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公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート　理事長　矢頭　範之

　平成28年４月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が成立し、平成29

年３月に、①利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善、②権利擁護支援

の地域連携ネットワークづくり、③不正防止の徹底と利用しやすさとの調和の３

点をポイントとして掲げた５か年計画を期間とする「成年後見制度利用促進基本

計画」が定められました。

　そして今般、５か年の中間年度である令和２年３月に「成年後見制度利用促進

基本計画に係る中間検証報告書」がとりまとめられました。

　この中間検証報告書においては、「市民後見人の育成に取り組んでいる市区町

村は、全体の約４分の１にとどまり、育成研修の修了者数に占める後見人等の受

任者数の割合も１割程度にとどまるなど、市民後見人が十分に育成・活用できて

いない状況である」と指摘されています。

　特に、人口規模が小さい市町村において成年後見人等の担い手が少ないとされ

ていることから、小規模市町村において市民後見人の養成・活用事業が可能とな

るよう、都道府県が広域市町村による取組みを進めることや法人後見の活用等の

適切な支援を行う必要があります。

　また、厚生労働省が公表した「成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査

結果（令和２年２月27日付）」によると、市民後見人の養成事業により市民後見人

として登録された人数が平成31年４月１日現在で6999人であるのに対し、そのう

ちの成年後見人等の受任者数は1430人にすぎません。つまりせっかく養成された

にもかかわらず約８割の方が受任できていない状態です。

　よって今後は、より市民後見人が活用されるよう、更なる市町村と家庭裁判所

との更なる連携と中核機関等の整備とその機能の充実を進めていくことが肝要で

す。

　自治体による市民後見人関連事業の嚆矢である東京都が「成年後見活用あんし

ん生活創造事業」を開始して15年を経ていますが、上記のとおり市民後見人の養

成と活用についてはいまだ多くの課題を抱えています。

　このような中、今般刊行する第３版では、民法および介護保険法の改正を網羅

するとともに、各地の成年後見制度利用促進の取組みを踏まえ、今後の市民後見

人の養成と活用がさらに促進されることを念頭に置き編集いたしました。
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　本書は、市民後見人の養成の場面で活用されるほか、市民後見人が本書を傍ら

に置き、担当する成年後見事務において立ち止まって確認していただくような利

用方法を想定しています。

　熱意あふれる市民後見人の皆さまが、その特性を活かし、全国すべての地域で

必要な見識と責任をもって活躍され、成年後見制度の利用者がメリットを実感で

きる制度運用の一翼を担っていただけるよう、また本書がその一助となれるよう

祈念しております。� 〈令和２年５月〉
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１ 　はじめに

　成年後見制度は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力の不

十分な人々に対し、後見人を選任するなどして、本人の権利や財産が侵害される

ことのないように、法律面や生活面で社会が支援するという権利擁護のしくみで

す。そして、この成年後見制度における最も基本的な担い手が、後見人です。家

庭裁判所の審判によって選任された後見人は、本人の財産管理および身上保護に

関する事務を行い、本人の権利や財産を守るために全力で活動することになるか

らです。後見人は、まさに「制度の要」であり、本人と並んで「主役」の役割を

果たします。ですから、成年後見制度がうまく機能するかどうかは、本人にふさ

わしい後見人をいかに得られるか、という点にかかっています。もし、本人にふ

さわしい後見人が得られなければ、本人の権利や財産を守るという目的は絵に描

いた餅となってしまいます。適正な後見人を養成し、確保することが、成年後見

制度の最大の課題であるといっても決して過言ではないのです。

　急速に進む高齢化や核家族化の中で、医療や介護などの利用契約を結べない、

消費者被害や詐欺の標的にされている、家族等から預金や年金を取り上げられる、

暴力を受けるなどの虐待にあっている等、成年後見制度の利用が必要かもしれな

いケースが増加しています。

　従来、こうした問題を解決していく担い手として親族後見人や司法書士、弁護

士、社会福祉士等の専門職後見人などが中心となり、その役割を果たしてきまし

た。しかし今、適正な後見人の確保は、このような従来の後見人の枠組みだけで

はもはや太刀打ちできない本質的な課題であることがわかってきました。そこで、

本人の心身の状態や生活状況を把握することが容易な一般市民の参加に期待が高

まってきたのです。同じ地域で暮らす住民同士ならばきめ細かい支援ができ、そ

のことにより地域に助け合いの輪ができ、そして地域も活性化につながるのでは、

という願いです。

２ 　市民後見人の新たな位置づけ

　一般の市民の方が研修を経て、「市民後見人」になれば、専門職にない資質を

発揮できるのでは、という大きな構想から、平成28年４月８日に成立した「成年

後見制度の利用の促進に関する法律」（成年後見制度利用促進法）において市民後
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見人について明確な位置づけがなされています。

