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                                2020 年 7月 15 日 

                             社会福祉士 須田 幸隆 

 

なぜ成年後見制度利用が進まないのか 

〜高齢者・障がい者の手続き的権利保障の脆弱性〜 

 

はじめに 

 

2000 年 4 月に新しい成年後見制度が導入され、今年で丁度 20 年が経過しました。増加す

る認知症高齢者や知的障がい者など判断の不十分な方々にとって、成年後見制度は必要不

可欠な制度と言われながら、その利用がなかなか進まない。何故進まないのか、申立過程に

おける支援の脆弱性に焦点を当て、日頃の実践を踏まえながらその実情を検証してみたい。 

戦後の我が国の福祉サービスは、高度経済成長や福祉国家論を背景に、行政による措置制

度により維持されてきました。しかし経済は、資源の有限性、環境問題などから低経済成長

への転換を余儀なくされ、また社会は、核家族化や女性の社会進出、少子高齢化の急速な進

展等があり国民の多種・多様なニーズへの対応を迫られました。一方、戦後の社会・経済レ

ジーム改革では民間活力の活用、規制緩和など新自由主義経済の考え方が支配的であり、社

会福祉においても基礎構造改革の議論の末、措置から契約への考えが打ち出されました。 

 

その具体的な改革の方向性としては、 

(1) 個人の自立を基本とし、その選択を尊重した制度の確立 

(2) 質の高い福祉サービスの拡充 

(3) 地域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充実 

などでした。 

2000 年に、その一番バッターとして登場した介護保険（契約制度）が導入される際に、

契約能力の不十分な方々を支援するために、それまでの禁治産・準禁治産制度を改めて、

言わば契約支援制度として新しい成年後見制度が導入されました。従って、当時は介護保

険と成年後見は車の両輪と称されました。 

その時の基本理念は、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションなど新

しい福祉理念と従来の本人保護の理念との調和でした。 

禁治産・準禁治産制度で指摘されていた問題点が改善され、本人意思を尊重する観点か

ら新たに補助類型や任意後見制度を設けるなど装い新たにスタートしました。 

しかしながらそもそもの目的（財産管理の制度）は変えられることはなく、また新設さ

れた補助類型、任意後見制度の利用もまったくと言ってもいいほどに進みませんでした。 

一方で、認知症高齢者の急増、障がい者の親亡き問題などからニーズは後見爆発と言わ

れるくらいに高まってきました。 

こうした中で、2016 年 5 月に成年後見制度利用促進法が施行され、翌年 3 月に成年後見

制度利用促進基本計画が閣議決定されました。それを受けて、地方自治では各自の基本計

画を策定し、それを実現するための中核機関や地域連携ネットワークの設置に動き出して
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います。また、最高裁家庭局を中心に様々な制度改革が打ち出されています。補助や保佐

類型、任意後見の利用促進などもその一つです。 

特定非営利活動法人 よこはま成年後見つばさを設立した中心メンバーは、横浜市の福祉

事務所等で働いてきました。そのメンバーは、それまで社会福祉士としてばらばらに個人

後見に従事していましたが、2011 年 10 月から結束し法人後見に取り組むようになりまし

た。制度の利用相談・申立支援・法人受任を一体的進めています。その取り組みを通し、

真に成年後見制度利用促進を図るためには、何よりも「申立支援」が必要と確信しまし

た。 

 

１．成年後見制度利用促進の現況 

 

 2020 年 3月 12 日、恒例の最高裁家庭局とりまとめの「成年後見関係事件の概況」1が公

表されました。それによると、平成 31 年 1 月から令和元年 12 月までの申立件数は 35,959

件(前年 36,549 件)で、利用促進どころか対前年比 1.6%の減少となっています。 

もっとも全体が減少の中で、保佐や補助類型は逆に増えているので改善の効果は出始め

ていると思われます。 

成年後見制度利用促進法施行やそれに基づく成年後見制度利用促進基本計画もでき、地

方自治体を巻き込みながら利用促進が声高に叫ばれているのに、なぜ促進が滞っているの

だろうか。 

後見類型中心の代理代行制度である現行の成年後見制度の利用を促進すること自体に問

題があるとの指摘もあります。この夏には、国連の障害者権利条約の委員会から日本政府

報告に対する厳しい勧告が出ると言われています。既に、外務省のホームページには委員

会からの事前質問が公開されています。 

------------------------------ 

障害者の権利に関する条約（第 12 条）に関して 

2019 年 10月 29 日 

 

初回の日本政府報告に関する質問事項2 

法律の前にひとしく認められる権利(第 12 条) 

 

11. 以下のために講じた措置についての情報を提供願いたい。  

(a) 障害者が法律の前にひとしく認められる権利を制限するいかなる法律も撤廃するこ

と。また，民法の改正によるものを含め法的枠組み及び実践を本条約に沿ったものとする

こと。事実上の後見制度を廃止すること。また，代替意思決定を支援付き意思決定に変え

ること。 

(b) 法的能力の行使に当たって障害者が必要とする支援を障害者に提供すること。 

 

1 成年後見関係事件の概況 

 https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html 
2 質問事項 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000546852.pdf 
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(c) 全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利及び意思決定のための支援を受け

る権利について意識の向上を図ること。特に，障害者とその家族，司法の専門家，政策立

案者及び障害者のためにあるいは障害者と共に行動するサービス提供者を対象とするも

の。 

------------------------------ 

これがきっかけとなって、民法改正の方向性になるとの意見もあります。私たちは、制

度改正の方向性に期待をしますが、それまでの間はどうするのでしょうか。 

 私たちは、評論家ではなく実践家です。目の前に、今すぐ私たちの支援を必要とする

方々がたくさんいることを知っています。理想的な制度が出来るまでの間は、私たちは、

引き続き法人後見で対応していきます。 

 

