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権利擁護としての
成年後見制度
弁護士 高森裕司

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－１

本日のお話

1 問題提起～権利擁護ってなんでしょう？

2 成年後見制度の概要

３ 成年後見制度の活用の再考
～代行決定から意思決定支援へ

4 豊かな人生を送っていただくために
～私が成年後見人として継続的にかかわること
から見えてきたこと

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－２



第１ 問題提起 ～ 権利擁護ってなんでしょう？
•お金（財産）を「管理」してあげること？
•消費者被害、虐待に「気づいて」、「解決」してあげ
ること？

•まちがった決定をする人だから「正しい」決定を代わり
にしてあげること？

「正しい」ってなんでしょう？

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－３

第２ 成年後見制度の概要①
１ 成年後見制度の必要性
「措置」から「契約」へ

福祉サービスは、行政の措置ではなく当事者の契約で
2000（平成12）年4月 介護保険制度・成年後見制度

高齢者も障害者も契約の対象・客体ではなく、主体に

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－４



第２ 成年後見制度の概要②
契約＝意思表示の合致（売ります・買います）
➡権利義務の発生、拘束力
➡拘束力の前提としている人間像＝合理的判断が可能な人
「人は自己の意思に基づいてのみ権利を取得し義務を負う」
⇒前提として契約締結には、判断能力が必要
＝判断能力が欠如、不十分の場合は契約を締結しても無効

⇒判断能力を補う方法が必要＝成年後見制度
（後見、保佐、補助）

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－５

①親族などが本人のために申立

家
庭
裁
判
所

③成年後見人を選任・登記 東京法務局

④登記事項証明書をもって
本人の代理など本人ため
後見活動をする

成年後見人

銀行・市役所など

②
調査
鑑定
審問 選任 登記

判断能力の不十分な人
四親等内の親族

第２ 成年後見制度の概要➂

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－６



第２ 成年後見制度の概要④
２ 成年後見制度の目的
（1） 必要な法律行為を行う

➡法律行為（意思表示が権利義務の発生の
前提になっている）

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司

例えば、福祉サービスの利用契約、賃貸借契約、年金の手
続き、銀行口座の開設、買い物、入院・治療、損害賠償

高森弁護士－７

第２ 成年後見制度の概要⑤

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司

※事実行為はしないし、できない

例えば、食事をする、お風呂に入る、散歩をする
ただし、食事の介助はしないが、介助者との契約は法律行為

※成年後見を利用しないと…利用契約、金融機関、遺産分割、
交通事故被害の示談などができ
ないおそれも

高森弁護士－８



第２ 成年後見制度の概要⑥
（2） 被害を防ぐ …成年後見制度の活用による権利擁護

⇒消費者被害への対応

高齢者・障害者への対応

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－９

第２ 成年後見制度の概要⑦
３ 成年後見制度の不利益
●後見人の報酬

✕収入も資産もない人の成年後見を市民後見人に。
専門職後見人も収入や資産がない人の成年後見
人をしている

⇒成年後見制度利用支援事業（地域生活支援事業）
の活用

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－１０



第２ 成年後見制度の概要⑧
●（特に認知症・知的障害のある方の場合）
一度後見が始まれば死ぬまでやめられない

●成年後見人に同意権・取消権、代理権
⇒本人からすれば、自分だけで自分のことを決められない、
自分以外の人に自分のことを決められてしまう制度
【本人から見た最大のデメリット】

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－１１

第３ 成年後見制度の活用の再考
～代行決定から意思決定支援へ①

これまでの「成年後見制度」の説明
判断能力が不十分だから代行する、代弁する

成年後見人に代理権、同意権・取消権

⇔本人からすれば、自分だけで自分のことを決められない、
自分以外の人に自分のことを決められてしまう

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－１２



第３ 成年後見制度の活用の再考
～代行決定から意思決定支援へ②

しかし、
本当に「判断できない」のか
代行してあげることが「擁護」なのか？

◎これまでは、どちらかというと支援（管理？）する側の視点。

しかし、本来は、本人の人権保障のため。

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－１３

第３ 成年後見制度の活用の再考
～代行決定から意思決定支援へ➂

※権利の「尊重」と権利の「擁護」
通常は、基本的人権の「尊重」、権利の「保障」

➡日本国憲法１３条 すべての国民は、個人として尊重
される（以下略）

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－１４



第３ 成年後見制度の活用の再考
～代行決定から意思決定支援へ④

なぜ高齢者・障害者は権利「擁護」？

・国語辞典で調べてみると・・・危害・破壊を加えようとする
ものから、かばいまもること
（大辞林第三版）

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－１５

第３ 成年後見制度の活用の再考
～代行決定から意思決定支援へ⑤

・介護用語としてHPで載っているのは・・・
高齢者や障害をもつ人のために、人権を始めとした
さまざまな権利を保護したり、本人に代わってその財産
を適切に管理したりする。