　民法843条（成年後見人の選任）では、単に「職権で、成年後見人を選任する」

となっているものを、成年後見制度利用促進法３条２項では、具体的に、育成・

確保・活用等と踏み込んだ表現となっています。また、「市民の中から成年後見

人等」は、市民後見人を指していますが、同法11条８号の成年後見人一般と区別

し、市民後見人を基本理念の３本の柱の１つとして特別に位置づけていることが

注目されます。

　成年後見制度利用促進法は、市民後見人の意義を次のように明らかにしていま

す。

　第１に、市民後見人を、「認知症、知的障害その他の精神障害があることによ

り財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合う」、地域「共

生社会の実現」に資するような重要な担い手としてとらえ、そのシンボルとして

特別の地位を与えています。

　前述したように、後見人は本人の権利や財産を守り、権利が侵害されたら救う

という権利擁護の担い手ですが、市民後見人には権利擁護だけでなく、地域共生

社会の担い手という２つの性格をもつ人材として位置づけたのです。同じ住民同

士、「支え手側」と「受け手側」という関係を超えて支え合い、本人の意思や生

き方を尊重する社会を創っていく主体としての意味が込められています。

　第２に、市民後見人を支え合う社会をつくる新たな「専門（職）後見人」とし

て位置づけを試みているように考えられます。今までの専門職後見人は「地域共

生社会の実現」というよりは、権利擁護の担い手としての役割が求められていま

すが、市民後見人には前述のように２つの役割が求められ、その特性に市民後見

人にしか果たせない専門職というべき独自性と専門性があると考えられます。市

民後見人を「専門（職）後見人」として位置づけるなら、やや閉塞感が漂う成年

後見制度に新しいムーブメントが生起するきざしを予測します。社会はこれをど

う迎い入れるのか、地域共生社会の創造に向けた試金石となります。

　第３に、行政、家庭裁判所、社会福祉協議会等の体制整備が確実に進むと思わ

れます。市民後見人が安心して活動するためには、行政、家庭裁判所等が継続的

にサポートするしくみが不可欠です。主として、成年後見制度利用促進法に基づ

く成年後見制度利用促進基本計画で示された中核機関や社会福祉協議会等がその

役割を果たすことになりますが、研修プログラムが提供され、受任後も継続して

支援が受けられる体制が整備されるものと思われます。

　市民後見人がこれまでの経験を活かして安心して活躍できる舞台が用意される

2　市民後見人の新たな位置づけ
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方向にあり、市民後見人は、いわば「第２のスタートを踏み出した」といえます。

　本章では、影も形もない時代からスタートし、徐々にその活動が評価され、今

やなくてはならない担い手とされている市民後見人について、発展してきた経

緯・背景などを述べ、そのうえで、市民のみなさまに、ぜひ市民後見人をおすす

めしたいと考えます。

≪参考≫　成年後見制度利用促進法

（基本理念）第３条
１　（略）
２�　成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握
すること、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを
通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、地域における
需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。
３　（略）

（基本方針）第11条
１�　成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利
益の保護に関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に
関する施策との有機的な連携を図りつつ、次に掲げる基本方針に基づき、推進
されるものとする。
　一～七　（略）
　八�　地域において成年後見人等となる人材を確保するため、成年後見人等又は

その候補者に対する研修の機会の確保並びに必要な情報の提供、相談の実施
及び助言、成年後見人等に対する報酬の支払の助成その他の成年後見人等又
はその候補者に対する支援の充実を図るために必要な措置を講ずること。

　九～十一　（略）

３ 　第三者後見人＝専門職後見人の時代

　話はさかのぼりますが、平成17年頃、成年後見の利用件数が増加することに伴

い、制度の根幹にかかわる大きな課題が指摘されるようになりました。それは、

「後見人不足」です。

　後見人といえば、一般的にはまず親族を思い浮かべますが、身寄りがない、疎

遠であるなどの理由で、親族の中から信頼できる後見人が容易に見つからないケ

ースが増えてきました。親族の中から見つからなければ、第三者後見人から選択

することになります。成年後見制度がスタートした頃は、親族以外の後見人（第
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三者後見人）といえば、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職後見人を指

