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第１節 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 

認知症高齢者の増加や、障がいのある方への地域での自立促進等、様々な取組がなされ

ている背景の中、身寄りがないことなどにより社会的孤立状態にある方々も増加しており、

誰もがその人らしく暮らし続けられるよう、権利擁護支援へのニーズも増加しています。 

 また、認知症、知的障がい、その他の精神上の障がいがあることにより財産の管理 

や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、社会における喫緊の 

課題であり、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにもかかわら 

ず十分に利用されていません。 

 このような状況の中、国は「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を平成 28年 4月

に公布、同年 5 月に施行しました。本法律では、成年後見制度の利用の促進に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するとしています。そして、この法律に基づき、平成 29年 3月

に「成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決定しました。 

 また、大分県においては、平成 27年 3月に「大分県地域福祉基本計画（孤立ゼロ 

社会の実現を目指して）」を策定し、市町村申立の促進や関係機関・団体との連携、 

市民後見人の養成、法人型後見の推進等、成年後見制度の推進を定め、取り組むこと 

としています。 

 今後、国や県の動向を踏まえ、市町村においても認知症高齢者や障がい者の権利擁護支

援のため、成年後見制度の利用の促進に関する施策を計画的に推進する必要があります。 

 

２ 計画の性格と位置づけ 

 

  本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 29 号。以下「促

進法」という。）に基づき策定する計画であり、促進法第 23 条第 1 項において、市町村は

国の成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」という。）を勘案して、当該市町村

の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定める

よう努めるものとされています。 
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３ 計画の期間 

 

国の基本計画は、平成 29 年度から平成 33 年度までの概ね 5 年間を念頭に定めるものと

されており、第１期となる本計画の期間は、平成 30 年度から平成 35 年度までの 6 年間と

します。 

 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

国  

杵築市  

 

 

４ 計画の進行管理及び点検 

 

  促進法第 23条第 2項において、市町村は、条例で定めるところにより、当該市町村の区

域における成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査審議させる審議会その

他の合議制の機関を置くよう努めるものとしており、その機関を活用し、市町村計画の検

討・策定を進めるほか、当該地域におけるネットワークの取組状況について調査審議し、

地域における取組状況の点検、評価等を継続的に行うことが望ましいとしています。 

  ただし、地域における体制整備は、地域福祉や地域包括ケア等の既存の資源・仕組みを

活用しつつ、地域福祉計画など既存の施策と有機的な連携を図りつつ進めるものとしてお

り、本計画の進行管理及び点検は、高齢者福祉、地域包括支援センター、障害福祉の各担

当部署と連携し、計画の進捗状況や達成状況について点検・評価を行います。また必要に

応じて適切な見直しを行います。 
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第２節 杵築市における現状と課題 

１ 高齢者の現状 

 

（１）認知症高齢者の将来推計 

本市における認知症の高齢者人口の将来推計について、「厚生労働省認知症対策総合研

究事業（Ｈ25．3 月報告）」に示す認知症有病率を使用し、65 歳以上の各年齢区分の認知

割合を調べたところ、平成 29 年の認知症推計人口は 2,037 人、平成 37 年には 1,985 人と

なり、人口減少に伴い、認知症高齢者数も緩やかに減少する推計結果となりました。 
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（２）成年後見制度利用支援事業の実施について 

平成 27 年度の成年後見制度利用支援事業の実施について、全国の調査結果を見ると、

実施市区町村数 1,369（78.6％）に対し、大分県は 14（77.8％）であり、全国の割合と

ほぼ同率となりました。 

※値は市区町村数  

都道府県名 
実施市区 

町村数 

後見人等 

への助成 

申立経費 

の助成 

利用促進広報 

普及活動 

全 国 1,369（78.6%） 1,197  1,183  738  

大分県 14（77.8%） 12   13  3  

（出典：厚生労働省調べ） 
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２ 障がい者の現状 

 