・・・自己の権利を表明することが困難な寝たきりの高齢者
や、認知症の高齢者、障害者の権利擁護やニーズ表
明を支援し代弁することです。

＝不十分だから代行する・代弁する
2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－１６



第３ 権利擁護・成年後見制度を考え直す①
「擁護」「支援」は、支配ー被支配の関係になる危険を常に
自覚する必要がある

・判断能力が不十分？
⇔判断の材料が与えられていないだけではありませんか
判断をしてもらう工夫の方こそ不十分なのではありませんか

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－１７

第３ 権利擁護・成年後見制度を考え直す②
・本人のために代行？

⇔他人から見た「保護」ばかり優先されていませんか
現状肯定、事なかれ主義になっていませんか
支援者側の都合が優先されていませんか
「それはあなたのため」だと押しつけになっていませんか
より制限的でない他の方法は考えられませんか

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－１８



第３ 権利擁護・成年後見制度を考え直す➂
・本人のために代行？
⇒「代行決定」ではなく、「支援を受けた意思決定」

自分だけで自分のことを決めなくてもよい、自分以外の人と
相談しながら自分のことを決められる

「こういう人生を」という親の思い、支援者の思い≠本人の思い
本人の思いに沿わないと、結局うまくいかない

◎本人の豊かな人生を送るのにどんな関わり方ができるのか
2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－１９

第４ 豊かな人生を送っていただくために
～私が成年後見人として継続的に

関わることから見えてきたこと①
１ 弁護士が成年後見人をしている事例
① 親族がいない、親族が関わらない
② 経済的虐待事例
➂ 親が子どもを一人で抱え込んだまま高齢化し、

親が認知症に
④ 父母からの引継ぎ

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－２０



第４ 豊かな人生を送っていただくために
～私が成年後見人として継続的に

関わることから見えてきたこと②

２ 成年後見人として継続的に関わることから見えてきたこと
① 日中活動の重要性～いきがい、やりがい

ニーズをどう察知するか、掘り起こすか
② お金の使い方、渡し方

使わないように管理するのではなく、どのように使うかが
問題

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－２１

第４ 豊かな人生を送っていただくために
～私が成年後見人として継続的に

関わることから見えてきたこと➂
➂ 「友だち」の必要性

・話し相手
・買い物、旅行等にいっしょに出掛ける人（入所施設と
移動支援、ヘルパー不足）
・相談する人
自立とは他人に相談できること
判断能力不十分でなくても、みんな相談する人が必要

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－２２



第４ 豊かな人生を送っていただくために
～私が成年後見人として継続的に

関わることから見えてきたこと④

④ 本人の変化（成長）
（障害者）住居、日中活動、余暇活動
（高齢者）年齢に伴う変化
いずれも、変化に対応した周囲の変化、支援者の変化
が必要
その中でも、継続して、一貫して関わる人が成年後見人

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－２３

終わりに①
◎「正しい」決定に正解があるか
➡「正しい」かどうかより、迷う、悩むことが大事では。

◎「自分だけで自分のことを決められない、自分以外の人に自分
のことを決められてしまう」という制度上のデメリットは、
後見人次第で、「自分だけで自分のことを決めなくてもよい、
自分以外の人と相談しながら自分のことを決められる」
メリットに変えられる

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－２４



終わりに②

◎その前提として、ニーズを掘り起こすこと、それに応じた「人」
（公的支援、専門家、友人・知人）を探すこと

➡後見の意義

➡専門職後見人であろうと市民後見人であろうと

2021.3.3 愛知県市民後見普及啓発セミナー第１部講演「権利擁護としての成年後見制度」 弁護士 高森裕司 高森弁護士－２５



市民後見人の活動と
その意義について

司法書士 松尾健史

松尾司法書士－１
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資料出所：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」から作成

市民後見人の選任数の推移

松尾司法書士－２



市民後見人の法的整備①

◦老人福祉法第３２条の２（24.4.1施行）
（後見等に係る体制の整備等）

第三十二条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実
施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助（以下「後見等」
という。）の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図る
ため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁
判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

◦知的障害者福祉法２８条の２（25.4.1施行）
◦精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５１条１１の３

