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    ああああ     なななな     たたたた     をををを     守守守守     るるるる     ！！！！         成成成成     年年年年     後後後後     見見見見     制制制制     度度度度      
  

中部学院大学・地域連携推進センター 副所長  

宮嶋 淳  博士（ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ）  

 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．今日今日今日今日のねらいのねらいのねらいのねらい     

 

(1)「成年後見制度」は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で  、判断

能力が十分でなくなった方に対して、お金の管理や  使い方に関する契約など  、

損をしない支援  をしていく制度です。  

万が一、介護や医療が必要になっても、自分らしい生活ができるよう  、早め  の

準備  として、勉強しませんか？  

 

(2)成年後見制度の意義  

 成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるため契約等の

法律行為における意思決定が困難な者について、後見人等の機関がその判断能力

を補う制度である。  

 個人の尊重に相応しくなく改善が必要とされていた禁治産制度を、社会福祉基

礎構造改革に呼応して、新たな制度に改め、誕生した制度である。  

 介護保険制度が「契約」を軸に設計された制度であり、それに対応する成年後

見制度が不可欠となった。  

 

(3)日本は、世界一の長寿国  

 女性＝86.41 歳、  男性＝79.94 歳  

 2012 年生まれの赤ちゃんは、「がん・心疾患・脳卒中」で約半数が死亡。  

 これらの病気が克服されると、平均寿命が 6 歳～7 歳伸びる。  

 「人生 90 年」がすぐそこまで来ている。  

 

(4)介護が必要になっても、文化としての「食」を大切にしたい。  

 日常の祭事・行事を日本人は大切にしてきた。  

 中でも、お正月は「もう一年生きられると実感する時」  

 私たちは 90 歳でも 100 歳でも「おせち」を食べたいと思うだろう。  

 さて、15,000 円のおせちセットを買いますか。 これは「贅沢」だろうか。  

 これを自分で決めること、これが「判断能力」。  
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(5)「判断能力」が十分にあっても、後に残るのはだいたい「家族」  

 家族と「おわり方」を話し合っておくべき。  

 介護に向き合うには  

 「自分で決める」 ・・・・どこで住む。誰に残す。どんな介護を受ける。  

 「終わり方を決めておく」 ・・・・お葬式の様式。 「終活」  

 「家族のコンセンサスをとる」 ・・・・「胃ろう」「尊厳死」「ターミナルケア」 

 友として、第三者として、成年後見人 にサポートしてもらう。  

 

(6)「自分は大丈夫」と心に決めてても。  

 認知症は「末期」なのか。  

 90 歳の義父。3 年前に認知症。2 年前に脳出血。  

 「再発したら命に関わる」と医者から。  

 「そのときに延命治療をするのか」  

 義父は元気な頃、「いろいろな器具をつけてまで生きたくない」と。  

 脳出血の再発。  

 意識障害。 嚥下障害。 胃ろう に。  

 現在、療養型病院で、無意識のまま。  

  

(7)認知症  

 元気な頃に「お金」に無頓着に見えても、  

 「老後」を考え始めると、いろいろ手を尽くそうとされる  

 家族が知らない間に、「契約」  

 どうしたら・・・・・  

 成年後見制度を使おう！！  

 

(8)「私は大丈夫」は、大きなミステイク  

65 歳以上で 15%、7 人に 1 人。  

「人生 90 年」では、認知症になる確率＝７０％。  

長生きはしたいけれど、家族を含め、人様に迷惑はかけたくない。  

「正常なとき」は、そう「思える」意志力がある。  

 

(9)忘れてはならないこと  

 「介護に向き合ってくれる人」～この人も「学んでいる」。  

 「まなざし」という言葉には、「目の表情を含めた視線」という意味もある。  

 「まなざし」が関係を良くも悪くもする。  

 母を支える私が実は今も母に支えられているのだ、と思える関係に。  
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(10)「介護」は、３K だといわれて久しい。  

 「３K だ」と言い続けて、私たちは幸せになれるのだろうか。  

 ちょっとした発想の転換が必要では。  

 「笑う介護士」＝そでやまさんは、「健康・友愛・奉仕」を展開  

 地域のつながり、絆こそ。  

 

