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１．はじめに 

 

 平成 23 年 10 月 12 日特定非営利活動法人よこはま成年後見つばさが設立し、念願の法人

後見を担う団体がその歩みをスタートさせました。法人後見は、継続性があり、スーパー

バイズ機能を持ち困難事例にもチームで対応できるなどメリットがたくさんあります。重

度の知的障がいのある長男の将来を考え、法人後見ができたことやその法人の一員として

活動できることは願ってもないことでした。 

 しかし、障がい者や家族にとって法人後見があるからといってそれだけでは安心とは言

えないのです。障がいの理解をしてもらえるのだろうか、関係性は築けるのだろうかとい

う不安があります。そこで、どうしたら安心して法人後見の利用へと繋がるのだろうか、

どのような不安があるのだろうか、不安があるとしたらどう解決していけるのだろうか等

を検討していけたらと考えました。 

幸いにも「三人会」で一緒に活動している岡本さんと宮本さんの協力を得ることができ

ました。岡本さんは真理さんと二人暮らしです。岡本さんの活動を身近で見ていた真理さ

んが、「後見人サポーター募集のお知らせ」を作り知人に配ったことを知り、真理さんにモ

デルになっていただくようにお願いしました。さらに、つばさへ企画を提出した際も NPO

法人の柔軟性をもって即承諾を得ることができました。こうして、法人設立の半年後に真

理さんプロジェクトがスタートすることになりました。 

三年間のプロジェクトを通して、改めてご本人を知ることや関係性を築くことの大切さ

を実感しました。あらゆる手段を使って分かりやすく伝えることやご本人が必要としてい

ることは何か、やりたいことや夢を引き出すことは「その人らしく」暮らしていくために

とても重要です。こうした取り組みを可能にするためには、法人後見だけでは限界があり

ます。関係機関等の支援者が連携してチームで支える体制づくりが求められるものと考え

ています。横浜市は、全国的にも注目されている横浜市障害者後見的支援制度があります。

プロジェクトを進めていく中で後見的支援制度を担う法人と連携の必要性を確認し、少し

ずつですが情報交換等が始まりました。今後、協力体制が確立していくことは障がい者に

とって安心に繋がるものと確信しています。 

 

 今回、プロジェクトを実施し報告書としてまとめることができたことは、多くの方々の

ご協力によるものと心から感謝申し上げます。また、障がいのある方の参考になればとご

本人情報の公開にご協力いただいた岡本真理さん、岡本美知子さんには敬意を表したいと

存じます。この報告書が少しでも障がいのある方の一助となることを願っています。 

 

平成 27 年 5 月 

特定非営利活動法人 よこはま成年後見 つばさ 

理事 根岸 満恵 
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２．真理さんプロジェクトについて 

 

「知的障がい者が安心して地域で暮らすために」法人後見利用検討会 

真理さんプロジェクトについて 

 

○ 目  的 

 障がい者が将来にわたり地域の中で普通の暮らしをしていくためには、法人後見が重要

な役割を果たします。しかし、法人後見があるからといってすぐに成年後見制度の利用に

は繋がりにくいと思われます。そこで、障がい者が安心して成年後見制度（法人後見）の

利用ができるようにモデルケースを実施したいと思います。実際に岡本真理さんの支援を

しながら一人一人に寄り添った法人後見のあり方を模索していきたいと思います。（2012.4） 

 

○ 実施方法 

①検討会の実施 

 ・実施頻度 1 回／月（1 年間） 

 ・メンバー 岡本真理（本人）、岡本美知子（母、三人会）、宮本豊子（三人会）、

渡部恵子（つばさ）、根岸満恵（つばさ、三人会）、その他（その

都度、必要に応じて） 

 ・実施場所 つばさ事務所、岡本真理さん宅、その他 

  

  ②実施方法 

   ・真理さん、お母さんのお話を聞く 

・成年後見制度の必要性の確認 

・成年後見制度を利用するために想定される課題について検討 

・あんしんノートの活用の仕方 

・引き継ぎ方の検討 

・他の利用サービス機関との連携について 

※ 障がい者においては、この申立て前の期間が重要になると考えています。 

 

○ 申立てに関する支援 

・役割分担等検討（複数後見の体制にするか否か等） 

・申立て書類について 

 

○ 後見等業務の開始 

・関係機関との連携等 

・引継ぎ期間をどのように活用するか検討しながら実践 
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３．真理さんプロジェクト記録（ダイジェスト版） 

 

