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第３版の発刊にあたって

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〉

第３版の発刊にあたって
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第１章　就任時の実務

第
１
章

●この節で学ぶこと●

　法定後見（成年後見・保佐・補助）を利用するには、家庭裁判所に後見等開始

の審判の申立てをし、家庭裁判所が利用の必要性や後見人の適性を考慮し、後見

等開始の審判・後見人選任の審判をすることになります。ここでは、後見等開始

の審判の申立てがされた後に、どのような流れで審判がなされることになるのか、

手続の流れを学びます。

1 　後見等開始の審判申立て

　法定後見を利用するには、申立人が、家庭裁判所に、後見等開始の審判の申立

てを行うことが必要です。

　申立ては、後見等が開始されるために必ず必要なものです。たとえば、家庭裁

判所がみずから後見を開始する（職権開始）ということはありません。

　手続の流れの概要は図表３−１のとおりです。

⑴　申立人はどのような人か

　家庭裁判所に後見等開始の申立てをすることができる人（申立人）は、法律で

次のように定められています（民法７条・11条・15条等）。

　①　本人、配偶者、４親等内の親族

　②　検察官

Ⅰ　後見等開始の審判の流れ

図表３−１ 後見開始の審判の手続の流れ
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　③　未成年後見人、未成年後見監督人

　④　後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人

　⑤　任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人（任意後見契約法10条）

　⑥�　市町村長（本人の福祉を図るため特に必要がある場合で、特別区の区長を含み

ます。老人福祉法32条、知的障害者福祉法28条、精神保健福祉法51条の11の２）

　①〜⑥以外の人は、どんなに本人と親しくても、申立人になることはできませ

ん。たとえば、内縁の夫や妻、友人、民生委員等は、申立人になることはできま

せん。

⑵　申し立てる先の裁判所はどこか

　申立てをすることのできる裁判所も、法律で定められています（家事事件手続

法117条等）。

　本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることになります。

　原則は、本人が住民登録をしている場所を管轄する家庭裁判所になりますが、

住民登録地以外の場所が生活の本拠になっている場合には、その場所を管轄する

家庭裁判所に申し立てることができることもあります。

⑶　申立てをするときに必要な書類や申立てにかかる費用

　申立てをするときには、申立書およびその添付書類を、本人の住所地を管轄す

る家庭裁判所に提出します。そのときに、申立手数料も納めます。

　家庭裁判所によって、書式や添付書類、申立手数料等が異なる場合があります

ので、事前に確認しておきましょう。

　なお、業として申立書類を作成することができるのは、司法書士と弁護士だけ

です。「業として」というのは、報酬を得て行う場合や、報酬を得ていなくても、

一度でも反復・継続の意思をもって他人の申立書類の作成に関与することを意味

します。司法書士・弁護士以外の人が業として申立書類の作成をすれば、司法書

士法の規定により処罰されることになります。

A　申立書およびその添付書類

　申し立てる際には、以下のような書類（マイナンバーの記載のないもの）が必要

になります（詳しくは、管轄の家庭裁判所に確認してください）。

　①　申立書

　②　申立事情説明書（本人事情説明書）

　③　親族関係図

　④　本人についての資料

　　ⓐ　診断書
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　　ⓑ　診断書の附票

　　ⓒ　本人情報シート（図表３−２）

　　ⓓ　戸籍謄本

　　ⓔ　住民票

　　ⓕ　登記されていないことの証明書

　　ⓖ　財産目録およびその資料

　　ⓗ　収支状況報告書およびその資料

　⑤　後見人候補者についての資料

　　ⓐ　住民票

　　ⓑ　後見人等候補者事情説明書

　　ⓒ　欠格事由に該当しない旨の陳述書

　⑥　親族の同意書

　なお、保佐開始や補助開始の申立てをする場合に、代理権の付与も同時に求め

る場合には、代理行為目録が必要になります（図表３−３）。また、補助開始の

申立てをする場合で、同意権の付与も同時に求める場合には、同意行為目録が必

要になります（図表３−４）。

B　申立てにかかる費用

　申立てにかかる費用は、おおむね以下のとおりです（詳しくは申立てをする家

庭裁判所に確認してください）。

　①　収入印紙　3400円分（申立書貼付800円＋登記手数料2600円）

　②�　郵便切手　約4000円〜 5000円分（内訳も家庭裁判所によって指定されていま

す）

　③　鑑定費用　約５万〜 10万円

⑷　申立て後に取下げはできるのか

　申立て後に取下げをするには、家庭裁判所の許可が必要となります（家事事件

手続法121条）。本人の保護が必要で、後見等開始の審判をすべきであるにもかか

わらず、取下げによって終了してしまうことが相当でない場合があるからです。
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●この節で学ぶこと●