していました。しかし、成年後見の利用件数が増加するにつれて、将来の見通し

として、その専門職後見人が不足することが予想されました。リーガルサポート

が改善提言を公表した平成17年当時、後見人に選任されている専門職後見人は、

多く見積もっても9000人程度でした。そして、その9000人は、すでに複数の事案

の後見人として活動しており、さらに毎年、新しい事案が増えて蓄積していくた

め、長期的には新しい事案を受任するだけの受け皿が不足する事態が危惧される

ようになったのです。もちろん、リーガルサポート、弁護士会、社会福祉士会等

の専門職後見人団体は、後見人を引き受けるための資質を備えた人を確保できる

よう、各会において努力してきましたが、需要には追いつきませんでした。

　また、「後見ニーズが爆発する」という予測もありました。成年後見制度の利

用を検討すべき認知症高齢者、知的障害者、精神障害者、高次脳機能障害者等を

合わせると、少なくとも600万人は存在するとされていました。仮に、そのうち

の２％にあたる12万人が成年後見制度を利用し、そのうち40％にあたる４万8000

人の人々について第三者後見人を選任することが必要となったら（これを「後見

爆発」とよぶ人もいます）、専門職後見人だけで引き受けることに相当な無理が出

てきます。しかし、成年後見制度は、判断能力が不十分な人の権利を守るもので

す。そのような制度を利用したいと希望している人が、「第三者後見人が見つか

らないから、制度の利用をあきらめた」という事態が起こることは、どうしても

避ける必要があります。

４ 　市民後見人の登場

　そこでクローズアップされたのが市民後見人です。これは、成年後見制度の最

も基本的な担い手の一翼に市民の参加を求めるという、遠大な構想でした（なお、

ここでいう市民後見人は、もっぱら、法定後見人（成年後見人・保佐人・補助人）と

して活動する人を指しています）。

　リーガルサポートは、平成17年に公表した改善提言の中で、「国、地方公共団

体は、その責任において良質な市民後見人の養成・供給を行うべきである」と指

摘しました。これは、ドイツの名誉職世話人（☞５）からヒントを得たものです。

司法書士は、リーガルサポートを設立するにあたってドイツを視察し、名誉職世

話人を知っていたことから、行政や世話協会が名誉職世話人をその責任において

養成・確保していることに注目したのです。しかし、当時は、「家族や法律・福

4　市民後見人の登場
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祉の専門家でもない市民に後見人を任せることはできない」「不祥事が起これば

制度は信頼を失う。専門職後見人を増やすのが先決だ」といった消極的な意見が

大勢を占めていました。リーガルサポートは、それでも市民後見人の意義を主張

し続けました。

　他方で、東京都、品川区、世田谷区、大阪市等の先進的な自治体やNPO法人

などにより、市民後見人を養成・支援する独自の事業が進められるようになりま

した（こういった取組みを、本書では「市民後見事業」とよぶことにします）。この

地道な取組みが家庭裁判所等から評価され、市民後見人の胎動が始まったのです。

始めは、「後見人不足」を端緒として提唱されたのが市民後見人ですが、その活

動から、親族や専門職にはみられない市民後見人に特有の支援のあり方が出てく

るようになりました。そこから、「市民後見人は、親族後見人や専門職後見人の

補充や代替以上の存在である」という認識が広まってきました。

　これらを背景として、平成23年、国（厚生労働省）は、老人福祉法を改正し、

市民後見推進事業をスタートさせました。これによって、公的な責任において市

民後見人の養成・研修を行うという重い扉が開かれたのです。国が、市民後見人

を社会的に承認し、その位置づけを明確にしました。そして、親族、法律・福祉

の専門家でなくても、誠実な市民であれば、一定の研修を積むことで後見人とし

て地域で活躍できるようになったのです。

５ 　ドイツの市民後見人の様子

　わが国では、成年後見制度が施行されてからの実績や試行錯誤の「成果」とし

て市民後見人が登場しました。

　一方、ドイツをはじめ、先進的な成年後見制度を導入している諸外国では、成

年後見制度について定めている法律で市民後見人についても詳しく定められてい

るところもあり、制度が実施された最初の段階から「市民後見人」が存在してい

ました。それらの国々では、ボランティア活動や寄付文化という土壌があったた

め、市民の権利を擁護する役割を市民に任せるという発想が、ごく自然に生まれ

たのではないかと考えられます。

　それでは、ドイツの市民後見人をみてみましょう（図表１－１）。ドイツでは、

後見人のことを世話人と呼んでいます。その世話人には、名誉職世話人（親族・

市民）、職業世話人などがいます。その中で、日本の市民後見人に相当するのが

「名誉職世話人」であり、すでに多数の市民が活躍しています。「名誉職世話人」
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には、親族による世話人と市民による世話人が含まれていますが、ここから、

