
長谷川学ジャーナリスト 

１９５６年、兵庫県生まれ。早大教育学部卒。週刊誌記者を経てフリーに。近著に「成年

後見制度の闇」（飛鳥新社刊・宮内康二氏との共著）がある。 

悪魔の成年後見制度 

2019年 7月 26日生き地獄に落ちる…成年後見制度は“国家によるカツアゲ” 

「司法の暗黒領域」――。ロッキード事件裁判の公判担当検事を務めた堀田力弁護士は、

いまの成年後見制度をそう呼んでいる。  認知症高齢者や知的精神障害者保護の美名の下、

国家（家庭裁判所）と後見人弁護… 

2019年 7月 19日判断力あっても“管理”優先 嘘八百の鑑定書で精神科病院送り 

「母は認知症とはいえ、お金の計算やひとりでの買い物もできます。その動画もあり、今

年５月の母の再精神鑑定の時に、医師にそのことを告げました。ところが、医師は無視。

“日常的に必要な買い物も自分でできず”な… 

＊以下長谷川氏のブログ参照 

「店を勝手に閉められた」阪神ファンの聖地「小料理みゆき」店主の怒り「成年後見

制度」が産んだ悲劇（１）2020,10/21 長谷川学 

東京・東日暮里にあった「小料理みゆき」は、在京の阪神タイガースファンが集う

「聖地」。過去には元監督の吉田義男氏、和田豊氏なども訪れたことがあるという。こ

の店を営んでいた金沢千穂さん（78 歳・仮名）は 2 年前、突然店を閉めざるを得ない状

況に追い込まれた。 

 理由は、自活できる程度に健康だった千穂さんに、十分な説明がないまま成年後見人

がつけられ、私財を勝手に処分されたことにあった。独身で頼れる人も少ない高齢者の

経済的・精神的な自由を奪い、その後のケアもマトモにないような国家制度など存在し

ていいのかーー。 成年後見人制度によって引き起こされた、あってはならない悲劇と

問題点を詳報する。 

岡田彰布や新庄剛志も来た店が… 

プロ野球セ・リーグは巨人がぶっちぎりで独走、優勝は目の前だ。一方、ライバルの

阪神は 2 位争いがせいぜいで、阪神ファンの溜息が聞こえてきそうだ。そんなファン

の 1 人に金沢千穂さん(79 歳・仮名)がいる。 
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千穂さんは、東京・台東区東日暮里に「小料理みゆき」という阪神ファンが集まる店

