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須田
定刻前ですが、余談から入ります。
（スクリーンを指差して）
「福祉職 OB スクラム 2」、これは 2011 年 6 月 22 日の神奈川新聞の記事です。NPO 法人 よ
こはま成年後見 つばさを立ち上げる報道です。
実は、横浜市は、福祉職制度を 50 年らい守ってきました。その福祉職 OB が、あの東日本
大震災の時、横浜市が設置した一時避難所に生活相談で結集しました。それがきっかけで、
法人後見実施に発展していきます。
次の写真は、2015 年 12 月 4 日の新聞記事です。つばさの行う法人後見が、先駆的成果3を
出していると報じています。
次の写真は、昨日（2 月 6 日）の朝日新聞の記事です。丁度、10 回連続の記事が始まりま
した。１回目の最後の所で、本日の話につながる最高裁家庭局の改革に触れています。
丁度、定刻になりました。

②司会進行 篠崎副理事長
①最高裁家庭局による説明会
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先駆的成果

http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/meibo20190207.pdf
http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/newspaper3.pdf
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1

篠崎
お待たせしました。ただ今から、最高裁家庭局による診断書の見直し等の説明会を行いま
す。本日は、最高裁家庭局から太田判事、田熊調査員、横浜家裁から関戸書記官がお見え
になっております。ありがとうございます。
それでは最初に、理事長の須田が挨拶をします。理事長、お願いします。
須田
それでは、皆さんおはようございます。
最高裁家庭局の太田判事、田熊調査員、改めてお忙しい中お越しいただきまして、誠にあ
りがとうございます。
いつもお世話になっている横浜家裁の関戸書記官、私たち法人後見の事務所、書類の管理
とか預貯金通帳の管理とかをどうぞご覧になられて、お帰りください。
本日、お集まりの皆様方はつばさの法人後見に関係する方々ばかりです。
さて、多分お集まりの方は、どうしてここに最高裁家庭局の方が来られているのか、診断
書の改訂、新たに導入される個人情報シートは、どのような意味を持つのか十分にお分か
りになっている方は少ないものと思います。
そのことを少しご説明します。
まず、私たちは、横浜市で生活保護の仕事を長くやりましたので、成年後見制度は、例え
ば、生活保護受給者であっても使えるようであってほしいと願って、 それを法人の基本理
念4に据えて、今日まで法人後見活動に従事してきました。
しかし、成年後見制度の運用を見ていますと、残念ながら財産管理が中心でした。また、
利用する類型は約８割が後見類型でした。
私たちは、適切な類型を選択できるようにするためにしたらどうしたらよいのかと、西田
理事、根岸理事を中心に厚生労働省委託の調査・研究 5も行いました。
国の方では、成年後見制度利用促進法が施行され、基本計画が閣議決定されました。それ
に先立つ内閣府の議論の中で、診断書の見直しが課題の一つになりました。
一昨年 8 月に最高裁家庭局で「診断書のあり方」のヒアリング 6が行われ、私たちにも厚生
労働省の推薦で声が掛かりました。
とは言え、診断書に素人の私たちがどんなことが言えるのだろうかと悩みました。そして
みんなで考えました。
その結果、「適切な後見類型選択のために」と題して、３点を意見具申することにしまし
た。
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5

厚生労働省委託の調査・研究

6

診断書のあり方」のヒアリング

http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/rinen20140607.pdf
http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/kourousyou201703.pdf
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その１

現行の診断書で求めている判断能力は、財産管理の能力だけなのでこれは改めて

もらいたい。
その２

医師は、本人の家庭的・社会的状況を記した情報提供書を参考にしてほしい。

その３

そもそも情報提供書は、最終的に類型を決める裁判官こそ参考にしてもらいたい。

以上の 3 点でした。
そして、知恵を絞って具体的な情報提供書を作成しました。
また実践例として、真理プロジェクト 7をご紹介させていただきました。
その結果、のちほどご説明いただく成年後見制度における診断書の見直しについて 8として
・新たな診断書の様式
・新たに導入される本人情報シート
・本人情報シート作成の手引き
などが示されたのです。
こうした経緯があったので、本日最高裁家庭局に来ていただけたと理解しています。簡単
ではございますが以上で経緯とさせていただきます。
篠崎
はい、ありがとうございます。
それでは、早速最高裁家庭局の方からご説明をお願
いいたします。
太田判事
成年後見制度の利用促進基本計画の中で、診断書の
③挨拶