（１）年齢階層別障がい者数の推移 

  ①知的障がい児・者（在宅） 

厚生労働省の障がい者関係の資料より、年齢階層別障がい者数の推移（知的障がい児・

者（在宅））を見ると、平成 17年と比較して、平成 23年度は約 20万人増加しました。  

これは知的障がいに対する認知度が上がり、療育手帳取得者の増加が要因の一つと考

えられます。 

  ②精神障がい者（外来） 

外来の精神障がい者 361.1万人の年齢階層別内訳をみると、65歳以上の割合の推移が、

平成 20年から 26 年までの 6 年間で、31.5％から 36.7％へと上昇しており、我が国全体

の高齢化率 26％を上回る水準となっています。 

 

（出典：厚生労働省調べ） 

（２）成年後見制度利用支援事業の実施について 

成年後見制度利用支援事業の実施状況について全国の調査結果をみると、平成 

28 年 4 月の実施市区町村数 1,470（84.4％）に対し、大分県は 17（94.4％）であり、全

国割合を上回っています。 

都道府県名 
実施 

市区町村数 

申立費用 

のみ助成 

（人） 

成年後見人 

の報酬のみ 

助成（人） 

申立費用及び 

成年後見人の報酬 

のみ助成（人） 

全 国 1,470（84.4%） 659  1,225  327  

大分県 17（94.4%）   1   0  0   

（出典：厚生労働省調べ） 
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３ 県内の成年後見制度に関する取組の現状 

 

（１）県内の成年後見制度利用者数の推移 

大分県の資料より、県内の成年後見利用者数の推移をみると、平成 26年度 1,749件か

ら平成 28年度 1,849件と 3年間で 100件増となっています。また、県内成年後見の申立

件数と市町村長申立件数をみると、平成 26年度は県内申立件数 261件のうち市町村長申

立件数 18 件（6.9％）、平成 27 年度は 272 件の申立のうち 27 件（9.9％）、平成 28 年度

は 267件のうち 23件（8.6％）となっており、増加傾向にあります。 

○県内成年後見利用者数                   （単位：件） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

全 国 184,670   191,335   203,551   

大分県 1,749   1,772   1,849   

（出典：【全国】最高裁判所事務総局資料、【大分県】大分家庭裁判所聞き取り） 

○県内成年後見の申立件数と市町村長申立件数 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

申立件数    （件） 261   272   267   

うち市町村長申立（件） 

〃    （％） 

18  

6.9 

27 

9.9 

23 

8.6 

全国申立率   （％） 16.4 17.3 18.8 

（出典：大分家庭裁判所聞き取り） 

 

（２）成年後見制度の推進に取り組むべき理由 

大分県において成年後見制度の推進に取り組むべき理由として、Ｈ28 実態調査（ニー

ズ調査）の結果から、今後、成年後見制度を必要とする高齢者が約 5 倍に増加する見込

みです。（現在制度利用者 202人→今後の利用見込数 1,014人） 

また、市町村長申立件数が全国 44番目と低調であり、市町村の取組が全国と比べ遅れ

ている状況です。 

 

（出典：大分県調べ） 

 

 

【 Ｈ28実態調査（速報値） 】 

※グラフ参照 

 対象 地域包括支援センター等  

※悉皆調査 

 概要・調査対象高齢者数  34,809人 

   ・現在の制度利用者数   202人 

   ・今後の利用見込み数  1,014人 

約 5倍

に増加 
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４ 成年後見制度の利用ニーズの現状 

 

（１）実態調査（ニーズ調査）の結果 

大分県が県内の地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所を対象とした悉皆調査

を実施した H28実態調査（ニーズ調査）の結果について 

 

①本市では、調査対象人数 944人に対し、現在支援を受けている人は 12人（1.3％）で、 

制度の利用ニーズのボリュームは 23人（2.4％）でした。 

    

 