「市民は家族に代わる役割を担う」という意味があると考えることができます。

ドイツには、キリスト教系の福祉団体をはじめとする多くのボランティア団体が

あり、いわば世話人予備軍が存在することから、当初から名誉職世話人が家族と

同格の担い手として位置づけられていたと考えられます。

　名誉職世話人は、1992年（平成４年）１月に施行された成年者世話法（ドイツ

民法における成年後見に関する規定をこのように呼ぶことがあります）において詳細

に規定されています。ここでは、無報酬の名誉職世話人が選任されることを基本

的なしくみとしており、適任の名誉職世話人がいない場合に限り、例外的に職業

世話人が選任されることになっているのです。また、行政は、世話協会（民間に

おけるボランティア団体や宗教団体等）に対し、毎年、一定の人数の名誉職世話人

を確保するように義務づけており、この点も興味深いところです。世話協会は、

名誉職世話人を指導し、世話（後見）の実施にとって不可欠な最低限の知識（世

話法の基本概念、裁判所の許可を要する事項、報告や財産目録の作成等）を伝えます。

　名誉職世話人は、単に本人の生活を支援する存在というだけでなく、社会福祉

国家に貢献する役割を担うものと位置づけられています。また、名誉職世話人の

強化が後見裁判所や行政の責任であるとされています。

　ドイツでは、1992年（平成４年）に世話法が施行されてから2007年（平成19年）

まで、約120万人の成年後見の利用があったとされています。その陰に名誉職世

話人の活躍があったことを見逃してはなりません。ドイツの取組みは、成年後見

制度の利用促進を図るには市民に後見人の給源を求める必要があることを示唆し

ています。ドイツに限らず、イギリス、スウェーデン等でも一般市民が後見人と

して活躍していることから、「市民後見人」は普遍的な担い手であり、その養成

図表１−１ 日本とドイツとの比較

（注 1）�　市民の場合は無償。ただし、実費として年間323ユーロが支給され
ます。また、 1人で 4人まで後見を担当することが認められます。

（注 2）�　日本の場合、司法書士・弁護士・社会福祉士等ですが、ドイツは世
話制度に関する専門教育を受けた人が「専門職世話人」となります。
資格や受けた教育により 3等級に分かれています。

5　ドイツの市民後見人の様子
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は世界的な潮流になっているといえます。