　リーガルサポートでは、後見人としての執務姿勢について、「執務基準・執務

基準ガイド」や「後見活動10のチェック」を作成し、これを実行することを推奨

しています。専門職後見人も市民後見人も同じ「後見人」ですから、後見実務を

行ううえでの基本的な姿勢は同じであるといえます。

　そこで、ここでは、このうち「後見活動10のチェック」の内容を確認しながら、

後見実務において心がけるべき基本的な姿勢を学習します。

1 　成年後見実務において心がけること

　後見人は、家庭裁判所の審判によって選任されます。そして、家庭裁判所の監

督の下で活動を行うことになりますが、日常の一つひとつの活動について、逐一

家庭裁判所に相談をしながら活動を進めていくことは、現実的には不可能です。

後見人として活動していく中で、いろいろな場面において、後見人がみずから判

断していくことになります。

　特に、成年後見人は、本人の法定代理人として大きな権限をもつことになりま

す。本人を支援していくためにはその大きな権限は利便性があり、本人のために

迅速に行動することができます。しかし、その大きな権限は、本人の意思を必ず

しも尊重しない「本人不在の後見活動」を可能にし、成年後見制度の基本理念で

ある「自己決定の尊重」「現有能力の活用」「ノーマライゼーション」の考え方を

逸脱することを可能にしてしまう、いわば「諸刃の剣」なのです。

　本人に寄り添い、本人の意思決定を支援しながら、本来の成年後見制度の趣旨

に合った活動を行うためには、後見人が行動するうえでの指針（倫理）が必要と

なります。

　リーガルサポートでは、後見人としての基本的な執務姿勢として、「後見活動

10のチェック」を作成し、これを実行することを推奨しています。

Ⅰ　成年後見実務の基本的
視点
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後見活動10のチェック

⑴　誰の権利を擁護するのか？

⑵　何をするための後見人か？

⑶　本人の意思を尊重しているか？

⑷　財産管理のみに気をとられていないか？

⑸　後見人としてできること、できないことを理解しているか？

⑹　本人や関係者との間に適度な距離を置いているか？

⑺　ルーティンワークになっていないか？

⑻　外部から執務の公正に対する疑惑や不信を招く行為はしていないか？

⑼�　リーガルサポートへの相談や家庭裁判所、関係専門職等との連携を図っている
か？

⑽　社会貢献への意欲と誇りを持っているか？

　司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職後見人も市民後見人も、同じ「後

見人」です。後見人としての職務を行ううえで気を付けなければならないことは

同じです。そこで、ここでは、「後見活動10のチェック」を参考にしながら、「成

年後見実務において心がけること」を確認していくことにします。

2 　後見人としての基本的な姿勢

⑴　誰の権利を擁護するのか？

　成年後見制度は「本人」のための制度であり、その目的は「本人の利益の擁

護」「本人の最善の利益（ベスト・インタレスト）を追求すること」にあります。

成年後見人は本人の法定代理人ですから、本人の利益のために行動することは当

然のことです。しかし、成年後見制度を「本人のまわりを取り巻く関係者の利益

のための制度」だと思い違いをしている人が少なからずいます。たとえば、親族

が後見人となった場合で、次のような例が実際にあります。

　・��寝たきりの父の土地を売却して、後見人の自宅を建築する資金の一部にあて

たい。

　・��相続税対策の一環として、認知症の父の名義で金融機関からお金を借りてア

パートを建てたい。

　・��亡くなったときに相続手続が面倒にならないように、本人名義の預金口座を

すべて解約し、相続人のうちの１人の名義の預金口座に入金してしまいたい。

　・��親族が借金の返済に困っているので、本人名義の預金口座からお金を引き出
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して貸したい。