②制度の利用が必要な支援の内容について、印鑑や預貯金の管理 20％、医療 16％、 

介護生活の維持 14％、と「身上監護」を必要とする者が多い。 

          
③要支援者の類型は、認知症高齢者が 2／3 を占め、次いで精神障がいとなっています。 
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④利用申立に関する課題は、本人が拒否 32％、首長申立が進まない、親族が非協力的が

それぞれ 21％となっています。 

   

 

 

（２）杵築市における成年後見制度利用に関する状況 

 

  ①成年後見制度利用支援事業の利用実績 

障がい者においては、障がい福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用する

ことが有用であると認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、その制度の利用

に要する費用の全部または一部を補助する「成年後見制度利用支援事業」を行っていま

す。過去５年間の利用実績は、平成 24年度に 1件あるものの、それ以降の利用実績はあ

りません。 

また、高齢者においても同様の事業を実施していますが、平成 19年度の 1件以降、利

用実績はありません。 

 

②障がい者アンケート調査の結果 

平成 28年度に実施した障がい者アンケート調査において、回答者 731人のうち、成年

後見制度について「名前も内容も知らない」が 31.1％、「名前は聞いたことがあるが、内

容は知らない」が 25.0％と約 56％が内容を知らない状況です。 

また、成年後見制度を利用したいかについては「わからない」が 52.1％となっていま

す。 
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５ 課題分析 

 

（１）高齢者の課題 

高齢者においては、一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯が多く、身近に支援者がいな

い状況です。このように相談者がいないなか、判断能力が低下している高齢者を狙った

詐欺等の犯罪も後を絶たず、財産管理や身上監護等、法律面や生活面での支援を必要と

する方が増えていくと推測されます。高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう

な体制の整備が必要です。 

 

（２）障がい者の課題 

平成 28 年度に実施した障がい者アンケート調査の自由意見の中で、「親亡き後」の子

どもの将来に不安を感じる声が挙がっています。 

障がい者においては、在宅の知的障がい児・者が増加していること、また外来の精神

障がい者で 65歳以上の割合が上昇しており、我が国全体の高齢化率 26％を上回る水準と

なっていることから、障がい者を見守る家族等の高齢化も懸念されるため、「親亡き後」

の支援が必要となります。 

 

（３）成年後見制度に関する取組の現状 

県内の成年後見利用者数がここ数年で増加していること、また、県内成年後見の申立

件数と市町村長申立件数も増加傾向にあることから、制度利用のニーズが高まっていま

す。 

   ニーズ調査の結果からも、今後の制度利用が必要な高齢者が増加する見込みであるに

もかかわらず、市町村長申立件数が低調であり、市町村の取組が遅れていることから、

制度利用に関する周知が必要です。 
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   このことは、杵築市成年後見制度支援事業の利用実績と障がい者アンケートの結果か

らも読み取れます。 

 

（４）市町村申立における課題 

老人福祉法、精神保健福祉法、知的障がい者福祉法では、「福祉を図るために特に必要

と認められるとき」に成年後見制度利用の申立権を市区町村長に与えられました。これ

は、成年後見制度が福祉の一翼を担う制度であることを示していますが、この申立権の

利用件数は非常に少ない実情があります。 

その原因の一つは、成年後見制度は財産を管理するための制度という誤解があること

です。判断能力が欠けている場合には契約ができないことなど、財産がなくとも必要性

があります。 

また、他の原因として、「福祉を図るために特に必要と認められるとき」とは、「申立

権を持つ親族がいない場合や親族がいても音信不通などにより申立が期待できない場合

をいう」と限定的に解釈されたことがあります。そのため、まず親族について詳細な調

査をし、申立の意思確認をする必要があるため、膨大な時間と労力が費やされ、その結

果、申立に至るまでに相当の期間がかかってしまうという弊害が生じています。 

現在は、限定的に解釈することなく、また財産の多寡にかかわらず、必要な場合は申

立をするようになりつつありますが、まだ誤解しているケースも見受けられます。本市

においても市職員の制度の周知・理解が不十分であるため、啓発が必要です。 

 

