
特集／市民後見プラス法人後見

１ はじめに

市民後見人には、成年後見制度の新たな受け皿

として、地域住民目線でのきめ細やかな後見活動

が期待されている。一般社団法人多摩南部成年後

見センター（以下、「当センター」という）におい

ても、成年後見制度を利用する市民一人ひとりに

ふさわしい利用が促進されるよう、地域の担い手

として市民後見人を迎え入れていくための事業を

展開している。

ここでは当センターの独自の取組みについて紹

介していきたい。

２ 多摩南部成年後見センターとは

 多摩南部成年後見センターの設立趣旨と

ミッション具現化のパラダイムシフト

当センターは、平成１５年７月より調布市、日野

市、狛江市、多摩市および稲城市（以下、「構成５

市」という）が共同運営しており、身寄りがなく

成年後見制度を利用することが困難である、所得

や財産のない市民のセーフティネットとして設立

された法人である。

当センターは法人後見を中心に実績を積み上げ、

今年で設立１０周年を迎えるが、これからは、後見

事務だけでなく実務を通じて蓄積したものを地域

へ還元し、公的機関として社会に貢献する使命を

負っている。また、増大するニーズに応えるため

に人員増も実現してきたが、内部で業務を見直し

自ら組織体制を整備し、公費によらぬ自助努力も

してきた。その結果、課せられた使命を具現化す

るために、法人後見を提供するだけの法人から１０

年間で蓄積された法人後見のノウハウを活かした

市民後見人の養成やその後見監督等周辺業務も担

う法人へと転換してきている。

 受任実績

当センターは、構成５市に相談があったケース

のうち低所得者を対象としているが、年数を重ね

るごとに、より困難性のある事案の受任が中心と

なってきている。資力や困難性の判断は一次的に

は行政が行い、当センターで精査し、弁護士・司

法書士・社会福祉士等実務者および精神科医に

よって構成される業務指導委員会の審議を経て、

法人後見がふさわしいと判断された困難事例を受

任している。

平成２４年度末までに当センターに法人後見の依

頼があったケースは１５１件、そのうち、後見等開始

に至ったケースは１１１件である。残りの４０件は、

後見のアセスメントの段階でほかの支援策がみつ

かり取下げとなったケースや、本人死亡により利

用に至らなかったケースである。
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相談の中には専門職に後見報酬を支払える資力

のあるものも含まれており、成年後見制度が必要

であっても当センターのセーフティネット基準に

該当しない場合は、「弁護士等紹介制度」という当

センターに登録している弁護士・司法書士・社会

福祉士を紹介するしくみを使って制度の利用につ

なげている。

また、後述するように、当センターは平成１７年

より東京都の実施する「東京都成年後見活用あん

しん生活創造事業」の成年後見制度推進機関に

なっており、市民後見人がふさわしいケースには

その選択肢を提供できるよう、市民後見人の養成

と紹介を行っている。そして、東京都における市

民後見人の場合には、後見業務を進めるにあたっ

てきめ細やかなサポートが必要なことから、推進

機関が成年後見監督人等として選任されており、

当センターも法人後見のノウハウをもって後見監

督業務も行っている。

このように、後見のニーズのある市民や関係者

に対し、成年後見制度を利用する人にふさわしい

選択肢を提供できるよう体制を整備し、対応して

きた実績が以下の図表である（〈図１〉〔表１〕〔表

２〕）。

３ 多摩南部成年後見センター版リレー

方式（通称「多摩南部方式」）の構想

当センターが受任している法人後見のケースを

市民後見人に移行し、成年後見人等を交代すると

同時に当センターが当該ケースの成年後見監督人

等になる「多摩南部成年後見センター版リレー方

式」（以下、「多摩南部方式」という）は、まだ２

件の実績しかないが、平成２２年度からの以下のよ

うな取組みを行っている。

 背 景

「多摩南部方式」を試みるに至った背景には、成

年後見制度を取り巻く以下のような状況が背景に

あった。

 ニーズの多様化
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〈図１〉 法人後見と後見監督の実績

〔表１〕 弁護士等紹介制度紹介実績（件）

〔表２〕 市民後見人の養成実績（人）
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成年後見制度が普及するにつれ、虐待等権利侵