　先に紹介したように、日本では、公的な責任の下で市民後見人を養成・支援す

るという取組みが、平成23年にスタートしました。日本の成年後見制度は、施行

から12年目にして、ようやく世界標準に近づいたといえます。

６ 　社会貢献を生きがいとして

　こうして、市民後見推進事業が始まりました。しかし、市民後見人の活躍の場

が用意されても、市民が後見人となることに名乗りを上げなければ、「後見人不

足」は解消されず、成年後見制度の根幹が遥らいでしまいます。人材が不足する

ことを防ぎ、判断能力が不十分な人の権利や財産を守ることのできる社会を現実

のものとしていくためには、市民に後見人として活躍してもらうしか方法がない

といってもよいでしょう。

　市民の皆さんには、ぜひ市民後見人となることをおすすめします。それは、人

を支えること、人の役に立つことは、生きがいにつながるからです。

　「生きがい」という言葉を広辞苑で紐
ひも

解
と

いてみると、「生きるはりあい。生きて

いてよかったと思えるようなこと」と説明されています。人々が、いかに生きが

いを感じ、充実した生活を過ごすかということは、現代的なテーマとなっていま

す。いかに生きがいを感じるか、何によって生きがいを感じるかは人によってさ

まざまですが、市民後見人をめざすことで、退職した後の学びの場ができ、社会

への参加を図ることができ、そして自分なりの役割をもって人の役に立つことを

することができます。趣味や旅行などと一味違った充実感が得られ、自分の人生

を価値あるものとしてポジティブに考えることにつながります。

　市民後見人の活動の目的は、判断能力の不十分な人の権利や財産を守ることに

あります。金銭を管理したり、介護サービス利用契約を結んだり、見守りなどを

行ったりします。時には、本人から、人生の思い出話や苦労話を聞いたり、トラ

ブルの相談に乗って、本人や関係者から感謝されることもあるでしょう。こうし

た後見活動を通じて、それまであまり地域との接触や交流がなかった人でも、社

会との結び付きを深めていくことができます。また、市民後見人の活動は、これ

までの人生で得た貴重な社会経験や実務経験を活かす場になりますので自分の人

生を肯定的に感じられることにつながります。

　ところで、総務省統計局は、2019年９月15日、高齢者は3588万人となり、高齢

化率（全人口の中で65歳以上の人が占める割合）は28.4％である、と発表しました





　48　　

第１章　成年後見制度の位置づけ

第
１
章

●この節で学ぶこと●

　Ⅰで学んだ成年後見制度の理念と特徴を復習し、さらに理解を深めます。また、

新しい成年後見制度が施行されてから20年が経過した現在において指摘されてい

る問題点について学習します。

1 　序　論

⑴　成年後見制度とは

　成年後見制度とは、判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知的障害者、精

神障害者等）を保護し、また支援するための制度です。

　この制度は、自己決定の尊重の理念と本人の保護の理念との調和を目的として、

より柔軟にかつ弾力的で利用しやすい制度をめざしています。

　認知症高齢者や知的障害者あるいは精神障害者など判断能力の不十分な人は、

財産の管理や身上保護（介護サービス利用、施設への入退所などの生活・療養看護に

ついて配慮すること）についての契約、遺産を分割するなどの法律行為を自分で

行うことが困難だと考えられます。また、悪質な商法の被害にあうなどのおそれ

もあるといえます。

　成年後見制度では、このような判断能力の不十分な人を保護し、また支援して

いくために、契約の締結を本人に代わって行ったり、あるいは本人が誤った判断

に基づいて契約をした場合にはそれを取り消すことができるなどの権限を、支援

者である後見人（成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人）に付与することがで

きます。

⑵　成年後見制度の基本的な考え方

　平成12年４月１日から施行された成年後見制度は、それまでの民法で規定され

ていた「禁治産者・準禁治産者宣告の制度」を大幅に見直したものです。従来ま

での禁治産・準禁治産の制度では、対象者が精神上の障害の重い人に限定されて

おり、保護の内容も画一的・硬直的であると指摘されていました。

　また、禁治産・準禁治産の宣告を受けた場合、戸籍に記載されることから、関

係者が制度を利用することに強い抵抗感を感じることもありました。さらに、制

Ⅲ　成年後見制度概論
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度を利用するまでに時間や費用がかかり、当事者に負担をかけるなど、利用しづ

らいという問題もありました。

　一方で、ノーマライゼーションの理念が社会に浸透するにつれて、自分のこと

は自分で決めて生活するという「自己決定権」を尊重する動きが広がってきてい

るといえます。

　社会福祉基礎構造改革においても措置制度から契約制度へと、利用者がみずか

ら福祉サービスを選択し、サービス提供事業者と契約する利用制度への転換が図

られています。

　これらの社会情勢を踏まえ、本人の情況に応じた、柔軟で、かつ利用しやすい

制度として、成年後見制度ができたのです。

　成年後見制度には３つの理念があります。第１は「ノーマライゼーション」で

あり、高齢者や障害者であっても特別視せず、それまでと同じような生活を送る

ようにすることです。第２は「自己決定権の尊重」であり、意思能力が衰え始め

た人には残存能力を活用し、今は意思能力があってもその喪失・低下を心配する

人には後述の任意後見制度が導入されたということです。第３は「身上保護の重

視」であり、生活のために財産を管理することが成年後見制度の核心であると考

えるということです。

⑶　新しい成年後見制度の特徴

A　法定後見制度に「補助」類型を追加したこと

　成年後見制度では、本人の判断能力の程度や保護の必要性といった多様な状態

に応じ、柔軟かつ弾力的な対応を可能とするために、「後見」「保佐」「補助」の

３つの類型を規定しています。これらは民法上に規定されており、「法定後見制

度」と呼ばれています（☞第１章IV）。

　特に「補助」の類型は、禁治産・準禁治産では対象となっていなかった、軽度

の精神上の障害により判断能力が不十分な人のための新たにできた類型です。本

人の意思を尊重しながら多様なニーズに応えられるように、本人の同意の下で特

定の契約などの法律行為について支援を受けられることとしています。

　禁治産・準禁治産も、それぞれ「後見」「保佐」と名称が改められ、従来より

も使いやすくなりました。

　なお、準禁治産の対象であった浪費者のうち、単なる浪費者は除外されること

になりました。すなわち、十分な判断能力を有する浪費者は保佐制度の対象とは

ならないとされたのです。その理由としては、十分な判断能力を有する人が自分

の財産を使うことについて裁判所が介入することは好ましくないことなどがあげ
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られます。

B　任意後見制度を創設したこと

　任意後見制度とは、次のような制度です。

　本人が、判断能力の十分あるうちに、前もって代理人である任意後見人（任意

後見受任者）に財産管理や身上保護などの事務などについて代理権を与える任意

後見契約を公正証書で締結しておきます。その後、認知症等によって本人の判断

能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによ

って、契約の効力が生じるというものです（☞第１章V）。

　本人は、任意後見監督人の監督の下で、任意後見人による支援を受けることが

可能になります。なお、公正証書は公証役場において公証人により作成されます。

●公正証書
　公証人が法律関係に基づいて作成する公文書のことです。公証人が当事者の依頼
を受けて各種の契約内容を法律上明確にするための文書として作成し、当事者が署
名・押印し、さらに公証人が署名・押印することで公文書となります。
★用語解説★