第３節 基本的な考え方 

 １ 基本的な考え方 

 

   成年後見制度は、ノーマライゼーションや自己決定権の尊重等の理念と、本人保 

  護の理念との調和の観点から、精神上の障がいにより判断能力が不十分であるため 

  に契約等の法律行為における意思決定が困難な人について、成年後見人・保佐人・ 

  補助人（以下「成年後見人等」又は「後見人」という。）がその判断能力を補うこ 

とによって、その人の生命、身体、自由、財産等の権利を擁護するという点に制度 

の趣旨があり、これらの点を踏まえ、国民にとって利用しやすい制度とすることを 

目指して導入されました。 

 成年後見等の申立ての動機を見ても、預貯金の解約等が最も多く、次いで介護保 

険契約（施設入所）のためとなっており、これらの状況から、社会生活上の大きな 

支障が生じない限り、成年後見制度があまり利用されていないことがうかがわれま 

す。また、後見人による本人の財産の不正使用を防ぐ観点から、第三者が後見人に 

選任されることが多くなっていますが、そのケースの中には意思決定支援や身上保 

護等の福祉的な視点に乏しい運用がなされているものもあると指摘されています。 

 さらに後見等の開始後に本人やその親族、さらには後見人を支援する体制が十分に整
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備されていないため、これらの人の相談については、後見人を監督する家庭裁判所が事

実上対応していますが、家庭裁判所では福祉的な観点から本人の最善の利益を図るため

に必要な助言を行うことは困難です。 

 このようなことから、成年後見制度の利用者が利用のメリットを実感できていないケ

ースも多いとの指摘がなされています。 

 今後の成年後見制度の利用促進に当たっては、①ノーマライゼーション ②自己決定

権の理念に立ち返り、改めてその運用の在り方が検討されるべきです。 

 さらに、これまでの成年後見制度が、財産の保全の観点のみが重視され、本人の利益

や生活の質の向上のために財産を積極的に利用するという視点に欠けるなどの硬直性が

指摘されてきた点を踏まえると、本人の意思決定支援や身上保護等の福祉的な観点も重

視する必要があり、身上保護重視の観点から個々のケースに応じた適切で柔軟な運用が

検討されるべきです。 

 

 

 ２ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「利用者自らの意思決定を尊重し、生活を守り、共に暮らせる社会の実現」 
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 ３ 施策体系 
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第４節 具体的な施策・事業 

１ 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり及び中核機関の整備 

どの地域に住んでいても、成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるような地

域体制の構築と権利擁護支援の地域連携ネットワークの仕組みの整備を目指します。 

【３つの役割】  

① 権利擁護支援の必要な人の発見・支援 

② 早期の段階からの相談・対応体制の整備 

③ 意思決定支援・身上保護を重視した後見活動を支援する体制の構築 

さらに、専門職による専門的助言等の支援の確保や協議会等の事務局など、地域連携ネ

ットワークのコーディネートを担う中核的な機関の設置に向けて取り組みます。 

 

（１）地域連携ネットワークの段階的な整備 

地域連携ネットワークは、二つの基本的仕組みを有するものとして構築を進める必要

があります。 

① 本人を後見人とともに支える「チーム」による対応 

地域全体の見守り体制の中で、権利擁護支援が必要な人へのアウトリーチを図 

り、必要な支援へ結びつける機能を強化します。 

② 地域における「協議会」等の体制づくり 

個々のケースに対応する「チーム」での対応に加え、地域において法律・福祉 

   の専門職団体や関係機関がチームを支援する体制の構築を進めます。 

 