を経営していた。みゆきは、阪神ファンの店としては老舗的存在。巨人の本拠地、東京

で「虐げられている」(常連客)阪神ファンの溜まり場だった。 

千穂さんは兵庫県赤穂市出身。20 代で上京し、結婚、離婚を経験し、子供はいない。

30 歳頃から「みゆき」の従業員として働き、その後、店の経営権を引き継いだ。店は、

10 人掛けのカウンター席と 4 人掛けのテーブル席が一つというこぢんまりした造り。

千穂さんが関西出身ということもあり、人気料理は関西風の薄味のおでんやお好み焼き。

メニューにない料理でも、客の注文に従い、千穂さんが近くのスーパーで材料を買い込

んで、ふるまった。常連客が多い分、一見さんが入りにくい雰囲気があった。 

店の玄関には阪神球団のロゴマーク入りの暖簾がかかり、阪神の歴代監督や人気選手

の色紙や写真が店内に所狭しと飾られていた。阪神の監督を務めた吉田義男、岡田彰布、

和田豊や新庄剛志ら往年のスター選手も、みゆきに来店したことがある。そのときの記

念写真も数多く飾られていた。千穂さんは TBS の人気番組『嵐にしやがれ』に金本知

憲元監督がゲストで出たとき、30 人の女性ファンの 1 人として出演したことがあり、

いまも金本元監督からもらった記念ボールを大事にしている。その由緒ある店を、千穂

さんは 2 年前に閉めた。いや、閉めさせられたと言った方がいいだろう。 

店を閉められ、家を勝手に売られた 

2019 年 8 月、浅草雷門近くのファミリーレストランで、私は千穂さんに取材した。

「店は他人に勝手に閉められました。家(マンション)も勝手に売られた。家に帰りたい。

店を勝手に閉めて、家を売るなんて、ひどい。すごく怒っています」千穂さんの目には

力があった。言葉も歯切れが良く、こちらの質問に直ちに反応して即答を返した。 

千穂さんの店を閉め、千穂さん名義のマンションを売ったのは成年後見人だった。 

成年後見人といっても、一般にはあまりなじみがないだろう。認知症などの人をサポ

ートする役回りの人で、現在、2 人の司法書士が千穂さんの成年後見人になっている。 

制度の仕組みを簡単に説明しよう。2000 年、政府は、介護保険制度と成年後見制度

を同時にスタートさせた。介護保険を受けるためには、数ある介護サービスの中から、

本人が必要なサービスを選び契約する必要がある。 



だが、認知症や知的精神障害のせいで、それが難しい場合がある。そこで家庭裁判所

が後見人を選任し、認知症などの人の代わりに医療・介護などの契約を行い、財産を管

理する仕組みが作られた。これを法定後見という。 

ところが介護保険は定着したものの、成年後見制度はいまだになじみが薄く、利用者

も 2019 年現在、約 22 万人。認知症などの人は約 1035 万人いると推定されるが、ほ

とんどの人が利用していない(利用率は 2 パーセント)のが現実だ。 

まごうことなき「人権侵害行為」 

だが、利用されないのには理由がある。メディアでは後見人による財産横領事件が

時々報道されるが、この制度には、財産の横領よりも、ずっと深刻な問題がある。先進

国にあるまじき、信じられないような人権侵害行為が、認知症患者の人生をサポートす

るとの美名のもと、堂々と行われているのだ。その人権侵害行為を国家(家庭裁判所、

厚生労働省)が黙認、もしくはお墨付きを与えているため、事態は一向に改善されず、

そのせいで利用者が増えないという悪循環に陥っているのである。 

千穂さんが強制された過酷な体験は、この制度の持つ危険性と矛盾を端的に物語って

いる。私が 2019 年 8 月に千穂さんに取材した当時、すでに千穂さんには成年後見人が

ついていた。成年後見人がつけられるのは「判断能力がまったくなく、常に何もわから

ない人」。後述するように、千穂さんに成年後見人をつけるよう東京家裁に申し立てた

のは台東区役所だが、台東区のホームページにも、成年後見人がつくのは「判断能力が

全くない」人とされている。 

だが私が取材したとき、千穂さんの発言には一貫性と合理性があり、思いがこちらに

正確に伝わった。しかも、その数日後、一カ月後においても千穂さんの発言内容は揺る

がなかった。つまり明確な意思と判断能力があり、「判断能力が全くない」人でなかっ

たのは明らかだった。 

一般社団法人「後見の杜」の宮内康二代表(元・東京大助教)が言う。「私も成年後見

人がついた後、千穂さんと何度かお会いして話しました。成年後見人がつくのは“常に

何もわからない人（事理弁識能力を欠く常況）”で、これは民法７条に明記されていま



す。常に何もわからない状態とは、例えば植物状態の人が想定されており、千穂さんが

それに当たらなかったのは明らかでした」 