経過説明

須田理事長

あり方について見直しが提言され、最高裁で検討し
てきました。
この度、診断書の書式を改めたこと、新しく「本人

情報シート」を取り入れた内容が固まりましたのでご報告します。

④挨拶

7

真理プロジェクト

8

診断書の見直しについて

説明

http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/mariphoukoku.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000307500.pdf
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太田判事

資料「成年後見制度における診断書の見直しについて」を参照してください。
成年後見制度では、ご本人の精神の状況について鑑定をすることになっていますが、明
らかに鑑定の必要がないと認めるときには鑑定書に変えて診断書の提出を求めることで運
用され、これにより家庭裁判所で迅速に審判をすることができます。
他方、後見相当と判断された場合はご本人の行為能力の制限につながるため、慎重に判
断しなければならず、診断書が重要な役割を果たしています。
医師にとっても ご本人の家庭的・社会的な情報を 十分に得た上で診断することが非常
に重要ですが、これまでこれらを伝えるツールがありませんでした。元々かかりつけ医師
であれば、背景事情を把握していますが、 家族からの依頼を受けて 背景事情を知らない
患者の診断書を書くこともあるため、そういった時に情報を適切に伝えることができるよ
うにこの取り組みを進めてきました。
具体的な取り組みとしては、 一昨年の 8 月に様々な団体にヒアリングをお願いしまし
てその中でつばさからも非常に貴重な意見があり、それを踏まえて検討してきた次第です。
それではまず「診断書の改定」についてご説明したいと思います 。
診断書の改訂のポイントは 2 点あります。
まず１点目が「3 判断能力についての意見欄」です。 従前の書式ですと判断能力につい
ての意見欄が「自己の財産を管理処分することができるかどうか」という判断になってい
ましたが、「判断能力のうちの財産の管理能力に偏っている」というご指摘がありました
ので、「契約等の意味内容を自ら理解し判断することができるかどうか」という表現に改
めております。
それから基本計画の中でも ノーマライゼーションやご本人の意思決定支援の考え方を
尊重するべきであるという指摘がされており、その考え方を診断書の表現の中に取り込み
「支援を受けるかどうか」ということをこの意見欄の所に取り込んでいます。 つまり普段
ご本人を支援しているご家族や福祉担当者の方が、契約の内容を簡単な言葉でご本人に分
かりやすく説明した場合、本人も判断できるという時は、「できるという判断」として診
断してください。それからもう一点が従前の診断書の書式ですと３のチェックボックスの
一番上が後見相当の一番重い方で、徐々に軽くなっていくという順番で並んでいたのです
が、認知症の方などですとだんだんと症状が重くなってきて、最終的に後見類型に当たる
ということになるので、それに沿ってチェックボックスの順番を逆にして、一番上が判断
能力に問題のない類型で徐々に重いというような順番にしました。
裏面は「判定の根拠」と書いています。 裏面は表面でそういう判断をした理由を書い
ていただく欄です。従前の書式ですと自由記載の欄となっていました。そのため医師よっ
て非常に具体的に、詳しく診断の根拠を記載される方と非常に簡略に書かれる方とばらつ
きがありましたので、提出を受けた裁判所としても判断が難しかったため、判定の根拠を
具体的に記載していただく欄を儲けました。
判断能力を判断する上で重要な 4 項目の「見当識」「他人との意思疎通」「理解力・判
断力」「記憶力」について障害の有無と程度をチェックし、備考欄に特記事項があれば記
載、これが「判断の根拠」ということになります。
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以上が診断書の内容の改定ということになります。
それでは次に「本人情報シート」という新しい書式についてご説明します。
医師が本人の診断書を書く場合は、ご本人の身体・精神の状況をご本人に問診し、またご
家族に聞き取りをされていますが、ご本人の家庭状況・生活状況等に関しては、今まで伝
える手段がありませんでした。そこで医師が十分な資料に基づいて適切に医学的な診断を
するために、ご本人を支えている福祉関係者が情報を医師に伝えるためのシートを導入す
ることにしました。
この「本人情報シート」を書く方としては いわゆるソーシャルワーカーとしてご本人
の福祉の担当をしている方、具体的には 社会福祉士・精神保健福祉士・介護支援相談員・
相談支援専門員・施設や病院の相談員の方などを想定しています。 他方でヘルパーのよう
な介護の事実行為だけを担当している方には、ご本人の生活全般を把握している状況でな
いためこれを書くことは想定していません。
まずこのシートは、医師が診断を行う際の資料として活用することを想定しております。
具体的には成年後見制度を利用したい当事者が、医師の診断を受ける前に福祉担当者の方
に「本人情報シート」の記入をしてもらい、それを医師に診断書を依頼する際に参考資料
として提出し、診断書を作ってもらう。 その後、診断書とこの「本人情報シート」の両方
を家庭裁判所に申立資料として出す。 家庭裁判所はこの「本人情報をシート」に書かれた
情報により審判をするということを想定しています。 それによって裁判所の方も、ご本人
の判断能力について十分な情報に基づいて審判できます。また「本人情報シート」に書か
れている内容を参考にして、適切な後見人を選任するときの判断資料にもなると考えてい
ます。
それによりご本人の判断能力によって、適切に後見・保佐・補助のどの類型にあたるか
ということを適切に判断できるメリット、ご本人にとっても適切な後見人を選ぶことがで
きるというメリットがあるということに期待をしています。
