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2022年度権利擁護支援者養成研修 2日目
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http://www.aichi-acsw.or.jp/manage/wp-content/uploads/2021/08/2021-

2022%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%9B%B3%EF%BC%88HP%EF%BC%89.pdf
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今日のメニュー

後見業務の実際②

最近の動向

身上保護・意思決定支援

身上保護の実際

連携・チーム支援

演習

支援の必要な方の発見

「日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」

代替案

具体的な支援の検討
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• 「措置から契約へ」という流れの中で生まれた契約支援システム

– 「介護保険制度の車の両輪」（平成12（2000）年）

• 行政処分として福祉サービスを導入（措置）

↓

• 自己選択、自己決定、自己責任の契約によって利用するサービス

本人保護
＋

ノーマライゼーション
自己決定の尊重
現有能力の活用

成年後見制度

本人保護

判断能力の低下のある人への契約支援システムが必要

日常生活自立支援事業・・・社会福祉協議会によるサービスとして誕生

成年後見制度・・・民法の禁治産制度・準禁治産制度を改正

禁治産・準禁治産制度

民
法
の
改
正

民法858条

成年後見人は、成年被後見人の生活
、療養看護及び財産の管理に関する
事務を行うに当たっては、成年被後見
人の意思を尊重し、かつ、その心身の
状態及び生活の状況に配慮しなけれ
ばならない。

任意後見制度（事前） と 法定後見制度（事後）
補助類型の創設
同意権・取消権の創設

成年後見制度の誕生
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成年後見利用促進と改革の必要性
2000年 介護保険導入・社会福祉基礎構造改革と共にスタート
2006年 地域包括の権利擁護事業と高齢者虐待防止法
2010年 後見世界大会 横浜宣言
2012年 老人福祉法改正この頃から日本でも意思決定支援の論議盛んに

＜利用促進法 経緯＞

2016年5月 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」施行
9月～「成年後見制度利用促進会議」（会長：総理）より「成年後見制度利用促進委員会」

2017年1月 「委員会」意見取りまとめ

1～2月 パブリックコメントの実施

3月23日 「促進会議」にて「基本計画の案」を作成の上、閣議決定

当初、家産の維持が見え隠れする禁治産法の延長線の財産
管理制度としての認識。現在、介護保険制度の浸透もあり地
域社会状況から家族支援だけをあてにせず身上監護と一体
の財産管理の必要性高くなり首長申立て増加
しかし・・・自治体格差大
⇒ 全国どの地域においても必要な人が利用できるよう

保

＜経緯＞

○H28．5 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」施行

○H28．9 「成年後見制度利用促進会議」（会長：総理）より「成年後見制度利用促進委員会」に

意見を求める（基本計画の案に盛り込むべき事項について）

○H29．1 「委員会」意見取りまとめ

○H29．1～2 パブリックコメントの実施

○H29．3 「促進会議」にて「基本計画の案」を作成の上、閣議決定

＜計画のポイント＞ ※計画対象期間：概ね５年間を念頭。市町村は国の計画を勘案して市町村計画を策定。

（１）利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善

⇒財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視した適切な後見人の選任・交代

⇒本人の置かれた生活状況等を踏まえた診断内容について記載できる診断書の在り方の検討

（２）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

⇒①制度の広報②制度利用の相談③制度利用促進（マッチング）④後見人支援等の機能を整備

⇒本人を見守る「チーム」、地域の専門職団体の協力体制（「協議会」）、コーディネートを

行う「中核機関（センター）」の整備

（３）不正防止の徹底と利用しやすさとの調和

⇒後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策の検討 ※預貯金の払戻しに後見監督人等が関与

成年後見制度利用促進基本計画について
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ネットワーク全体としての支援を
出典：http://www.cao.go.jp/seinenkouken/keikaku/pdf/keikaku2.pdf
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出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/content/000917337.pdf）より引用・追記



「地域共生社会」の実現に向けて

9出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000184506.pdf）
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出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000871257.pdf）より引用・追記

