
市民後見人の理念と意義

令和４年度 愛知県市民後見推進事業「市民後見普及啓発セミナー」



成年後見制度とは

◦ 平成１２年４月から民法改正によりスタート

◦ 高齢社会を支える介護保険制度との両輪という位置づけ。

◦ 認知症、知的障害・精神障害その他の障害により、正常な判
断能力が低下し、または不十分である方を、法的に支援する
制度。

⇒身体障害者は対象とはならない。

◦ 成年後見には、法定後見と任意後見がある。

◦ 法定後見は、民法に規定されている。

◦ 任意後見は、「任意後見契約に関する法律」という特別な法
律によって規定されている。

◦ 法務局の後見登記記録に登記され、証明書が発行される。
（不動産登記・法人登記と異なり、一般に公開はされない）

◦ 現在の成年後見制度利用の状況について

別紙最高裁判所の統計資料参照。



申立て件数

資料出所：「成年後見関係事件の概況ー令和３年１月～１２月ー」最高裁判所事務総局家庭局



申立て人と本人との関係

資料出所：「成年後見関係事件の概況ー令和３年１月～１２月ー」最高裁判所事務総局家庭局



成年後見人等と本人との関係

資料出所：「成年後見関係事件の概況ー令和３年１月～１２月ー」最高裁判所事務総局家庭局



成年後見人等と本人との関係（親族以外内訳）

資料出所：「成年後見関係事件の概況ー令和３年１月～１２月ー」最高裁判所事務総局家庭局



成年後見制度利用者数

資料出所：「成年後見関係事件の概況ー令和３年１月～１２月ー」最高裁判所事務総局家庭局



禁治産制度と成年後見制度の違い

禁治産制度の理念
◦ 心神喪失の常況にある者、及び心神耗弱に
ある者が対象。

◦ 浪費者、聾唖者、盲者も対象であった。

◦ 「家」制度の名残。

◦ 本人の身上の権利保護ではなく、「家」の
財産保護が主体であった。

◦ 戸籍に公示された。

◦ 利用者数は少なかった。

成年後見制度の理念
◦ 財産保護と同時に身上保護義務が定められ、
個人の権利の擁護を目的とする。

◦ 自己決定権の尊重

◦ ノーマライゼーションの理念

◦ 本人保護

◦ 支援の類型化 後見・保佐・補助

◦ 意思決定の代行⇒意思決定の支援へ

（国連障害者権利条約の締結）



成年後見制度の利用方法①

法定後見
①関係する機関

本人の住居地を管轄する家庭裁判所に対し申
立てをして、その審判を受ける。

②申立てをする者

本人、配偶者、４親等内親族等（民法）

市町村長（老人福祉法等）

③必要書類

戸籍謄本、財産目録、診断書、本人情報シー
トなど

任意後見
①関係する機関

各地の公証役場にて作成する。

②依頼する者

本人

③必要書類

戸籍謄本、住民票、本人確認書類など



成年後見制度の利用方法②

④費用

印紙代、切手など 約６０００円程度

鑑定が必要な場合 ５万円（家裁毎による）

⑤開始時期

審判が確定した日

⑥成年後見人等の選任

家庭裁判所の審判による。

⑦成年後見人等の報酬

家庭裁判所の審判による。

④費用

公証人手数料 約２万円程度

⑤開始時期

本人の判断能力が低下したと診断された時点
で、家庭裁判所に対し監督人の申立てをし、そ
の決定を受けた時

⑥成年後見人等の選任

本人と受任者との合意による。

⑦成年後見人等の報酬

本人と受任者との合意による。

法定後見 任意後見



法定後見における後見類型と保佐・補助類型

後見類型
①対象者：常に判断能力が欠けていると診

断されている者

②申立てに当たっての本人の意思：不要

③後見人の権限

本人の財産法上の行為について包括的な
代理権が与えられる。但し、婚姻や養子縁
組、遺言などの一身専属権や医療行為の同
意権はない。

保佐・補助類型
①対象者：判断能力が著しく不十分又は

不十分と診断されている者

②申立てに当たっての本人の意思

保佐：原則不要（但し代理権を保佐

人に与える場合は必要）

補助：必ず必要

③保佐人・補助人の権限

限定的。必要な範囲内での権限付与。



成年後見人、保佐人、補助人の担い手①

親 族
◦ 親、子、兄弟姉妹、従兄妹など

◦ 制度スタート時は、９０パーセント以上選任さ
れていた。

◦ 身上保護、身上配慮の面では有利であり、医療
行為や終末時の判断、死後の引継がスムーズで
ある

◦ 財産管理の部分で、不安がある。

◦ 家裁への定期報告など、事務手続に困難を感じ
ることも。

専門職
◦ 司法書士、弁護士、社会福祉士等。

◦ 現在は８割以上が選任されている。

◦ 職業上の倫理規定、規範があり一定の信用性が
ある。

◦ 財産管理、法的支援には有利

◦ 身上保護、身上配慮の面で、不十分である。

◦ 医療行為や終末時、死後の葬儀などに困難を感
じることも。

◦ 専門職の数が限られている。



成年後見人、保佐人、補助人の担い手②

法人後見（支援員）

◦ 社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等による後見。

◦ 支援員による身上保護の面が期待できる。

◦ 公的なバックアップ機関であることが多いため、
信用性もあり、財産管理面で安心である。法的支
援の側面でも期待できる。