また、成年後見制度の利用に迷っている方、まだ使うかどうかわからない方にも情報シ
ートを使っていただき、中核機関・包括支援センター等に相談に行き、そこのチームでこ
の方にとってどういう支援が適切であるか、例えば福祉で対応できるのか、成年後見制度
を利用した方がいいのかを検討する際にアセスメントシートとして使っていただくことも
考えられます。さらには成年後見制度を申立後、例えば類型の見直しの際に このシートを
活用して前回作った情報シートと今回のものを比べてみる、あるいは付与された代理権、
同意権の範囲について見直しをする時の参考資料としても使えると考えています。このよ
うにチームでの支援方針の検討の際にも資料として活用してもらいたいと期待しておりま
す。
今日お集まりの方の中にもこの「本人情報シート」を活用する立場の方もいらっしゃる
と思いますので記載する際のポイントについても簡単にご説明したいと思います。
「本人情報シート作成の手引き」には書いていただく際の注意事項を記載しています。
「本人情報シート作成の手引き」は 4 月 1 日以降裁判所のホームページ後見ポータルサイ
トの中にも掲載する予定です。「本人情報シート」の作成依頼を受けた際には、裁判所の
ウェブサイトの後見 ポータルサイトの中から「本人情報シート作成の手引き」を参照頂き
ながら書いてください。
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「本人情報シート」を書いていただく際の一番大事なところは 、シートの趣旨がご本
人の家庭的・社会的情報を伝えると言うことに主眼がありますので、作成者の主観ですと
か評価ということは出来るだけ加えないで、見聞きしたことをありのままに書いていただ
くことが非常に重要になります。
書式の「3 本人の日常・社会生活の状況」を記載する際に特に気をつけることは、ご本
人が支援されている方の助けを借りてできることは「できる」とチェックすることで、一
番のポイントになります。 介護保険の認定などでできるだけ重い認定になった方がいいと
ご家族から依頼を受けることがあり、つい重めに書いてしまうことがあると聞いたことが
ありますが、この「本人情報シート」については、それによって本人の判断能力について
の審判がされ、行為能力が制限されるという側面があるので、ありのままを書くことが非
常に大事だということをご理解ください。ご本人の実際の心身の状態よりも障害の程度が
重いような記載がある場合には、その後の診断と重ねて、審判に影響を及ぼす危険がある
ということを是非ご理解ください。
それから「 3 の日常社会生活の状況について（２）認知機能について」を少しご説明し
たいと思います 。この中で意思の伝達能力について書く欄がありますが、日によって差が
ある方もいらっしゃいます。言葉を発する部分について障害のある方でも身振り手振りと
言った言葉以外の方法で意思が伝達できる場合があると思いますが、その場合は「伝達で
きる」とご記載してください。
本人情報シート裏面の「6 本人にとって望ましいと考えられる日常・社会生活上の課題
への対応策」は、記載者の意見を書く欄になっています。 それまでの項目と違って事実を
ありのままを書くというよりは、意見ということで主観や評価的なことが入る欄になりま
す。
ここに書くことによって、依頼を受けたご本人と親族の間でトラブルに巻き込まれると
いう事案については書ける範囲で書くこと、またシートを書くこと自体でトラブルになる
時は断っていただいて構いません。義務ではありませんので、ケースに応じて出来る範囲
でご協力ください。トラブルをできるだけ避けるためには ご本人・親族の同席の上で確認
しながら書くということが望ましいと考えます。
運用に向けてのスケジュールについてご説明したいと思います。
新しい書式が 1 月 10 日に完成し、各家裁に情報提供をしております。
その後、関係団体には最高裁の家庭局から情報提供して、併せて周知のお願いに回ってい
るという状況です。
厚生労働省の協力を得て各自治体の担当部署情報が行き渡るように手配し、また医師会
を通じて医師・医療関係機関に対して周知されるように依頼をしているところです。それ
から、日本社会福祉士会、精神保健福祉士協会に協力いただき、会員の方には周知をして
いただいています。その他高齢者向けの住宅の関係業界・施設の中で対応される可能性の
ある方々には周知のお願いをしています。
家庭局からは分かる範囲で関係団体の方にはご説明に上がって、周知のご依頼をしてい
ますが、制度に関わる皆様には協力いただきたいので 是非つばさでも周知の機会がありま
したら、今日お話しした内容も含めて 広めていただければと思っています。
一般の方には 4 月以降の導入のため、まだ公開していないのですが研修の場面ではこの
書式をどんどん周知をしていただければと思っています。「本人情報シート」自体の提出
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は任意でして、これがなくても成年後見制度の申立てはできるということで運用を始めま
す。 必ずしも福祉関係者の方が関わっていない方には準備が難しいため、無理のない範囲
で、できるだけこれを利用していただくようお願いします。
「本人情報シート」により診断が適切にされて、後見類型ばかりでなく、保佐・補助の
類型も増え、そう言った早い段階で後見制度を使うということにもつながるのではないか
ということも期待をしております。
それからご本人が成年後見制度のメリットを感じられていなかった要因として、後見
人として選ばれた方のミスマッチが指摘されておりました。このシートで改善されるよう
期待をしておりますので、早く多くの事案でこのシートが活用される実務の定着がしてい
くように、裁判所としても広めていきたいと思っていますので、依頼をされた際にはご協
力いただけたらと思います。 私からの説明は以上になります 。
篠崎
ありがとうございます。
それでは、せっかくの機会ですので少しご質問を受けたいと思います。皆さんで質問のあ
る方はどうぞ手を上げて、所属とお名前を述べて質問をしてください。
質疑応答
Q

