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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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●この節で学ぶこと●

　戦後の日本の福祉制度の移り変わりとともに、老人福祉法・介護保険法をはじ

めとする高齢者をめぐる法制度がどのように変遷してきたか、その経緯を確認し

たうえで、介護保険制度の下で利用できるさまざまなサービスの内容を理解しま

す。また、高齢者虐待の防止や対応について知識を深めることで、虐待に対し、

後見人としてどのような姿勢で臨めばよいのかを学びます。

1 　高齢者をめぐる法制度はどうなっているか

　ここでは高齢者にかかわる法制度の概要をつかみましょう。

⑴　戦後の日本における福祉の移り変わり

　日本では、昭和20年に終結した第二次世界大戦で約300万人の国民が死亡し、

広島・長崎の原子爆弾による壊滅的被害のほか、沖縄をはじめとする多くの地域

において、多数の人々が家族を失い、家屋や生活基盤、生産基盤が被害を受けて

います。この戦後からの復興にあわせて、日本の福祉は再生され、こんにちに至

っています。戦後すぐの頃は飢え死にする人が出る時代であったことから、福祉

の基本は貧困対策から始まりました。

A　日本国憲法25条の登場（昭和21年）

　日本国憲法は、終戦の翌年である昭和21年に制定されました。その25条におい

て、以下のとおり、生存権が定められています。

１　すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
２�　国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。

《憲法25条》 

　これを根拠とし、親を失い飢えている子どもに対応する「児童福祉法」、戦争

で身体に障害を受けた人々に対応する「身体障害者福祉法」、そして、生活困窮

者に対応する「生活保護法」がつくられたのです。

B　社会保障制度に関する勧告（昭和25年）

　朝鮮特需により復興し始めた日本において、昭和25年、社会保障制度審議会が

Ⅰ　高齢者施策
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吉田茂総理大臣に対して勧告を出しました。そこでは、社会保障とは「病気、負

傷、分娩、廃疾（筆者注：後遺症で仕事などができなくなること）、死亡、老齢、失

業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保

障の途を講じ」ることであり、社会保障は「社会保険」「国家扶助」「公衆衛生」

「社会福祉」の４部門からなるとされ、その責任は国家にあるとしています。こ

れが、国が社会保険や生活保障、福祉を制度化する根拠になったのです。

C　社会福祉事業法（昭和26年）

　この勧告を受け、国は、社会福祉の事業とその担い手に関して、「社会福祉事

業法」を定めました。この法律では、社会福祉事業（第１種社会福祉事業、第２種

社会福祉事業）、社会福祉審議会、福祉事務所、社会福祉協議会、社会福祉主事、

社会福祉法人等の規定が設けられました。

D　福祉充実、国民皆保険の時代（昭和30年〜 40年代）

　日本の経済的復興とともに「国民健康保険法」「国民年金法」「知的障害者福祉

法」「母子及び寡婦福祉法」（現在の「母子及び父子並びに寡婦福祉法」）「老人福祉

法」「児童手当法」等が制定されました。これらにより、日本では、すべての国

民が、医療保険や年金による保障を受けられることになりました。また、老人医

療費は無料になりました。しかしその後、昭和58年に「老人保健法」（現在の「高

齢者の医療の確保に関する法律」）が制定されたことで、老人医療に自己負担が導

入されています。老人保健法では、そのほか、老人健康診査、介護老人保健施設

などリハビリテーションによる在宅復帰が位置づけられました。

E　福祉改革と民間活力導入（昭和50年〜 60年代）

　経済成長と国民生活の向上、高齢化の急速な進展の中で、初めて消費税が導入

されました（☞⑵）。その導入目的として、日本の高齢者福祉を支えることがあり、

その具体的な目標として「高齢者保健福祉推進10か年戦略」（通称：ゴールドプラ

ン）が策定されました。この中で、高齢者の保健・医療・福祉が一体のものとな

り、施設福祉から在宅福祉への転換が行われ、高齢者福祉サービスの量の目標数

値が出されたのです。

　この福祉サービスを具体化するため、市町村ごとに、老人保健福祉計画が制定

されることとなりました。この高齢者福祉の計画づくりを参考に、市町村では障

害者プラン、子育て支援のエンゼルプラン（次世代育成）等の計画策定へと広が

りました。

F　社会福祉の基礎構造改革（平成12年）

　戦後の50年間日本の福祉事業を規定してきた社会福祉事業法が、平成12年に
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「社会福祉法」に改正・改称されました。これは従来、税金を財源として措置（行