２．申立段階における４つの壁 

 

 2016 年 7月 10 日付で、私は成年後見制度申立段階における４つの壁3を書きました。 

４つの壁とはおおよそ次の通りです。 

 

第１の壁は、業務独占の壁 

①弁護士法第 72 条 第 77 条 司法書士法第 3 条 第 73 条の業務独占 

 ②非弁行為 利益誘導 

 ③品川区の特区申請 品川社協の代理申請 

 ④つばさの工夫 

  ・中間機関の役割 

  ・支援付本人申立（つばさ方式 実例） 

  ・代理申立（家裁話し合い） 

 

第２の壁は、行政の縦割りの壁 

①老人福祉法第 32条 知的障害者福祉法第 28条 精神保健福祉法第 51条に基づく市町

村長申立の状況 

②高齢担当、障害担当、保護担当の実情 

 ③横浜市の区役所での改善 

 ④生活保護法第 81 条（成年後見人の請求）の改正意見 

 ⑤つばさの工夫 

  ・役割分担（分担表） 

  ・職員研修（ケースワーカーと後見人の連携） 

 

第３の壁は、資力の壁 

 ①そもそも論 成年後見制度の目的 

 

3 申立段階における４つの壁 

 https://www.yokohama-tubasa.org/kabe20160710.pdf 
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②成年後見制度利用支援事業の必須化と予算化の現状 

③品川社協の助成制度 

④生活保護法第 12 条（生活扶助）の改正意見 

⑤つばさの工夫 

  ・成年後見制度利用支援事業の弾力的運用 

  ・つばさ基金設置（利用例） 

 

第４の壁は、引き受けての壁 

 ①2015 年の成年後見事件の概況 

 ②市民後見人の養成 

 ③成年後見制度法人後見支援事業の必須化と予算化の現状 

④つばさの工夫 

  ・人材育成（申立支援専門員養成 担当者養成） 

 

この壁は、４年たった今も変わらずに私たちの前に立ちはだかっています。私たちは、

それぞれの壁を乗り越える工夫と実践に取り組んできました。中でも成年後見制度に辿り

着く「申立支援」に全力を上げてきました。 

 

３．利用促進の取り組みに抜けている「申立支援」 

 

成年後見制度利用促進法施行、成年後見制度利用促進基本計画策定の内閣府での議論、

横浜市成年後見制度利用促進基本計画策定での議論、横浜市における成年後見制度利用促

進に向けた検討委員会報告（横浜にふさわしい権利擁護支援の地域連携ネットワークの構

築及び中核機関の提案）とどの議論、報告書等を見ても抜け落ちているのが「申立支援」

です。私たちは、成年後見制度利用促進には「申立支援」を誰が行うのか、どのように行

うのかが最大のポイントだと思います。成年後見制度利用の必要な方が成年後見制度利用

に辿り着くには、「申立支援」を抜きには語れません。 

 どのような立派な制度が用意されていても、その手続き過程（デュープロセス）が脆弱

では、絵に書いた餅になってしまいます。残念ながら、我が国の高齢者・障がい者の手続

的権利保障は、脆弱だと言わざるを得ません。 

 

４．「申立支援」と日本社会福祉士会 

 

 この「申立支援」について、日本社会福祉士会は 2015 年 12月 19 日付で、次のような

注意喚起の通知を出しています。 

------------------------------ 

社会福祉士が行う成年後見制度の利用に関する相談について（注意喚起）4  

 

4 注意喚起 

 https://www.jacsw.or.jp/12_seinenkoken/files/shokai.pdf 
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 本件について、本会は、これまでも、社会福祉士が行う成年後見制度の利用に関する相

談（以下「利用相談」 という。）において、申立てに係る書類作成等の具体的な手続き

を行う行為（以下「申立支援」という。）が、非弁行為及び非司行為に抵触するため注意

を喚起してきたところです。  

 また、独立型社会福祉士に関しては、「独立型社会福祉士研修」のリスクマネジメント

の科目等で、利用相談の業務に当たる場合は、その契約当事者の判断能力の状況等と合わ

せて、非弁行為・非司行為について注意喚起をした上で、名簿登録をしています。  

 最近、いくつかの都道府県社会福祉士会から、利用相談と申立支援に関して照会があり

ましたので、改めて考え方を整理し、関係機関及び一般市民の方から誤解を招かないよう

注意を喚起するものです。  

 

① 利用相談に対する考え方  

社会福祉士は、「福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は

医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援

助を行うことを業とする者」（社会福祉士及び介護福祉士法第 2 条）とされており、利

用相談は、この「福祉に関する相談」に含まれます。  

 

② 申立支援と非弁行為・非司行為の関係性  

一方、報酬を得ることを目的として申立支援を業として行うことは、非弁行為（弁護士法

第 72 条）または非司行為（司法書士法第 73 条）に抵触する行為であり、できません。  

また、業務内容を紹介するパンフレット等で「申立支援」という用語を用いることは、非

弁行為・非司行為を行うとの誤解を与えますので、使用しないでください。  

 

③ 申立支援に関する社会福祉士の関与について  

成年後見制度の利用に関する相談の過程で、申立支援が必要な場合は、速やかに、弁護

士、司法書士と相談し連携を図るとともに、必要に応じて市町村長申立てに向けて市町村

長の担当窓口につなげることも必要になります。  

 