≪ 経 過 ≫ 平成 24 年 4 月（第 1 回）～平成 27 年 5 月（第 31 回） 

1 年目 

＜ご本人を理解し関係性を築く＞ 

・生活状況、支援内容を理解する 

・支援の役割分担表を作成し、母親が担っている支援を誰ができるか検討 

 

2 年目 

＜成年後見制度について分かりやすく説明する＞ 

・役割分担表から誰がどのような支援をしているか理解する 

・後見人等が担える事は何か理解する 

・本人の生活に合わせたパワーポイントや DVD 等を利用して制度の説明をする 

・実際に横浜家裁に行ってみる（申立書類の説明を受ける） 

 

3 年目 

＜申立てに向けて＞ 

・申立書類を丁寧に確認する 

・ご本人が成年後見制度利用を希望するように変化が見られる 

・本人申立による申立てを希望され準備を開始する。 

・類型については、一般的な手帳の等級による判定にならないように、ご本人やプロジェ

クトについて医師に積極的に情報提供する。 

 

現 在 

＜申立書類を揃える＞ 

・どのような書類を揃えるか確認する 

・プロジェクトの経過も提出するように準備する 

 

＜総括＞ 

プロジェクトは、ご本人のペースに合わせて繰り返しや振り返りを多くし、成年後見制

度も理解してもらえるように様々な工夫をしてきました。診断書作成を依頼する医師にも

ご本人やプロジェクトの情報提供を行いました。その結果、ご本人による保佐類型の申立

てが可能となり大きな成果を得ることができました。3年間のプロジェクトを通して、障が

いのある方々の権利擁護のために、関係機関等が連携してご本人の将来に備えて準備をし

ていくこと、さらにエンパワメントの視点をもって関わっていくことが重要なのではない

かと感じました。 
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４．まとめ 

 

（１）障がい者にとって後見成年制度とは 

 

 障がいのある子どもをもつ親にとって「親なき後の問題」は大きな不安です。自分が元

気なうちはいいけれど・・漠然とした不安は加齢とともに大きくなるものです。いつかは

きっと成年後見制度を利用することになるのだろうと思いつつ、そのハードルは高いと感

じている方が多いのではないでしょうか。 

 最近の成年後見関係事件の概況（最高裁判所事務総局家庭局資料）を見ると成年後見人

等と本人との関係については、第三者が選任されたものが全体の約 6 割近い数字になって

きています。そして、今後も親族後見人等が減少していく傾向は更に進んでいくものと思

われます。第三者に後見人等になってもらう場合、本人のことや障がいを理解してもらえ

るのか、関係性を築けるかが心配なところです。一般的に第三者後見人等の場合、家庭裁

判所からの審判が下りて初めて後見人等と被後見人等が顔合わせすることがほとんどです。

親が元気なうちに引き継いていく期間が重要なのではないかと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障がい者は、高齢者と違って若い場合が多いので後見期間も長期にわたります。複数で

対応できる法人後見を望む声が多くあります。表 1 の法人後見を担う団体（社会福祉協議

会、その他の法人）は全体からみると少ないように思われますが、ニーズを反映するよう

に年々増加しています。しかし、その数はまだまだ少なく横浜市においても NPO 法人によ

る法人後見の受任はつばさのみ（ 2015.2 月末現在）という現状です。成年後見制度法人後

見支援事業が必須化し今後様々な法人後見を担う団体が増えていくことを期待しています。 

 

表１ 出典は最高裁判所「成年後見関係事件の概況」 

成年後見人等の選任の状況（2013 年度） 
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（２）横浜市障害者後見的支援制度とは 

 

  横浜市は平成 22 年度から「在宅心身障害者手当」を廃止し、その財源を「将来にわた

るあんしん施策」に転換・活用することとしました。この施策の大きな柱の一つとして、

障害のある人が地域で安心して暮らすために後見的支援制度がスタートしました。 

 

どんなことをしてくれるの？ 

・障害のある人を支援している人や地域の住民の方などが、制度に登録した人を日々の生

活の中で気にかけたり定期的に訪問をしながら、日常生活を見守ります。 

・障害のある人とその家族の、将来の希望や漠然とした不安などの相談をお受けします。 

・生涯にわたり障害のある人に寄り添いながら、その人の願う地域での暮らしが実現でき

る方法を一緒に考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

利用できる人は？ 

・日常の見守りを希望する障害のある人（とその家族） 

・将来の生活について相談したい障害のある人（とその家族） 

・実施区に住んでいる 18 歳以上の障害のある人が登録対象です。 

 

 