本人情報シート

「3 本人の日常・社会生活の状況について」

支援者の支援があればできるはできるにチェックするのはガイドラインを見るとちが
うのではないか。
A

「支援があればできる」はできるにチェックする。迷いがあれば具体的に記載する。
支援があればできるのに、チェックなしにはしないようにしてください。

Q トラブル回避するために、家族が同席するとありのままに記載するのは難しい。
A 事案に応じて判断して欲しい。
記載された情報シートを家裁に提出すると、申立者、当事者に閲覧されることになる。
事案によって判断して欲しい。
Q よい改定で感心しながら聞いています。障害のある人のより良い生活を目指して、あん
しんノートの普及活動をしているので、新しい書式をあんしんノートに入れ込んでよいか。
A ぜひそうして活用してください。
Q 父からの金銭搾取のある方の申立、家族が申立者の場合は閲覧ができるということか。
A 申立人になっていれば、閲覧できる。金銭搾取が申立書で読み取れれば通常は見せない。
裁判官は閲覧者を判断するので、裁判所に情報を伝えてもらいたい。
Q「本人情報シート」は本人の親が書いてはだめか。
A ソーシャルワーカー、福祉の専門職が書くことを想定している。
親族の方や申し立てた弁護士が情報もっている場合は、申立事情説明書に書いてもらう。
シート以外に情報を書いても有益である。
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Q 親が望んでいなくても、財産額で弁護士が選任されてしまうことを検討して欲しい。
A 今後は抱えている課題によって裁判官が判断する。今までは診断書等のみの情報で、ミ
スマッチはあった。中核機関が支援し、申立の段階で情報共有できれば、親族の希望や課
題が裁判所に伝わり、ミスマッチが避けられる。
〇書式について 4 月より運用するが、使っていく中で意見があれば出して欲しい。確定で
はなく、見直してより良い書式にしていきます。
〇本人情報シートの作成費用のこと
裁判所は無料か有料か判断していない。
業務の範囲で書けるかを考え、報酬については考えて欲しい。
依頼する時に有料か無料を確認するようにと案内している。