第二期成年後見制度利用促進基本計画最終取りまとめ概要より 2021年12月22日開催成年後見制度利用促進専門家会議



成年後見制度の特色

• 判断力の低下があって自分自身では個人の最善の利
益を主張し実現できない場合に

• 本人の立場に立ち、本人の最善の利益を法的に実行
できる人（補助人、保佐人、後見人）を援助者(人)として
つけること

↓

☆人権・法的権利としての苦情申立てやサービス利用等
についての平等性が確保される

☆本人の個人資産を本人のために活用できる

→財産管理、身上保護をとおした「その人らしさ」

に寄添う支援 本人の福祉(=幸せ)の実現を目指す
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成年後見人等の事務

成年後見人の職務

財産管理と身上保護

●財産管理

成年後見制度 ＝ 被後見人の身上保護のためにある

→ 財産管理も基本的には身上保護のために行うべきもの
「本人のお財布をみながら、本人の生活と人生を
本人と一緒に考え、手配、契約、チェックしていく」

●身上保護

→生活の維持や医療、介護など、身上の保護に関する事務



「その地位にある、思慮分別のある人が通常払う注意
（＝善管注意義務）」の内容をさしている

☞自分の財産よりも注意しながら管理します。
★成年後見人等が職務を行ううえでの具体的な
基本指針、原理原則

第869条
第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見
について準用する。

第644条
「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の
注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」
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「善管注意義務」
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身上配慮義務・善管注意義務

成年後見人等の職務遂行上の基本的な活動指針
⇒ 民法第858条の規定「身上配慮義務」

⇒ 本人の身上面について負うべき善管注意義務（民法
第869条、第644条）

民法第858条
成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財
産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見
人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状
況に配慮しなければならない。

保佐人（民法第876条の5）、補助人（民法第876条の10）
、任意後見人（任意後見契約法第6条）も同様



意思決定と保護の調和

成年被後見人等の支援者であるという意識
☞寄り添い、確認しながら、本人の選好、
経験・体験、本人の味方であること。

意思決定支援

意思決定能力法 2005年 イギリス

障害者権利条約第12条の２ 2006年12月
○障がいのある方も、
法的能力（意思を表明する能力）がある
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意思決定と保護の調和

成年後見人等の価値観を押し付けない
最終的な自己決定権は本人にあることを尊重する
⇒成年後見人等自らが権利侵害者になり得る

リスクをおかす権利（愚行権）⇒憲法 幸福追及権
「本人意思を尊重した自己決定支援は、成年
被後見人と成年後見人等の信頼関係が基盤と
なる。成年被後見人が自由に意思を表明でき、
成年後見人等が、その意思を受けとめ、考え
られる選択肢やリスクをともに検討するという
プロセスを経ることが必要。」

16
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意思決定と保護の調和
成年後見制度の基本理念

出典「市民後見人の手引き」p.26豊川市 厚労省 H23 市民後見推進事業 編著者 工藤
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具体的には？（民法第858条の適用対象）

① 医療に関する事項
② 住居の確保に関する事項
③ 施設の入退所、処遇の監視・異議立て等に関する事項
④ 介護・生活維持に関する事項
⑤ 教育・リハビリに関する事項
⑥ 異議申し立て等の公法上の行為
⑦ アドヴォカシー

身上監護に関する実務は、上記に示された事項に関して職務を行うことが基本。
保佐、補助類型や任意後見契約の場合は付与された権限の範囲でおこなう。
職務を行うための契約の締結等は成年被後見人等の同意があることが前提。
⇒ 成年被後見人等と面談や交流により、気持ちを確認し理解することが身上
保護事務に大きく関係してくる。

※実際の身上保護事務は家庭裁判所への就任時の報告を提出後からおこなう
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１ 医療に関する事項

・ 治療、入院、退院、転院等に関わる病院との契約の締結、諸
手続き、費用の支払い
・ 健康診断等の受診契約手続、諸手続、費用の支払
・ 成年被後見人等の健康保険、後期高齢者医療保険、介護保
険の被保険者証の提示
・ 成年被後見人が加入している任意保険（生命保険、傷害保険
、医療保険等）の手続き

※急な受診や入院時でも対応できるように、関係機関と対応につ
いて協議しておく。
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２ 住居の確保に関する事項