害のケースや多問題家族のケースなど、本人の権

利擁護やキーパーソン不在のために成年後見制度

が必要という関係者からの相談が増えてきている。

当センターでも、近年、このような財産管理や身

上監護といったカテゴリーでは括れない、本人と

利害関係にある関係者との調整に労力が必要な

ケースの依頼が増大してきている。

また、設立当初は、生活保護世帯や住民税非課

税世帯がセーフティネットの対象であり、保有資

産がなく高度な財産管理を必要としない低所得者

が中心となると想定していたが、資力があっても

それを上回る負債があることから報酬の支払能力

がなく、当センターに依頼される例も少なくない。

債務整理は、自己破産や建物明渡請求などに発展

する場合もあり、専門性を要する財産管理である。

当センターに申し込まれる低所得者の案件だけで

も、このように後見のニーズは多様化してきてい

る。

 低所得者対策の広がり

後見等開始審判の申立費用や後見報酬等の費用

負担が困難な者に市区町村が助成し、それに対し

て国が補助する成年後見制度利用支援事業は、国

の低所得者対策である。当センターが後見事務を

現物給付する低所得者対策だとすれば、成年後見

制度利用支援事業は金銭給付の低所得者対策とい

えよう。

設立当初、自治体の費用負担という観点からは、

成年後見制度利用支援事業は負担金を出資してい

る当センターと競合するものと整理されていた。

つまり、低所得者対策として当センターに出資し

ているにもかかわらず、成年後見制度利用支援事

業をメニュー化してしまうと後見報酬助成施策の

重複（二重投資）になるという考え方である。し

かし、平成２４年４月１日より障害の分野でも同事

業が市区町村必須事業化されたことが契機となり、

構成５市においても低所得者対策の選択肢を増や

すことで一人でも多くの市民が成年後見制度を利

用できるものと整理され、要綱を整備し予算化す

る動きが出てきている。

 東京都成年後見活用あんしん生活創造事業の

創設

この事業は、判断能力が十分でない方が必要な

支援を受けることで安心して、自立した生活がで

きるよう、成年後見制度の適切な活用を推進して

いくために、東京都が平成１７年度より実施してい

る事業である。東京都では、成年後見制度を推進

するための機関（推進機関）の設置や負担能力が

ない人のための申立て経費や後見報酬の助成等区

市町村での取組みに対する財政的な支援等を行う

など、資力や身寄りの有無にかかわらず誰もが必

要に応じて制度を利用できるよう地域にセーフ

ティネットのしくみをつくるとともに、制度の担

い手（成年後見人等）やその支援者の裾野を広げ

ることをめざしている。上記成年後見制度利用支

援事業と一部重複する部分があるが、基本的には

国事業を優先し補完的に財政支援をしているほか、

区市町村単位での成年後見制度の推進という独自

の取組みを展開しており、当センターも平成１７年

度より構成５市の推進機関を受託している。

 東京都後見人等候補者養成事業

上記東京都成年後見活用あんしん生活創造事業

では、東京都が行う区市町村に対する技術的な支

援等の環境整備の一環として「社会貢献型後見人

（市民後見人）等候補者」の養成を行っている。求

められる後見業務の内容にマッチした多様な成年

後見人等の受け皿が不足していることから、弁護

士、司法書士および社会福祉士等の専門職以外の

新たな第三者後見人の選択肢として、成年後見制

度の趣旨と内容を理解し、後見業務に熱意を有す

る都民等を対象に講習を実施している。社会貢献

型後見人（市民後見人）はこの基礎研修を経た後、

推進機関である当センターで実務研修を修めるこ

とで講習を修了し、成年後見人等として活動する

ことになるが、この研修実績が先に示した〔表２〕

である。

さらに、この事業が平成２６年度より区市町村事

業化されるのに伴い、当センターのノウハウや人
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的資源を構成５市に提供できるよう準備を進めて