●公証役場（☞第１章Ⅺ 11）
　公証人が公正証書の作成、私署証書の認証、確定日付の付与などの職務を行う
公の事務所です。
★用語解説★

●家庭裁判所（☞第１章Ⅺ 1）
　裁判所のうち、主に家庭の問題と少年の非行事件を扱うところです。成年後見制
度に関する問い合わせは、家庭裁判所の家事手続案内が窓口になっています。

C　後見人（成年後見人・保佐人・補助人）の充実を図ったこと

　判断能力の不十分な人を支援するための体制を充実させるために、成年後見制

度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて適切な成年後見人・保佐人・補助人を

選べるようになっています。また、後見人を複数選んだり、法人を選んだりする

ことも可能になっています。

D　成年後見登記制度を新設したこと（☞第１章VI）

　禁治産・準禁治産宣告の戸籍への記載をやめ、「後見登記等に関する法律」（後

見登記法）に基づき、後見人の権限や任意後見契約の内容などを登記する成年後

見登記制度が新設されました。

　この登記制度は、後見開始の審判がなされたときや任意後見契約の公正証書が

作成されたときに、家庭裁判所または公証人からの嘱託（依頼）によって、後見

★用語解説★
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人の権限や任意後見契約の内容などを登記するものです。

　登記官が登記事項証明書を発行することによって、登記されている情報を開示

します。また、登記がされていないことの証明も行います。

E　市町村長が申立てをできるようにしたこと

　判断能力の不十分な人に配偶者または４親等内の親族がいなかったり、あるい

はこれらの親族があっても音信不通の状態にあったりする場合、市町村長は、本

人の福祉の充実を図るために必要があると認めるときには、法定後見の開始の審

判を申し立てることができます。

2 　成年後見制度の現状

⑴　成年後見制度を取り巻く動向

　平成12年４月に新しい成年後見制度が開始されてから、全国の家庭裁判所にお

ける成年後見関係事件（後見開始、保佐開始、補助開始および任意後見監督人選任事

件）の申立件数は年々増加しています。平成22年には３万人を超えましたが、平

成25年からは若干ではありますが、減少に転じています。令和元年12月末で22万

4442人が利用しています。

　しかし、制度の利用が必要な人が、必ずしも利用に結び付いていないという指

摘もあります。

　その要因としては、①申立経費や後見報酬といった本人の経済的負担が大きい、

②申立人や後見人候補者が見つからない、③市町村長の申立制度が十分に活用さ

れていない、④制度に関する情報提供と相談体制が不十分である、といったこと

などが考えられます。

　そのような中、特に認知症高齢者の増加に伴って、成年後見制度の利用が必要

と推定される人が増加しており、対応が急務となっています。

⑵　後見人の受け皿づくりの状況

　後見人に選任される人は、一般的には親族が多くなっています。一方、親族以

外の人で後見人に選任される人を「第三者後見人」といい、その受け皿として、

弁護士、司法書士、社会福祉士等があります。

　少々古い数字ではありますが、各会に登録されている人数のうち、実際に後見

人として活動する専門職の人数は、全体の２〜３割とされています（図表１−２）。

　専門職の中には、後見人の担い手不足のために、やむなく１人で多数の後見人

を受任する場合もあり、これからさらに増大するといわれる受任要請に対応でき
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なくなることが予想されます。成年後見制度の利用を必要とする人がいるにもか

かわらず、後見人の受け皿が限られているために利用できないという事態に陥る

ことは避けなければなりません。

　後見人の約７割を第三者後見人が担うとしても、全国で成年後見制度の対象と

考えられる569万3000人（図表１−３）のうち、170万8000人について第三者後見

人が必要とみられます。

⑶　成年後見制度の利用状況

　民法改正により、平成12年４月から、従来の禁治産・準禁治産に代わり、「成

年後見制度」が施行されました。民法７条等には「法定後見制度」が規定され、

新たに「任意後見契約法」も施行されました。

　最高裁判所が公表している「成年後見関係事件の概況」によると、成年後見関

係事件（後見開始、保佐開始、補助開始および任意後見監督人選任事件）の申立数は

増加傾向にあり、平成12年度と比べ令和元年は３倍以上増加しています（図表１

−４）。

　後見人と本人との関係は、平成12年度は親族（子、兄弟姉妹、配偶者等）が後

見人に選任されたものが全体の90％以上を占めていました。親族以外の第三者

（弁護士、司法書士、社会福祉士等）が選任されたものは全体の10％弱でした。

　しかし、平成26年は、親族が後見人に選任されたものが全体の35.0％に減り、

親族以外の第三者が選任されたものは全体の約65.0％にまで増加しました（図表

１−５）。

　このように、成年後見関係事件の申立件数は増加している、後見人の担い手に

図表１−２ 主な第三者（専門職）後見人の現状

図表１−３ 成年後見制度の利用が必要と考えられる対象者の推計等
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●この章で学ぶこと●