政判断）により行われてきた福祉を、利用者みずからが選択でき、自己決定でき

るしくみへと変えたものです。これに伴い、福祉事業に民間企業などを担い手と

して活用することや、福祉サービス利用者の負担を応能負担（所得に応じた負担）

から応益負担（受けたサービスの量に応じた負担）へと転換しました。これが、そ

の後の介護保険制度や障害者支援費制度における１割負担へと具体化されていっ

たのです。

G　介護保険法施行（平成12年）

　介護保険のスタートに先立ち、平成10年に「特定非営利活動促進法」が制定さ

れ、地域のボランティア等の非営利活動を行う団体が法人格をもつことができる

ようになりました。

　そして、平成９年に制定されていた介護保険法が、平成12年４月に施行されま

した。介護保険制度では、法人格を有していることが介護事業参入の条件とされ、

NPO法人も営利企業も含めて、介護保険の事業者になることが可能となりました。

H　支援費制度から障害者自立支援法へ

　平成15年には障害者福祉の分野に支援費制度が始まりました。この支援費制度

では、身体障害と知的障害のみが対象とされ、精神障害が対象から外れていまし

た。

　この支援費制度によって、障害福祉の分野においても受けたサービスの量に応

じて支払いする応益負担が導入されることとなりました。ところが、サービスが

応益負担になると、障害の重い人ほど職業につきにくく、所得が低い状況である

にもかかわらず、サービスを多く利用し自己負担が多くなることから生存・生活

することが難しくなるため、見直しの必要性が指摘され、再度の見直しが行われ

ました（☞Ⅱ）。平成17年に「障害者自立支援法」が制定され、身体障害・知的

障害・精神障害の３障害を統合した福祉制度となりました。この「障害者自立支

援法」も自己負担が前提になっており、平成22年「障害者総合支援法」に変わり、

難病も含め障害の特性を配慮した選択制の導入が行われました。

⑵　日本の社会保障給付費の推移と対応に向けた課題

　このような高齢者・障害者等を取り巻く福祉政策が充実する一方で、社会保障

給付費は高騰を続け、その負担に国民がどのように対応していくのかという課題

が投げかけられるようになりました（図表２−１）。

　平成元年に高齢者福祉への対応を掲げて３％の消費税が導入されました。これ

が、平成９年には５％にアップされ、平成24年には「社会保障と税の一体改革」
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として、消費税率の上昇と社会保障の見直しが法制化されました。平成26年には

８％になり、平成31年（令和元年）には10％にアップされました。

⑶　老人福祉法に基づく主要な高齢者福祉サービスの内容

　日本では、昭和30年代から40年代にかけて国民健康保険制度が導入され、誰も

が健康保険の下で医療サービスを受けられるようになりました。また、加齢によ

り退職した高齢者の生活を支える国民年金制度が制定され、老後の経済の安心が

確保されました。このような中、高齢者の福祉を法制化した老人福祉法が昭和38

年に制定されました。全国の老人パワーで制定された、世界で初めて「老人」名

の付いた法律です。

　この老人福祉法では、現在、以下のような高齢者向けの事業（サービス）が定

められています。この①〜⑥を老人居宅生活支援事業といいます（老人福祉法５

条の２第１項）。

　①�　老人居宅介護等事業（老人福祉法５条の２第２項）　　居宅で、入浴、排
はい

泄
せつ

、

食事等の介護を行うサービスです。介護保険法では、居宅介護サービス費、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護もしくは夜間対応型訪問介護の地域密着

型介護サービス費、介護予防訪問介護サービス費などがあります。

　②�　老人デイサービス事業（老人福祉法５条の２第３項）　　日中、送迎付きの

デイサービス（通所介護）を行うものです。

　③�　老人短期入所事業（老人福祉法５条の２第４項）　　施設などにショートス

テイするものです。

図表２−１ 社会保障給付費の推移
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　秋田県横手市、特定非営利活動法人尾張東部権利擁護センター、
埼玉県志木市、岡山県笠岡市においてすでに行われている市民後見
人の養成・支援の取組みについて、そのしくみ、養成の流れ、支
援・監督体制等について学びます。その取組みのあり方はさまざま
ですが、大きな枠組みは共通しています。市民後見というしくみの
全体像を把握しましょう。
　また、これまでの学習により、成年後見制度に関連する法律や制
度の基本的知識を身に付けたうえで市民後見人の実践例を学習する
ことで、市民後見人の活動のイメージを形づくります。そして、第
３巻で学ぶ市民後見人の実務につながるように、そのイメージを具
体的なものにしていきます。
　なお、本章では、市民後見人が事例によって活動の内容を紹介し
ていますが、プライバシーへの配慮および個人が特定されることの
ないよう、活動の基本内容が変わらない範囲で加筆・修正をしてい
ます。