（２）中核的な機関の設置 

各地域において、地域連携ネットワークを整備し、協議会等を適切に運営してい 

くためには、その中核となる機関が必要と考えます。 

中核機関は、様々なケースに対応できる法律・福祉等の専門知識や、地域の専門 

職等から円滑に協力を得るノウハウ等が蓄積され、地域における連携・対応強化の 

推進役としての役割が期待されます。 

   また、市町村における中核機関の機能については、地域の状況に応じて柔軟に実 

  施することが可能であり、地域包括ケアや地域福祉ネットワーク、実績のある専門 

職団体等の既存資源も十分活用しながら整備を進めていく必要があります。 

   中核機関の設置・運営形態については、国の基本計画において、市町村単位、又は複

数の市町村にまたがる区域での設置を検討し、地域の実情に応じ、市町村の直営又は委

託などにより、市町村が設置することが望ましい、としています。 
   今後、地域連携ネットワークの中核の役割を担うことが適当と考えられる機関への委

託や複数の市町村にまたがる「広域型」での中核機関の設置を含め、地域の実情に応じ

た柔軟な形での設置を進めます。 



第５章 成年後見制度利用促進基本計画  

 

258 

 

 

(出典：内閣府資料より) 

 

 

２ 地域における広報・啓発活動の推進 

 

（１）地域連携ネットワーク内の制度認識の共有と市民等への周知啓発 

   地域連携ネットワークに参加する司法、行政、福祉・医療・地域などの関係者は、成

年後見制度が本人の生活を守り、権利を擁護する重要な手段であることの認識を共有す

る必要があります。 

制度の利用者への啓発を行うとともに、制度の利用が必要な人へのアウトリーチを図

り、支援につなげることの重要性や、制度の活用が有効なケースなどを具体的に周知啓

発していくよう努めます。 

 

（２）不正防止の徹底と制度利用に関する周知の取組 

   成年後見制度における不正事案は、親族後見人等の理解不足・知識不足から生じるケ

ースが多くなっています。 

制度の利用に関する周知を効果的に行うため、パンフレット等の作成・配布、研修会

やセミナー等の広報活動の実施に努めます。 
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第５節 成年後見制度利用促進基本計画の評価指標 

  国の基本計画に盛り込まれた施策については、随時、国においてその進捗状況を 

把握・評価し、目標達成のために必要な対応について検討することとしています。 

特に、基本計画の中間年度である平成 31年度においては、各施策の進捗状況を踏まえ、個

別の課題の整理・検討を行うこととしています。 

  本計画においても、平成 32年度を目安に各施策の進捗状況に対する評価等を行います。 

 

１ 広域型権利擁護センターの設置促進 

 

   今後増加が見込まれる成年後見制度のニーズに対応するため、各市町村で法人後見等

を実施する権利擁護センターの設置を促進しており、大分県内においても、権利擁護体

制の構築が進められていますが、運営費等の問題から、単独での設置が困難な市町村も

存在するため、モデル的に複数の自治体にまたがる広域型の権利擁護センターの設置を

進めています。 

   この度、大分県社会福祉協議会が事務局となり、杵築市・豊後高田市・国東市・宇佐

市・姫島村の４市１村と各市町村の社会福祉協議会、司法・専門職・後見関係団体、県

関係課・室、家庭裁判所で構成された、広域型権利擁護センターの設置に向けた「広域

型権利擁護センター設置準備会議」が設置されました。 

   本会議では、平成 31年度のセンター設置に向け、具体的な圏域を定め、関係団体と設

置・運営に関する必要事項等の協議を進めています。 

   本市においては、杵築市社会福祉協議会と協議を行い、広域型の枠組みの中でどのよ

うな役割を担うのかなど、実情に応じた形での設置を目指します。 

 また、保健・医療・福祉総合計画の中で示す「全世代対応型包括支援センター」 

を相談窓口として、権利擁護センターとの機能的な連携を図っていきます。 
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《 参考資料 》 