 本会としては、今後本会が主催する成年後見人の養成研修等において、申立て等に係わ

る科目において丁寧に説明し、周知したいと考えております。既に名簿登録済みの会員に

対しましては、各都道府県社会福祉士会より改めて周知徹底をお願い致します。 

------------------------------  

 では私たちはどうかと言うと、私たちは職業後見人ではありませんので、業として「申

立支援」を行わないのは言うまでもありません。 

 資力の乏しい方々を中心に、区長申立や法テラスを活用しつつそれぞれの状況に即した

無料の「申立支援」を行っています。成年後見制度利用支援事業が不十分なために、会員

の出資で設立したつばさ基金を活用して、申立費用を捻出している事例もあります。 

 裁判所への申立手続については法律職の業務独占の分野ですから、触法行為にならない

よう慎重を期しながらも、自分たちで自分たちの権利を守るために、自分たちで工夫して

正々堂々と「申立支援」を行っています。 
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５．申立者を誰にするか 

 

 さて、成年後見制度利用の相談で重要な判断は、二つあります。その一つは、権利の制

限を伴う成年後見制度を利用する必要があるのかです。次に必要性があるとすれば、そ

の申立を誰が行うか、どのように行うのかです。 

後者について、資力があれば弁護士や司法書士に相談します。私たちは、丁寧に相談に

乗ってくれる弁護士さんにちょくちょく相談しています。 

 資力が乏しければ、その緊急性と費用負担等の可否を検討し、法テラスや区長申立の活

用、親族申立、本人申立の可能性を探ります。親族申立や本人申立は、当然支援付きで

す。後見類型であってもしっかり「申立支援」を行えば、実現できます。ここに私たちの

出番があります。つばさ方式を確立しています。 

 因みに、これまでつばさでは延 97 件受任していますが、その内 22 件（後見 11 保佐 7 

補助 4）が本人申立です。 

＜参考＞ つばさでの本人申立率は、全体では 22.7%（後見では 14.9% 保佐では 43.7% 

補助では 57.1%）です。 

これは、実際の申立書（後見開始 本人申立）の例です。立派に意思表示ができていま

す。これに施設の関係者が補足意見を添えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．代理申立の必要性 

 

2016 年 7月 10 日、私は代理申立の必要性5の一文を書きました。認知症の進んだホーム 

レス自立支援施設に入所していた A さんの後見開始申立に関与したことからです。この

時、家事事件手続法第 22 条但し書に基づき、非弁護士による手続代理人を家裁に申立し

ました。 

 当初、診断書は保佐相当でした。A さん申立費用がありません。申立費用の助成は、横浜

市では区長申立に限定されているので、区役所に区長申立を相談しました。しかし、保佐

相当なので本人申立でやってくださいと拒否されました。申立費用助成はもとより、「申

 

5 代理申立の必要性 

 https://www.yokohama-tubasa.org/dairi20160717.pdf 
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立支援」も閉ざされました。私たちは、やむなく費用はつばさ基金で工面し、本人申立に

挑んだのです。 

その際、品川社協の亡くなられた斉藤修一氏に教えてもらった手続代理人の方法を横浜

家裁に求めたのです。家裁は丁寧に対応してくれましたが、結果は門前払いでした。今は

まだ横浜家裁にその考えはないとのことでした。この時、家裁から手続代理人にこだわる

理由は何か、代理人を経ることなく本人申立そのものこそが意思決定支援ではないのかと

反問され、適切に答えることができませんでした。この事例は鑑定まで実施し（費用はつ

ばさ基金）、結果は後見類型でした。 

 なお、つばさがこれまで受任した 97 件のうち弁護士による代理申立は、14 件ありま

す。その内、法テラスの弁護士によるものは 6 件です。 

 

７. 助成制度の改善 

 

A さんの審判後、私たちは区役所に対して、区役所の対応は適切だったのか、申立費用助

成について、区長申立だけに限定する横浜市成年後見制度利用支援事業要綱の改善を書面

で要望しました。 

このことについては、現在も横浜市成年後見制度利用促進基本計画6の中で検討する課題

の一つになっています。しかし、国での議論などを見れば、既に議論の余地はないはずで

す。基礎自治体で全国最大の横浜市でさえこのレベルですから、他自治体の状況は推して

知るべしです。 

 

８．地域連携ネットワーク（事例１） 

 

2019 年 9月 25 日、S さんの審判書が届きました。本人申立の補助開始審判書です。 

 S さんは、現在サービス付き高齢者住宅に入居しています。 

 S さんの最初の相談は、7 月 11 日最初に入院していた A 病院相談室の MSW からでした。 

 S さんは、身寄りがなく生活保護を受けながら一人暮らしをしていましたが、認知機能が

低下してきています。早速 MSW と生活保護担当 CW 及びつばさとで協議を行いました。 

協議の結果、認知機能がもっと低下する前に、つばさを補助人候補とし、本人自身が家

裁申立する方針となりました。 S さんは、在宅での一人暮らしは困難と判断されていま

す。退院後は老人保健施設等を検討する方針が立てられました。 

その後 S さんは、施設入所待機のため B 病院、C 病院と転院しました。その間に、老人

保健施設やサービス付き高齢者住宅を見学しました。 

9 月 10 日、C 病院で家裁出張面接が行われ、10 日後の 9 月 19 日に審判が出たのです。相

談から２ヶ月少しで成年後見制度につながっています。 

 

6 横浜市成年後見制度利用促進基本計画 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-

kaigo/chiikifukushi/hokenkeikaku/chiikifukushihoken-keikaku-4/shikeikaku-

4.files/0012_20191114.pdf 
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申立としては、綿密な代理権の設定・同意権の設定などがあり、申立の中では難しい部