(11)諦めた瞬間から脳が萎縮する  

 「やりたくでできること」だけでなく、「やりたいけどできない」と思っている

ことに挑戦すると、脳に新しい回路が生まれて能力を伸ばすことができる。  

 脳は「できる」と確信すると、その確信を実現するように必死で働く。  

日課・役割をもつ。  

教育歴・・長いほど認知症リスクが低減する  

 学習は、認知機能が落ち始める最初の位置を高めておくことになり、低くなる

までに時間がかかる。  

 たくさん本を読んで知識を増やし、新しいことに挑戦して能力を伸ばす。  

 

(12)「介護」をする女房の姿に「ほれなおした」  

 「介護」するお母さんを、子どもたちも見直し、敬意を。  

 疲れたら、休む。  

 笑顔がいちばん。  

 遊び心・ゆとりを持って、高齢者に接すると、楽しくなる。  

 

(13)脳活性化リハビリテーション  

快刺激  

 人間の活動は、楽しいことでないと長続きしないものである。  

 楽しい刺激で人間は元気になる。  

 「笑うこと」  

 笑いは覚醒レベルを上げて、記憶や学習能力を高める。  

 楽しく笑って褒められて、うれしい時間を増やすことで、脳の機能が向上する  

 

(14)笑いの全身への効用  

深呼吸効果：腹式呼吸、呼吸筋強化  

運動 (身体活動 )効果：腹筋が痛くなるほど  

免疫力アップ：癌にも効く  

エンドルフィン（脳内麻薬）：鎮痛効果  

血糖値低下：交感神経鎮静化、リラックス  
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コミュニケーション効果：円滑な関係  

 

(15)介護には「笑顔」が大切。  

 介護を担うのは、配偶者が 6 割。うち 7 割は女性、うちの 3 分の 1 は 70 代。  

 女性を介護する男性は、少ない。早くあちらに行かれる。  

 「5 歳」としがちがう。  

 男性＝80 歳、 女性＝75 歳。 夫の死後、15 年。もし認知になったら。  

 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．幸福幸福幸福幸福（（（（しあわせしあわせしあわせしあわせ））））ってってってって、、、、何何何何？？？？     
 

(1) 平成 23 年 12 月、内閣府経済社会総合研究所が「幸福度指標」を発表。  

主観的幸福感を上位概念として経済社会状況、心身の健康、関係性を３本柱

として指標化した。持続可能性は３本柱とは別建てで検討した。  

 

(2) DVD「それぞれの幸福」～さいごまで自分らしく  

      豊かで安心した生活を過ごしたい！  

＜プロフィール＞  

吉田吉江さん（70 歳：仮名）は、認知症になる恐怖を「任意後見制度」を利用

することで克服。一人暮らし。3 人の息子。財産目当て。家のローンを抱えた長

男が母と同居を申し出る。４人が引っ越してくる。母さんの金で増築。  

 

母：「ボケたら誰が見てくれるの？」「あなたの妻が納得するか？」  

母：お友達と相談・・・・これがすごいこれがすごいこれがすごいこれがすごい！！！！    制度制度制度制度をををを知知知知っていたっていたっていたっていた！！！！     

 

ポイント１  

「任意後見」と「法定後見」  

金があると、子どもたちはケンカ ・・・・・・・・・・・・鬼鬼鬼鬼になるかもになるかもになるかもになるかも！！！！！！！！  

私私私私のののの義父義父義父義父もももも認知症認知症認知症認知症でででで・・・・・・・・・・・・     

 

ポイント２  

「任意後見受任者」と「任意後見監督人」 ・・・・・・・・・・・・複数複数複数複数のののの人人人人でででで、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで支支支支えるえるえるえる     

  お友達＝今日、ここにおいでの皆さん  

お友達は、「アカの他人」だからこそ、信用できる！  

 ・・・・・・・・・・・・「「「「困困困困ったったったった」」」」らららら、「、「、「、「助助助助けてけてけてけて」」」」っていうっていうっていうっていう「「「「善意善意善意善意のののの第三者第三者第三者第三者」」」」であるであるであるである     
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ポイント３  