いる。

また東京都は、市民後見人の選任促進のため、

弁護士や司法書士等の専門職が受任している事案

のうち、身上監護・財産管理ともに安定している

ケースを市民後見人に移行する「リレー方式」を

検討している。

 ２０１０年成年後見法世界会議「横浜宣言」

２０１０年成年後見法世界会議においては、市民後

見人がテーマとして取り上げられた。担い手不足

を解消し、市町村長申立てを積極的に活用するた

めには、市区町村が独自に候補者を養成し、名簿

を作成しておく必要も指摘された。

これを受け、同会議における「横浜宣言」にお

いては、行政による公的支援システムの創設、つ

まり行政が適切な成年後見人等の確保に資するも

のとされた。

 老人福祉法３２条の改正

上記横浜宣言の流れを受け、平成２３年６月に老

人福祉法が改正され、市町村の努力義務として、

市町村長による後見等開始の審判請求が円滑に実

施されるよう、後見等にかかる体制の整備等を行

うことが規定（老人福祉法３２条の２第１項）され

るとともに、都道府県の努力義務として、市町村

の後見等にかかる体制の整備の実施に関し助言そ

の他の援助を行うことが規定（同条２項）され、

平成２４年４月１日に施行された。市民後見人が適

正・円滑に後見等の業務を実施できるよう、市町

村が市民後見人の養成研修を実施すること、名簿

登録し活動支援をすることなどが平成２４年３月厚

生労働省より通知されている（「市民後見人の育成

及び活用に向けた取組について」（平成２４年３月２７

日付け厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐

待防止対策推進室事務連絡））。

こうして、行政等公的な機関が市民後見人を育

成し、その活動の場を提供し、さらにバックアッ

プをしていくという時代の潮流が生まれたことが

「多摩南部方式」の背景にあった。

 多摩南部成年後見センターのあり方に関

する考察

上記のような時代の潮流と時を同じくして、当

センターも今後の事業展開を考えさせられる岐路

に立たされていた。

平成２１年当時、法人後見を担当する４名のソー

シャルワーカー（支援員）とその補助員（地域支

援員）５名で５８ケースを担当していたが、限られ

た人員で法人後見を提供できる受任件数には限界

がある中で、セーフティネットとしてより困難性

の高い困難事例を受任することが期待され、それ

に加え市民後見人の養成など推進機関業務の拡大

も相まって、恒常的に新規ケースを受任する余力

が確保できなくなっていた。

そもそも成年後見制度における困難事例とは、

財産管理や身上監護に一定以上の専門性が必要で

あったり、複数のニーズや法律分野と福祉分野に

それぞれ課題のあるような多問題事例、事実行為

や関係者への対応にマンパワーが必要、資力がな

いために収支管理が煩雑、各種制度やサービスを

利用するだけでは解決しない課題も複合している

といったようなケースがあげられる。当センター

の支援員は福祉職であるが、法律的な問題は顧問

弁護士に照会したり、複合的な課題は弁護士・司

法書士・社会福祉士・精神科医で構成される業務

指導委員会で指導・助言が受けられるシステムに

なっている。また、支援員と地域支援員、管理職

と支援員といった複数体制でケースを担当できる

ため、上記のような困難事例に対応していける体

制になっている。

当センターの今後のあり方を考えるにあたり、

当センターのもつ特性を分析したものが〈図２〉

である。

吹き出し部分は上記実績でも紹介した、法人後

見以外に運用している周辺業務であり、四角で

囲った専門性・低所得者対策・組織力の三つが当

センターを構成する要素であり特性である。

このように、当センターは直接支援である法人

後見を軸に周辺業務を運用し、あらゆる市民の

ニーズに応える体制をとっている。
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また、〈図２〉の①～⑤は法人後見の対象として