市民後見活動の実際
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１ 　横手市の概況

　横手市は、秋田県の内陸南部に位置し、横手市、増田町、平鹿町、雄物川町、

大森町、十文字町、山内村、大雄村の１市７町村が平成17年10月１日に合併して、

秋田県第２の都市として誕生しました。

（平成31年３月31日現在）
人　口　　８万9646人　　　要介護認定者数　　　　　　6714人
世帯数　　３万4183世帯　　精神保健福祉手帳交付者数　533人
高齢化率　37.18％　　　　　療育手帳交付者数　　　　　737人

　東に奥羽山脈、西は出羽丘陵に囲まれた横手盆地の中央に位置し、奥羽山脈に

源を発する成瀬川、皆瀬川が合流した雄物川と横手川が貫流し、中央部には肥沃

な水田地帯が形成されています。

２ 　後見実施機関の実務

　横手市では、平成23年から市民後見人養成研修を開催しています。平成25年に

は市民後見人の養成、受任調整、市民後見人の活動支援、成年後見制度の利用促

進を進めるため、横手市成年後見支援センターを設置しております。市民後見人

というしくみが、家庭裁判所を含む地域社会から信頼を得ていくためには、単に

市民後見人を養成するのではなく、市民後見人に対して継続的な助言や活動を支

援する体制、そして後見活動が適正になされるための指導管理する体制の整備が

重要となります。

⑴　組織体制

　横手市では、成年後見支援センター（以下、「センター」といいます）を地域包

括支援センター内に設置し市で運営しています。センターは、運営検討委員会、

事務局で構成されます。（図表２－52）

Ⅰ　横手市における市民後見
の取組み
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　運営検討委員会は、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や民生児童委員

等の７名で構成されています。センターの運営方針、活動状況、課題等の検討を

行うほか、家庭裁判所へ推薦する市民後見人等候補者の選考や市民後見人名簿登

録者の選考を行います。また、市民後見人では対応が困難な事案が発生した場合

には対応方針を検討することになります。

　事務局は、地域包括支援センター職員との兼務で４名配置されます。センター

長、社会福祉士等の専門職、成年後見相談員、事務員が配置され、市民からの相

談窓口、市長申立てを含む申立支援、市民後見人養成研修等の企画・実施、市民

後見人の活動支援、広報啓発活動、関係機関との連絡調整を行います。

A　運営検討委員会の業務

　①運営方針、活動状況、課題等の検討、②市民後見人名簿登録者の選考、③後

見人候補者の選考、④困難事案の対応方針の検討

B　事務局の業務

　①市民からの相談対応、申立支援、②市長申立事務、③市民後見人養成研修の

企画・実施、④市民後見人活動支援、⑤市民後見人名簿の作成・管理、⑥成年後

見制度の広報・啓発活動、⑦関係機関との連絡調整

⑵　市民後見人の養成から活動開始まで

　横手市市民後見人は、横手市に住む高齢者や障がい者の権利擁護のため、日常
的な金銭管理等の後見活動に取り組み、誰もが横手市の一員として、互いを尊重し、
共に助け合う地域形成の一助となる役割を担う。

A　市民後見人養成研修

横手市市民後見人定義

図表２− 52 横手市成年後見支援センター

横手市成年後見支援センター

横手市地域包括支援センター

運営検討委員会

事務局

【構成員】　７名
　弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士
　民生児童委員、社会福祉協議会等

【構成員】　４名
　センター長（兼任）、社会福祉士等（兼任）、
　相談員（専任）、事務員（兼任）
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　市民後見人養成研修（以下、「養成研修」といいます）は基礎研修と実践研修で