「公証役場」「公証人」 ・・・・やってもらいたいことを記録にとどめる  

岐 阜 公 証 人 合 同 役 場  〒500-8812 岐 阜 市 美 江 寺 町 2-1 蚕 糸 会 館  058-263-6582 

大 垣 公 証 人 役 場  〒503-0888 大 垣 市 丸 の内 1-35 0584-78-6174 

美 濃 加 茂 公 証 人 役 場  〒505-0034 美 濃 加 茂 市 古 井 町 下 古 井 468 セントラルビル 0574-26-4436 

 

ポイント４  

家庭裁判所が「監督人」を選任する  

成年後見制度は、さいごまで自分らしく豊かで安心した生活を過ごしたいとい

う希望を「バックアップする仕組み」  

 

ポイント５  

吉江さんが、自分で、子どもたちに説明  

「私が子離れするため」に成年後見制度を使う。  

「父さんとの思い出を大切にして」  

「みんなが幸せになる」 ・・・介護が必要になる時間をできる限り短くする。  

 

 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度をををを使使使使うにはうにはうにはうには     

 

(1)禁治産制度の名残りか、後見人がつくと選挙権がなくなる。  

 成年後見制度の歴史的背景  

①民法に規定された「禁治産者・準禁治産者制度」から「成年後見制度」へ  

②「成年後見制度」は、今の問題と将来の問題を取り扱える  

将来の問題として「判断能力が低下」した場合を見越して「任意後見契約」

を、公正証書を作成することにより行うことができる。  

③福祉制度の転換  

 介護保険制度のように、基本的にサービスを使う「契約」を結ぶ  

④高齢化率の増長  

  H12 年＝17.4％  H25 年＝25％  4 人に 1 人が高齢者。  

そして、高齢者の貧困、認知症をきたす人の増加  

  

法律が変わった。  
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(2)成年後見制度を使うには  

 家庭裁判所に対して後見開始等「審判の申立」を行うことが必要  

 申立てができるのは  

本人、配偶者、４親等以内の親族（姻族含む）、成年後見人等・成年後見監督

人等、検察官、市町村長  

 「審判の申立」のための費用  

  申立手数料＝800 円 登記手数料＝2,600 円 医師鑑定費用＝5～10 万円  

  その他＝少々   

と  

後見人報酬＝財産にもよるが、2 万円程度から  

 

(3)費用が工面できないとき、市町村が助成してくれる  

 ＝ 成年後見制度利用援助事業（関市の場合）  

  事業についての実施要綱が整備され、高齢者でも障害者でも利用できる。  

  申立は H22 年に 1 件あり。  

  後見人に払う報酬に関する補助＝有。  所得制限＝有。  

  報酬補助の上限＝月額 28,000 円（在宅）  

 

(4)成年後見人になっている人びと  

H12＝親族（身内）が 90％以上 H25＝55.6%に。  

 第三者が成年後見人等になる割合が増。第三者後見人に「専門職」と「市民」  

老人福祉法の改正による市民後見推進事業の展開  

 H23＝市民後見元年  

 市町村が、①研修、②組織体制の構築、③活動支援、④その他、を行う。  

 

    

ⅣⅣⅣⅣ．．．．市民後見市民後見市民後見市民後見というというというという活動活動活動活動     

 

(1)老人福祉法が新しく！  

• 市町村は、円滑に後見等の業務を行うことができる人材を育成するために、 

   ①研修会の実施 ②家庭裁判所への推薦  

• 都道府県は、市町村に協力して ①助言 ②その他の援助  
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(2)市民後見事業が行われる基本形は、三角形  

 国が考えたこと：今後、親族等による成年後見の困難な方々が増加するものと

見込まれ、介護サービス利用契約の支援などを中心に、成年後見の担い手とし

て市民の役割が強まると考えられる。このことから、市町村は、市民後見人を

育成し、その活用を図ることなどによって権利擁護を推進する。  

 

 

(3)市民後見人の活動特性  

１、市民と行政の協働によって活動が成り立つ  

２、市民としての特徴－「市民感覚」の尊重  

３、近隣に近い圏域であること－30 分以内で顔が出せる関係  

４、きめの細かい関係形成と日常的なサービスチェック  

５、ボランティア精神に基づく－お互い様感覚  

「市民後見人」の定義  

家庭裁判所から成年後見人等として選任された一般市民のことであり、専門組

織による養成と活動支援を受けながら、市民としての特性を活かした貢献活動

を地域における第三者後見人の立場で展開する権利擁護の担い手のことである。 

 