　成年後見制度が後見人や関係者のための制度ではなく、「本人」のための制度

であることを、あらためて確認しておきましょう。

　後見人は、本人の生活状況や財産状況を総合的に考慮し、居所・施設の選定、

医療・介護を含めた福祉サービスの契約、日常の財産管理・収支バランスの調整

をしながら、最後のそのときまで本人が「よりよく生きる」ことができるように、

最善を尽くすのです。

　本人の最善の利益を追求すると、場合によっては、本人の親族などと対立する

ことがあるかもしれません。成年後見制度の趣旨、本人の生活・財産状況、後見

人自身の考えを親族等に対して真摯に説明する必要はありますが、それでも意見

が一致しなかったのであれば、親族等の意向に反することを後見人は行うことに

なります。それが本人の最善の利益のためになるということが大切なのです。

⑵　何をするための後見人か？

　後見人には、誰でも自由になれるわけではありません。成年後見人・保佐人・

補助人であれば家庭裁判所の審判によって選任され、任意後見人であれば任意後

見契約公正証書によって本人から委任を受けます。そして、後見人それぞれが担

当する後見活動においてしなければならないことは異なります。

　複数の成年後見人が選任されている場合であれば、「財産管理のみ」「身上保護

のみ」といった事務分掌が審判書に記載されることがあります。保佐人や補助人

であれば、代理権・同意権の有無とその内容は事案ごとに異なります。また、任

意後見人であれば、任意後見契約公正証書の内容によって何ができるのかが決定

されます。

　仮に１つの後見事件において２名の成年後見人Ａ・Ｂが選任され、Ａは「財産

管理のみを行う」、Ｂは「財産管理以外の身上保護のみを行う」という形で事務

分掌がなされたとします。Ｂは、銀行の預金通帳を管理したり、本人所有のアパ

ートを管理したりすることはできません。Ａは、介護認定の更新申請や介護・福

祉サービスの提供を受けるための契約をすることはできません。それは、そうい

った行為をするための権限がないからです。

　したがって、後見人に選任された際に、「何をするための後見人なのか」とい

うことを、審判書等の内容をみて確認しておくことが必要です。

⑶　本人の意思を尊重しているか？

　繰り返しになりますが、後見人が支援する相手は本人です。認知症が進み、あ

るいは寝たきりであっても、本人はそこに生き続けているのです。成年後見制度
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の理念の中に「現有能力の活用」があります。本人の判断能力が十分ではなく、

後見人に代理権が与えられていたとしても、本人の有している能力を最大限に活

かして自ら意思決定ができるように支援していくことは非常に重要です。後見人

は、本人の能力を活用しながら、そして本人の意思を尊重しながら、本人にとっ

ての「よりよい生活」を実現していかなければなりません。

　権利擁護活動をするうえで大切な概念にエンパワメントがあります。これは、

「福祉サービスの利用者自身が、あるいはその家族が、単なるサービスの受け手

ではなく、さまざまなサービス資源や支援を利用・活用して、問題を解決してい

く主体となるような支援や環境の調整をしていくこと」をいいます。

　成年後見制度を利用している本人は、みずからがさまざまなサービス資源や支

援を利用・活用して問題を解決していくことは難しい状況にあります。後見人は、

そのような本人の権利を擁護するために活動し、本人が地域の中で「よりよく生

きる」ことを支援します。

　ただし、ここでいう「本人の意思の尊重」が、「本人の保護」あるいは「本人

の権利擁護」と対立する局面もあります。たとえば、財産があまりないのに高額

な寄付をする、アルコール依存症で治療をしているにもかかわらず飲酒をする、

その他本人の身体または財産に重大な不利益が生じるおそれがある場合など、本

人の意思を尊重するばかりでは本人の権利を適切に擁護することができないこと

もあります。後見人は、ときには、本人の権利を擁護する者として、「本人意思

の尊重」と「本人の権利擁護」のバランスを考える必要があります。

⑷　財産管理のみに気をとられていないか？

　後見活動は大きく、「財産管理」と「身上保護」の２つに分かれます。不動産

や預貯金などの財産は目に見えるものであり、増えた・減ったということを実感

することができます。後見開始の申立てについても、預金の管理や遺産分割協議、

保険金請求など、財産管理を行うためになされることが多くなっています。さら

に、近年では、後見人が本人の財産を使い込む（業務上横領）事件が散見され、

家庭裁判所も財産の使い込みの防止に向けて対処していることから、後見人も適

正な財産管理をするために注力しがちです。

　しかし、その財産の使い道は、本人の生活全般にかかわる事柄についてです。

民法858条は次のとおり規定し、後見人の身上配慮義務を定めています。
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●この節で学ぶこと●