財産を勝手に処分される 

成年後見人がついた人のことを「成年被後見人」という。成年被後見人になるとどう

なるか。「無能力者」とみなされて、憲法にある財産処分の自由を奪われ、何を言って

も相手にされなくなるのだ。財産は、成年後見人と家裁の判断で処分され、住まいも自

分で決められない。たいていは施設に入れられる。肉親や友人との面会を禁じられるこ

とも珍しくない。施設に入れて、すべてを施設任せにすれば、成年後見人の仕事は、本

人の通帳を金庫に入れて管理するだけで済む。 

つまり成年後見人をつけてしまえば、本人(と家族)が何を言おうと、家裁と成年後見

人はすべて無視して進めることができるので、自治体としては手間暇が省けて、管理が

容易になるのだ。なお、成年後見人の 7 割は、家裁判事の法曹界仲間である司法書士、

弁護士といった職業後見人が占め、親族は 3 割。親族の場合は無報酬が原則だが、司

法書士と弁護士には本人の預貯金額に比例した報酬(年 26 万円~72 万円程度)が、被後

見人の財産から支払われる。報酬額は家裁が決め、本人や家族に金額が教えられない上、

本人が死ぬまで、延々と支払われる。領収書も発行されない。 

これとは別に本人名義の不動産を売却すると、職業後見人にはボーナス(100 万円程

度)が本人の財産から支払われる。また千穂さんのような身寄りのない人が亡くなると、

遺産は国庫に吸い上げられるが、その手続きも職業後見人が行うことが多く、これにも

ボーナス(遺産総額の１割程度)が払われる。複数の関係者の話や登記簿などの資料によ

ると、千穂さんに成年後見人がつけられた経緯は以下の通りだ。千穂さんは 1985 年に、

「みゆき」から徒歩 5 分に 1K のマンション(26・6 ㎡)を購入し、1 人で暮らしていた。

2017 年 5 月頃、千穂さんは軽い認知症を発症し「マンションの鍵を盗まれた」などと

騒いだ。 

 

明らかに説明不足だった 

このためマンションの住民が台東区の包括支援センター(事実上の区の末端機関)に通

報。さらに同じ頃、店の常連客の 1 人 A さんが千穂さんの認知症を支援センターに通



報した。通報した A さんに対し、支援センターは「台東区の成年後見制度の相談窓口

に行ったらどうか」と勧めた。A さんが相談に行くと、台東区内の司法書士 2 名がお

り、彼らから成年後見制度の利用を勧められた。彼らからは「いったん成年後見人がつ

いたら、死ぬまで外せない」といった説明はなかったという。彼らは、いずれも台東区

主催の市民向け成年後見セミナーの講師などを務め、台東区と太いパイプがある。 

この 2 人が、のちに千穂さんの成年後見人に就任するのだが、それはさておき、17

年 12 月に入ると、千穂さんは、支援センターから台東区内の精神病院の受診を進めら

れた。千穂さんは受診したが、病院側は入院の必要はないとして帰宅させた。 

この頃の千穂さんの様子を常連客の 1 人、C さんはこう話す。「物忘れは確かにあっ

たが、しっかり会話はできたし、料理や買い物も自分でしていました」 

2018 年 1 月、千穂さんは息苦しさ感じ、自分で救急車を呼び東大附属病院に入院。

1 週間で退院した。その後、別の医療機関受診時に初期の胃がんが見つかったが、年齢

の関係や初期ということから手術はしないことになった。 

何も教えない後見人と家裁 

同年 2 月、支援センターの勧めで千穂さんは、1 月に検査を受けたのと同じ精神病院

に入院した。この入院期間中に、台東区は千穂さんに成年後見人をつける申し立てを東

京家裁に起こしたとみられる。「みられる」と書いたのは、千穂さんや友人たちがいく

ら情報開示を求めても、成年後見人と家裁が詳しい情報を教えないためだ。 

法定後見の利用の申し立ては本人、4 親等内の親族、市区町村の首長が行える。申し立

て時に本人の診断書の提出が必須だが、千穂さんについては、どこの医師が診断書を書

いたか不明である。なお診断書を書く医師は精神科医でなくとも良く、内科医や外科医

が後見類型の診断書を家裁に提出することは珍しくない。 

法定後見は、国家が半ば強制的に後見人を選任するため、本人意思は完全に無視され

るか、軽視される。また、先に書いた通り、後見人に選ばれるのは、ほんどの場合、弁

護士や司法書士といった本人とまったくゆかりのない法曹関係者なのだ。 



次回は、この法定後見についてもう少し詳しく論じるとともに、件の千穂さんが「家と

店を奪われた」顛末を詳報する。 

「家に帰りたい」…勝手に家財と店を処分された居酒屋女店主の絶望  長谷川 学 

「成年後見制度」が産んだ悲劇（2）2020,10/21 

 