 

(4)成年後見制度の理念を具現化する市民後見人  

具現化すべき理念＝①ノーマライゼーション、②残存能力の活用、③自己決定

の尊重  

求められる「市民後見人像」  

「市民」とは、地域社会で生活する住民であり、その生活の中から物事を考え、

地域の人たちと関係を築き、ともに地域で暮らしていく人たちのことである。  

「市民後見人」に求められる資質は、①地域社会での生活の延長線上で働くこ

と、②成年後見制度を必要としている人に寄り添うこと、③その人の生活を支

援するために何が最善なのかを考えることができること  

そのため①基礎的な知識と技術、②社会規範（ルール）、③倫理性（モラル）  

 

① 地域社会での生活の延長線上で働く人々  

② 後見等を必要としている人に寄り添う人々  

③ その人の生活を支援するために  

   何が最善なのかを考えることができること  

 

＊ 難しい業務は、家裁や専門職後見人に。  
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(5)市民後見人の業務類型  

財産が高額でなく日常の金銭管理が中心で管理しやすいもの  

軽度認知症者で見守りが中心であるもの  

身上監護の困難性がないこと  

 

(6)担い手としての市民像≒ボランティア  

同世代、同姓ならではの介護。  

高齢者も戦力＝ボランティアに。ちょっとだけ、疲れない程度に。自分もいず

れは。  

「若者が高齢者を支える社会」から「高齢者も高齢者を支える社会」へ  

「市民後見人になる」ことは、お互い様の一つの方法。  

支援が必要だと思えば、行政や家庭裁判所が助けてくれる。  

関市においても、行政がしっかりとバックアップ体制を築くことが「要」。  

 

(7)担い手としての市民像 (三類型 ) 

民生委員やボランティア等これまでの活動の延長線上にある  

保健・医療・福祉等の専門職として携わってきた人びとが職業から市民へ  

新たな「純粋枠一般市民」  

 

(8)ボランティアとは  

自らの自由意志によって、社会に参加し、社会を変革し、社会を創造する、す

べての人々に与えられた基本的権利である  

ボランタリズムとは、「ボランティア精神」の大切さを主張すること。その行為

と思想の体系。  

ボランティア≒生活者は、「市民社会」の主役であり、国家の枠組みを超えて、

地球全体でみんな一人残らず、人として尊重されなければならないと考え、行

動する人々のこと。  

 

(9)市民後見人の崇高な役割  

「自分で生きていくための判断を十分にはできない人たちに代わって、その判

断を行い、その幸せを実現する」  

 

(10)成年後見人等の基本的役割  

常に被後見人等のために、被後見人等が最も良い生き方ができるように判断す

る。「本人の利益」になるかどうかは、本人の尊厳の保持に役立つかどうかで決
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める。財産を管理するのは、本人が最も良い生き方をするのを支えるためであ

り、本人の生き方を支える身上 監護を適切に行うことが後見人の基本的な任

務。  

 「人らしく」とは、虐待などの非人間的な扱いをされないこと  

 「その人らしく」とは、その人が快く感じる正当な欲求を満たすこと  

 「本人」のことを良く知っていることは、「本人の望む人生のあり様を知ってい

る」ということ  

 

(11)ボランティアは、  

「ケアリング・ワールド」の実現  をめざす。  

「ケア」とは介護ではなく、心配り・配慮・心づくし・気づきである。  

「ふれあい  ・ささえあい  ・おもいあい  ・つくしあい  ・つくりあい  」など、

「あい  」の体系である。  

 

 

ⅤⅤⅤⅤ．．．．参考文献参考文献参考文献参考文献     

・ NPO 法人地域ケア政策ネットワーク(2013)『市民後見人養成テキスト』 

・ 大阪市成年後見支援センター（2012）『市民後見人の理念と実際』中央法規 

・ 財団法人シニアルネサンス財団ホームページ 

・ 法務省成年後見制度ホームページ 

・ 岐阜家庭裁判所(2011)『成年後見等申立てセット』 

・ 日本社会福祉士会(2011)『改訂成年後見実務マニュアル Q&A』中央法規 

・ 中日新聞（2012.1～2013.8.） 