いるケース、中でも②～⑤が法人後見の最大のメ

リットである組織力が発揮できるケースである。

⑥は当初の振分けで専門職を紹介するケースで

あるが、①については今後成年後見制度利用支援

事業が活用されれば法人後見の対象ではなくなる

可能性がある。

現在は新規で市民後見人にふさわしい相談があ

れば市民後見人を紹介しているが、⑦は市民後見

人の受け皿が整備される前に法人後見で受任した

ケース、または、困難事例であったが受任後課題

が解決して市民後見人でも対応できるようになっ

たケースである。

この分析により、⑦の存在が「多摩南部方式」

を考案するきっかけとなった。

つまり、法人後見がふさわしい困難事例に特化

することがセーフティネットの役割であり当セン

ターのあり方であるという認識を新たにし、困難

性の低下したケースを市民後見人に移行してその

余力で新たな困難事例を受け入れるという発想が

生まれたのである。

 「多摩南部方式」の考案

これまで述べてきたとおり、当センターが市民

後見人の普及の一翼を担うことは、公的機関であ

る当センターの性格や実績からすれば当然の社会

的役割である。

しかし、平成１８年度より市民後見人を養成し、

後掲する受任要件は整理したものの、そもそも行

政に相談にくる案件は何かしら困難性があり、最

初の約２年間は市民後見人選任の実績を上げるこ

とができなかった。

市民後見人が受任できる要件に当てはまるケー

スでも、親族がいないことで医療同意や死後事務

等に多少の困難性が見込まれる場合には、受任経

験のない市民後見人が初めて受任するには荷が重

いと判断して法人後見で受任していたが、これで

はいつまで経っても養成した市民後見人が実務に

つけない。そこで、多少の困難性は当センターが
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成年後見監督人等となってサポートすることで市

