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特集 成年後見制度活用のヒントを探る

市民後見人は「社会貢献のため、地方自治体
等（地方自治体の委嘱を受けた社会福祉協議会、
NPO法人、大学等の団体を含む）が行う後見人
養成講座などにより成年後見制度に関する一定
の知識や技術・態度を身に付けた上

うえ

、他人の成
年後見人等になることを希望している者を選任
した場合をいう」＊1 と定義されています。

一般社団法人多摩南部成年後見センター（以
下、センター）では、2005年度から市民後見人
を養成し、成年後見人等（以下、後見人）候補者
として紹介する事業に取り組んでいます。セン
ターは東京都調布市に所在し、調布市・日野市・
狛江市・多摩市・稲城市の5市が共同運営する
一般社団法人です。主に5市内在住で、身寄りが
なく後見人等になり得る候補者がおらず、低所
得のため後見報酬を支払う資力がない、複雑な
事情を抱えていて個人の後見人では対応が困難
な方等に、セーフティネットとして法人後見＊2

を提供する目的で2003年に設立されました。
センターでは毎年、市民後見人養成講座とし

て ①基礎講習（15 講義、約 28 時間） ②実務研
修（8 回、約 24 時間） ③現場実習（月 2 回程度、
各回：約3時間）を実施しています。

市民後見人養成講座は、書類選考、面接選考

市民後見人とは

市民後見人を養成する
取り組み

を経て、毎年 10 名程度が受講します。面接選
考の段階で ①養成講座は全日程出席すること

（レポート提出も可） ②基本的には成年被後見
人等（以下、被後見人）が亡くなるまで活動が継
続するため、業務を行える健康状態であること 
③家庭裁判所の審判を受け就任するため、簡単
に辞められず責任が伴うこと ④ 5 市内に住民
票のある被後見人が対象だが、居所が遠方であ
る場合は遠方に訪問する可能性があること ⑤
センターは低所得のケースを扱うため、後見報
酬が少ないまたは出ない可能性があること ⑥
メール等での連絡調整、後見報告書類作成のた
め、パソコンの基本操作が可能であること――
を確認しています。
1. 基礎講習

講師は弁護士や医師、司法書士、社会福祉士
の専門職のほか、5市の行政担当職員や関係機
関職員が務めます。成年後見制度の基本理念や
概要、被後見人への支援の基本的な視点、法律
知識、障害や疾病（精神障害、知的障害、認知症）
について、消費生活相談、後見業務に関連する
周辺制度（生活保護や介護保険制度等）、後見人
に求められる役割、意思決定支援等について、
基本から学べるよう 15 のプログラムを組んで
います。講義のつど、受講レポートの提出を必
須としており、学習内容、理解度、感想を記入
し、講義内容を振り返るしくみとしています。
2. 実務研修

センター職員が講師となり具体的な後見業務
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＊1  最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―平成31年1月～令和元年12月―」11ページ（注5）
＊2  社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人、補助人になることをいう
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の実務を学びます。演習を繰り返し、家庭裁判
所やセンターへの業務の報告方法や、後見人と
しての書類の書き方、考え方を身に付けていき
ます。実務研修で配布するレジュメや演習資料
は実践に即しているため、そのまま後見業務を
行う際のマニュアルとして活用できるよう工夫
しています。基礎講習と同様に受講レポートを
提出。理解が進み疑問点が解消され、意欲向上
につながるよう、きめ細やかな対応に努めてい
ます。実務研修修了次第、市民後見人候補者（以
下、候補者）としてセンターへ名簿登録します。
3. 現場実習

実務研修修了後は、月２回程度、現場実習を
行います。後見業務における書類作成や事務処
理方法を学び、行政の窓口での手続き等を実習
します。受任した際に発生する業務に対応でき
るよう、イメージを持てるような研修としてい
ます。現場実習は 5 カ月程度で終了しますが、
受任に至った受講生は、いち早く終了します。
4. フォローアップ体制

受任までの待機期間には、後見人連絡会や勉
強会、フォローアップ研修（家庭裁判所研修、
成年後見制度基礎研修等）を行い、モチベーショ
ンやスキルの低下防止を図っています。実際に
後見活動を開始した際のイメージが膨らむよう
に、後見業務について伝えています。一方、受
任中の市民後見人へは、スキルアップの機会と
して参加を呼び掛けます。

センターで市民後見人を候補者として受任者
調整を行う場合には 2 つのパターンがありま
す。1 つは 5 市から依頼の新規ケース、もう 1
つは法人後見からの移行ケース（リレー）です。
なお、市民後見人が受任する案件の要件として、
センターでは被後見人に次の基準を設けてお
り、すべてに該当する必要があります。
1. 市民後見人該当基準
①収支が黒字であること：後見事務費（月額 3

市民後見人を支援・監督する
取り組み

千円程度）の支出が可能であるか、赤字の場
合は預貯金から補

ほ

填
てん

ができる
②安定した居所に在住していること：特別養護

老人ホーム等、長く居ることが可能な居所に
居住している

③親族関係者に問題がないこと：本人への虐待
がない、後見業務への妨害がないなど

④本人の預貯金が高額でないこと
⑤対応困難なトラブルが予想されないこと
⑥移行ケースでは、移行による本人への影響が

少ないこと
これらを踏まえ、新規ケース、移行ケースに

ついて、それぞれ受任者調整を行います。
2. 関係機関との協議

新規ケースでは、市からの利用申し込みの際、
既に市民後見人が候補者として適切と判断して
いる場合と、相談受け付けから課題の整理を
行っていくなかで、担当者とセンターが共同作
業をしながら判断していく場合とがあります。