松尾司法書士－３

市民後見人の法的整備②
◦ 厚生労働省 オレンジプラン（平成２５年から２９年までの計画）

（５．地域での日常生活・家族の支援の強化）

市民後見人の育成・支援組織の体制の整備

成年後見制度利用促進法（平成２８年４月２日成立）

第３条

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。

第１１条

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。

松尾司法書士－４



市民後見人の理念

◦公的支援、私的（親族による）支援ではない、新しい支援の
形の創造

◦地域における共助の理念の達成
◦地域の福祉力の向上
◦自己実現、社会参加
◦国、自治体、専門職、市民とのネットワークによる
充実した福祉社会の仕組み作り

松尾司法書士－５

松尾司法書士－６



市民後見人誕生にいたるプロセス

研修・実務経験

◦研修の実施・・・厚労省によるモデ
ルがある。５０時間程度の研修であ
る。

◦高齢者、障害者への支援の理解・・
実務研修

適正検査、面接などにより後見人バン
ク登録へ

自治体等による
バックアップ体制の確立

◦実施機関の立ち上げ
◦市民後見人養成講座の実施

◦市民後見人に対する支援、監督体制
の確立

◦職員・予算の確保

◦専門職とのネットワーク作り・・・
法的支援や福祉の専門的知見の支援

◦損害保険
◦家庭裁判所との連携

松尾司法書士－７

市民後見人にもとめられる資質

成年後見制度の理解
◦民法その他法律・社会福祉制度の
理解。

◦家庭裁判所の監督下におかれる公
的な存在である。

◦身内でもなく、ヘルパーでもない。
本人支援の線引きが重要である。

◦財産管理を含め、他人の法的代理
人となることの自覚と責任。

◦報告書、財産管理書類作成等の基
礎的素養

地域の福祉理念を代表する

◦地域福祉の理念を体現する者と
しての自覚。

◦支援機関の意見と調整し、自ら
の道徳・モラル・経験則のみを
頼りとはしない。

◦社会貢献、ボランティア精神が
求められる。

松尾司法書士－８



市民後見人が選任される事案

紛争性の少ないこと、本人の生活
基盤がしっかりしていることなど

◦ 親族間のトラブルが少ない。
◦ 近隣・地域でのトラブルが少ない。
◦ 本人の性格的側面の難しさが少ない。
◦ 市民後見人と本人との関係・・利益相反など
◦ 在宅での生活について十分な見守り体制がと
れているか。

◦ 施設で生活している場合でも、費用の面で今
後も継続して利用できるか。また必要なサー
ビスが充分受けられているか。

◦ 行政、支援機関、介護職との連携がとれてい
ること。

財産管理、身上監護面での
困難性が低いこと

◦ 困難性の例
①多額の財産がある。

②賃貸不動産がたくさんある。

③株式、投資信託財産の運用の必要性

④負債が多い。破産手続き等の必要性

⑤訴訟提起されているなど法的対応が必要
な場合

松尾司法書士－９

市民後見人の定義

①弁護士・司法書士等の専門職でない一般市民であること。

②実施機関の行う市民後見人養成講座を修了していること。

③家庭裁判所から成年後見人等として実際に選任されていること。

④実施機関の監督・支援下にあること。

⑤本人と同じ地域に住んでいること。

⑥社会貢献として本人のための権利擁護活動をすること。

⑦ 定期的に研修を受講し、自己研鑽に努めること。

松尾司法書士－１０



市民後見活動に対する社会的評価の付与

市民後見活動に対して社会的評価を与える

•地域福祉における共助の理念を具現化した活動であるとの評価を得る。
•社会的評価に値する活動であることを、市民後見人を含む事業関係者が
意識する。

•営利目的の事業でないことの評価がされる。
•市民後見人の存在が地域社会に理解される。＝地域の福祉力が向上する。

誰でも身近に市民後見人活動ができる社会の実現

松尾司法書士－１１



尾張東部権利擁護支援センター紹介

① 職員数 １2人

センター長（専門相談員兼務）

専門相談員 8人 （社会福祉士）

事務員 4人（支援員兼務）

② 事業内容
広報啓発・相談・人材育成・法人後見

令和元年4月から中核機関受託

・瀬戸市・尾張旭市・豊明市
・日進市・長久手市・東郷町

５市１町
人口合計 ４７８，４２４人令和2年12月1日現在

設置主体（５市１町）平成２３年１０月共同設置

尾張東部－１

市民後見人養成の取り組み

目 的 権利擁護の担い手と地域福祉の向上

めざす姿
権利擁護活動を地域の社会貢献活動として行う
社会貢献型ボランティア

定 義
家庭裁判所から成年後見人等として個人で選任される
専門職による活動支援をうける
市民としての特性活かした後見活動を地域で展開する

要 件

①後見業務を適正に担う人材であること
②後見人として必要な知識、技術、社会規範、倫理観を
備えていること
③所定の研修を修了しバンク登録をしていること
④センターからの推薦により家庭裁判所からの選任を受ける
ことができること