民後見人に任せることができるケースは、積極的

に市民後見人の受任に結び付ける方針にシフトし

た。

また、市民後見人のニーズがいつ浮上するかは

予測不能なので、法人後見の中で困難性の解消し

た身上監護中心のケース（〈図２〉の⑦）を市民後

見人に移行することでタイムリーに活動の場を提

供していく方針に改め、上記東京都の「リレー方

式」を参考に考案したのが「多摩南部方式」であ

る。

４ 「多摩南部方式」採用に至る経緯

しかし、成年被後見人等の都合によらない成年

後見人等の交代については、慎重に議論する必要

があった。成年後見人等を辞任するには家庭裁判

所の許可が必要となり、それも正当な事由がある

場合に限られるからである。

そこで、実現可能性を吟味するために、いくつ

かの懸案事項を検討した。

 成年被後見人等への不利益

後見事務の根底には、成年被後見人等との信頼

関係がある。成年後見人等が交代することで、そ

の良好な関係が損なわれたり不安を与えたりする

悪影響は避けなくてはならない。

法人後見のデメリットとして担当者が固定され

ないことを指摘されがちであるが、当センターで

も職員の退職や長期休暇などによる担当替えは何

度か経験している。また、平成２２年度より、マン

パワーのかからない安定したケースを一人で担当

することで事務を効率化するために嘱託支援員を

採用した経緯もあり、その際、支援員・地域支援

員から嘱託支援員への担当替えで問題が起こらな

かった実績もある。その経験から、成年後見人等

交代による成年被後見人等への不利益の問題は排

除できると見込み、また、困難性が低くても影響

がありそうなケースは移行対象から除外すること

にした。

 切れ目ない支援

成年被後見人等に不利益はないとはいえ、成年

後見人等が交代することは、関係機関や親族に

とっても多かれ少なかれ不安材料には違いない。

そこで、当センターがまったく関与しなくなるの

ではなく、当センターが成年後見監督人等にスラ

イドして今後もバックアップをするという形をと

ることで親族等関係者が得られる安心感は大きく

理解も得られやすいであろうと考えた。

当センターとしても、切れ目なく最後まで成年

被後見人等を支援していけることで、法人後見を

引き受けた責任を全うすることもできる。

 独立性の担保

成年後見監督人等となった当センターと市民後

見人は主従関係にあるわけではない。市民後見人

だからといって、すべて成年後見監督人等の了解

を得なくてはならないわけではなく、むしろ、成

年後見人等の裁量で判断し、その責務を負うこと

になる。

「多摩南部方式」において懸念されることの一つ

に、前任者（法人後見担当者）の影響がある。市

民後見人が前任者のやり方に縛られたり依存的に

なること、前任者の価値観や一面的な情報から市

民後見人をミスリードしてしまうこと等がある。

そこで、この問題を回避できるよう、前任者が

そのまま後見監督担当者にはならず後見監督部門

の職員に担当が変わるしくみを整えた。

 効果の予測

市民後見人が養成研修を修了してから期間が空

いてしまうと、スムースに実務に移れず、市民後

見人にとってもそのブランクが負担になる。しか

し「多摩南部方式」を採用すれば、養成スケジュー

ルや後見終了に応じて困難性の低くなった法人後

見のケースを計画的に移行していくことができる

ため、市民後見人にとっても無駄がなく、ひいて

は法人後見の余力創出にもつながる相乗効果が期

待された。

 人員体制の整備

「多摩南部方式」を採用するためには、市民後見

人の確保も必要であるが、後見監督部門の強化も
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必須である。当センターでは、これらの体制整備