◇成年後見制度の概要 

（１）成年後見制度とは 

認知症，知的障害，精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は，不動産や預貯

金などの財産を管理したり，身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への

入所に関する契約を結んだり，遺産分割の協議をしたりする必要があっても，自分でこ

れらのことをするのが難しい場合があります。また，自分に不利益な契約であってもよ

く判断ができずに契約を結んでしまい，悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。このよ

うな判断能力の不十分な方々を保護し，支援するのが成年後見制度です。 

 

（２）成年後見制度の種類 

 成年後見制度は，大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の２つがあります。 

① 法定後見制度 

法定後見制度は，「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれており，判断能力の程 

度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。 

 法定後見制度においては，家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・

保佐人・補助人）が，本人の利益を考えながら，本人を代理して契約などの法律行為を

したり，本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり，本人が同意を得ないでし

た不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって，本人を保護・支援します。 

【法定後見制度の概要】 

  後見 保佐 補助 

対象となる方 判断能力が欠けてい

るのが通常の状態の

方 

判断能力が著しく 

不十分な方 

判断能力が不十分 

な方 

申立てをすることが 

できる人 

本人，配偶者，四親等内の親族，検察官など 

市町村長(注１) 

成年後見人等(成年後

見人・保佐人・補助人)

の同意が必要な行為 

 

－ 

民法 13条１項所定の

行為 

(注２)(注３)(注４) 

申立ての範囲内で 

家庭裁判所が審判で

定める「特定の法律

行為」(民法 13条１

項所定の行為の一

部)(注１)(注２)(注

４) 

取消しが可能な行為 日常生活に関する 

行為以外の行為 

同上 

(注２)(注３)(注４) 

同上(注２)(注４) 
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成年後見人等に与え

られる代理権の範囲 

財産に関するすべて

の法律行為 

申立ての範囲内で 

家庭裁判所が審判で

定める「特定の法律 

行為」(注１) 

同左(注１) 

制度を利用した場合

の資格などの制限 

医師，税理士等の 

資格や会社役員， 

公務員等の地位を 

失うなど(注５) 

医師，税理士等の資格

や会社役員，公務員等

の地位を失うなど 

 

－ 

 

(注１) 本人以外の者の請求により，保佐人に代理権を与える審判をする場合，本人の同意

が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする

場合も同じです。 

(注２) 民法 13 条１項では，借金，訴訟行為，相続の承認・放棄，新築・改築・増築など

の行為が挙げられています。 

(注３) 家庭裁判所の審判により，民法 13 条１項所定の行為以外についても，同意権・取

消権の範囲を広げることができます。 

(注４) 日常生活に関する行為は除かれます。 

(注５) 公職選挙法の改正により，選挙権の制限はなくなります。 

 

【成年後見人等の選任】 

 成年後見人等には，本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて，

家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも，法律・福祉の専門家その

他の第三者や，福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見

人等を複数選ぶことも可能です。また，成年後見人等を監督する成年後見監督人などが

選ばれることもあります。 

 

【成年後見人等の役割】 

 成年後見人等は，本人の生活・医療・介護・福祉など，本人の身のまわりの事柄にも

目を配りながら本人を保護・支援します。しかし，成年後見人等の職務は本人の財産管

理や契約などの法律行為に関するものに限られており，食事の世話や実際の介護などは，

一般に成年後見人等の職務ではありません。 

 また，成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして，家庭裁判所

の監督を受けることになります。 
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【成年後見の申立てをする方がいない場合】 

 身寄りがないなどの理由で，申立てをする人がいない認知症高齢者，知的障害者，精

神障害者の方の保護を図るため，市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判

の申立権が与えられています。 

 

【法定後見開始の審判の申立てに必要な費用】 

 後見 保佐 補助 

申立手数料(収入印紙) ８００円 ８００円(注６) ８００円(注７) 

登記手数料(収入印紙) ２，６００円 ２，６００円 ２，６００円 

その他 連絡用の郵便切手(注８)，鑑定料(注９) 