尾張東部－２



市民後見人養成研修の流れ

説
明
会

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

第
１
次
選
考

第
２
次
選
考

バ
ン
ク
登
録

フォローアップ研修
（年４回）

基礎知識の定着 専門性の向上

専

門

性

期間

養 成 段 階 登 録 段 階

基
礎
研
修
（
５
日
間
25
時
間
）

実
務
研
修
（
８
日
間
40
時
間
）

施
設
実
習
（
２
日
間
６
時
間
）

フォローアップ

Ｒ1年
11月～12月

Ｒ2年
1月～３月

Ｒ2年
4月～7月

Ｒ3年
1月～

最
終
選
考

Ｒ2年
8月

全７２時間（７か月間）

尾張東部－３

市民後見人の受任要件

本 人 状 況

資産状況
高額な財産は所有せず、また多額の債務もないもの
不動産処分を伴わない事案

居住状況 安定的居住（在宅・施設）が確保されているもの

生活状況 身上監護上、困難性がなく、見守りが中心なもの

親族状況 親族がいる場合には、親族間の紛争等がないもの

支援体制 介護サービスなど本人を支援する体制が構築されているもの

その他
虐待や権利侵害など急迫した事情を有しない
地域からの後見活動が可能な事案

尾張東部－４



市民後見人バンク登録と受任実績
令和３年１月２７日現在

瀬戸市 尾張旭市 豊明市 日進市 長久手市 東郷町 合計

1期登録 3 3 3 8 1 1 19

受任経験 2 2 1 3 1 1 10

2期登録 6 7 1 5 0 0 19

受任経験 4 4 0 2 0 0 10

3期登録 0 1 3 2 1 1 8

登録合計 9 11 7 15 2 2 46

受任合計 6 6 1 5 1 1 20
尾張東部－５

被後見人等の状況

尾張東部圏域の市民後見人は、後見類型だけでなく、補助・保佐類型の方も

受任しています。

被後見人等の区分は認知症が１6名と最も多く、知的障害が２名、精神障害

が１名となっています。

（終了含む） （終了含む）

尾張東部－６



候補者調整および事前マッチングの実施

法人 市民後見人 弁護士 司法書士 社会福祉士 全 体

候補者調整依頼件数 ７ 6 9 ２６ 18 66

調整決定 実人数 ７ 6 9 ２１ １1 54

事前マッチング実施数 ７ 6 5 １３ ５ 36

事前マッチング実施率 1００％ １００％ ５6％ ６２％ 45％ 67％

法 人 市民後見人

弁護士 司法書士 社会福祉士

専門職後見人

申立て支援・候補者調整 2019年4月～2020年2月

※事前マッチングとは、家庭裁判所へ申立てる前に本人、親族と候補者が事前に会って申立ての趣旨を共有します

尾張東部－７

後見人支援

・後見人等審判後の会議

顔の見える関係づくり

課題の共有

支援方針の検討

・新たな課題に対する検討会議

・法的課題に対する相談

・身上保護に関する相談

・申立て支援からの関係構築

・定期報告書作成支援

・親族後見人と監督人との調整

・財産管理、身上保護に関する相談

・交代の時期に関する相談（高齢の後見人）

・法的課題に対する相談（法律専門相談の利用）

・後見監督人としての支援

・市民後見活動3か月毎の報告の確認

・死後事務に関する支援

・相続に関する支援

・居所変更に関する支援

・後見人交代に関する相談及び手続き支援

・市民後見人交流会

・フォローアップ研修の開催

市民後見人支援専門職後見人支援

親族後見人支援

尾張東部－８



市民後見人養成と支援

養成
就任
支援

活動
支援

フォロー
アップ

※行政と家庭裁判
所との連携

行政からの委託＝養成から活動支援までセンターとの協働実施

※研修講師担当

※庁内、
金融機関への周知

※研修受講
報告会への参加

※行政の役割

検討委員会

※ 全体の
仕組み作り

尾張東部－９



市民後見人かわら版『くろこ』

市民後見人の活動について、毎年かわら版を発行し選任状況
や具体的な活動の様子をみなさんにお伝えしています。

相手の言葉は理解していても、

言葉で表現できないご本人に対

して、一緒に手をとり、唄を歌

い支え続ける市民後見人さん。

今では訪問終了時にご本人が涙

されることも…市民後見人さん

が心の支えです。今年で5年目

を迎える市民後見活動。今後も

ご本人の心を支え続けます。

29 6 1

市民後見人として初めて保佐人

として活動していただきました。

在宅生活を希望するご本人。

『ご本人の本当の気持ちはどう

だろう』入院後自宅で暮らすこ

とが難しくなったご本人の気持

ちに寄り添い、施設もいくつか

転居しながら寄り添い続けた活

動の報告です。

30 2

『市民後見人さんに自分の書

いた名前を見てもらいたい』

と文字を書く練習を始められ

たり、笑顔が多くなったりと、

週1回「自分に会いに来てく

れる」市民後見人の存在が、

ご本人の生きる支えとなりま

した。市民後見人さんは、お

仕事を続けながらご本人に会

いに行き、最後まで寄り添い、

励まし続けられました。

令和元年6月 3号

市民後見人が訪問して楽しく

おしゃべりされることをとて

も楽しみにされていました。

体調を崩して入院された時に

は市民後見人に励まされ、笑

顔を見せられました。市民後

見人はコロナ禍で面会がかな

わなくなっても手紙や絵葉書

でご本人にメッセージを送ら

れています。

令和2年5 4号 尾張東部－１１

愛知県市民後見推進事業

平成29年度に単独開催、その後平成30年度より尾張北部権利擁護支援センターと
共同受託により、市民後見推進のための 広報・啓発活動を継続しています。

本年度は一般社団法人愛知県社会福祉士会・尾張北部権利擁護支援センターとの共
同受託にて開催。

市民後見推進事業実績 ※愛知県からの受託事業

年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和2年度

開催日 平成２９年９月２４日
一宮市：平成３１年１月３０日

刈谷市：平成３１年２月２日
令和２年３月３日 令和3年3月3日

主催者
尾張東部成年後見センター

（旧名称）