を構成５市に要望し、養成事業から後見監督まで

を担当する専担職員（コーディネーター）を新た

に採用することができた。

 家庭裁判所との調整

「多摩南部方式」の構想について、管轄の家庭裁

判所へ趣旨説明に出向いた。その結果、成年後見

人等交代の可否は申立てに基づき個別に判断する

ものの、当センターの方針についてはおおむね理

解を得た。

これらいくつかの検証作業や体制整備を経て

「多摩南部方式」の採用に至った。

５ 具体事例の対応

 困難性の数値化と判断基準

当センターでは、財産管理面、身上監護面、そ

の他の困難性の観点から支援の程度を５段階で評

価し、その数値が一定基準以下のケースを「多摩

南部方式」の候補としている。

実際に移行するケースは、数値には表れない個

別性も配慮し、内部で検討してから候補者を決め

ている。

 条件整備（後見事務の課題解決）

法人後見で受任したケースには解決しなくては

ならない課題と何らかの困難性がある。市民後見

人でも対応可能な程度に安定するまでには、いく

つかの問題解決のプロセスがある。

たとえば、課題が経済問題であれば、福祉制度

や生活保護制度の申請を代理することにより解決

に至る場合がある。また、法律問題であれば、顧

問弁護士の指導・助言や法テラスの活用による解

決を試みたり、身上監護上の問題であれば、適切

な療養環境を選定し提供することで解決できるこ

ともある。

課題を解決するために時間を要するケースや解

決できない問題が残されるケースは困難事例であ

るため、引き続き法人後見で対応する。上記のよ

うな課題解決で、経済問題や身上監護問題が解決

すると大抵の場合は安定的な居所を確保でき、紛

争性がなければ困難事例ではなくなるため、市民

後見人の受任要件に合致することとなる。

 成年後見人等交代と成年後見監督人等

就任

 移行ケースの抽出

法人後見の各担当者が、基準日時点で下記の要

件にすべて当てはまるケースを洗い出し、成年被

後見人等本人や関係者からの意見を聴取する。

・収入が黒字（赤字でも預貯金で補てんできる）

・預貯金が高額でない

・安定した居所に居住している

・親族関係者に問題がない

・対応困難なトラブルが予想されない

・成年後見人等交代による本人への悪影響がない

 具体的な手続

次に、具体的な手続を紹介する

① 移行ケース候補者選定 センター内で

ケース会議を開催し、「該当基準確認票」を使

いながら候補者の検討と選定を行う。

② 行政との協議 法人後見を依頼した該当

市と協議し、市民後見人への移行の適否につ

いて回答を得る。

③ 市民後見人とのマッチング コーディ

ネーターが市民後見人名簿登録者の中から成

年後見人等候補者を選定し、成年被後見人等

と面談のうえ受任の意思確認をする。

④ 家庭裁判所への相談 上記受任要件に

そって本人状況を説明し、成年後見人等の交

代について意見を聞く。

⑤ 審査会（業務指導委員会）への付議 市

民後見人への移行の適否と、当センターが当

該市民後見人の成年後見監督人等へ就任する

ことの可否を審議し、承認を得る。

⑥ 成年後見人等辞任許可および成年後見人等

選任申立て 成年後見人等交代の申立てに

際して後任に市民後見人を推薦し、当セン

ターが成年後見監督人等となることをあわせ

て上申する。

⑦ 審判確定および引継ぎ 審判が確定し、
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新しく成年後見人等となった市民後見人およ

び後見監督担当者に対し、前任の法人後見担

当者より管理財産の引渡しと事務引継ぎを行

う。

６ 移行後の支援

 法人後見から監督部門へのバトンタッチ

と連携

「多摩南部方式」により市民後見人に移行すると、

当センターの法人後見は終了し、同時に後見監督

業務が始まる。そこで担当も法人後見担当者から

後見監督担当者へバトンタッチすることになる。

成年後見監督人等に就任すると、最初に市民後

見人の就任時財産目録の調製に立ち会う。就任時

に財産調査を一から短期間で正確に行なうことに

苦慮することがあるが、「多摩南部方式」において

は、前任者（法人後見担当者）が財産の全容や収

支の流れを把握していることから、その情報を引

き継ぐことで監督部門としてもより迅速に精度の

高いチェックができている。

また、身上監護においても、前任者は成年被後

見人等の既往症、生活歴、人柄など本人を理解す

るためのより多くの情報を持っていることから、

市民後見人が迷ったり困ったりした時に参考にな

るエピソードや体験を提供することが可能である。

このように、必要に応じ前任者と連携しながら

重層的に後見監督ができることも「多摩南部方式」

のメリットである。

 死後事務、医療同意等の支援

死後事務については、本来成年後見人等の権限

の及ぶものではないが、実務的に行わざるを得な

い場合もあり、市民後見人にとっても荷が重い事

務である。後見監督担当者は市民後見人の後方支

援が基本ではあるが、前任者の築いてきた関係性

や情報を活かして、直接的にフォローしている

ケースもある。

また、医療同意についても、権限はなくても成

年後見人等は本人の病状や治療方針等について把

握する身上監護義務があり、病院や医師との意思

疎通が難しい。そのような場合でも、成年後見人

等が医師からの説明を受ける際に、法人後見担当

者からこれまでの経緯を引き継いでいる後見監督

担当者が同席するなど協力体制をとることも可能

である。

 移行の実際と現場の声

前述したとおり「多摩南部方式」を採用してい

るのは、いまだ２件だが、２件のうち１件は、実

務経験のない市民後見人に対して平成２５年６月に

移行が完了した。ケースの概要としては、成年後

見人に就任した平成２１年には成年被後見人は介護

老人保健施設に入所しており、資力を上回る負債

と遺産分割の課題があったが、平成２３年には債務

整理と遺産分割協議が終結して経済的にも安定し

たことから特別養護老人ホームへ入所し、その後、

督促への時効援用など法律行為が発生したものの、

親族との交流も再開し生活が安定した認知症高齢

者の事案である。

事務引継ぎに関しては、後見の実務経験がない

ことに配慮し、想定される事務ごとに対応する時

期や手続・問合せ場所および事務内容や関連書類
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〔表３〕 市民後見人への事務引継書例