費用はかかるの？ 

この制度の利用には、費用はかかりません。 

 

 

 

 

 

 

横浜市障害者後見的支援制度パンフレットより 

 

 

※できないこと ・身体介助や家事援助などの直接支援 

         （食事作りや入浴、買い物などの手伝い） 

        ・お金や大事な書類のお預かり 

        ・入院時の身元保証と手術などの医療同意 など 
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（３）真理さんプロジェクトを実施して 

 

 3 年間のプロジェクトを通して、真理さん自身のことや生活状況等を知ることができまし

た。真理さんはというと、プロジェクトスタート時は「真理さんプロジェクト」とご自分

の名前が入っていることもあり、期待感をもってプロジェクトの日を楽しみにしているよ

うでした。しかし、回を重ねていくと「お母さんがいなくなったら・・」を意識せざるを

得ないことで不安な気持ちにもなることがあったようです。更に進めていくうちに、真理

さんなりに成年後見制度についても理解されて「支援者が増えるんだ」ということで、と

ても積極的にご自身で申立てをするというところに到達しました。もし、プロジェクトを

実施していなければ、当然、母親による申立てになったと思います。 ゆっくりとした真

理さんのペースに合わせて、繰り返しや振り返りを何度となくできたことの成果ではない

でしょうか。 

 

 また、障がい者の成年後見制度利用においては、改めて申立て以前から関わりをもって

支援していく必要性を感じました。①成年後見制度についての説明、②申立ての時期と誰

を候補者にしたらいいかの相談、③申立てについての支援が重要と思われます。つばさで

は、障がい者に限らず、持ち込まれる相談を通して成年後見制度利用の申立てには高いハ

ードルがあることを実感し、権利擁護を必要としている方に早く制度利用ができるように

と申立支援を実施しているところです。 

 

（４）成年後見制度と後見的支援制度の連携について 

 

 横浜市には全国的にも誇れる障害者後見的支援制度があります。平成 22 年度からスター

トした登録した障がい者を生涯にわたり見守っていく制度です。「相談することがなくても」

定期的に話を聞いてくれるという画期的な制度です。真理さんプロジェクトのような取り

組みは、障がい者にとって有効であることは実証されましたが、いつもつばさでこうした

取り組みをすることは難しいと思われます。後見的支援制度と連携していくことで、より

スムーズな成年後見制度の利用が可能になるのではないでしょうか。真理さんプロジェク

トでは、真理さんの居住区の障がい者後見的支援室と連携していく話し合いをしています。

ご本人に寄り添う後見的支援制度と法人後見が連携し、さらにご本人を取り巻く関係者、

関係機関とチームで支える仕組みへと発展していくことが重要だと考えています。 

 

 成年後見制度利用までのイメージ図 

 

 

 

後見的支援制度 

関係性を築く 

成年後見制度 

（法人後見）受任 

 

申立支援 
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（５）プロジェクトに参加して 

  

・成年後見制度をよく知らないままで参加したが、本人

を中心とした話し合いがされていてびっくりした。一

人ひとりにこうした取り組みができたら幸せだと思

う。 

・漠然としていた将来ことが分かってきて進む方向が分

かってきた。 

・成年後見制度が自分の子のこととして捉えられていな

かったことが見えてきた。 

・新しい制度である後見的支援制度が機能していくまで

が大切だが、支援室の人たちが模索していることが分

かった。また、成年後見制度と後見的支援制度は両輪

であるということがイメージできた。 

・後見的支援室の方が役割を再認識してくれていいつな

がりができた。 

・他の制度と上手く連携していけたらいいと思う。 

・成年後見制度について、分からないことだらけだった

が少しずつ理解できてきた。 

・申立の書類は、自分だけでやるのは難しいがプロジェ

クトに参加できてよかった。 

・プロジェクトを通じて繋がりができてよかった。 

 

～「 マリタイムス」No.164 2015年 3月 25日発行より転載 ～ 
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資料２ 
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・真理さんは書く事が得意なので、支援内容を付箋に一つ一つ書いていただきました。 

・そして、書いたものを「日常生活」「金銭管理」などとグループ分けをしました。 

・夢ややりたいこともたくさんありました。 

・これを基に、現在はその支援は誰がしているか、また将来的には誰に担ってもらうか等

を書き込むために役割分担表を作成しました。 

資料３ 
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資料４ 

資料４ 
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資料５ 
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資料９ 
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資料１０ 

資料１０ 
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資料１１ NPO 法人「地域で生きる障害者を支える会」通信たわわ 2015.4 月号 
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