尾張東部成年後見センター、

尾張北部権利擁護支援センター共催

尾張東部権利擁護支援センター、

尾張北部権利擁護支援センター共催

尾張東部権利擁護支援センター、

尾張北部権利擁護支援センター、

愛知県社会福祉士会共催

開催地 名古屋市 一宮市、刈谷市 名古屋市 名古屋市

参加人数 ２８８人 １９０人
８０人

（※コロナウイルス対策）

定員300名で参加者募集中

オンライン参加あり

概要

タイトル

「知って得する成年後見制度」

①講演

『成年後見制度と市民後見の推進』

②市民後見人の活動報告

③寸劇

『知って納得！市民後見人』

パネルディスカッション

タイトル

「豊かに生きる権利を守る

～成年後見制度の活かし方」

①講演

②パネルトーク

『市民後見人の実践事例』

タイトル

「能楽堂で学ぶ市民後見」

①『漫才で笑って学ぶ成年後見』

②講演

『市民後見人がめざすもの』

③パネルトーク

『市民後見活動の実際

あなたにできる地域貢献』

タイトル

「あなたもできる市民後見」

①講演

『権利擁護としての成年後見制度』

②パネルトーク

『市民後見人の活動とこれから』

尾張東部－１２



第1期市民後見人養成研修とバンク登録

尾張東部－１３

第2期市民後見人養成研修とバンク登録

オリエンテーション 基礎講習 実務講習

バンク登録者選考会

市民後見人バンク登録第2期生

尾張東部－１４



第3期市民後見人養成研修とバンク登録

オリエンテーション 基礎講習 実務講習

バンク登録者選考会

市民後見人バンク登録第3期生

尾張東部－１５



成年後見関係事件の概況

―平成３１年１月～令和元年１２月―

最高裁判所事務総局家庭局

名古屋家庭裁判所－１

申立件数について

名古屋家庭裁判所－２



成年後見制度の利用者数について

（注） 成年後見制度の利用者と
は，後見開始，保佐開始又は補
助開始の審判がされ，現に成年
後見人等による支援を受けてい
る成年被後見人，被保佐人及び
被補助人並びに任意後見監督人
選任の審判がされ，現に任意後
見契約が効力を生じている本人
をいう。

名古屋家庭裁判所－３

申立人と本人との関係について

（注１） 後見開始，保佐開始，補助開始及び
任意後見監督人選任事件の終局事件を対
象とした。

（注２） 申立人が該当する｢関係別｣の個数
を集計したもの（３５，６４０件）を母数としてい
る。１件の終局事件について複数の申立人
がある場合に，複数の｢関係別｣に該当する
ことがあるため，総数は，終局事件総数（３５，
５９３件）とは一致しない。

（注３） その他親族とは，配偶者，親，子及
び兄弟姉妹を除く，四親等内の親族をいう。

名古屋家庭裁判所－４



審理期間について

名古屋家庭裁判所－５

開始原因について

（注１） 後見開始，保佐開始，補助開始
及び任意後見監督人選任事件のうち認容
で終局した事件を対象としている。

（注２） 各開始原因は，各事件において
提出された診断書等の記載に基づいて分
類している。

（注３） 開始原因「その他」には，発達障
害，うつ病，双極性障害，アルコール依存
症・てんかんによる障害等が含まれる。

（注４） 開始原因については平成２９年か
ら調査を開始している。

名古屋家庭裁判所－６



申立ての動機について

（注１） 後見開始，保佐開始，補助開
始及び任意後見監督人選任事件の終
局事件を対象とした。

（注２） １件の終局事件について主な
申立ての動機が複数ある場合がある
ため，総数は，終局事件総数（３５，５
９３件）とは一致しない。

名古屋家庭裁判所－７

成年後見人等と本人との関係について①

名古屋家庭裁判所－８



成年後見人等と本人との関係について②

（注１） 後見開始，保佐開始及び補助開始事件のうち認容で終局した事
件を対象とした。

（注２） 成年後見人等が該当する｢関係別｣の個数を集計したもの（３５，
７０９件）を母数としており，１件の終局事件について複数の成年後見人
等がある場合に，複数の「関係別」に該当することがあるため，総数は，
認容で終局した事件総数（３３，３６９件）とは一致しない。
（注３） その他親族とは，配偶者，親，子及び兄弟姉妹を除く親族をいう。

（注４） 弁護士，司法書士，税理士及び行政書士の数値は，各法人をそ
れぞれ含んでいる（その内訳は，弁護士法人２６５件，司法書士法人４５
２件，税理士法人０件，行政書士法人１２件であった。）。

（注５） 市民後見人とは，弁護士，司法書士，社会福祉士，税理士，行
政書士及び精神保健福祉士以外の自然人のうち，本人と親族関係（６親
等内の血族，配偶者，３親等内の姻族）及び交友関係がなく，社会貢献
のため，地方自治体等（※１）が行う後見人養成講座などにより成年後

見制度に関する一定の知識や技術・態度を身に付けた上，他人の成年
後見人等になることを希望している者を選任した場合をいう（※２，３）。
※１ 地方自治体の委嘱を受けた社会福祉協議会，ＮＰＯ法人，大学等
の団体を含む。
※２ 市民後見人については平成２３年から調査を開始しているが，同
年及び平成２４年の市民後見人の数値は，各家庭裁判所が「市民後見
人」として報告した個数を集計したものである。
※３ 当局実情調査における集計の便宜上の定義であり，市民後見人
がこれに限られるとする趣旨ではない。

名古屋家庭裁判所－９

平成２７年から令和元年の後見等（後見・保佐・補助）開始数と市民後見人選任数

• 名古屋家裁管内 • 全国
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令和３年２月１日現在

担当窓口 電話番号 ファックス 担当窓口 電話番号 ファックス 名称 電話番号 ファックス

1 名古屋市 地域ケア推進課 052-972-2549 052-955-3367 地域ケア推進課 052-972-2549 052-955-3367 名古屋市成年後見あんしんセンター 052-856-3939 052-919-7585

2 豊橋市 長寿介護課 0532-51-2362 0532-56-3810 障害福祉課 0532-51-2345 0532-56-5134 豊橋市成年後見支援センター 0532-57-6800 0532-53-7778