トラブルの多い「法定後見」 

法定後見は、認知症の症状の進行度合いによって、3 つの類型にわけられる。一番重

いのが「後見」で既述の通り「(常に)判断能力がまったくない」人が対象で、千穂さん

を担当した医師は「後見類型が相当」との診断書を提出したものとみられる。次に重い

のが「保佐」、最も軽いのが「補助」で、補助類型の場合は本人の判断能力が十分ある

ため、本人が「成年後見制度を使いたくない。嫌だ」と拒否したら、家裁は利用を強制

できない。だが医師が「後見」相当と診断し、それに基づき、家裁が成年後見人をつけ

た場合でも、その判断が正しいとは限らない。 

実際、17 年 1 月には、名古屋高裁が、津家裁と医師が「後見相当」として成年後見

人を付けた桑名市在住の女性の判断能力を認め、「常に判断能力がない」とした家裁の

判断を退ける判決を下している。この女性は、桑名市役所(市長)の申し立てで成年後見

人(弁護士)をつけられて施設に放り込まれ、「家に帰してほしい。家族と会いたい」と

何度も訴えたが、施設と後見人に無視され、家族とも、長く面会できなかった。 

名古屋高裁判決を受けて行われた再・精神鑑定の結果、本人は「補助」相当と診断さ

れ、本人は成年後見制度の利用を拒否。ようやく「悪夢のような成年後見制度から逃れ

ることができた」(家族の話)。 

「頭はしっかりしている」 

一般社団法人「後見の杜」の宮内康二代表(元・東京大助教)が言う。「自治体が関与

する場合、保佐や補助だと関与の必要性が弱く映るので、何でもかんでも一番重い後見

にして家裁に出すのが全国的に常態化しています。診察医は家裁や行政と普段から連携

して動いていますから阿吽の呼吸。 



しかも、米国とは違い、日本には後見、保佐、補助の区別をつける明確な判断基準が

なく、どの類型にするかは、医師の匙加減によるところが大きい。そして家裁は“医師

が後見と診断した”ことを根拠に成年後見人をつけ、行政(自治体など)や職業後見人は、

手続きが整っていることを理由に、本人や家族、友人が不満を述べても、取り合わない

仕組みになっています。認知症の程度を不当に悪く書いた医者を偽証で訴えたいという

本人や家族が急増しているので、今後は少し改善されるかもしれません」 

つまり、いったん成年後見人がついたら、死ぬまで外せず、しかも本人や家族が、成

年後見制度や成年後見人の対応に不満を持っても、それを相談し、改善するための窓口

がどこにもないのである。 

17 年に名古屋高裁で家裁の後見審判(=判決)が取り消されたのは稀有の事例なのだ。

千穂さんも同じ運命を辿った。18 年 3 月、千穂さんに成年後見人 2 名が付き、それと

同じ日に千穂さんは台東区の老人保健施設に入れられた。 

「老健の職員は“千穂さんは頭がしっかりしている。ちゃんと歩けるし、食欲も旺盛。

なぜ千穂さんが家に帰れないのか不思議だ”とよく話していました」頻繁に千穂さんの

見舞いに行っていた常連客の B さんそう話す。 

愛猫と引き離されて… 

B さんによると、この当時の千穂さんは要介護度 3 だったとみられるという。「千穂

さんは老猫を可愛がっていました。名前は“オサマビンラディン”。彼女は“オサちゃん”