構成されます。基礎研修の全課程を修了した人が、これに続く実践研修を受講で

きることになります。

　基礎研修は、後見活動において必要となる基礎知識や倫理観の習得、関係諸制

度の理解を図るほか、当市の現状や市民後見人が必要とされる背景の理解を図る

内容となります。講義形式を中心に、４日間21科目で構成されます。

　実践研修は、６日間14科目で構成されます。講義中心の基礎研修と比較し、グ

ループワークや施設の視察、市民後見人との同行訪問など、より実践的な技術の

習得を図るものとなります。養成研修の講師の多くは、センターの運営検討委員

等が務めます。

B　市民後見人名簿への登録

　養成研修の修了者の中から、市民後見人として活動する意向をもち、一定の基

準を満たす方を市民後見人候補者として市民後見人名簿（以下、「名簿」といいま

す）に登録します。登録にあたっては、前述の運営検討委員会において登録の可

否を決定します。登録の基準としては、以下のような点があげられます。

　①　原則として横手市に住民登録をして、実際に横手市に在住していること

　②　年齢25歳以上であること

　③　弁護士や司法書士等の専門職後見人でないこと

　④�　市民後見人として活動する意思をもち、成年後見制度に関する基礎的知識

を有し、後見人等として活動を安定的、継続的に実行できる健康状態や生活

状況にあること

　⑤　多額の負債があるなどの経済的な困窮にないこと

　⑥　名簿登録者に対して行われる定期的な研修に参加できること

　⑦　次の欠格事由等に該当しないこと

　　・家庭裁判所で法定代理人・保佐人・補助人を免ぜられた者

　　・破産者

　　・被後見人に対して訴訟をした者並びにその配偶者および直系血族

　　・行方の知れない者

　　・�成年後見開始・保佐開始・補助開始・任意後見監督人選任の審判を受けた

者

　　・親族以外の任意後見契約受任者や、任意後見人になっている

　　・公序良俗に反した行為をしている

　　・反社会的勢力とかかわりがある
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　実際の後見業務に触れることで、自宅での生活実態なども含め
た被後見人の状態像を体感し、実践感覚を養います。
　また、後見業務への同行を実施しない場合でも、介護施設等を
見学することで、市民後見人としてかかわる被後見人と同じような
状況にある方の状態を体感し、施設職員の接し方などから実践感
覚を養います。