類に入ります。しかし、支援者がしっかり連携すれば法律に素人の福祉関係者でもこれく

らいのスピード感で審判を得ることができます。 

地域で成年後見制度利用が必要にも関わらず促進が出来ないのは、「申立支援」が不十分

だからと言えます。 

この事例の申立プロセスでも問題が生じました。申立費用は生活保護では給付できな

い、申立費用の助成は区長申立に限る等です。 

この点については、既に横浜市宛に要望書を提出しています。10 月 18 日に横浜市健康福

祉局生活支援課長とも話し合いました。 

 S さんは新しい居住環境にも馴染み、最近スカパーと契約しテレビ鑑賞を楽しんでいま 

す。 

 

現在、身寄りのない人の身元保証問題がクローズアップされています。資力のあるな

し、判断能力のあるなしに関わらずです。この事例もその一つで、判断能力の不十分な場

合に当たります。資力のある場合は、保証会社がいくつもあります。しかし、野放し状態

です。この問題、次は舞台を政治の場に移す必要があると思います。 

 

＜行政の協力＞ 

 

この事例、申立支援の過程では生活保護ケースワーカーの全面的な協力がありました。

本人申立の申立理由には、補足意見を提出してくれました。また、親族関係図の作成、親

族の同意書徴取にも取り組んでくれました。家裁調査官の出張面接にも同席してくれまし

た。 

 

９．地域連携ネットワーク（事例２） 

 

2020 年 3月 17 日、つばさの事務所に K 区内の S 病院、地域包括支援センター、介護保

険事業所の関係者が集まりました。現在、S 病院に入院中の I さんが、本人申立で後見開

始申立を家裁に行うためです。在宅で生活していた Iさんは、認知症が進んでいます。し

かしコミュニケーションはしっかり取れます。意思疎通は可能です。病院からの最初の相

談は 2 月 14 日でした。それ以降、地域の福祉関係者でチームを結成し、申立に向けて準

備を整えてきました。家裁申立予約の結果、3 月 23 日に申立書一式を家裁提出、4 月 16

日に家裁の出張面接が決まっていました。 

その後、 

4 月 07 日 新型コロナ緊急事態宣言で家裁の手続きが一切休止。 

4 月 24 日 S 病院を退院し、老人保健施設に入所。 

6 月 05 日 緊急事態宣言明けで、家裁の出張面接。 

6 月 24 日 つばさとして 94 番目の審判書。 
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＜申立書補足意見＞ 

地域包括支援センターの社会福祉士は、申立書の申立理由に補足意見として次のように

書きました。 

------------------------------ 

〇申し立てに至る経緯 

平成 29 年 8 月、新聞配達の方から包括支援センターに相談の電話が入ったことがきっか

けで、包括支援センターでの把握・支援が開始する。 

当初は、何とかご自身で生活できていたこともあり、サービスは拒否。さらに、ぎりぎり

の収入で何とかやっているとおっしゃいつつも、大げさにしたくないと支援を受け入れず、

不定期の見守り訪問を主として関わっていた。 

同年 10 月、自転車で通院していた K 診療所へ、自力での通院が困難になっていることが

わかる。金銭面の心配もあり、生活保護の申請の支援と、訪問診療への切り替えの手配を進

める。積極的希望はなかったが、介護保険への申請も同時に行う。 

平成 30 年 1 月より訪問診療が入ることで、徐々に人の受け入れができるようになったた

め、区役所保健師による訪問指導（H30年 3 月）→ケアマネ手配（H30 年 6 月）→訪問看護

手配（H30 年 7 月）→訪問介護手配（H30 年 9 月）と徐々に支援体制が整い、生活が安定す

るようになった。 

この頃より、ご本人へ成年後見制度の利用について情報提供していたが、「わぁわぁして

よくわからない」と話が進まず。 

 令和元年 11 月頃より、ADL 低下がみられる。12 月には年金の引き出しのための外出へ、

初めてヘルパーが介入。今後のために、法テラスでの成年後見利用の相談を検討し始めてい

た。 

令和 2 年 1 月 12 日早朝、自宅傍の路上で、上下下着姿のまま倒れているところを発見さ

れ、救急搬送で Y 労災病院へ搬送される。１泊の後、独居の自宅に帰すのは難しいだろうと

の医師の判断で、N 病院へ転院。入院期間を１か月と提示され、今後の検討をする中、身寄

りなしで受けてくれる施設や転院先がないこと、また、これ以上の入院生活が続くと生活保

護受給も終了してしまうことを受けて、在宅へ戻ることとなる。 

令和 2 年 2 月 12 日退院。サービス整え、生活始めるが、やはり、サービスのない時間の

環境管理が難しく、状態が低下。2 月 14 日には、病院との調整の後、救急搬送で S 病院に

入院となる。 

今後、独居は難しい状況から、施設入所検討する必要あるが、在宅生活でなければ生活保

護が切れてしまい、区役所の後ろ盾もなくなってしまう。身寄りもないため、金銭管理や契

約を担う代理人の選出が必要と協議。病院のソーシャルワーカーが中心となり、「申立支援」

開始。つばさの支援を受け申立に至る。 

 

〇親族等 

 ご本人は、〇〇○出身で、40 歳の頃に横浜へ来られ、年金開始までは日雇い就労を中心

に働いてこられた。結婚歴はなく、長年一人暮らし。親族のほとんどは、〇〇○におり、連
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絡先もわからず、長年、連絡を取り合っていない状態であった。 

状況としても、居住の距離的にも、「申立支援」を望むことは難しい。 

〇緊急性の事情 

親族に申立を依頼することは、現状難しく、区長申立も検討したが、申立に長期間要する

こと、本人の権利擁護を図るために、早急に生活の基盤を整える必要があり、本人申立とな

った。 

ご本人も、自身では金銭管理が難しいこと、誰かに頼らないと生活できないことを理解し

ており、施設への入所を望んでいる。 

 