　後見人の就任中に行うことになる具体的な身上保護事務の内容を学習します。

　保佐人・補助人の場合は、与えられた同意権・代理権の範囲で事務を行うこと

になるので、注意しましょう。

1 　身上保護とは

⑴　身上保護における後見人の基本的な姿勢

A　身上保護は後見人の重要な仕事

　後見人が行う身上保護とは、本人の精神・身体の状態や生活の状況全般を把握�

し、本人の思いを尊重しながら、本人がその人らしい毎日を送ることができるよ

うに、生活の質に配慮し、医療・介護・福祉等の生活全般の手配や契約を行うこ

とです。

　身上保護は、財産管理とともに後見人の重要な仕事です。

　まず、後見人が身上保護を行う場合の基本姿勢について考えてみましょう。

B　本人にとっての最善の利益を考える

　後見人は、後見人の価値観や一般的な常識にとらわれるのではなく、常に、本

人自身がどのように生きたいと思っているのか、本人は何ができて、何をしてほ

しいと望んでいるのかということを受け止め、「本人にとっての最善の利益」と

は何かを考えて身上保護の方針を決めなければなりません。

　そして、本人の世界が自宅や施設の中だけにとどまらないように、生活の質が

より豊かになるように、サービスの利用を検討するようにしましょう。

C　「管理」ではなく「支援」する

　特に身上保護の場面では、後見人は、本人の生活を「管理」するのではなく、

本人の生活を「支援」するという存在であり、常に本人の気持ちや利益を代弁す

る役割を担っていることを意識しておくことが必要です。

　身上保護に関する具体的な決定は、ていねいに本人の気持ちを聞き取り、でき

る限り本人の納得を得て行うように努めなければなりません。

　また、本人にできることは、可能な限り本人にしてもらうことが必要です。人

Ⅳ　身上保護
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は誰でも、最後まで自分らしく尊厳をもって生きたいと思っています。後見人が

本人の代わりに決めるほうが効率的であったとしても、本人自身ができることま

で取り上げることのないように気を付けなければなりません。後見人の身上保護

は「本人の意思決定支援」が基本です。やりすぎることは権利侵害にもあたりう

るということに留意しておくべきでしょう。

　「やりすぎないこと」は、後見人に求められる心得の１つです。

D　本人の意思の尊重と本人保護との関係

　本人の意思を尊重するといっても、本人にとって必要な対応をせず、本人が同

意しないことを理由に、生命・身体・生活の安全にかかわるような状態を放置し

ておくことはできません。本人の生命や生活をまもるという「本人保護」の義務

を果たすことが、後見人の重要な役割であることは、いうまでもありません。後

見人には、「本人の保護」と「本人の意思の尊重」とのバランスをとりながら活

動していくことが求められるのです。

⑵　身上保護と事実行為

　身上保護とは、本人の精神状態や生活の状況に配慮して、本人が生活していく

ために必要な福祉サービス・介護サービス・医療サービス等の利用について検討

し、それらの利用に向けた手配をし、契約をし、その履行をチェックすることで

す。食事の世話、洗濯、掃除等の家事、実際の介護などといった事実行為を後見

人がみずから行うことではありません。

　また、日常生活に必要な物を購入することも後見人の職務ですが、必ずしも後

見人自身が買物に行かなければならないわけではありません。本人に必要な物は

何かを検討して、たとえばヘルパーに、本人が買物をするのに付き添ってもらっ

たり、買物の代行をお願いすることもできます。積極的にさまざまなサービスを

利用することを考えましょう。

⑶　身上保護と財産管理の関係

　身上保護と財産管理は、密接に関係しており、明確に分けて考えることはでき

ません。

　本人の生活を把握して、毎月の生活に必要な費用を検討したうえで、収支予定

表を作成することになります。また、将来の財産管理計画は、本人の身体の状況

や生活環境の変化に応じて、柔軟に変更されるべきものです。本人の生活の質を

上げ、本人の生活のために、財産をどのように使うかということが、重要なので�

す。財産管理は、本人の身上保護のためにある、といっても過言ではありません。

逆に、本人の身上保護方針はある程度、本人の財産の変化や内容に制約されるこ
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とにもなります。