成年被後見人等にとって住み慣れた自宅は心のよりどころ
財産管理事務としての側面も強いが、上記理由から具体的に
下記のような事務が考えられる。
⑴ 居住用不動産の購入、売却
⑵ 借地契約、借家（賃貸借）契約の締結、変更、解除
⑶ 住居等の取壊し、新築、増築、修繕に関する契約の締結、
変更、解除

⑷ 住居管理（水道、電気、ガスの保全、庭の草取り、掃除、定
期点検）

民法859条3

成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
成年後見人は、成年被後見人に代わってその居住の用に供す
る建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は
抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁
判所の許可を得なければならない。
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３ 施設の入退所、処遇の監視・異議申立て等に関する事項

福祉サービス等のサービス利用契約、入所契約締結

⇒ サービスが決められた通りに提供されているかの確認

⇒ 提供されていない場合への改善の申し入れ

⇒ 改善の見込みがない場合への対応

※改善への対応は、本人、サービス事業所の担当者、家族等から
状況等を確認し対応する。
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４ 介護・生活維持に関する事項

（１）要介護認定手続き及び介護の依頼、更新手続き等
介護保険制度、障害者総合支援法に基づいた介護サービス契約
の締結や解除、サービス利用料の支払

（２）日常生活の支援
本人が日常生活をおくるにあたり必要な支援等
・電気、ガス、水道、NHK等の公共事業サービスに関する契約の締
結及び解除
・日常生活用品の手配（衣料品、食料品、雑貨等の売買契約）
・日常生活費に関する預貯金通帳やキャッシュカードの管理
・日常生活費の現金の管理やその受渡し等
・ペットの飼育に対する手配や個人的な愛着を感じている物の管理
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４ 介護・生活維持に関する事項 （つづき）

※事実行為は含まない（後述）

※民法第9条のただし書について、成年被後見人等であっても、
単独で有効に契約を結ぶことができる。成年後見人等の取消権
が及ばないことに注意が必要。

民法第9条 成年被後見人の法律行為
成年被後見人の法律行為は、取消すことができる。ただし、日用
品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでな
い。
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５ 教育・リハビリに関する事項

成年被後見人等の教育やリハビリテーションに関する契約等
契約にあたっての情報収集、見学、契約書、重要事項説明書等の
内容の確認、収支の計算等が必要。

本人の意思の確認

⇒ 成年被後見人等の意思の尊重及び身上配慮義務

⇒ 医療や入所の強制と同様、リハビリテーションの強制もできない

リハビリテーションを受けることのメリットを成年被後見人等に分か
りやすく情報提供する必要がある。
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６ 異議申し立て等の公法上の行為（申請主義）

・ 各種の公的な異議申し立て制度の利用
・ 住民登録手続
・ 障害基礎年金や障害厚生年金等の各種年金・福祉手当の受給
に関する手続
・ 療育手帳、障がい者福祉手帳、精神障がい者保健福祉手帳等
の各種手帳制度の利用手続
・ 生活保護申請に関する手続
・ 各種の税務申告手続に関する代理や代行等

原則的に申請主義に基づいている
⇒ 申請しなければならない諸制度の把握・期限内の申請が
必要
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７ アドヴォカシー（本人の意思や利益の代弁・見守りについて）

（１）本人の意思や利益の代弁
成年被後見人等の意思を表明する能力に応じた支援
・ 成年後見人等が成年被後見人等に代わって権利やニーズを主張
・ 成年被後見人自身が権利を行使できるよう支援

（２）一般的見守り活動
定期的な訪問による生活状況や身体状況、気持ち等を確認
⇒ 信頼関係の構築にもつながる

面談、協議、サービス担当者会議等によって成年被後見人の状況
を把握
・ 医療関係者（医師、看護師等）
・ 介護・福祉サービス提供関係者（ケアマネジャー、生活支援員、ヘ
ルパー等）

・ 家族など
⇒ 関係者との連携をとる・関係者との相談しやすい関係
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８ その他

（１）就労に関する事項
・ 成年被後見人の雇用契約・労働契約に関する支援
・ 雇用主・使用者らによる成年被後見人等の労働環境、処遇に関
する監視
※就労に関する契約を結ぶ場合には成年被後見人の同意が必要