体験実習
（フィールドワーク）
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1 　体験実習の目的

　この章では、後見人が実際に行っている現場に同行することにより後見業務の

実務を学ぶ「体験実習」について説明します。

　後見人は、本人の身上保護・財産管理などの後見業務を行う中で、いろいろな

関係機関の担当者と打ち合わせや相談をしたり必要な手続を行ったりしています。

　後見人が出向く場所は、本人が生活する自宅や施設はもちろん、手続の内容に

応じて、市・区役所などの行政機関や、年金事務所、銀行などの金融機関、病院

などへ行くこともあります。

　これらの場所は、一般には行き慣れない場所であり、特殊な手続をすることも

少なくありません。

　後見人がそれぞれの場所で、関係者とどのようなかかわりをもち、どのような

手続を行っているのか、どのような態度で接しているのかなど、講義で学んだ知

識の確認をするとともに、講義だけでは学ぶことのできない事項について、後見

業務の現場を学んでいくことになります。

　体験実習は、限られた時間の中で、本人はもちろん関係者の協力があってこそ

可能となる勉強ですから、これらの人々には感謝の気持ちをもって、現場に立ち

会うようにしてください。

　なお、受講者が後見人に同行してその実務を目の当たりにすることはとても貴

重な体験ではありますが、こういった実習を行うことは、本人の状態に悪影響を

及ぼす可能性があること、正式な権限をもたない受講者が本人のプライバシーに

深くかかわることになること、本人の有効な同意を得られるかどうかわからない

ことなどといったマイナスの側面もあります。そのため、体験実習は行わず、介

護施設などを訪問することで本人のおかれた状況に近い状況を経験する、といっ

た実習内容になることも考えられます。

Ⅰ　体験実習についての
留意点



　　293　 

Ⅰ　体験実習についての留意点

第
５
章

2 　あらかじめ注意する事項

⑴　心構えと目的意識をもつ

　受講生にとっては体験実習という研修の一環であっても、それぞれの現場では、

日々、多くの関係者が忙しく業務を行っています。受講者は、後見人はもちろん、

現場の関係者の業務に支障が出ることのないように、以下の点に配慮して、注意

深く行動するように心がけてください。

　①　受講者であるという自覚をもつこと

　②　後見人や現場の業務に支障を来さないように行動すること

　③　後見人や関係者の言動を注意深く観察すること

⑵　言葉遣いや服装に気を配る

　後見人は、身上保護と財産管理により本人の生活を支援するというとても重要

な業務を行います。ですから、本人や関係者から信頼されるような言動が求めら

れます。

　本人と話す際の言葉遣いには十分に気を付けるようにしましょう。本人の名前

の後には「様」や「さん」を付け、「〇〇様」「〇〇さん」と呼びかけます。本人

に対して、「あなた」や「おじいさん」「おばあさん」という言葉は使いません。

親しみは、使う単語にではなく、「気持ち」に込めることが大切です。

　車椅子を利用している人に呼びかける際は、同じ目線になるようにかがみこん

で話しかけます。上から見下ろすように話しかけることは、相手に威圧感を与え

ることになります。

　また、話しかける際には、本人が聞き取れるように、明確に、はっきりと発声

するよう心がけます。必要以上に大きい声を出すことも、相手に威圧感や恐怖感

を与えることになります。

　服装について、正装する必要はありませんが、Ｔシャツやサンダル履きなどの

ような相手に不快感を与える恰好をすることのないように配慮しましょう。

⑶　個人情報・プライバシーを守る

　体験実習中には、本人についての多くの個人情報を見聞きすることになります

が、これらの情報については取扱いに注意しなければなりません。

　本人は、自分が成年後見制度を利用しているということ、住所や名前、年齢、

通っている病院や施設、後見人と話した内容などについて、他人に知られたくな

いと思っていることも少なくありません。財産の金額、お金を預けてある金融機
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関の支店、口座番号などについては、他人に知らせることがそもそも不適切であ

ると考えられます。

　なお、平成27年10月から施行されたマイナンバー制度により本人に通知されて

いるマイナンバーについては、後見人の配慮により体験学習では受講者が目にす

ることはないと思われますが、万が一、目にした場合には、他人に知らせるべき

ではありません。

　本人にかかわる人たちが、これらの個人情報を他人に漏らすことは、職務上禁

止されています。

　受講者は、体験実習中に知った被後見人に関する個人情報について、自分の両

親、家族、友人などに話したり、話題にしたりしてはいけません。これは、市民

後見人養成研修の受講者が相手でも同じです。

　受講者には、研修の実施にあたって提出した誓約書に基づく守秘義務があり、

これは、養成研修が終わった後でも、同様に課せられるものです。十分に注意し

てください。

3 　その他の気を付ける事項

⑴　体調管理に気を付ける

　体験実習に参加するにあたっては、自分の体調を確認します。風邪やインフル

エンザなど、感染する可能性のある病気にかかっている場合には、参加するべき

ではありません。関係者に感染させることは絶対に避けるように心がけましょう。

特に被後見人の入居している介護施設を訪問するような際には、多数の人がいる

ことからそれだけ多くの人を感染の危険にさらすことになりますし、高齢者の場

合にはもともと身体機能が弱くなっていますから感染した場合の容態が重くなり

やすいものです。体調が悪い場合には、無理をせずに、体験実習に参加すること

を中止してください。

⑵　携帯用具を確認する

　筆記用具および身分証明書を必ず持つようにします。

　施設内では、携帯電話の使用は禁止されることが多いので、気を付けなければ

なりません。

⑶　メモはこまめにとる

　同行中には、気づいた点や参考になった点について、こまめにメモをとるよう

にします。同行する後見人の言動を注意深く観察しましょう。記録するべき事項
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としては、たとえば次のようなものがあります。

　①　活動した日時、場所、面談相手の資格・氏名

　②　活動の内容

　③　後見人から受けた指導の内容

⑷　疑問点や質問事項がある場合

　同行中に感じた疑問点や質問事項は、その場を離れてから後見人に質問するよ

うにしましょう。本人や関係者がいる場所では、話すことに不都合がある事項か

もしれないからです。

　また、関係者に直接質問したい場合には、あらかじめ後見人に了解をとるよう

にしましょう。

⑸　受講者の独断では対応しない

　体験実習中、受講者が単独で行動することは、基本的にはないと思われます。

ただし、もし何らかの事情で後見人から離れて行動することになった場合、本人

や関係者から後見業務について質問や依頼を受けるといったことがあるかもしれ

ません。そのような場合、受講者は、その場で判断や回答をしないようにしまし

ょう。後見業務に関する事項については、必ず後見人に確認をとり、受講者では

なく、後見人が判断し、回答することになります。

　また、受講者が本人のために立替えをしたり、関係者と金銭の授受をしたりす

ることは、しないようにしましょう。

⑹　まとめ

　受講者が後見人に同行し、本人をめぐるさまざまな情報に接することは、本人

の同意はもちろん、多くの関係機関・関係者の信頼と理解があるからこそ実現で

きるものです。

　受講者は、後見人がこれまでに構築してきた被後見人・関係機関との信頼関係

や市民後見事業の信頼を損なうことのないよう、十分に配慮して行動するように

してください。
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