
地 域 を 支 え る
ご覧頂きありがとうございます。本ＤＶＤが市民後

見人の活動をご理解いただく一助となれば幸いで

す。ＤＶＤの撮影にあたり多大なご協力をいただき

ました関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

社会福祉法人　神奈川県社会福祉協議会　

 かながわ権利擁護相談センター（あしすと）
 かながわ成年後見推進センター

本冊子は共同募金配分事業により作成しています。

～市民後見人の活動～



はじめに

　～なぜ市民後見人が必要とされるのか？  

みなさんのまわりに　こんな人はいませんか？

「認知症の方が
必要のないリ
フォーム工事の
契約をしてしま
い、ご本人は困
っています。」

「知的障害のある
方が福祉サービ
スを利用したい
のですが、ひとり
で利用契約の手
続きをするのは
少し心配です。」

「離れて暮らす認
知症の親の財産
管理と生活を見
守ってほしいで
す。」

地 域 を 支 え る
～市民後見人の活動～

全編再生
４５分２１秒

1
Chapter ３分７秒

対　談

　～市民後見人への期待と役割2
Chapter １０分５３秒

活動紹介A

　～市民後見人と専門職の共同による後見活動
（横須賀市社会福祉協議会）   

3
Chapter １４分１７秒

活動紹介B

　～市民後見人養成研修と後見支援員の活動
（平塚市社会福祉協議会）  

4
Chapter １４分３５秒

おわりに

　～市民後見人の活動に関心のある方へ  5
Chapter ２分２９秒
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①成年後見制度について ②後見人に与えられる法的権限について

　代理権は財産管理や契約などの法律行為を代理して行う権利です。
　同意権はご本人が行う法律行為に同意することで完全な効力を生
じさせる権利です。
　取消権はご本人が後見人の同意を得ないで行った不利益な行為を
後から取り消す権利です。
　後見の類型にはこれらの権利がありますが、保佐・補助の類型に
ついては、代理権、同意権・取消権の範囲が異なります。

「認知症の方が必要のないリフォー
ム工事を契約してしまい、ご本人
が困っています」

「知的障害のある方が福祉サービスを利
用したいのですが、ひとりで利用契約の
手続きをするのは少し心配です」

ご本人の同意なしに取り消す
ことが出来ます。

ご本人の代理として利用契約を
行います。

成年後見制度ワンポイント解説

○代理権
後見人等がご本人に代わって法律行為を行う権限です。

○同意権・取消権
後見人等の同意なしに行った、ご本人の法律行為を取消（無効）にする
権限です。ただし、ご本人が行った日常的な買物などは取消されるこ
とはありません。

　認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分で
ない方は、財産の管理や「契約を結ぶ」等の法律行為を行う
際に、自分で判断することが難しい場合があります。また、
判断能力が十分でないために、悪質商法などの被害に遭うお
それもあります。
　成年後見制度とは、こうした自分一人で判断することが難
しい方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等
が、身の回りに配慮しながら財産の管理や介護サービス等の
契約を行い、ご本人の権利を守り生活を支援する制度です。
　成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあ
ります。法定後見には後見、保佐、補助の3つの類型があ
り、ご本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。
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③成年後見の申立てについて

　ご本人が住んでいるところの家庭裁判所に「申立て」を行います。
申立てできるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族などです。

1Chapter

はじめにはじめに

～では、DVDを見てみましょう～

◎今後、認知症高齢者は増加します。

認知症高齢者数の推計
国立社会保障・人口問題研究所の資料より

345
万人

平成27年
（2015年）

410
万人

平成32年
（2020年）

470
万人

平成37年
（2025年）

過去5年間における申立件数の推移
最高裁判所事務総局 家庭局 成年後見関係事件の概況より

成年後見人と本人との関係
最高裁判所事務総局 家庭局 成年後見関係事件の概況より

◎成年後見制度の利用のための申立て件数も増加しています。

◎成年後見人は親族より第三者が担うことが多くなりました。
　今後は専門職だけでなく市民後見人も担うことが期待されます。

平成15年度 平成25年

親族
42％第三者

58％親族
83％

第三者
17％

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

（件）
25000 27000 29000 31000 33000

27,397

30,079

31,402

34,689

34,548

なぜ市民後見人が必要とされるのか？
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市民後見人への期待と役割