　市民後見人の定義・位置づけや理想像、その具体的役
割としくみから、市民後見人の現状と課題を学習します。
さらに、市民後見の可能性や将来的なあり方についても
考えます。
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1 　市民後見人とは、市民後見活動とは何か

　この章は、市民後見人のあるべき姿を探って、より充実した市民後見活動につ

なげることを目的としています。その前提として、まず市民後見人、そして市民

後見活動とはどのようなことを指しているのかについて考えてみましょう。

　まず、市民後見人の市民とは、単に「その行政区域に住む人」という意味では

なく、社会の一員としての自覚を備えている、自立した大人のことを指していま

す。私たちの暮らす社会が人が相互に連帯して成り立っていることを理解し、そ

の社会の構成員としての責任と義務を果たし、未来に向かって社会がよりよくな

ることを望んでいる、そのような人が、市民後見人に挑戦しようとする市民であ

るといえます。

　そのような市民は、個人の利益だけを追求するのではなく、社会全体のために

なることを行おうとします。社会をよくすること、それは自分自身のためでもあ

ることを知っているからです。そして、よりよい社会は、周囲から当然にもたら

されるものではなく、市民一人ひとりが求めなければ、実現しないことを知って

いるからです。市民後見人をめざす市民は、よりよい社会を求め行動する存在で

す。

　私たちは、日頃から、困っている人を手助けしたり、迷惑行為を注意したり、

社会の一員として、さまざまな努力をしています。社会をよくするための行いは、

それがどんなにささやかであっても価値のあることです。

　さて、本書序章の「市民後見人のすすめ」にもあるように、市民後見人が登場

しました。それは、後見人の供給源としても新しい選択肢ですが、市民の社会参

加のあり方、すなわち、よりよい社会を求めて行動する方法という点からみても、

新しく登場した選択肢だといえます。市民後見人は、地域に暮らす「隣人」の後

見人として、判断能力の不十分な本人の揺らいだ日常生活を支えます。その結果

として、自分たちの暮らす地域を判断能力が不十分な人にも暮らしやすい地域に

するのです。そうした市民後見活動は、社会をよくするための行動としては、決

してささやかなものではありません。ここまで繰り返し述べられてきたように、

後見人の権限と責務はとても大きいものだからです。後見人の判断は、本人の生

Ⅰ　市民後見人の理想像
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活を一変させるほどの力をもっています。また、後見人の任務は一時的なもので

はなく継続的なものであり、10年を超えるような期間にわたって続く場合もあり

ます。後見活動はとても重厚なものなのです。

　よりよい社会を求めて市民がそうした重責を担うことは、これまでになかった

新しい社会参加の形です。そうした市民後見活動が重厚なものであることは、全

国の市民後見人によって結集されるエネルギーが大きなものになることを示して

います。市民後見人の活動が拡大すれば、おそらく今後の社会にさまざまな影響

を及ぼすことになるでしょう。そのように考えると、市民後見活動は、新しい文

化であるともいえるのではないでしょうか。

　市民後見活動は、みずからが暮らす地域を、誰もが暮らしやすい地域にするた

めに、これまでの市民としての知見や経験を活かして、同じ地域に暮らす人の権

利擁護を行う活動です。特別な経験や専門的な資格をもっている必要はありませ

ん。自立した生活者としての市民それぞれの経験によって、判断能力が不十分な

ために日常の暮らしが揺らいでいる人を支えて、安定した生活を取り戻すための

サポートをすることになります。そのような活動は、本人の利益につながるだけ

でなく、地域の度量を大きくし、ひいてはその地域に暮らす市民後見人自身の利

益になるはずです。

　こうした活動は、従来のボランティア活動とは異なります（☞序章）。市民後

見活動が、民法の規定に則り家庭裁判所から選任され監督を受けるという公的な

立場に基づく活動であるということは、とても重要なポイントです。まず、家庭

裁判所に選任されなければ、いくら意欲をもっていたとしても市民後見活動を始

めることはできません。当然、家庭裁判所には選任権者としての責任があります

ので、信用して任せることのできる市民を選ばなくてはなりません。すなわち、

相応の研修を修め、十分な支援体制の下で活動できる市民を選任することになり

ます。市民後見活動は、参加したければ誰でもいつでも参加できる活動ではなく、

活動するための準備が伴っていることを家庭裁判所に認めてもらわなくては、参

加できないのです。また、いったん後見人に就任すると、いつでも辞めるという

ことはできません。辞任するには、正当な理由があることを家庭裁判所に認めて

もらわなくてはならないのです。その点では、覚悟をもって引き受けなければな

りません。

　そして、これらのことは、本書第１章で述べられているように、すべて法律に

よって定められています。このような法に規定されたシステムは、後見人が負う

べき責任の重さを映し出しているものであり、市民後見活動がこれまでにない特
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であるといえます。