障がい福祉課 0564-23-6853 0564-25-7650

健康増進課
0564-23-6715
（～令和3年3月末）

0564-23-5071
（～令和3年3月末）

4 一宮市 高年福祉課 0586-28-9151 0586-73-1019 福祉課 0586-28-8619 0586-73-9124 － － －

5 瀬戸市 高齢者福祉課 0561-88-2626 0561-88-2633 社会福祉課 0561-88-2612 0561-88-2615 尾張東部権利擁護支援センター 0561-75-5008 0561-75-5088

6 半田市 高齢介護課 0569-84-0644 0569-22-2904 地域福祉課 0569-84-0641 0569-22-2904 知多地域成年後見センター 0562-39-3770 0562-39-2667

7 春日井市 地域福祉課 0568-85-6364 0568-84-5764 障がい福祉課 0568-85-6186 0568-84-5764
春日井市高齢者・障がい者権利擁護セ

ンター
0568-82-9232 0568-84-3933

8 豊川市 介護高齢課 0533-89-2105 0533-89-2137 福祉課 0533-89-2159 0533-89-2137 豊川市成年後見支援センター 0533-83-6377 0533-83-5222

9 津島市 高齢介護課 0567-24-1118 0567-24-1791 福祉課 0567-24-1115 0567-24-1138 － － －

10 碧南市 高齢介護課 0566-95-9888 0566-46-5510 福祉課 0566-95-9884 0566-48-2940 碧南市成年後見支援センター 0566-46-3701 0566-48-6522

11 刈谷市 長寿課 0566-62-1063 0566-24-2466 福祉総務課 0566-62-1208 0566-24-3481 刈谷市成年後見支援センター 0566-23-6954 0566-25-2498

12 豊田市 福祉総合相談課 0565-34-6791 0565-33-2940 福祉総合相談課 0565-34-6791 0565-33-2940 豊田市成年後見支援センター 0565-63-5566 0565-33-2346

13 安城市 高齢福祉課 0566-71-2223 0566-74-6789 障害福祉課 0566-71-2225 0566-74-6789 － － －

14 西尾市 長寿課 0563-65-2121 0563-64-0995 福祉課 0563-65-2115 0563-56-0112 西尾市成年後見センター 0563-56-5900 0563-57-7800

15 蒲郡市 長寿課 0533-66-1105 0533-66-3130 福祉課 0533-66-1106 0533-66-3130 蒲郡市成年後見センター 0533-69-3911 0533-69-3993

16 犬山市 高齢者支援課 0568-44-0325 0568-44-0364 福祉課 0568-44-0321 0568-44-0364 － － －

17 常滑市 高齢介護課 0569-47-6133 0569-34-7745 福祉課 0569-34-7744 0569-34-7745 知多地域成年後見センター 0562-39-2663 0562-39-2667

18 江南市 高齢者生きがい課 0587-54-1111 0587-56-5951 福祉課 0587-54-1111 0587-56-5515 江南市成年後見センター 0587-81-8577 0587-55-5262

19 小牧市 地域包括ケア推進課 0568-76-1193 0568-76-4595 障がい福祉課 0568-76-1127 0568-76-4595 尾張北部権利擁護支援センター 0568-74-5888 0568-74-5855

20 稲沢市 高齢介護課 0587-32-1293 0587-32-1219 福祉課 0587-32-1281 0587-32-1219 － － －

21 新城市 高齢者支援課 0536-23-7688 0536-23-7699 福祉課 0536-23-7624 0536-23-7699 新城市成年後見支援センター 0536-24-9811 0536-23-5046

22 東海市 高齢者支援課 052-689-1600 052-602-0390 社会福祉課 052-603-2211 052-603-4000 知多地域成年後見センター 0562-39-2663 0562-39-2667

23 大府市 高齢障がい支援課 0562-45-6289 0562-47-3150 高齢障がい支援課 0562-45-6289 0562-47-3150 知多地域成年後見センター 0562-39-2663 0562-39-2667

24 知多市 長寿課 0562-36-2652 0562-32-1010 福祉課 0562-36-2650 0562-32-1010 知多地域成年後見センター 0562-39-2663 0562-39-2667

25 知立市 長寿介護課 0566-95-0150 0566-83-1141 福祉課 0566-95-0118 0566-83-1141 知立市成年後見支援センター 0566-82-8833 0566-83-4070

26 尾張旭市 長寿課 0561-76-8143 0561-52-3749 福祉課 0561-76-8142 0561-52-3749 尾張東部権利擁護支援センター 0561-75-5008 0561-75-5088

27 高浜市 福祉まるごと相談G 0566-52-9610 0566-52-7918 介護障がいG 0566-52-9871 0566-52-7918 高浜市権利擁護支援センター 0566-54-5563 0566-52-7918

0564-64-6665 0564-23-78203 岡崎市 長寿課 0564-23-6174 0564-23-6520 岡崎市成年後見支援センター

成年後見制度利用にかかる相談窓口一覧表（市町村）

市町村名

行政窓口
委託先

高齢者 障害者



令和３年２月１日現在

担当窓口 電話番号 ファックス 担当窓口 電話番号 ファックス 名称 電話番号 ファックス

成年後見制度利用にかかる相談窓口一覧表（市町村）

市町村名

行政窓口
委託先

高齢者 障害者

28 岩倉市 長寿介護課 0587-38-5811 0587-66-6100 福祉課 0587-38-5809 0587-66-6100 尾張北部権利擁護支援センター 0568-74-5888 0568-74-5855