と呼んでいた。しかし彼女が病院や老健を転々とする中、18 年 7 月に猫をマンション

から他に移したところ、環境変化によるストレスもあり、1 週間ほどで亡くなってしま

した。 

この頃、成年後見人から“正式に店を閉めるので大家の連絡先を教えろ”と言われ、さ

らに 10 月 16 日に千穂さんは成年後見人の指示で老健からグループホームに移されま

した」 先に、職業後見人がつくと、家族や友人との面会を禁じられることが珍しくな

いと書いたが、千穂さんの場合も同じだった。 

「私たちが千穂さんの居場所を聞いても、司法書士は“施設側から本人が落ち着くま

で教えないでほしいと言われている”と言って教えてくれませんでした。心配だったの



で私たちは手分けして心当たりの施設を当たり、ようやく入所先を突き止めました。施

設側に聞くと“居場所を知らせなかったのは施設側の判断ではなく、後見人さんの判断

です”とのことでした」(B さん) 

私は、これまで 50 件ほどの法定後見事例を取材してきたが、家族や友人に、本人の

居場所を教えない理由は察しがつく。本人が家族や友人と面会すると、必ず後見人や施

設に不満を言い、家族や友人が本人に代わって後見人に文句を言ってくる。それが煩わ

しいため、会わせないケースが多いのだ。この移転について後見人は「急場しのぎの入

所であり、他に良い施設が見つかれば移す」と B さんに説明したが、「私たちが、他

の施設を探して“資金は私たちが出し合うから”と移転を求めても後見人は認めなかった」

という。 

「家に帰りたい」と泣いていた 

常連客の C さんが言う。「グループホームは 2 階に寝室(個室)があるが、起きたら

全員 4 階に移され、皆さん、夜寝るまで椅子や車椅子に座らされている様子でした。

常勤職員が 2 名程度と少なく目が届かないためにワンフロアーに集めていた。千穂さ

んは私たちがお見舞いに行くと、いつも“家に帰りたい”と泣いていました」 

2018 年 12 月 1 日、後見人の「店明け渡し」の求めに従い、千穂さんと常連客が店

で一足早い忘年会を開き、その後、店のカギを後見人に渡した。この日を最後に店は完

全に閉じられた。いまは建物は壊され、別の建物が建設中だ。同年 12 月 8 日、後見人

から「千穂さん名義のマンションを売却する。ついては部屋の中の私物を処分するので、

要る物、要らない物を分別してほしい」と要請があった。 

B さんが話す。「後見人は、私物の処分について千穂さんには知らせていないと言っ

ていました。人生の大事な品を後見人が本人の承諾を得ず、勝手に処分していいのでし

ょうか」12 月 14 日、後見人が豊島区の不動産業者に千穂さんのマンションを売却した。

後述するが、この売却価格について、後見人と家裁は、千穂さん本人が情報開示を認め

ているのに、いまだに教えていない。千穂さんは私の取材に「勝手に売られて、いくら

で売ったかも教えない。ドロボーと同じだ」と怒っていた。本人の資産がいくらで売ら

れたか、それを本人が知りたいと言っているのに教えない。これのどこに合理性、正当

性があるのだろうか。 



能見との記念写真が宝物 

同年 12 月 24 日、B さんたちは、毎年恒例の「阪神タイガース激励パーティー」に

千穂さんを連れて行った。「みゆきは老舗ですから、以前は、デイリースポーツ広告事

業部が千穂さんに“今年は何枚売ってくれますか”と聞いて、チケットをどっさり置いて

いきました。千穂さんは常連客にチケットを売り捌いて協力してきたのでパーティーで

は大事なお客様扱い。 

千穂さんは、阪神切ってのハンサムガイである能見篤史投手の大ファンで、能見との

ツーショット写真を大事にしていました。でも、この年のパーティーでは、彼女は足の

浮腫みがひどくて歩行が困難になっていました。 

グループホームに見舞いに行ったときには、彼女が放心したように車椅子の上で体を

横倒しにしてぐったりしていたことがあり、衝撃を受けました。施設側は“薬で調整し

ているから”と話していましたが…」(B さん) 