　そして、本人に収入や預金がない場合や、後見人に選任された後に事情が変わ

り、生活費がなくなりそうな場合には、後見人は、身上保護の職務として、協力

してくれそうな親族に相談したり、生活保護の申請手続などをしなければなりま

せん。

2 　本人と後見人との関係づくり

⑴　本人をよく知るためには信頼関係を築くことが大切

　身上保護の基本は、本人との関係づくりだといえるでしょう。

　本人の身体の状態や生活の状況を知るためには、直接本人に会って、具体的に

どのような支援が必要なのかということを判断しなければなりません。後見人自

身が定期的に訪問するなどして、本人の信頼を得るように努めましょう。本人が

被補助人や被保佐人の場合はもちろん、成年被後見人の場合であっても、後見人

が、「自分はあなたの生活をまもる立場の人間である」ことを伝え、真
しん し

摯に本人

の話を聴く姿勢を示せば、多くの場合、心を開いてくれるものです。「後見人は

自分に好意をもってくれている」「私の味方らしい」と本人が感じている場合に

は、普段はほとんど話ができないような状態でも、訪問したときににっこりと笑

って迎えてくれるというようなことは、珍しいことではありません。

　ところが、後見人が自分の価値観を押しつけようとしたり、本人の生活を「指

導」したり、「管理」しようという態度で接すると、本人は敏感に反応し、拒否

してしまい、後見人を受け入れてくれません。

　あまり身構えることなく、本人の相談相手になるような気持ちで接することか

ら始めるとよいでしょう。

　後見人は、本人との定期的な面談に加えて、必要に応じた面談や電話のやりと

りなどといった見守りを続けることによって、本人の生活の変化を知り、必要な

対応を判断することができます。

　後見人が身上保護として具体的に何をすればよいかということは、本人をよく

観察し、本人の声をよく聴けば、本人自身が教えてくれるのです。

　そして、市民後見活動では、こうした本人との接点を多くもつことが期待され

ています。

⑵　本人との距離のおき方

　後見人として実際に活動し、本人との関係が密になってくると、「家族と同じ
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ように」何でもやってあげたくなるものです。

　しかし、本人の望むことを何でもやってあげるという関係が、必ずしもよいと

はいえません。後見人は、本人の思いを受け止め、その声に耳を傾けなければな

りませんが、本人にとって都合のよい存在になってしまわないように気を付け、

後見人として言うべきことは言わなければなりません。本人のために誠意をもっ

て身上保護を行うことは大切ですが、自己満足に陥らないように注意しながら、

一定の距離をおくことも必要です。

　将来、後見人に不測の事態が生じ、後見人を交替しなければならないことがあ

ることも、考えておかなければなりません。関係が密になりすぎると、そのよう

な場合に、必要以上に本人の戸惑いが大きくなり、後任の後見人の負担も大きく

なってしまいます。常に、第三者後見人としての立場を意識してかかわることが

求められます。

　「親切すぎないこと」も、後見人に求められる心得の１つなのです。

3 　本人を取り巻く人々との関係

⑴　本人を支援する人のネットワークづくり

　市民後見人は、本人といっしょに生活しているわけではありませんし、それま

での本人の歴史を詳しく知っているわけでもありません。そのような後見人が、

本人の生活全般を知り、必要な身上保護を１人で判断するということは、大変に

難しいことであり、むしろ危険なことです。

　後見人は、本人の代理人として、その責任において、介護サービスや福祉サー

ビスの契約等、さまざまな法律行為の代理をすることになります。契約書に署名

をするだけの役割ではありません。そのためには、契約の内容を正しく理解した

うえで、本人に必要な契約をしなければなりません。そして、その判断が独りよ

がりにならないように、日頃から、医療や福祉、介護等の専門職との連携に努め、

必要な情報を把握しておかなければなりません。また、本人が１人で生活してい

る場合など、地域の人々との関係が悪かったり、地域の人々が不安に思っている

ことがあります。そのような場合は、後見人に就任した後、地域包括支援センタ

ーと連携して、民生委員をはじめ隣近所の人に、後見人が選任されていることを

伝え、地域の人々の協力をお願いしましょう。そうすることによって、地域の

人々との関係がよくなることもあるのです。このようなネットワークは、たとえ

ば虐待が発見された場合など、本人の生命・身体・財産をまもる必要がある場合
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にも重要です。そのうえで判断に迷うことがあったら、所属する成年後見支援セ