　また、後見活動は、それぞれの後見人が自分のできる範囲においてできること

を行えばよいというものではないのも特徴の１つといえます。まず、先にも述べ

たように、後見人に選任されるにあたっては、後見人として一定の水準の活動が

できるだけの適性が求められています。さらに、後見人としての務めを適切に果

たさなければ、後見人としての義務に違反するとして、責任が問われることもあ

ります。後見人は、道義的な責任だけではなく、法的にも重い責任を負っている

のです。この点でも、活動に参画するに際して覚悟が必要です。

　これまでに説明してきたように、市民後見活動はとても重厚な活動です。その

ことは、国が、老人福祉法や知的障害者福祉法等に規定して、そのしくみづくり

をしようとしているところからも、察することができるでしょう。

　権限と責任が大きいこのような活動は、誰に強制されるのでもなく、市民自身

の自発的な意欲によってしか実現されません。よりよい社会を求めて自発的に大

きな責任を担うということは、その裏返しとして、市民後見人としての誇りが生

まれます。誇りは市民後見活動の原動力の１つであり、文化であるゆえんでもあ

ります。

　以下に「市民後見人のあるべき姿」を示します。具体的な活動について学ぶ前

に、市民後見活動の特長をよく理解しておくようにしましょう。

2 　市民後見人は、本人との多くの接点をもちます

　後見が開始された人（被後見人）は、自分自身で自己の権利を十分に主張する

ことが難しい状態にあります。自分の思いを論理立てて説明することができなか

ったり、処遇に不満があって苦情を言おうにもその相手がわからなかったりしま

す。後見人は、そうした主張を本人に代わって申し出ていく立場にあります。本

人の立場に立って主張できる唯一の存在が後見人であることを忘れてはなりませ

ん。

　事案によっては、本人は、言葉に限らず、何の意思表示もできない場合があり

ます。そのようなときには、本人の思いに気づくことができず、つい耳に入りや

すい周囲の人の言葉に気をとられてしまうことがあるかもしれません。しかし、

そのようなときにこそ、後見人の立場を思い出し、声にならない本人の思いをく

みとって、主張していかなくてはならないのです。

　このような役割は、市民後見人に特筆されるべきものではありません。親族後
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見人も専門職後見人も、本人の代弁者としての役割をしっかりと果たさなければ

なりません。けれども、その役割の果たし方に、市民後見人ならではの特長があ

ります。市民後見活動は、主に、本人の居住地域で暮らす、あるいは職について

いる市民が後見人を引き受けることが前提となっています。ですから、本人と市

民後見人の物理的な距離は近く、頻繁に本人を訪れることができることが大きな

特長と考えられています。

　本人を訪れ、多くの接点をもつことは、後見活動にとっては非常に有益です。

本人が他人を認識できないような状態になっていない限り、接する時間に比例し

て、本人と後見人との信頼関係を醸成することができるからです。また、信頼関

係が強くなるほど、本人から得られる情報の量は増えていくのが通常です。本人

のもっている環境に対しての思いや不満、要望などを知る機会が増えるのです。

また、本人の言葉以外の情報も、訪問する機会が多ければ当然に多く得られるよ

うになります。

　多くの情報をもつことは、本人の思いを代弁すべき後見人として、大きなアド

バンテージです。それゆえ、市民後見人は、頻繁に訪問することが難しい専門職

後見人とは違う、本人に寄り添った後見活動が可能になるのです。

3 　市民後見人は地域福祉に貢献します

　市民後見人として地域住民である本人の生活を支えることは、それ自体が地域

福祉活動になるものです。

　現代の社会は、多くの場面において契約によって成り立っていますが、認知症

や知的障害、精神障害等のある人は、その契約を結ぶだけの判断能力がないこと

があります。また、契約内容を吟味する能力に乏しいために損失を被ったり、情

報を入手することができないために必要な物やサービスを入手できなかったりす

ることもあります。そうした状況に対して、後見人が支援することで、本人が健

全で安定した生活を送ることが可能になります。これは地域での福祉活動にほか

なりません。

　さらに、その市民後見活動を通して、他の地域住民に成年後見制度そのものや、

認知症高齢者など判断能力が不十分な人たちへの理解を深めてもらうことも、地

域福祉を進める一環になります。誰もが地域で普通の暮らしができることをめざ

すノーマライゼーションの実現へつながるものでしょう。

　地域住民からは理解が得られず、苦労することもあるかもしれません。しかし、
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