◦ 後見人が死亡するというリスクがない。

◦ 数が少なく、十分な受け皿とならない。

◦ 支援員については、あくまで事務代行者とう扱い
となる。

市民後見人

◦ 身上保護、身上配慮の面で有利。

◦ 実施機関の支援・監督があり、財産管理や法的
支援の部分でも期待できる。

◦ 相応の研修・実務経験が必要であり、実際に選
任に至るまでに段階を踏む必要がある。

◦ 受け皿の数的には広い。

◦ 報酬は期待できず、ボランティア精神が求めら
れる。

◦ 選任数がまだ少なく、社会全体からの理解が不
十分である。



市民後見人の法的整備
◦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



市民後見人の法的整備
◦ 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。



厚労省 成年後見制度利用促進基本計画

第一次 平成２９年３月２４日閣議決定

○担い手の育成・活動の促進

◦ 市民後見人の研修・育成・活用 ・ 市民後見人の育成

については、これまでも都道府県や市町村において
行ってきているが、各地域で市民後見人の積極的な
活用が可能となるよう、市町村・都道府県と地域連
携ネットワークが連携しながら取り組むことにより、
より育成・活用が進むことが考えられる。

◦ 市民後見人がより活用されるための取組として、市
民後見人研修の修了者について、法人後見を担う機
関における法人後見業務や社会福祉協議会における
見守り業務など、後見人となるための実務経験を重
ねる取組も考えられる

第二次 令和４年３月２５日閣議決定

◦ ○ 担い手の確保・育成等の推進

◦ 適切な後見人等が選任、交代できるようにするためには、

各地域に、多様な主体が後見業務等の担い手として存在し
ている必要がある。

◦ 市民後見人等の育成・活躍支援は、地域共生社会の実現の
ための人材育成や参加支援、地域づくりという観 点も重視

して推進する。国は、意思決定支援や身上保護等の内容を
含めるなど、より充実した養成研修カリキュラムの見直し
の検討等を進める。

◦ 都道府県には、圏域毎に市民後見人の育成方針を策定した

上で、市町村と連携して市民後見人養成研修を実施するこ
とが期待される。また、市町村には、市民後見人の活動の
支援や市民後見人の役割の周知などを行うことが期待され
るほか、研修受講者の募集を主体的に進めることや、必要
に応じて、都道府県と連携して養成研修の内容を充実する
ことも期待される。



市民後見人の定義
①親族や法律・福祉の専門職でない一般市民である

②地方公共団体等の実施機関の行う市民後見人養成講座を修了している

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

④任意後見人は含まない

⑤実施機関の管理・支援下にある

⑥本人と同じ地域に住んでいる

⑦社会貢献として本人のための権利擁護活動をする



資料出所：厚生労働省



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



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
あることを自覚できる。

◦ 身内でもなく、ヘルパーでもない。本人支援
の線引きができる。

◦ 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

◦地域福祉の理念を代表するものと考
えたい。

◦社会貢献をするという自覚。

◦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。

◦ボランティア精神が求められる。

地域の福祉理念を代表する



市民後見人が選任される事案

本人の身上配慮、保護に寄与できる事案

◦ 本人に寄り添い、充分にコミュニケーショ
ンをとることで、本人のＱＯＬを高めるこ
とが期待できること。

⇒ある程度面会の回数を確保できること。

◦ 行政、支援機関、介護職との連携がとれて
いること。

◦ 財産の管理については、さほど困難ではな
いこと。

◦ 良識に基づいた市民ならではの支援が期待
できること。

財産管理、身上保護面での困難性が低いこと

以下の項目があると専門職が選任されるこ
とが多い

◦ 多額の財産がある。

◦ 賃貸不動産がたくさんある。

◦ 株式、投資信託財産の運用の必要性

◦ 負債が多い。破産手続き等の必要性

◦ 訴訟提起されているなど法的対応が必要な
場合

◦ 生活する場所が決まっていない。

◦ 福祉サービスを十分受けられていない。



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存在であるとの評
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

•市民後見人の存在が地域社会に理解されやすくなる

誰でも身近に市民後見人活動ができる社会の実現
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