女）申立

ではあるが、家裁申立支援は区役所と地域包括支援センターが行うことになりました。こ

うして関係者間で情報を共有しながら、家裁申立の準備が進められました。 

 平成 29 年 10月、最初の相談からほぼ半年で、私たち法人を後見人にするとの家裁審判

が出ました。審判後は、介護保険サービスを導入しケアマネージャーやホームヘルパーと

共に、住み慣れた家での生活が継続できるよう家族支援にあたっています。数件の負債は、

既に司法書士に委託し解決しています。障害のある長女にも基幹相談支援センターと連携

し適宜助言をしています。」 

 

 この 4月 1日から、つばさの理事や会員たちが関与して鶴見区で「NPO 法人つなぐ7」を

スタートさせたこと、障害に特化した法人後見を目指していること。 

 2013年に成年後見制度法人後見支援事業8が市町村の必須事業に格上げされていますが、

地方は国の示す内容通りの支援を行うことが必要だと、今回の経験を通して改めて実感し

たと根岸さんが述べました。 

 

 その他、資力の乏しい方が成年後見制度を使うには、成年後見制度利用支援事業の完全

実施が不可欠であること、さらに単なる助成事業ではなく介護保険法等に基づく権利とし

ての給付であるべきことを主張しました。 

 ここまで先行してきた特定非営利活動法人 よこはま成年後見つばさの今後の役割は、こ

うした NPO 法人にこれまでつばさが蓄えてきたノウハウを提供していくこと。市民が選択

できるほどに法人後見実施団体を実現していくこと、互いに連携していくことなどにある

と認識しているが、本来これは行政の役割ですと話しました。 

 最後に、地元の市会議員に今回の視察情報を伝えたところ、会派のメンバーと視察に行

くと回答してくれたので、横浜市が力を入れて設置した高齢化した精神障害者のためのグ

ループホーム「おきな草」を案内したいこと。池田真紀さんは北海道選出の議員なので、

つばさでは北海道浦河の「べてるの家」訪問が夢あることをお伝えしました。 

 池田真紀さんは、時間ぎりぎりまで私たちと議論していましたが、午後の国会に備えて

つばさの事務所を飛び出して行きました。 

 用意した資料は、もっと沢山あったのですがまたの機会にします。池田真紀さん、あり

がとうございました。 
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⑦児相経験者から児童虐待を聞く 

 

⑧百万ドルの笑顔 
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衆議院議員 池田真紀さん、つばさ事務所を訪問 

日時：2019 年 6月 21日(金)  9：00～10：50      

場所：認定 NPO法人 よこはま成年後見つばさ事務所 

参加：衆議院議員 池田真紀氏 政策秘書 植木孝氏  

   須田理事長 篠崎副理事長※ 有園理事※ 根岸理事 

   吉田千代会員※ 斎藤会員  

（※先約等の為途中から参加） 

資料：福祉新聞記事「福祉職支える超党派議連が発足～」 

神奈川新聞読者欄投稿(3頁)、神奈川新聞 ‘19.6/15 掲載記事 

つばさの概要、受任状況、「複合的課題のある家族支援事例」 

池田氏提供資料：「地域共生社会推進に向けての福祉専門職支援議員連盟」設立趣意書(案)の

コピー 

 

１．須田理事長 挨拶 

  ・神奈川新聞本日(6/21)掲載の記事「息子の死 改善に生かして」の紹介 

    ・藤田孝典氏の SNS発信がバッシングされた件等  

２．池田真紀氏 挨拶 

  ・国会の動向、懸念される事態（資料「地域共生社会推進に向けての福祉専門職支援

議員連盟」設立趣意書(案) 

３．須田理事長から 本日のテーマ等について 

  ・認知症施策推進大綱に関して 福祉新聞の記事「法人後見を…」だが、法人後見＝

社協ではない つばさのような NPO 法人による法人後見も重要になる 

  ・成年後見制度利用促進法にも注目してきた 

  ・当法人の基本理念「誰にも等しく権利擁護」…資力のない人にも後見を 身上保護 

      こそを大事にすべき 「財産管理の制度」と言われてきたことに抵抗してきた 

  ・厚労省の調査研究をまとめたのがその後の動きに繋がっている 

  ・最高裁家庭局の聞き取り調査、意見⇒成年後見申立の診断書改定と「本人情報シー

ト」の導入へ 

  ・「本人情報シート」は診断書を書く医師、類型を決定する裁判官に活用して貰い、

本人に合った類型に 

  ・今年 4月から導入されたが、それに先立って最高裁家庭局の判事らがつばさの事務

所に来所、説明会を開催 

  ・第三者後見人等への報酬の考え方も今後は変わっていくのでは…現行の財産の多寡
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による報酬のめやすは変更へ 