〇候補者 

本人申立を実行するうえで、「申立支援」が重要となる。「申立支援」から、候補者の選出

まで、成年後見制度利用に関してトータルで支援する機関として「よこはま成年後見つば

さ」へ相談、依頼している。 

 

                 2020 年  月   日 

 

                        所 属 K 地域ケアプラザ 包括支援センター 

                 名  前 社会福祉士 ○○ ○○ 

------------------------------ 

 

＜行政の姿勢＞ 

 

I さんは、 K 区生活支援課で生活保護を受給しています。生活保護を受給している方 

が、本人申立に挑もうとしているのです。当然のこととして生活支援課はその「申立支 

援」の中心に座るべきものと思っていました。 

生活支援課は、ご本人の本籍地、住民登録地、扶養義務調査の過程で親族関係の情報を

持っています。協力を要請したところ、K 区生活支援課の態度はまったく違っていまし

た。後見人選任手続きは、行政が行ったものではないので協力できないと。開いた口が塞

がらないとはこのことです。横浜市の福祉調整委員会に持ち込むことさえ考えました。 

まず事実が違います。後見人選任の必要性は 2 月 21日、S 病院の MSW と生活支援課を訪

問し、後見人選任の必要性を生保 CW と確認し合っています。さらに 2 月 25 日、生保 CW

同席の上でご本人に面談、この時ご本人は後見人の必要性はない。すべて役所に任せてあ

ると主張するので、生保 CW が役所もできないことがあるのですと説明し、ようやく納得

してくれたのです。さすがケースワーカーだなと感心して見ていました。ところがケース

ワーカーは帰庁して上司に相談、さらに横浜市健康福祉局に相談しての回答だったようで

す。 

その後、 S 病院と生活支援課長との話し合いが行われ、その結果生活支援課の姿勢に少

し変化が見られました。生活支援課の方から、妹にその居所を後見人候補者の方に知らせ

て良いか連絡してみると連絡がありました。このことについては、感謝しています。申立

支援者として、直ちに妹に対して申立の同意書を送らせてもらいました。数日後には、丁
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寧な礼状を添えて同意する旨の書面が返送されてきました。 

 K 区生活支援課では、担当ケースワーカーの交代がありました。現在、生活支援課とこ

の事例に関わる福祉関係者とは、良好な関係に回復していることを付記しておきます。 

 

＜追記＞ 

 2020 年 5月 25 日、緊急事態宣言が解除され横浜家裁の業務も再開され、この事例も、6

月 5 日老人保健施設で横浜家裁の調査官による出張面接が行われました。 

出張面接に同席した福祉関係者は以下の通りです。 

・老人保健施設のケアマネージャー（現在の財産管理） 

・地域包括支援センターの社会福祉士（申立書の補助意見提出 書類管理） 

・病院の MSW(入院時の財産管理 この申立支援の中心) 

・後見人候補者（担当予定者及びスーパーバイザー予定者） 

 

ご本人は調査官の問い掛けに、「一人だと色々な手続きが大変だから支援してもらえる

と有り難い、不安が先走るので助けてほしい」と明確な意思表示がありました。 

同席者一同も異口同音に「ご本人の最後の言葉でほっとしました」とのことです。 

当初全て役所に任せてあるからと言っていたご本人の口からこの言葉が聞けたのは、信頼

（ラポール）が築けた証です。チームで申立支援に取り組んできた結果だと思います。事

例１の場合と違って、この場に行政の関係者が同席していなかったことは残念なことで

す。 

 

2020 年 6月 24 日、横浜家裁からつばさとしては 94 番目の審判書が届きました。相談か

ら４ヶ月が経過しています。この間（言わば法的権限者不在）、入院から老人保健施設へ

入所、家財撤去、アパート契約解除、生活保護の廃止、特別定額給付金申請など事態がど

んどん進みましたが、その都度この申立支援のチームが結束して対処しました。この申立

支援チームは、受任後も存続することになっています。ここがゴールではなく、ここから

がスタートだからです。 

後見業務を進めるに当たって、改めてチームでの支援の重要性を噛みしめています。 

 

10.生活保護法第 81条 

 

生活保護法第 81 条に次のような規定があります。 

 (後見人選任の請求)  

第 81 条 被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の

職務 を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所

に 請求しなければならない。 

この条文は、新生活保護法が施行された昭和 25 年当時から存在していました。当時は、財

産管理が目的の禁治産・準禁治産制度下ですから、財産のない被保護者ではなく未成年後見

人の保護を想定していたことは説明するまでもありません。またこの条文の解釈は、親権者

及び後見人の職務を行う者が欠けた場合であって、新規の後見人選任請求を定めたもので
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はないとされています。（生活と福祉平成 13 年 12 月号） 

近年では、成年後見制度を利用する生活保護受給者の方は数多くいます。つばさでは、延

97 人のうち 29 人が生活保護受給者です。30％です。 

 さて、新規に成年後見人を選任するに当っては、その申立者がいない場合には、老人福祉

法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、市町村長が審

判の請求をすることができるとされています。そのために申立事務の所管は、生活保護の所

管から離れますが、被保護者についてはその実態を把握しているのは生活保護の所管です。

申立事務も生活保護法に基づき進めるのが合理的であり、迅速に出来ます。 

禁治産・準禁治産制度廃止から 20 年を経過していることを考えると、実情に合った生活保

護法の改正と解釈、運用を行うべきと考えます。 

 

11.全国統一書式 

 