  ※平成２３年４月１日から成年後見登記に係る登記手数料額及び証明書手数料額が引き

下げられました。 

(注６) 保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加

する審判の申立てをするには，申立てごとに別途，収入印紙 800 円が必要になりま

す。  

(注７) 補助開始の審判をするには，補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にし

なければなりませんが，これらの申立てそれぞれにつき収入印紙 800 円が必要にな

ります。  

(注８) 申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。  

(注９) 後見と保佐では，必要なときには，本人の判断能力の程度を医学的に十分確認する

ために，医師による鑑定を行いますので，鑑定料必要になります。鑑定料は個々の事

案によって異なりますが，ほとんどの場合，10万円以下となっています。  

(注１０) 申立てをするには，戸籍謄本，登記事項証明書，診断書などの書類が必要です。

これらを入手するための費用も別途かかります。(申立てに必要な書類については，申

立てをされる家庭裁判所にご確認ください。)  

 

【成年後見制度の申立てから開始までの期間】 

 審理期間については，個々の事案により異なり，一概にはいえません。鑑定手続きや

成年後見人等の候補者の適格性の調査，本人の陳述聴取などのために，一定の審理期間

を要することになります。多くの場合，申立てから成年後見等の開始までの期間は，４

か月以内となっています。 

 

【法定後見制度（後見・保佐・補助）利用手続き】 

   法定後見制度を利用するには，本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し

立てる必要があります。 

 

 

 



 第５章 成年後見制度利用促進基本計画 

 

263 

 

② 任意後見制度 

   任意後見制度は，本人が十分な判断能力があるうちに，将来，判断能力が不十分な状

態になった場合に備えて，あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に，自分の生活，

療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人

の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで，本人の判断能力が

低下した後に，任意後見人が，任意後見契約で決めた事務について，家庭裁判所が選任

する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって，本

人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。 

 

【任意後見契約公正証書の作成に必要な費用】 

公正証書作成の基本手数料 １１，０００円       

登記嘱託手数料  １，４００円       

登記所に納付する印紙代 ２，６００円       

その他 本人らに交付する正本等の証書代，登記嘱託書 

郵送用の切手代など 

 

【任意後見制度利用の手続き】 

   任意後見制度を利用するには，原則として，公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ

必要がありますので，手続の詳細については、お近くの公証役場までお問い合わせくだ

さい。 

 

 ※出典：法務省ホームページより抜粋（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html） 
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用語説明 

 

あ行  

●親亡き後 

身体的、精神的、知的等何かしらの障がいのある子を親が監護している場合に、親が先に

亡くなった後において、どのようにしてその子が十分な監護を継続して受け、何不自由な

く平穏無事な人生を送ることができるのかを考えると、親が子を残して先に死ぬことはで

きないと切実に思い悩む社会的な問題。 

 

か行 

●権利擁護 

対象となる人の権利をかばい、守ること。 

●居宅介護支援事業所 

 要介護（1～5）の認定を受けた方が最適な介護サービスを受けることができるようサポー

トをしてくれる専門家、ケアマネジャーが所属する場所。 

●厚生労働省認知症対策総合研究事業 

 厚生労働省の補助事業で、認知症患者に対する医療分野と福祉分野の連携による総合的な

対策を一層推進するための実態把握及び予防、診断、治療、ケア技術等の確立に向けた研

究を行うもの。 

●家庭裁判所 

 家庭事件の審判・調停、少年保護事件の調査・審判などを扱う下級裁判所。地方裁判所と

同格で、所在地・管轄地域も同じくする。 

 