⑤質疑応答

太田判事

⑥傍聴者

約３０名

須田
先ほど、財産のある方の後見人選任の質問がありましたので、私からお答えします。太田
判事のご説明で、本人情報シートは、「適切な後見人選任の資料となる」とまとめられて
います。
不動産などの財産がある場合には、法律職が相応しいことが多いと思いますが、現行のよ
うな一定額以上の預貯金がある場合は、機械的に法律職を選任するというような「在り方」
は、今後、改められるのではないでしょうか。
篠崎
質問も特にないようですので、最後の挨拶にします。
理事長、お願いします。
須田
少し時間があるので、ゆっくりまとめます。
太田判事のご説明を伺って、改めて本人情報シートの重要性を認識しました。
太田判事は、本人情報シートについて 4 点にまとめられました。
１．適切な類型判断の資料となる
２．適切な後見人等選任の資料となる
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３．手続開始前、制度利用が適切か、候補者選定のアセスメント資料になる
４．手続開始後、支援方針検討、後見事務の見直し（類型変更）にも利用できる
次に、情報シート等の周知についてつばさにも協力を求められました。
私たちは、明後日（2 月 9 日）に会員伝達研修を予定しています。
本日、この会場には、県社協、保土ヶ谷区役所、ぱあとなあ神奈川、地域包括支援センタ
ー、基幹相談支援センターなどたくさんの方々が参加しています。今後、関係者ともよく
相談し、周知を図ってまいりたいと思います。
須田
話は違いますが、お手許に「川島原地区の皆様へ」とするチラシを入れておきました。ま
だ未定稿ですが、これは川島原地区社協からの依頼原稿です。
保土ケ谷区役所の関根係長、保土ケ谷区内にはいくつ地区社協がありますか。
関根係長
20 箇所ぐらいです。
須田
ありがとうございます。これから地域への働きかけ、地域との連携を深めていきたいと思
っています。
実は、つばさの活動はミクロ領域だけではありません。個別の課題を一般化、普遍化して
社会に発信するソーシャルアクション、マクロ領域にも積極的に取り組んでいます。
国の基本計画9、横浜市の基本計画10のパブリックコメントの際には、沢山の意見を出して
きました。そして、最近ではミクロ・マクロの中間メゾの領域にも力を入れ始めました。
地域への働きかけ、地域との連携 11です。真の地域連携ネットワーク構築のためにと言っ
ても良いかもしれません。
須田
さて、会場に横浜市精神障害者家族会の柏木さんがいます。柏木さん一言ありませんか。
柏木
娘がつばさの法人後見を利用しています。私のところは、娘と両親の 3 人家族ですが、数
年前に私が入院騒ぎを起こし、親亡き後が切実となってつばさに相談しました。
成年後見制度を利用して、本当に良かったと思います。
（娘さんは、つばさの余暇活動支援の常連さんです。お父さんは、つばさの業務検討会に
も参加してくれます。お父さんは、つばさとの出会いを「地獄で仏に会ったよう 12」と言
ってくれています。）

9

国の基本計画へのパブリックコメント

http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/publiccomment2017.pdf

10

横浜市の基本計画へのパブリックコメント

11

地域との連携

12

地獄で仏に会ったよう

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

http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/iwamatiku20180210.pdf
http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/47sinpansyo20170816.pdf
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須田
柏木さん、ありがとうございます。もう少し話を続けましょう。
2000 年に新しい成年後見制度が導入されましたが、基本的には財産管理の制度でした。あ
の時、民法改正をまとめられたのは有名な民法学者の星野英一先生でした。当時のジュリ
ストによれば、星野先生「身上監護は幻想」と述べられています。
18 年掛かりましたが、今、私は変化の兆しを見て取っています。
本日、ご説明のあった、
１．診断書の改定
２．本人情報シートの導入
これに加えて、
３．昨年３月に大阪家裁が発表した「意思決定支援を踏まえた成年後見人等の事務のガイ
ドライン」13を実務家としては、重視しています。
さらに最高裁家庭局は、「新たな後見報酬算定に向けた考え方（案）」14にも取り組まれ
ていることを最近知りました。
是非、最高裁家庭局には、基本計画を踏まえた「後見人の選任のあり方」「報酬のあり方」
まで踏み込んで改革していただきたいと思います。
最後に、もう１点あります。私たちは法律には素人ですが、家事事件手続法第２２条の但
し書き、非弁護士による「手続代理人」15の道も切り拓けないものだろうかと思っていま
す。認知症が進んだホームレスの方に遭遇してそう思いました。
このやり方は、旧来の友人でしたが、亡くなられた品川社協の斎藤修一氏に教えてもらい
ました。
以上の改革が進めば、これからの成年後見制度運用は変わっていくものと信じています。
その意味で、「今」が、まさに転換点です。
本日はありがとうございました。
篠崎
それでは、本日の説明会はこれで終了といたします。皆さん拍手をお願いいたします。

（完）

13

意思決定支援を踏まえた成年後見人等の事務のガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000307505.pdf

14

新たな後見報酬算定に向けた考え方（案）

http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/saikosaihousyusantei20190211.pdf
15

手続代理人
http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/dairi20160717.pdf
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