次回は、阪神タイガースと千穂さんとのエピソードに触れながら、彼女を襲ったさら

なる「悪夢」を引き続きお伝えしたいと思う。 

阪神ファン「聖地」の居酒屋女主人が、店と家を追い出されるまでのヒドすぎる全顛

末 成年後見制度が産んだ悲劇（3）2020,11/04 

グループホームのベッドが撤去された 

成年後見人のあり方を定めた民法 858 条には、認知症高齢者の意思を尊重しなけれ

ばないないと書かれている。だが、これには罰則がない。後見人が高齢者のお金を横領

したり、暴力をふるうなどの行為をしない限り、家裁は見て見ぬふりをして放置するの

が一般的だ。また、後見人は、いったん付いたら死ぬまで外せない。千穂さんは、自分

のわずかな年金から死ぬまで延々、後見人に報酬を支払わねばならない。政府が進める

成年後見制度には、深刻な人権侵害を引き起こす構造的な欠陥があることを千穂さんの

ケースは物語っている。 

台東区の申し立てにより、千穂さんに後見人が付けられたのは 18 年３月。後見人の

着任日に千穂さんは台東区の老人保健施設に入れられ、同年 10 月に台東区のグループ

ホームに移された。同年 12 月、後見人は千穂さんの反対にもかかわらず、店を閉め、

千穂さんの許可なしに彼女名義のマンションを豊島区の不動産業者に売却した。成年後



見制度では、後見人が家裁に売却を申し立て、家裁が許可すれば、本人や家族が反対し

ても、不動産を勝手に処分できる仕組みになっている。なお、後見人は、千穂さんのマ

ンションがいくらで売れたかをいまだに千穂さんに教えていない。 

19 年 2 月、グループホームの千穂さんの個室からベッドが撤去された。千穂さんが

ベッドに躓いて転んだためとされる。ベッド撤去後に千穂さんの部屋に入った「みゆき」

の常連客たちは驚いた。その１人で、千穂さんから相談を受けていた友人の C さんが

言う。 

段ボールの上に布団を敷いて… 

「部屋に入ったらベッドがなく、千穂さんは、何と段ボールの上に布団を敷いて寝て

いました。椅子もテーブルなく、皆で床に座って話し、軽食を食べました。段ボールの

上で寝ていることはメールで何度も後見人に伝えましたが、後見人は何も対応せず放置

しました。４月下旬になっても改善されていないので、後見人に何度目かのメールをし

たところ、驚いたことに“段ボールは施設側のご厚意だ”と返信してきました。あまりに

ひどいので、常連客の１人が自腹でマットレスを購入し、施設に段ボールを撤去させま

した。個室にテレビを入れることも繰り返し後見人も求めましたが、ようやくテレビが

置かれたのはグループホームに移って 7 ヶ月後の 19 年５月のことでした」 

後見人の３割は親族、７割が職業後見人(弁護士、司法書士など)だが、私が知る限り、

職業後見人には、本人を施設に放り込んだ後は、施設任せで何もしない傾向が強い。ロ

ッキード事件の公判担当検事だった堀田力弁護士は私の取材に「本人と縁もゆかりもな

く、認知症や介護についての知識や関心のない弁護士や司法書士は後見人に向いていな

い。親族後見人中心の運用にする必要がある」と話していたが、私も同感だ。 

一般社団法人「後見の杜」の宮内康二代表(元東京大特任助教)も言う。「弁護士、司法

書士は介護や医療、福祉はほぼ素人。財産管理はするが、それも実際の管理は銀行等が

行っており、弁護士後見人らは本人の預金通帳を事務所の金庫で管理するだけです。そ

れで年間 24-72 万円もの報酬を取るのだから、弁護士、司法書士後見人は、本人と家

族にとって迷惑なだけの存在です」 



19 年 5 月、面会にも来ず、何もしない後見人に対し、ついに千穂さんの堪忍袋の緒

が切れた。千穂さんは友人らに付き添ってもらい、自ら司法書士事務所を訪問した。店

の常連客の B さんが話す。「千穂さんは“お店を閉められて仕事ができなくなった”と