2020 年 4 月より、成年後見等開始申立書及び申立関係書式が全国統一書式になりまし

た。これまでの書式が一新されました。これは昨年夏頃からの最高裁事務総局の指導によ

るものです。2020 年 1 月から大阪家裁、神戸家裁で運用が始まっていました。東京家裁、

仙台家裁、札幌家裁、新潟家裁などでも導入していました。横浜家裁については、3 月 16

日にホームページが更新され、新しい申立書式7が明らかにされました。 

 これはちょっと大変です。私たち素人には、ますます申立が難しくなりました。それこ

そプロの弁護士、司法書士に頼まないと申立ができない感じがしました。 

 もともと家裁への申立は、業としては法律職の業務独占の分野です。資力のある方はプ

ロの法律職に依頼し、資力の乏しい方は法テラス利用を一層徹底していくことになるでし

ょう。 

 しかし、多くの方はその中間です。様々な事情があります。それぞれの事情に合わせた

申立の仕方を考える必要があります。「申立支援」が必要な場合もあります。問題はここ

にあります。私たちは、成年後見制度の利用相談、「申立支援」、法人受任を一体的に進

めています。スピード感を持って進めています。まずは、私たち自身が各書式活用に習熟

し、これまで通り必要な「申立支援」に邁進したいと思います。 

 

申立書式新旧比較 

新書式 旧書式 

・後見・保佐・補助開始申立書 

 

 

申立の理由 

 

・申立事情説明書 

・後見開始申立書 

保佐開始申立書 

補助開始申立書 

申立の理由 

 

・申立人照会書 

 

7 申立書式 
https://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/tetuzuki/kasaikouken/index.html 
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・後見人等候補者事情説明書 

・診断書 

・本人情報シート 

・財産目録 

・相続財産目録 

・収支予定表 

・同意書（保佐用） 

・同意書（補助用） 

・親族関係図 

・親族の意見書 

・代理行為目録（保佐・補助用） 

・同意行為目録（補助用） 

 

・本人状況照会書 

 

・後見人等候補者照会書 

・診断書 

・本人情報シート 

・財産目録 

 

・収支予定表 

・同意書（保佐用） 

・同意書（補助用） 

・親族関係図 

・同意書 

・代理行為目録（保佐・補助用） 

・同意行為目録（補助用） 

 

 

12．制度利用につなぐ申立支援 

 

令和２年１月にまとまった横浜市における成年後見制度利用促進に向けた検討会報告書8の

中に次の一文があります。 

------------------------------ 

３ 横浜市における権利擁護の相談支援体制  

（改正介護保険法による「地域包括支援センター」の権利擁護機能）  

○平成 18 年度に介護保険法改正により設置された「地域包括支援センター」は、機能の一 

部として権利擁護業務が位置付けられました。横浜市では「地域ケアプラザ業務連携指針

（平成 30 年４月最新改定）」において「高齢者が住み慣れた地域で尊厳のある生活を おく

ることができるよう、認知症高齢者の支援、成年後見制度の活用促進（本人及び親族による

申立ての支援、広報等）、消費者被害防止並びに高齢者虐待の未然防止のための普及啓発及

び早期発見・対応を行います。」とされています。  

 

（障害者総合支援法による「基幹相談支援センター」の権利擁護機能）  

○平成 28 年に地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、各区に「基幹相談

支援センター」が整備され、障害児者相談支援体制の強化が図られました。基幹相談支援セ

ンターの業務の一部として、「権利擁護・虐待防止の取組」を位置付け、相談者への成年後

見制度の情報提供及び活用の支援を行うとともに、区内における成年後見制度推進に向け

た取組の検討及び実施等を行います。  

 

 

8 報告書 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-

kaigo/chiikifukushi/hokenkeikaku/sakuteisuisin.files/0185_20200214.pdf 
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〇横浜市では、「区福祉保健センター（区役所 高齢・障害支援課）」、「地域包括支援センタ

ー」、「基幹相談支援センター」、「横浜生活あんしんセンター（市社協）」、「区社協あんしん

センター」を権利擁護に関する相談支援機関（以下「相談機関」という。）と位置付けてい

ます。これらの機関では、市民からの成年後見制度に関する相談を受け、制度の説明や資料

の提供、必要な情報提供等を行っています。 

------------------------------ 

横浜市の相談支援機関には、申立支援として単に関係機関につなぐだけではなく、つば

さの実践のように実質的に成年後見制度利用につなぐ「申立支援」を行うことを期待して

います。  

 

おわりに 

 

私たちは、2011 年 10 月から法人後見に取り組んでいます。2020 年 7 月現在で、延 97 件

の受任になりました。2019 年度の新規審判は 12 件ありました。そのうち 5 件に申立支援

（本人申立 1 件 親族申立 4 件）を行っています。 

それぞれの事情に応じた綿密な「申立支援」を行っています。つばさ方式と言えるよう

な工夫した「申立支援」です。 

家裁面談でその都度、家裁調査官から申立者に対してつばさは経験豊富な団体ですから

大丈夫ですよと声を掛けてくれるようにもなりました。 

次の写真は、申立書作成支援の一場面です。（写真使用の許可は得ています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて本稿の最後になりますが、2016 年 6 月ホームレスだった方の家裁申立については、

既に、「６ 代理申立の必要性」で書きましたが、家事事件手続法第 22 条のただし書きに

よる非弁護士による手続代理人の許可を求めた際に、家裁書記官から代理人を経るより本

人申立そのものこそ意思決定支援ではないのかと切り返され、的確に反論ことができませ

んでしたが、よくよく考えると書記官の弁は、敢えて言えば詭弁ではないのか。なぜなら

ば、本人申立と言っても申立支援（手続代理人的）は不可欠です。しかし申立支援は、弁

護士、司法書士の業務独占です。資力の乏しい方は、申立支援を求めることが出来ませ

ん。法テラスに支援を求める方法もありますが、たらい回しになりかねません。手続代理

人的な申立支援を不安定な地位に置かずに、法に基づく手続代理人として家裁が許可する

ことこそ真の意思決定支援ではないだろうか、本人申立を実現する術ではないのか。次の

機会の時はそのように陳述します。 
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次の機会とは、追い風（家裁から社協が先と言われた）が吹いた時です。しかし横浜市