さ行 

●社会的孤立状態 

家族や地域社会との関係が希薄で、他者との接触がほとんどない状態。単身世帯の増加、

婚姻率の低下、若者の社会的自立の遅れなどが背景にある。 

●市民後見 

 一般市民による成年後見を行うこと。認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった

人に親族がいない場合に、同じ地域に住む市民が、家庭裁判所から選任され、本人に代わ

って財産の管理や介護契約などの法律行為を行う。自治体などが養成研修を行っている。

社会貢献型後見人。 

●精神障がい者 

 精神の不調により継続的に 日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者。 

●成年後見制度利用支援事業 

 経済的理由等で福祉サービスの提供等を受けたくても、成年後見制度を利用することがで

きなければ必要な契約をすることができない人に対し、成年後見制度の利用にかかる費用

の全部又は一部を補助する厚生労働省の事業。  
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●悉皆調査 

 調査探究事象を全体にわたって漏れなく，また重複することなく調査する方法。 

●身上監護 

 親権者が未成年の子の身体的・精神的な成長を図るために監護・教育を行うこと。また、

後見制度で後見人が被後見人の生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うこと。 

●障がい福祉サービス 

 障害者総合支援法に基づいて障害者や難病患者を対象に行われる支援の総称。 

●身体障害者手帳 

 身体障害者が各種制度を利用する際に提示する手帳で、身体障害者が健常者と同等の生活

を送るために最低限必要な援助を受けるための証明書にあたる。 

●精神障害者手帳 

 一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもの。手帳の交付を受けた方に対し、精

神障がい者の社会復帰の促進・自立・社会参加の促進を図ることを目的としている。 

●精神保健福祉法 

 精神障がい者の医療及び保護を行うこと、精神障がい者の社会復帰の促進、自立と社会経

済活動への参加の促進のために必要な援助を行うこと、精神疾患の発生の予防や、国民の

精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障がい者の福祉の増進及び国民の

精神保健の向上を図ることを目的とした法律。 

●自己決定権 

一定の個人的な事柄について、公権力から干渉されることなく、自由に決定する権利。日

本では日本国憲法 13条で保証されている幸福追求権の一部と考えられる。例えば、結婚・

出産・治療・服装・髪型・趣味など、家族生活・医療・ライフスタイル等に関する選択、

決定について、公共の福祉に反しない限りにおいて尊重される。 

 

た行 

●地域福祉 

地域社会における福祉の問題に対し、その地域の住民や福祉関係者などが協力して取り組

んでいこうという考え。 

●地域包括ケア 

 高齢者が人生の最期まで住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるために必要な支援体

制。 

●知的障がい 

 一般的に金銭管理・読み書き・計算など、日常生活や学校生活の上で頭脳を使う知的行動

に支障があることを指す。 

●知的障がい者福祉法 

 昭和 35年法律 37号。知的障害者に対して，その更生を援助するとともに必要な保護を行

い，もって知的障害者の福祉をはかることを目的とする法律。 
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な行 

●認知症 

 認知障害の一種であり、後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が

不可逆的に低下した状態。 

●難病患者 

 原因がわからず、治療法も確立されていない「難病」の患者。国は、より充実した難病対

策を行うため、平成 27年 1月に「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」を施

行。難病患者に対する医療費助成を行っている。助成する難病「指定難病」の種類は、平

成 27年 7現在 306。 

●ノーマライゼーション 

 高齢者や障がい者などを施設に隔離せず、健常者と一緒に助け合いながら暮らしていくの

が正常な社会のあり方であるとする考え方。 

 

は行 

●法人型後見 

社会福祉協議会やＮＰＯ法人等の中で適格性のある法人が後見人に就任すること。 

●法律行為 

 権利の発生や変更・消滅などの権利変動の原因の一つであり、意思表示を要素とするもの

を抽象的にまとめて表す概念。具体的には各種の契約や解除、遺言、会社の設立行為など。 

 

ら行 

●療育手帳 

都道府県の知事が発行している知的障がい者（および知的障がい児）が補助を受けるため

に必要な手帳。自閉症などの発達障害において、知的障害を伴う場合は療育手帳を取得す

ることができる。 

●老人福祉法 

 老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及

び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的として制定

された法律。 

 

 

 

 

 

 

 

 