29 豊明市 健康長寿課 0562-92-1261 0562-92-1141 社会福祉課 0562-92-1119 0562-92-1141 尾張東部権利擁護支援センター 0561-75-5008 0561-75-5088

30 日進市 地域福祉課 0561-73-1519 0561-72-4554 地域福祉課 0561-73-1519 0561-72-4554 尾張東部権利擁護支援センター 0561-75-5008 0561-75-5088

31 田原市 高齢福祉課 0531-23-4654 0531-23-3545 地域福祉課 0531-23-3697 0531-23-3545 田原市成年後見センター 0531-23-0610 0531-23-3970

32 愛西市 高齢福祉課 0567-55-7116 0567-26-5515 社会福祉課 0567-55-7115 0567-26-5515 － － －

清須市地域包括支援センター（高齢者） 052-409-9010 052-401-0032

清須市基幹相談支援センター（障害者） 052-400-3368 052-401-0032

34 北名古屋市 高齢福祉課 0568-22-1111 0568-26-4477 社会福祉課 0568-22-1111 0568-24-0003 － － －

35 弥富市 介護高齢課 0567-65-1111 0567-67-4011 福祉課 0567-65-1111 0567-67-4011 海部南部権利擁護センター 0567-69-8181 0567-69-8180

36 みよし市
福祉総合相談センター

（長寿介護課）
0561-76-5663 0561-34-3388

福祉総合相談セン

ター（福祉課）
0561-76-5663 0561-34-3388 － － －

37 あま市 高齢福祉課 052-444-3159 052-443-3555 社会福祉課 052-444-3135 052-443-3555 － － －

38 長久手市 長寿課 0561-56-0639 0561-63-2940 福祉課 0561-56-0614 0561-63-2940 尾張東部権利擁護支援センター 0561-73-7111 0561-73-6845

39 東郷町 高齢者支援課 0561-56-0735 0561-38-7932 福祉課 0561-56-0732 0561-38-7932 尾張東部権利擁護支援センター 0561-75-5008 0561-75-5088

40 豊山町 保険課地域包括支援センター 0568-28-0932 0568-28-0061 福祉課 0568-28-0912 0568-28-2870 － － －

41 大口町 健康生きがい課 0587-94-0051 0587-94-0052 福祉こども課 0587-94-1222 0587-94-0052 尾張北部権利擁護支援センター 0568-74-5888 0568-74-5855

42 扶桑町 介護健康課 0587-93-1111 0587-93-2034 福祉児童課 0587-93-1111 0587-93-2034 尾張北部権利擁護支援センター 0568-74-5888 0568-74-5855

43 大治町 民生課高齢福祉係 052-444-2711 052-443-4468 民生課障害福祉係 052-444-2711 052-443-4468 大治町地域包括支援センター 052-442-0857 052-442-0882

44 蟹江町 介護支援課 0567-95-1111 0567-95-9188 保険医療課 0567-95-1111 0567-95-9188 海部南部権利擁護センター 0567-69-8181 0567-69-8180

45 飛島村 福祉課 0567-52-1001 0567-52-1009 福祉課 0567-52-1001 0567-52-1009 海部南部権利擁護センター 0567-69-8181 0567-69-8180

46 阿久比町 健康介護課 0569-48-1111 0569-49-2470 住民福祉課 0569-48-1111 0569-48-0229 知多地域成年後見センター 0562-39-3770 0562-39-2667

47 東浦町 ふくし課 0562-83-3111 0562-83-3912 障がい支援課 0562-83-3111 0562-83-3912 知多地域成年後見センター 0562-39-2663 0562-39-2667

48 南知多町 保健介護課 0569-65-0711 0569-65-0694 福祉課 0569-65-0711 0569-65-0694 知多地域成年後見センター 0562-39-2663 0562-39-2667

49 美浜町 福祉課 0569-82-1111 0569-83-0755 福祉課 0569-82-1111 0569-83-0755 知多地域成年後見センター 0562-39-3770 0562-39-2667

50 武豊町 福祉課 0569-72-1111 0569-74-0778 福祉課 0569-72-1111 0569-74-0778 知多地域成年後見センター 0562-39-3770 0562-39-2667

51 幸田町 福祉課 0564-62-1111 0564-56-6218 福祉課 0564-62-1111 0564-56-6218 幸田町成年後見支援センター 0564-62-7171 0564-62-7254

52 設楽町 町民課 0536-62-0519 0536-62-1458 町民課 0536-62-0519 0536-62-1458 － － －

53 東栄町 住民福祉課 0536-76-0503 0536-76-1725 住民福祉課 0536-76-0503 0536-76-1725 － － －

54 豊根村 住民課 0536-85-1313 0536-85-5005 住民課 0536-85-1313 0536-85-5005 － － －

33 清須市 高齢福祉課 052-400-2911 052-400-2963 社会福祉課 052-400-2911 052-400-2963



一般社団法人愛知県社会福祉士会
電話 ０５２－２０２－３００５ ファックス ０５２－２０２－３００６
電子メール acsw@aichi.email.ne.jp

特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター
電話 ０５６１－７５－５００８ ファックス ０５６１－７５－５０８８
電子メール mail@owaritoubu-kouken.net