社協が動かなければ 2 回目の挑戦の機会を窺いたいと思います。つばさの法人基本理念

（誰でも等しく権利擁護）を守るためです。高齢者・障がい者の手続的権利保障の脆弱を

突破するためです。 

 

 この論文を書いている最中に、世界中が新型コロナウイルスに包まれ、我国も緊急事態

宣言を発出、たちまち家裁業務も休止となりました。ポスト・コロナでは社会・経済体制

がどう変わっていくのか、2000 年の少し前にいわゆる社会福祉基礎構造改革で、措置から

契約への流れの中で生まれてきた新しい成年後見制度にどのような影響が及ぶのか、国連

障害者権利条約の委員会から我が国に対しどのような勧告が出て、どのように対処するの

か、予断を許さない時代になりました。 

 

附録 申立支援チームの感想文 

 

① 申立支援の脆弱性：病院 MSW 社会福祉士 

 

今回はじめて後見類型の本人申立に携わることができた。病院のソーシャルワーカーと

しては、次の生活の場を確保することが喫緊の課題であったが、成年後見制度の主目的で

ある権利擁護という観点からもベストの支援ができたのではないかと思っている。 

今回の支援を通して感じたことは以下の 2 点である。 

一つは代替的意思決定と支援付き意思決定の違いを体現できたことである。この方はハ

セガワ式などの数値だけを見れば後見類型であった。しかし、ご本人に対して今の気持ち

や将来への不安を丁寧に聴くことで、その方はしっかりと自らの意思を表出することがで

きる方であった。この様な方はかなり多く存在すると思われるが、支援者側の都合で後見

類型＝判断能力がない、意思表示もできない方と見なされ、国際的にも批判されている代

替的意思決定が横行しているように思われる。 

後見類型といってもその方の認知能力には大きな幅があり、この方のように何らかのサ

ポートがあれば成年後見制度の本人申立も可能であることを示すことができた。 

二つめは、成年後見制度における申立支援の脆弱性についてである。現在、成年後見制

度の利用促進について議論されているが、申立支援が脆弱であることがその利用の進まな

い大きな要因であると私は考えている。今回のケースでは区長申立という方法もあった

が、全く親族がいない場合などごく限られたケースしか区長申立に至らないという実感が

ある。また、区長申立てをするかしないかの基準も不明確であると感じている。さらに、

仮に区長申立が実施されたとしても実際に審判が下りるまでに相当の期間がかかることが

多く、現場ではその間をいかに支援するかということが大きな問題になっている。因みに

今回の本人申立てのケースは申立てから審判まで実質 2 ヶ月程度で完了している。 

成年後見制度は大半が親族等のサポートが得られない、いわば身寄りのない方が利用す

る制度という側面もある。それゆえに、制度利用の初期段階である申立支援の機能を充実

させることが最も重要な課題であると感じている。 
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② 誰もが埋もれず：つばさ SV 社会福祉士  

 

経済的に余裕がない人であれば、成年後見制度利用迄の道程は更に厳しい。一人一人の

支援者が「自分はここまで」と線引きしたら、今の制度では抜け落ちてしまう人も出てく

るだろう。「困っているのでは」と実感するのは、何らかの形で対応している地域の誰か

だ。そんな中、専門職たる社会福祉従事者が目の前の事象に目をつぶる、見過ごしてしま

うようなことがあれば、人は救われない。必要なことに気づき、連携し、意思決定支援を

実践して、誰もが埋もれず幸せに生きられる世の中にいられるよう、声を上げていきたい

と思う。 

 

③ ネットワークの構築：つばさ担当者 社会福祉士 

 

 初めて後見制度の申立支援に関わらせていただきました。個々の使命感と支援者間の

連携、ご本人との信頼関係の構築、後見類型の方の意思決定支援と様々な要素が、スピ

ード感ある中でもぎゅっと凝縮されていて、初回からこのようなケースに関われた事は

幸運です。 

 成年後見制度は申立に繋ぐまでも、繋いでから後見人等が就くまでも「時間を要する

制度」と感じていましたが、多職種の支援者の連携が必要であり、権利擁護に携わる使

命感や領域を限らない労力がないとスムーズにいかない事も学びました。社会福祉士と

して地域の中で権利擁護に携わる仲間を作りネットワークを構築していく事も成年後

見制度の普及に繋がる大切な役割であると感じました。 

 

④ まさしく OJT：つばさ理事 社会福祉士 

 

 2020 年 6月 24 日、つばさにとって 94 番目の審判書が届きました。 

2020 年 2月 14 日、入院していた病院の相談室からの相談で、一人暮らし、身寄りがなく

認知症が進んでいる方です。行政に相談したが積極的ではなく、本人申立で成年後見制度

の利用ができないものかとの相談です。 

2 月 21 日、法人内の所定の手順を踏んでから早速ご本人に面談、本人申立に挑戦するこ

とになりました。申立支援チームも結成しました。参加したのは, 

・地域包括支援センターの社会福祉士・病院の MSW・介護保険事業所のケアマネージャー 

・つばさから 3 名（担当予定者とその SV 及び理事） 

3 月中に、4 月 16 日家裁出張面談予約まで整いました。ところが、4 月 7 日の緊急事態宣

言発令で家裁業務が休止になる予期せぬアクシデントに遭遇しましたが、無事審判まで辿

り着きました。チーム支援による本人申立が実現した瞬間です。一人の後見人（担当者）

誕生の一瞬です。個人後見では、受任後から一人で問題を抱えながら進めます。法人後見

では、受任時には既にご本人との信頼関係はもとより、福祉関係者とのネットワークも構

築できています。 

後見人養成のまさしく OJT （On The Job Training） です。 
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⑤ リーダーシップの重要性：地域包括支援センター 社会福祉士 