（２）余暇活動等に関する事項
・ レンタルビデオ店等の会員契約、文化センター等の受講契約の
締結、解除
・ 町内会や施設内で実施される活動、旅行やCD等の購入等の趣
味活動への支援
⇒ 成年被後見人等の心身の状況や資産状況などが許す限り前

向きに考慮

28

９ 注意を要する身上監護事務について

（１）介護行為について
事実行為
実際にオムツ交換や食事作り、部屋の掃除をするなどの支援
すること
介護行為を成年後見人等が実際に行う事実行為については職
務外

（２）医療行為の同意について
医的侵襲行為
身体に傷をつける、生命の危険を伴う手術や治療行為のこと
⇒ 身体に対する強制を伴う事項
⇒ そのような治療行為には同意権はないとされている
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９ 注意を要する身上監護事務について （つづき）

（３）入所、住居の指定について
成年被後見人等の居所を指定する権限（居所指定権）は成年後
見人等にはない。
成年被後見人等が自宅でのひとり暮らしの継続が客観的にみて
困難と判断しても、本人の同意なしに居所を変更することはでき
ない。
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９ 注意を要する身上監護事務について （つづき）

（４）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
保護者制度の廃止及び医療保護入院制度について

第三十三条
精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等

のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても
その者を入院させることができる。
（略）
２ 前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行
う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。

家族等の役割
診察への立会い（任意）、医療保護入院の同意、医療保護入院
等のための移送の同意、退院等の請求
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９ 注意を要する身上監護事務について （つづき）

（５）身元引受、身元保証について
施設への入所や病院への入院の際に身元引受人や身元保証人
をもとめられることがある
・ 親族が対応できる場合は親族に依頼する
・ 成年後見人等が身元保証人や連帯保証人にならない
⇒ 施設や病院への説明

・利用料等の支払い
・緊急時の対応
・亡くなった場合の対応など

※身元保証人がいないことにより、入所や入院は拒否できない。
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９ 注意を要する身上監護事務について （つづき）

（６）利益相反について
成年後見人等は常に成年被後見人等の利益を保護する必要が
あるが、成年後見人等と成年被後見人等の利益が相反する場合
がある。

例）後見人と被後見人がともに相続人である遺産分割
民法第826条 利益相反行為
親権を行う父又は母とその子の利益が相反する行為につい
ては、親権を行う者は、その子のために、特別代理人を選任
することを家庭裁判所に請求しなければならない。

民法第860条 利益相反行為
第826 条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見
監督人がある場合は、この限りでない。
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９ 注意を要する身上監護事務について （つづき）

（７）死後の事務
成年後見人等の権限は本人の死亡により終了
⇒ 本人の死後に必要な事務（終了時の事務）

・管理の計算
・管理財産の一時保管と相続人への返還
・終了の登記申請（法務局）
・後見事務終了報告（家庭裁判所）

※上記の成年後見人等の終了時の事務以外に、葬儀などの死
後の事務を親族に協力が期待できない場合、成年後見人等に
対応を求められることがある。あらかじめ、関係機関と対応を検
討しておく必要あり。
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１０ 関係機関とのネットワークについて

成年被後見人等の判断能力等によらず、できる限りその人らしい
生活を送れるように支援する
・ 成年被後見人等の自己決定の尊重し
・ 現有能力を引き出す
・ 身上監護面に配慮した財産管理
⇒ 成年被後見人自身の生活、医療、介護、福祉等に気を配る
⇒ 常に成年被後見人等の最善の利益を目指す

⇒ 各関係機関との連携
⇒ 職員や専門職等への相談
⇒ 社会資源との連携

困った時は抱え込まず、はやめはやめに相談ができるような関係づ
くりを心掛ける



権利擁護の制度など
判断能力あり 判断能力不十分 判断能力著しく不十分 判断能力全くない

判断能力低下

法定後見制度

補助 保佐 後見

任意後見制度

任意後見契約 任意後見監督人の選任

日常生活自立支援事業

事業の契約の内容について判断し得る
能力を有していると認められる方

委任契約

財産管理、身元保証、死後事務委任、見守りなど
※本人に判断能力がなくなったときに誰が監督をする？
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名古屋市成年後見あんしんセンター「支援者のための成年後見制度活用ハンドブック」より