書類・関連資料等事務内容時 期管轄・相手先等項 目

管理計算（財産目録）後見人設定変更、改印就任時○○銀行△△支店通帳管理

年金証書

年金加入履歴

後見人設定変更（送付先変更）

※後見登記事項証明原本添付

就任時年金業務センターor

最寄りの年金事務所

年金管理

介護保険被保険者証送付先変更就任時○○市役所 高齢福祉

課 介護保険係

介護保険

介護保険負担限度額認定証介護保険負担限度額認定更新申請毎年６月

……………
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などを一覧にして前任者から一項目ごとに説明を

行った。

また、就任後速やかに行わなくてはならない事

務なのか、定例的な事務なのか、将来予測され随

時対応していく事務なのかなどを明示し、優先順

位づけやスケジュール管理ができる引継書を作成

した。

引継ぎには後見監督担当者が同席することを義

務づけており、事務の全容や流れ、注意点や課題

を市民後見人と共有できるようにしている。

「多摩南部方式」は、後見監督担当者にとっても

後見監督のポイントがつかみやすいというメリッ

トがあるが、当該市民後見人からも「後見セン

ターが前に対応してくれていたケースなので、安

心して活動できている。事務も整理されていてわ

かりやすい。ありがたい」との声が寄せられてい

る。

施設からも「市民後見人はよく足を運んでくれ

て細かいところに目配りされている。何かあった

時は後見センターがついてくれているので安心し

ている」との評価があり、切れ目ない支援に配慮

した「多摩南部方式」は、市民後見人にとっても

関係者にとっても安心感が得られており、かつ、

市民後見人の特色を活かした後見活動が実践され

ている。

７ 今後の課題

 移行スケジュール

平成２５年７月末現在、法人後見で受任している

７８件のうち、「多摩南部方式」で市民後見人に移行

可能なケースは１０数件あるが、どのタイミングで

候補者を選定するのかというルールが、まだ内部

で確立できていない。

成年被後見人等の状況は刻一刻と変化している

ため、移行ケース候補者に選定してから状態が変

化し要件に該当しなくなることもありタイミング

の見極めが難しいが、年度ごとに基準日を設け、

対象ケースの洗い出しと優先順位の決定をルーチ

ン化し、あとは定期的にモニタリングをしながら

順次移行していくことが可能と思われる。

 監督部門の充実

平成２５年８月に確定した案件を加算すると、現

在の後見監督受任件数は１１件である。市民後見人

を確保し、移行ケースを選定することができても、

後見監督の余力がなければ「多摩南部方式」を適

用することができない。平成２５年４月より、コー

ディネーターを１名増員し、体制強化は試みてい

るが、市民後見人への新規依頼も増加傾向にある

ことから、今後職員２名体制で相談業務や市民後

見人の養成事業をこなしながら後見監督を何件受

任できるかは、その経験値により市民後見人の個

人差も大きく算定根拠となる実績も少ないため未

知数である。

したがって「多摩南部方式」の活用も後見監督

の受任余力に左右されることになるため、更なる

体制強化が必要となる。

８ おわりに

すでに述べたように「多摩南部方式」の実績は

まだ２件である。この手法が市民後見人の推進に

つながる有効な手段であるかどうかは、今後実績

を積み重ねる中で検証していかなくてはならない

が、市民後見人に活動の場を提供しながら法人後

見の余力を生み出すという一定の効果は得られて

いる。

この取組みが、当センターのように市民後見人

の推進や法人後見の受任余力の確保が課題となっ

ている法人や行政に少しでも参考になれば幸いで

ある。

（かわさき・ちえ）
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