  ・親族後見から第三者後見へという流れ…まやかしの社会化となってはいけない。後

見人等として適切な親族がいるのならば親族後見も。⇒親族後見を支援する仕組み

も必要！？法人後見の法人が担える役割もあるのでは？ 

  ・共同通信 千葉記者｢今回の改革は強者に優しく弱者に厳しい｣…資力のある方にとっ

ては、報酬負担が経験されるが資力の乏しい人にとっては報酬負担が増大になる、

と。⇒資力の乏しい人が払えるよう報酬への助成制度充実が不可欠だが、そもそも

｢助成｣ではなく当然の権利として｢給付｣とすべき、権利擁護のための当然の権利 

  ・生活保護に関して、以前は｢後見扶助｣の創設を提言していたが、今は｢生活扶助｣の

中の一時扶助で対応可能と考えている 

  ・これらの活動から総務省行政評価局担当者 2 名が意見を聞きに来所したことがある 

  ・資料の｢神奈川新聞｣読書欄投稿のプリント、「よこはま笑顔プラン(第 4期横浜市地

域福祉保健計画)」の 70頁、「～～自分の力を生かしながら」という表現は「～～

支援を受けながら」とする方が適切なのではと考え提案した 

4．吉田千代会員から 

  ・SSW として不登校や学校生活上の支援の相談を多数経験、困りごとやトラブルに遭

う子は実は何らかの発達障害の子どもが多いと感じる 

5．池田氏 

  ・児童虐待の問題は深刻だが、国会の捉え方にも問題がある…ソーシャルワークとは

違う場面で動いている 全体のビジョンが無い 

  ・厳罰化…与党は「児童虐待罪」の創設は断念したがなおも厳罰化の動き 

  ・虐待防止法は、高齢者、障害者にはあるが児童にはない…児童福祉法 

  ・子育ての社会化が認識されていない 

  ・新たな専門職の設置 

  ・十分な議論がされているのか、一部の拙速な取り組みは危険では 

  ・超党派の議連で慎重かつ早急に 

  ・福祉の現場の政治団体が無い 

６．根岸理事 

  ・認知症高齢者の被保佐人さんの実例を紹介 地域支援ネットワークを構築して地域

での暮らしを作り上げて来たが、認知症の更なる進行で新たな課題、地域生活が困

難に  

７．須田理事長 

  ・最近当法人に持ち込まれている相談は複合的な課題のケースが多い 
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  ・事例紹介（資料のプリントを紹介） 

８．吉田千代会員 

  ・児童虐待の厳罰化は、子育て中の親を追い詰めることになり、親支援が届きにくく 

   なり逆効果が危惧される。 

  ・児相スタッフを増やせばよいというものではなく、ソーシャルワーカーとしての専 

   門性の問題である。職員の質の低下が懸念される。 

  ・現場での長年の経験から、児童相談所と市町村の虐待対応への棲み分けや連携がう 

   まく行っていないと感じている。 

９．須田理事長 

  ・つばさの役割とは 

  ・つばさのような支援をする団体がたくさん出てきて欲しい 

  ・「鶴見のつなぐ」を紹介、根岸理事が事務局を担っている説明 ⇒根岸さんから 

   地域で障害福祉サービスを提供している法人と一緒に立ち上げた NPO法人 

・障害の法人後見ととりまく課題に特化したワンストップの相談・支援機関へ 

・須田理事長の今後の夢…北海道の「べテルの家」へ行ってみたい 

10．記念撮影 

 

（記録：斎藤） 

完 

 

＜資料＞ 

１．成年後見関係事件概況 

２．横浜市権利擁護予算推移 

３．神奈川新聞 2011.06.22 福祉職 OBらスクラム 

 http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/newspaper3.pdf 

４．神奈川新聞 2015.12.03 法人後見で先駆的成果 

 http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/newspaper2015.12.3.pdf 

                             
1誰にも等しく権利擁護 

 http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/rinen20140607.pdf 

2計画相談室 ウィング 

 http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/keikakusodan.html 

3認知症施策推進大綱 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ninchisho_kaigi/dai2/gijisidai.html 
4法人後見で先駆的成果 

http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/newspaper2015.12.3.pdf 

5 よこはま笑顔プラン 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/chiikifukushi/hokenkeikaku/chiikifukush



 11 

                                                                                  

ihoken-keikaku-4/shikeikaku-4.html 

6横浜市成年後見制度利用促進基本計画パブリックコメント 

 http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/publiccomment201805.pdf 

7 NPO 法人 つなぐ 

 http://npo-tunagu.org 

8成年後見制度法人後見支援事業 

http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/houjinkouken.html 