怒っていましたが、とくに腹を立てていたのがマンションを売られたことでした。千穂

さんは“私はここ(マンション)に帰ってくるのに帰るところがなくなった。家に帰りた

い。人のマンションを勝手に売って、ドロボーと同じだ”と抗議していました。 

千穂さんと私たち友人は、いくらでマンションを売ったのか、繰り返し聞きました。

ようやく後見人は、不動産業者の買い取り見積もりと称して A 社 380 万円、B 社 700

万円、C 社 710 万円と書いたペーパーを示したものの、実際にいくらで売ったのかは

最後まで明かしませんでした。後見人は“知りたいなら家裁に行って書類を見てこい”と

私たちを追い返したのです」 

後見人からなにも聞かされていなかった 

納得のいかない千穂さんは、19 年７月、マンション売却価格などを知るため、改め

て後見人の司法書士２人に書簡を送った。「私の信頼できる、仲間と一緒に、お会いし

たい」という内容で、千穂さんの直筆の署名もあった。だが司法書士２人は、面談を拒

否した。やむなく千穂さんと友人らは 19 年 7 月 17 日、東京家裁に保管資料を見せる

よう郵便で「閲覧請求」した。 

千穂さんが知りたかったのはマンションの売却価格だけではなかった。そもそも千穂

さんと友人たちは、どういう経緯で千穂さんに後見人が付いたのか、後見人から何も聞

かされていなかったのだ。 

 

軽い認知症だった千穂さんに対し、植物状態同然で常に何もわからない認知症である

と虚偽の診断した医師はだれなのか。法律では後見人をつける前に家裁は本人と面談し

て調査せねばならない仕組みになっているが、そうした手続きがキチンと行われたのか

どうか。そうしたことを含め、後見人からは、説明がなかったのだ。 

 

やや専門的になるが、千穂さんに後見人がついた経緯は「後見開始の申し立て資料」

を見ればわかる。また、マンションの売却価格は「居住用不動産売却の許可に関する資



料」を、家裁が後見をつける審判をする前に法律に基づき千穂さん本人にちゃんと面接

調査をしたかどうかは「本人へのヒアリング報告書」を見れば把握できる。 

そこで千穂さんは、友人らの助けを借りて、それらの資料の閲覧を家裁に求めたが却

下された。納得のいかない千穂さんは 19 年 10 月、東京家裁後見センターに直接出向

き、同じ請求をしたが再度却下された。 

本人に関する資料を本人が見たいと言っているのに、なぜ家裁は見せないのか。本来、

成年後見に関する資料は、本人に開示するのが原則だ。しかし、これには例外が設けら

れている。見せることで「誰か」が窮地に追い込まれる場合は見せなくてよいという特

例(家事事件手続法 47 条４)があるのだ。 

 

考えられる「3 つの理由」 

2 度目の閲覧請求に同行した「後見の杜」の宮内代表は「千穂さんのケースでは、見

せることで窮地に追い込まれる可能性があるのは後見人、家裁、台東区と考えられる」

と前置きして、こう話した。 

「閲覧拒否の理由として考えられるのは大きく３つあります。一つは、本当は後見制

度を利用する必要はなかったのに、自治体が後見利用を申し立てた可能性です。独居高

齢者は火の不始末などがあって自治体にとって面倒な存在。孤独死でもされたらマンシ

ョンなど不動産の価格が下がるので近隣住民も嫌がります。 

それで本来なら後見人をつける必要のない軽い認知症の人にも、首長申し立てで後見

人をつけて、施設に放り込み、家を売り払ってしまうという乱暴な運用が全国の自治体

で散見されるようになっています。千穂さんのケースについても区の拙速な行動を知ら

れたくないため、家裁は当人に対しても情報開示を拒否したのでしょう。 

ただ、その家裁の行為自体が、家事事件手続法で保障された本人の知る権利を侵害し

ており、大問題です。自治体と家裁が組んでいる可能性大なので、一般の人には、それ

を打破するのは至難の業だと思います」 

 