移行ケースでは、センターが後見人を辞任し、
市民後見人が候補者、センターは成年後見監督
人等（以下、監督人）として就任するよう、家庭
裁判所へ相談し申立てを行います。本人、身近
な支援者、市の担当者、家庭裁判所からの意見
を確認し、センターで開催される運営委員会に
て移行の適否を諮ります。承認後、申立てに進
みます。
3. 市民後見人への支援・監督の実際

センターが就任後の市民後見人に行う支援や
監督の主なものについては次のとおりです。そ
のほか、臨時の支援として電話やメール等での
相談対応も行っています。

（1） 就任時事務
就任時あいさつへの同行、家庭裁判所へ初回

報告をする場合、財産目録の作成の立ち会い、
助言等を行います。新規ケースでは、申立て時
に把握されていなかった財産や負債が出てくる
ことがあり、財産は初回報告書に載せる、負債
は詳細を調査後に返済計画を立てるなど、監督
人が助言します。
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られます。例えば、施設のように常に支援者が
近くにいることが可能な環境でない場合、特に
在宅案件の場合は、昼夜問わず頻回な連絡が直
接、後見人に入ることがあり、対応しなければ
ならない事態が懸念されます。監督人の支援に
は限界があり、後見人でないと対応困難な場面
の多いことが想定され、社会貢献として活動す
る一般市民にとって負担が大きいのではないか
と思われます。

市民後見人には、地域住民としての市民目線、
市民感覚を持ったかかわりが期待されていま
す。昨今、地域共生社会において市民後見人こ
そ、地域で暮らす被後見人に市民感覚を生かし
た適切な支援が行える存在であるとの意見も聞
かれており、センターとしても真剣に受け止め
るべきところと考えています。

今後、例えば在宅生活を送る被後見人一人一
人にしっかりとした支援の「チーム」＊3 が構築
され、支援者間で明確な役割分担ができ、その
中で、市民後見人が被後見人に寄り添うかたち
であれば、後見人に負担がかかり過ぎることな
く、チームでの意思決定支援も期待でき、被後
見人がメリットを実感できる寄り添った支援が
行えるのではないだろうか、と考えます。

活動中の市民後見人からは、被後見人と顔を
合わせることにより、自然と被後見人の支援者
とも交流が生まれ、後見活動が被後見人の快適
な生活の一助となっていることを実感でき、人
の笑顔が見られ、感謝されることにやりがいを
感じるとの声が聞かれています。

センターには、被後見人がメリットを実感で
きる制度となるよう、市民後見人の育成・支援
のあり方をよりよいものとしていく使命がある
と考えます。

おわりに

（2） 定期報告・報酬付与申立て
市民後見人は、3～4 カ月に 1 回、監督人へ

後見業務の定期報告を行います。就任1年後の
家庭裁判所への報告時は、監督人への報告との
2種類の書類の提出を求めます。

報酬付与申立ては、原則年1回の家庭裁判所
への定期報告と同時に行い、監督人が家庭裁判
所へ書類を提出します。

（3） 終了後事務
終了事由は被後見人の死亡が多数です。家庭

裁判所から提出を求められる死亡診断書の取
得、親族への連絡、火葬の手配、年金事務所や
市役所の各種手続き、生前債務の支払いや家庭
裁判所への報告書類の作成、相続人への引き継
ぎ等の手順をセンターが指示します。親族の有
無、年金受給者、生活保護受給者かにより事務
内容が異なるため、一つ一つ確認しています。

（4） 市民後見人から市民後見人への移行
市民後見人の病気加療、遠方への転居、突然

死、高齢等により、新たな市民後見人へ移行す
るケースもあります。高齢を理由とした辞任は、
市民後見人の平均年齢の高齢化の傾向をみる
と、今後増えていくことが予想されます。

まず市民後見人応募者の減少が挙げられます。
2016年までは毎年20名を超す応募がありまし
たが、現在は10数名程度にとどまっています。

また、受講生の高齢化も課題です。定年退職
後に地域貢献や生きがいを持つことを目的に受
講する男性が増えており、研修受講時の年齢は
60～70 歳代が多くなっています（2020 年度市
民後見人養成講座合格者の平均年齢は 64.1
歳）。他の仕事に就きつつ取り組むため、同時
に1件以上の受任は困難と判断している市民後
見人も多く、活用の難しさがあります。

さらに、在宅案件の受任が難しいことが挙げ

今後の課題

＊3  後見等開始前においては、地域の中で、権利擁護支援が必要な人を発見し必要な支援へ結び付ける（本人と社会との関係性を修復・回復させる）
機能を果たし、後見等開始後においては、本人の自己決定権を尊重し、身上保護を重視した成年後見制度の運用を行うため、法的な権限を持つ
後見人と地域の関係者等が協力して日常的に本人を見守り、本人の意思や状況をできる限り継続的に把握し対応する役割を果たす。「地域にお
ける成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」（成年後見制度利用促進体制整備委員会、2018年3月）