千木良　正 弁護士 
横浜弁護士会弁護士

神奈川県社会福祉協議会

かながわ権利擁護相談センター（あしすと）

かながわ成年後見推進センター顧問弁護士

佐々　美弥子 社会福祉士  
神奈川県社会福祉士会

ぱあとなあ神奈川運営委員会委員長

神奈川県市民後見人養成講座講師

ささ社会福祉士事務所所長

2Chapter

対　談対　談

＜対談者の紹介＞ ＜対談の主な内容＞

■専門職や親族以外の市民が後見人になるということ。

■同じ地域の住民だからこそ後見人を担うことに意義

がある。               

■本人に関わる後見人としての基本的な姿勢は？

■市民後見人を目指す方へ。
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橋本　健司 司法書士

成年後見センター・
リーガルサポート神奈川県支部
支部長

神奈川県における市民後見人
養成講座あり方検討会委員

よこすか市民後見人等
運営事業推進会議委員長

　「迷うことがあった時は、共同で後見している専門職や
社会福祉協議会に相談し、その回答を活かしてほしい。」

　「市民後見人として活動するためには、法律や行政の
手続き、対人援助といった知識が必要です。そのために
養成研修を受けていただいています。」

市民後見人を応援します！

横須賀市社会福祉協議会 あんしんセンターより

市民後見人と専門職の共同による後見活動 （横須賀市社会福祉協議会）

　市民後見人が、ご本人を支える姿をご紹介します。
　横須賀市では、市民後見人が弁護士や司法書士などの専門職
と共同で後見活動をしています。市民後見人が主に身上監護、
専門職が主に財産管理を担当し、ご本人の生活を支えています。

3Chapter

活動紹介A活動紹介A

▲横須賀市社会福祉協議会 ▲活動中の市民後見人

　「市民の目線で対応し
ていただけるので、施設
としてもとても対応しや
すいです。」

　共同で後見をしている弁
護士のもとを訪ね、ご本人
の生活の様子の報告を行い
ます。

　定期的に横須賀市社会福
祉協議会を訪ね、後見活動
を報告するとともに、アド
バイスを受けます。

1110



4Chapter

　平塚市の養成研修の様子と後見支援員の活動をご紹介しま
す。平塚市では、平成２４年から市民後見人の養成研修を始
めました。この市民後見人養成講座は、はじめに県が実施す
る基礎研修、次に市で実施する実践研修で構成されています。
実務研修は専門的な知識を身につけるための講義や施設で行
う実習があります。ここでは講座を修了された後見支援員（後
見サポーターと呼ぶ場合もあります）によるご本人への支援
の様子を紹介します。

▲平塚栗原ホーム ひらつかあんしんセンター

▲実践研修の様子

＜講義形式＞
・市民後見概論・地域福祉・障害のあ
る人の理解

・成年後見制度総論、各論、民法など

＜実務体験等＞
・成年後見人等の実務（講義）
・施設実習　後見活動同行実習など

平塚市社会福祉協議会の後見支援員（後見サポーター）
として活動

単独後見（個人受任）へステップアップすることを目
指します。

活動紹介B活動紹介B 市民後見人養成研修と後見支援員の活動  （平塚市社会福祉協議会）

市民後見人の養成の流れ（平塚市社会福祉協議会の例）

基礎研修

（４日間）

実践研修

（8日間）
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　後見支援員の研修では意見交換や後見活動に関わる勉強を
します。また、グループワークでは、お互いの理解を深め、
後見支援員同士で疑問や課題が出た時に、仲間として助け合
い、知恵を出し合い、お互いにアドバイスする場にもなって
います。

　「後見人がついたことで契約や
財産管理を第三者にしていただけ
るので大変助かっています。さら
に、後見支援員が将来市民後見人
となって支援してくれることを期
待します。」

　平塚市の後見支援員は、ご本人の財産管理に携わることも
あります。訪問日には決められたお金をご本人に届けます。
また、和やかな雰囲気でお話をしながら、ご本人との信頼関
係を深めるとともに、生活状況の確認をします。

グループホーム長

　「後見支援員は支えるだけでなくて、自分も支えられてい
るのだと気づけたみたいで嬉しく思いました。」

施設の職員からのメッセージ

平塚市社会福祉協議会職員より

後見支援員の研修 後見支援員の活動
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市民後見人の活動に関心のある方へ  

　「市民の方が後見人として活動していくうえで、さまざま
な支援機関と協調していくことが大変重要となります。受講
を終えて、後見活動をするなかで、ご本人の生き生きとした
姿に寄り添える喜びは非常に大きなものです。市民後見人の
活動に関心を持ちの方のご参加をお待ちしています。」

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしたい。それ

は当然な願いです。判断能力が不十分な方の生活を身

近な立場で支援し、権利を擁護する市民後見人は今後

も重要な役割を担っていくでしょう。

　市民後見人はやりがいのある活動です。みなさんも

その扉をたたいてみませんか。

5Chapter

おわりにおわりに

千木良　正 弁護士

神奈川県社会福祉士会ぱあとなあ神奈川運営委員会副委員長

神奈川県における市民後見人養成あり方検討会副座長

伊勢原市成年後見事業あり方検討会副委員長

田中　晃 社会福祉士

　「自分が将来生きていく地域社会を作ることだととらえて、
積極的に講座を受講して、後見人になっていっていただきた
いと思います。」

市民後見人を応援します！
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