特定非営利活動法人尾張北部権利擁護支援センター
電話 ０５６８－７４－５８８８ ファックス ０５６８－７４－５８５５
電子メール mail@owarihokubu-kenriyougo.net

この事業についてのお問い合わせ先

成年後見制度についてのご相談は、資料「成年後見制度利用にかかる相談窓口
一覧表」を参照ください。

ご 参 考

＜本日の手話通訳＞

あいち聴覚障害者センター
aichi.deaf.c-syuwa@athena.ocn.ne.jp
電話 052-228-6660 Fax 052-221-8663

＜本日のリアルタイム字幕に使用したアプリ＞

UDトーク
https://udtalk.jp/

ゆかりねっとコネクター
https://www.machanbazaar.com/
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令和２年度 愛知県市民後見セミナー アンケート 
 
今後の事業の参考とするため、アンケートにご協力ください。 

アンケートはホームページからも回答できます。 
 
１ 年齢を教えてください。 

 ア １０代・２０代  イ ３０代    ウ ４０代     エ ５０代  

 オ ６０代      カ ７０代    キ ８０代以上 
 
２ お住まいの市町村名を教えてください。 

  （           ）市・町・村 
 
３ あなたの職業等について教えてください。（○をつけてください） 

ア 無職       イ 会社員     ウ 福祉職     エ 法律職   

オ 医療職      カ 行政職     キ 民生委員    ク ボランティア 

ケ 学生       コ その他（                ） 

 
４ 参加したいと思った動機はなんですか。 

 ア 自分や親族のことで、成年後見制度に関心があったから 

 イ 仕事の関係で、成年後見制度に関心があったから 

 ウ 市民後見人に関心があったから 

 エ 知人に誘われて 

 オ その他（                       ） 
 
５ 本日のセミナーに参加する前、どの程度、成年後見制度のことを知っていましたか。 

 ア まったく知らなかった。 

 イ ほとんど知らない。（名前を知っていたり、新聞で記事を読んだことがある程度） 

 ウ 後見・保佐・補助の類型があることぐらいは知っていた。 

 エ 後見・保佐・補助の類型を簡単に説明できる程度には知っていた。 

 オ （関係する仕事をしているなど）よく知っている。 

送付先 ⇒ FAX 052-202-3006 （愛知県社会福祉士会） 
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６ 第１部「権利擁護としての成年後見制度」について（数字に○） 

 ・理解できましたか ⇒ 10点満点中  0・1・2・3・4・5・6・7・8・9・10 点 

 ・満足できましたか ⇒ 10点満点中  0・1・2・3・4・5・6・7・8・9・10 点 

 感想をお書きください。 

 
 
 
 
 

 
７ 第２部「市民後見人の活動とこれから」について（数字に○） 

 ・理解できましたか ⇒ 10点満点中  0・1・2・3・4・5・6・7・8・9・10 点 

 ・満足できましたか ⇒ 10点満点中  0・1・2・3・4・5・6・7・8・9・10 点 

感想をお書きください。 

 
 
 
 
 

 
８ 仮に、あなたのまちで市民後見人養成研修があれば、受講してみたいですか。 

 ア 受講したい  イ 受講しない  ウ わからない  エ 受講済み 
 
９ 仮に、あなたに成年後見人等が付くとしたら、成年後見人等は誰がいいですか。 

 ア 親族          イ 専門職（弁護士・司法書士・社会福祉士など） 

 ウ 法人（権利擁護支援センター、成年後見センター、社会福祉協議会など） 

 エ 市民後見人       オ その他（                ） 
 
１０ オンライン視聴時の接続は簡単でしたか。 

ア 簡単   イ やや簡単  ウ 普 通  エ やや難しい  オ 難しい 
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１１ オンライン配信について、映像・音などの配信状況はいかがでしたか。 

ア 安定していた    イ 途切れることがあった(音・映像) 

ウ うまくつながらなかった 

具体的に教えてください 

 
 
 
 
 

 
１２ オンラインセミナーを受講されて、いかがでしたか。 

ア とても良かった    イ 良かった     ウ ふつう  

エ あまり良くなかった  オ 良くなかった 

改善点などお気づきのことがあればご記入ください。 

 
 
 
 
 
 

１３ オンライン参加の良い点を選んでください。（複数回答可） 

ア 時間が節約できる    イ 交通費が節約できる 

ウ 感染症のリスクがない  エ 集中して参加できる   オ 複数人で視聴できる  

カ くつろいで参加できる  キ 場所を選ばす参加できる ク その他 

その他の良い点を教えてください。 
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１４ 情報保障のツールとして使用した「ＵＤトーク」(字幕)についてどう思われました

か。 

 ア とても良かった  イ 良かった  ウ あまり良くない  エ 良くなかった 

そのように思われた理由 

 
 
 
 
 

 
１５ 手話通訳はいかがでしたか。 

 ア とても良かった  イ 良かった  ウ あまり良くない  エ 良くなかった 

そのように思われた理由 

 
 
 
 
 

 
１６ 本日のセミナーに参加した感想をお書きください（参考になったこと、お気づきに

なったことはありますか）。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                            ありがとうございました。 