 

今回の申立支援は、本当に出会いに恵まれたと感じる。リーダーシップをとってくれる SW

との出会い、候補者として動いてくださる人材とのつながり、その候補者をバックアップす

るつばさの存在。これだけスピーディに申立につながったのは、リーダーシップとチームワ

ークがあってこそ、と感じる。このケースに関われたことを幸運に思う。 

今回の申立支援を振り返り、大きく２つのことを感じた。 

１．早期に申立に至ることの難しさ 

今回のケースは、包括として関わった当初から成年後見制度利用の必要性が見えていた。

身寄りなし独居、判断能力に心配がある、典型的なケース。しかし、関係性を築くところか

らの関わりからスタートし、生活のための支援もサービスへの抵抗があり時間を要した。よ

うやくサービスに繋がり、生活が安定したところで、成年後見制度利用を促したが、「よく

わからないものに手を出したくない、決断しきれない、今は大丈夫」という理由から、話が

進まなかった。この方に限らず、理解能力が不十分で伝わらない・忘れてしまう、考えがま

とまらず判断しきれない、または、困り感がないということは、多くある。特に、身寄りが

なく「本人申立」しか申し立て方法がない方の場合、馴染みのない制度を受け入れてもらい、

ご本人の意思を固めるための関わりにいつも困難を感じる。 

結果「きっかけ待ち」となり、結局今回のように、事態が悪化してから、動き出すことに

なるケースは多いと思う。最悪の場合、ご本人からの意思確認ができなくなる。今回はご本

人から「困っているから助けてほしい」という意思表示をはっきりと貰えたため、幸運だっ

た。今回のようなケースばかりではないことを考えると、意思決定支援のために成年後見制

度が必要であることの普及啓発を行い、成年後見制度の早期利用に繋げていくことが重要

だと改めて感じた。 

 

２．申立支援におけるリーダーシップ 

包括での申立支援には限界があるため、専門職につなぐ対応をすることが多い。各相談機

関への申し込みや相談を掛けると、正式な申立支援に入るまでに時間がかかる。その間、支

援する関係機関が苦労したり、事態が悪化することも多い。本人申立ができない場合は区長

申立となり、さらに時間がかかる。 

今回は、専門職へつなぐ手順を踏む前に入院されたことがきっかけで、今回のチームに出

会うことが出来た。チーム員がそろい、役割分担をし、動き始めるまでがとてもスピーディ

だった。その中には、申立支援に精通した機関の後ろ盾的存在、また、それぞれの立場でで

きることを行い、気づきを共有し、連携して対応行ったチームワークなど様々な要素があっ

たが、なかでもチームをつなぐリーダーシップの重要さを感じた。 

申立支援をスムーズに進めるために、自分自身も経験を積んで、人をつなぐリーダーシッ

プがとれる人材に近づきたいと思う。 
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資料１ 

つばさの受任状況（2020 年 7月 10 日現在） 
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資料２ 

つばさのパンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   特定非営利活動法人 よこはま成年後見 つばさ  

  〒240- 0066 横浜市保土ケ谷区釜台町５番５号 

              ルネ上星川５ー２０２ 

  TEL ＆ FAX 045- 744- 5600   

  ht t p:/ / www.ne.j p/ asahi/ hama/ t ubasa/ index.ht ml 

  E- Mail:t eamt ubasa@yokohama.email.ne.j p 

 

 

お気軽に 

ご連絡 

く ださい 

ホームに入りたい

けど契約が・・・ 

銀行でお金を 

下したいけど・・・ 

区役所での 

手続きが難しい 

 

年金の手続き 

が分からない 

 

 

訪問販売で不要な 

ものを買ってしまう 

 

 

 

福祉サービスを

利用したい 

 

 

 

成年後見制度は認知症高齢

者、知的障がい者、精神障が

い者など判断能力が不十分

な方の生活の手助け（財産管

理や身上監護）や権利を守る

制度です 

     つばさの法人後見のメリット 

☆ 後見業務の継続性、永続性 

☆ 困難事例へのチーム対応 

☆ 経験上のスキルや情報交換によるよりよい支援 

☆ スーパーバイズやチェックによる適正な業務 

☆ 地域のネットワークの活用と連携 

☆ 法人の情報公開や透明性   

つばさの事業 

☆ 成年後見制度の相談・申立支援・受任 

☆ 成年後見制度の普及・啓発 

☆ 権利擁護の取り組み 

プロジェクトによる後見的支援、あんしんノートの普及、生活保護制度

の預託機関、親族後見人・市民後見人の支援、法テラス神奈川への協

力、制度・施策への意見具申、調査・研究 

 

   ＜＜ 無料相談室 ＞＞ 

 日時 ： 毎週 火曜日、水曜日、木曜日 

      11：00～12：00 13：00～14：00 

 場所 ； つばさ事務所 

 

要予約！ 

つばさの法人後見は 

チーム対応とネットワーク 

 

つばさの法人後見は 

  相談から受任まで  

 

 

よこはま成年後見 つばさ  

認定 NPO 法人 

    つばさの法人後見は「私らしく 」を手助けします 

親なき後 

が心配 

下したいけ

ど・・・ 

賛助会員募集 入会金なし 

       年会費 個人 3,000 円 

           団体 5,000 円 

お問い合わせは、左記の電話・メールで 

つばさの活動を応援してください 

イラスト：田中翠恵さん（長岡市） 
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資料３ 

特別送達 
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