千穂さんに後見人をつける申し立てをしたのは台東区(区長)だった。後見利用の申し

立ては本人、4 親等内の親族のほか、自治体(首長)ができる。だが、成年後見制度が人

権侵害を誘発しかねない制度であることは一般にも知られつつあり、成年後見制度の利

用者は頭打ち。一方、政府は成年後見制度利用促進法を作り、利用者を増やすよう全国

の自治体の尻を叩いている。 



恐らく、それを受けてのことだろう。ここ数年、自治体首長による申し立て件数が急増

しているのだ。なお台東区は私の取材に対し「個別案件について答えられない」として

いる。 

「ここまで家裁は落ちたか」 

「閲覧に応じない 2 つ目の理由は、後見をつける前にしなければならない本人イン

タビューを家裁がやっていない可能性です。これは成年後見制度の運用を定めた家事事

件手続法の違反に当たり、それが立証されたら後見人を付けた家裁の審判(判決)が無効

にされる恐れがあります。 

自分のミスを指摘されたくないがための情報非開示と見られます。今回のような隠蔽、

非開示は全国的にまかり通っています」(宮内氏) 

そして第 3 の理由として「本来、売る必要のない家を後見人と家裁が売り飛ばし、

そのことを知られたくないので閲覧させない可能性」を挙げる。「要は、自分たち(自

治体、家裁、後見人)のミスを指摘されたくないがために、資料を閲覧させないのだと

思います。こうした事例は数多くあり、それを聞いた裁判官 OB たちは“ここまで家裁

は落ちたか”と嘆いている」(同) 

実際、私の知人の元裁判官たちも同じ感想を漏らしている。なお３つ目のマンション

売買についてだが、私が取材したところ、千穂さんのマンションを購入した不動産業者

は、翌年、約 1600 万円で第三者に売却していたことが判明した。 

後見人が千穂さんらに見せた見積書(A 社 380 万円、B 社 700 万円、C 社 710 万円)

が本物で、そのいずれかの価格で売られたとすると、千穂さんは不当に安い価格で後見

人にマンションを売られた可能性がある。こうした問題について、千穂さんの２人の後

見人はどう答えるか。私は、２人の事務所を訪ねたが、いずれも不在。そこで留守番電

話、置き手紙、メール、ファックスにより質問を伝えたが、一切回答は来なかった。 

あまりにも問題がありすぎる 

千穂さんは、女手一つで、阪神ファンの憩いの場所「みゆき」を切り盛りする一方、

自分の老後に備えてコツコツお金を貯めて念願のマンションを購入した。 



私は、かつて千穂さんの店があり、いまは工事現場になっているところから、千穂さ

んが暮らしたマンションまでの夜道を２度、往復した。私の足で片道５分程度の距離。

この道を千穂さんも、何度も、繰り返し歩いたはずだ。 

千穂さんの友人の B さんはこう語る。「千穂さんは離婚して家族はいません。店を

切り盛りし、購入したマンションで余生を送るはずが、人生の最後の最後になって、後

見人らのせいで人生が壊された。でも私たち、店の常連の友人たちは決して千穂さんを

見捨てません」 

現行の成年後見制度には、あまりにも多くの問題があり過ぎる。制度の被害者の声を

聞き、救済する機関もない。医療事故については 15 年に「医療事故調査・支援センタ

ー」が設置された。医療事故被害者団体によると、現在までのところ医療事故調はあま

り機能していないとされるが、それでも設置は一歩前進には違いない。成年後見制度に

ついても、まずは被害者の声を聞く第三者機関の創設が必要である。 