ンター（中核機関。第１巻２章Ⅲ2参照）にも相談することが必要です。現在、各

自治体で進められている「地域包括ケアシステム」は認知症の高齢者や障害のあ

る方にこそ必要なものです。

　このネットワークにおける市民後見人の立場は本人の代理人ですが、本人を取

り巻くほかの支援者に対して、一方的に指示する立場ではありません。逆に、介

護や福祉等の専門職の決定に従うだけの立場でもありません。それぞれの専門職

等の意見に耳を傾け、本人の立場に立って意見を述べ、本人にとって必要な支援

を選択していく協力関係を築いていかなければならないのです（図表３−14・３

−15）。

　後見人の事務は、多くの場合、何年にもわたって行うこととなります。そして、

その中で、身上保護事務として行うことの範囲は、際限がないように思えます。

まじめで親切な人ほど陥りやすいことですが、何もかも１人で抱え込むと、疲れ

図表３− 14 認知証高齢者を取り巻くネットワーク

図表３− 15 障害者を取り巻くネットワーク
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第 章

課題演習
(グループワーク)

●この章で学ぶこと●

　事例検討（グループワーク）では、具体的な事例をも
とにグループで意見交換を行います。１つの課題につい
ても、人によってさまざまな考えがあることを学びまし
ょう。話し合いの中から、１人では考え付かない解決策
が生まれることもあります。また、検討を通じて、事例
の中で本人が抱えている困難や潜在している課題を発見
する力を養いましょう。

市民後見人養成講座3版3巻.indb   193 2020/06/18   10:23:58



　194　　

第４章　課題演習

第
４
章

課題演習（グループワーク）の進め方
グループワークの実施方法の一例を示します。養成講座によって実施状況は異

なると考えられますので、実情に応じて修正してグループワークを行ってくださ

い。

①　１グループは、話しやすい５〜８人くらいが適当です。

②　最初に、自己紹介を行い、司会、記録、発表の担当者を決定します。

③　１グループに、１名の進行役が同席します。

④�　進行役は、話し合いに介入しながら、議論がより深まっていくように調整

します。メンバーから出される意見に対しては、常に中立性を保ちます。ま

た、メンバー全員が意見を述べられるよう目配りをします。後見実務を経験

している専門職が進行役を務めると、議論が論点を外れることなく、深まっ

たものになると思われます。

⑤�　グループによる意見交換の時間の目安は 90 分から 120 分です。意見が活

発に出るように、メンバーは各自、あらかじめ事例を検討したうえでグルー

プワークに参加します。考えをまとめるための検討シートを用意して、事前

課題として作成しておく方法もあります。

⑥�　グループでの意見交換が終われば、全体集合し、グループごとに意見の発

表を行います。

⑦　各グループの意見発表が終わった後、講師が講評を行います。
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財産目録・収支予定表の作成演習課題１

〈本人〉　茂夫さん（72 歳、男性）

〈居所〉　持家に独居

〈心身の状況〉　要介護１。２年前に妻を亡くしました。パーキンソン病の症状が

あり、妻の死後は家事援助のサービスを利用しています。

〈財産の状況〉　資料Ａ～Ｅのとおり。

〈その他〉　海外に在住している一人息子が帰国した際、通信販売の請求書や督促

状が何通もあるのを見つけて、必要な支払いができていないことがわ

かり、後見開始の申立てに至りました。

本人の状況

あなたは令和元年５月１日に、茂夫さんの成年後見人に就任したばかりです。

まずは、財産目録と収支予定表を作成して、家庭裁判所に提出しなくてはなり

ません。手許にある資料は次のとおりです。

①　なでしこ銀行　駅前支店　普通預金口座　0987654　の通帳�〈資料Ａ〉

②　ガーディアン銀行　12345-67890123　の総合口座の通帳�〈資料Ｂ〉

③　年金額改定通知書・年金振込通知書�〈資料Ｃ〉

④　自宅の登記事項証明書（土地）�〈資料Ｄ〉

⑤　自宅の登記事項証明書（建物）�〈資料Ｅ〉

⑥　通信販売会社のＡ社から買った碁盤の請求書（９万 8000 円）

⑦　Ｂ百貨店から親戚や知人に贈ったお歳暮の請求書（５万 3500 円）

後見人の課題
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