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ご清聴ありがとうございました。 
 

～甲賀の秋～ 

涌谷町は宮城県中央部に位置する、農業を基幹産業
とする人口およそ1万7,500人、高齢化率27.5%　
の町です。
当町では、国保病院、老人保健施設、町の保健福祉
行政部門が町民医療福祉センターとして、同一敷地
内にあります。
地域包括支援センターは健康福祉課の中に位置づけ
られています。

【はじめに】地域包括支援センターの主要な業務の
ひとつとして権利擁護に関する業務があります。
判断能力が不十分な方の支援方法の一つとして、成
年後見制度の活用が挙げられます。
しかし、実際には認知度が低く一般的な制度とは
なっていません。
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地域包括支援センターの主要業務 
①総合相談・支援業務 
②介護予防ケアマネジメント業務 

③権利擁護業務 
    → 成年後見制度活用、虐待、消費者被害 等 
④ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 
     

はじめに 

 

 成年後見制度の活用が言われて久しいが・・・ 
   →認知度が低く一般的な制度になっていない 
  
  

 

 成年後見制度と地域包括支援センターの関わりを・・・ 
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　本日は、成年後見制度と地域包括支援センターの
関わりを理解してもらうことを目的に報告します。
権利擁護とは、その人らしい生活が送られるよう支
援することです。
誰もが住み慣れた地域で尊厳のある生活を送ること。
あたり前の願いを実現するという視点が必要です。

平成12年4月民法の一部改正により成年後見制度
が制定されました。これは、判断能力が不十分な人
の権利と財産を守る支援をする制度です。

　この制度では、本人や家族など4親等内の親族や
検察官が申立を行うことが出来ます。

また、その他に
　身寄りの無い方や家族からの虐待などにより保護
が必要な場合、市区町村長が申立を行うことが認め
られています。

　地域包括支援センターが設置された平成18年以
降、成年後見制度に関する相談はごらんの通りです。
そのうち、実際に申立てを行ったケースは、親族申
立て6件、町長申立が9件でした。

権利擁護業務 

成年後見制度 

 平成１２年４月民法の一部を改正する法律が施行。 

 認知症・精神障害・知的障害などの理由で判断能力が不十分な人が、
財産管理や日常生活で契約を行うときに、判断が難しく不利益をこうむっ
たり悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守り、支援をする
制度。支援を受けられるのは以下の法律行為。 

  

財産管理 身上監護 

 本人の預貯金の管理、
不動産の処分、財産分
割など財産に関する契
約などについて助言や
指導。 

 介護・福祉サービスの
利用や医療・福祉施設の
入退所の手続きや費用
の支払いなど、日常生活
に関わってくる支援。 

権利擁護の基本的な視点 

高齢者や障害者の権利を守り、誰もが住み慣れた
地域で尊厳のある生活を送れるようにできるとい
う、当たり前の願いを実現していくこと。     

法定後見制度  任意後見制度 

  名 称 後見制度 保佐制度 補助制度 任意後見制度 

対象者  
（利用者本人） 

判断能力が
全くない人 

判断能力
が著しく不
十分な人 

判断能力
が不十分な
人 

判断能力がある人 

支援する人 成年後見人  保佐人  補助人   任意後見人 

成年後見制度 

法定後見制度 

任意後見制度 
将来に備え、任意後見受任者
を予め自分自身で決めておく
制度 

申し立ては本人・配偶者の他 
４親等内の親族・検察官 
市区町村長（身寄りがいない等） 

市区町村長申立て 

• 身寄りがいない独居高齢者や親族の協
力が得られないケース 

• 家族からの虐待により、保護が必要な
ケース 

「老人福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保
健及び精神障害福祉に関する法律」に基づいて、
市区町村長にも後見開始の申立てが認められて
いる。 

相談件数推移 
（人） 

（年） 

   町長申立て    親族（本人含む）申立て  
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　町長申立の理由は、「金銭搾取」が一番多く、本
人の状況としては認知症等何らかの障害を持ってい
ました。

　町長申立の主な理由は、「虐待」です。

　宮城県や全国との比較です。申立件数は全体的に
増加傾向となっています。

　実際の手続きの流れです。
　町長申立の場合、包括では「涌谷町成年後見制
度利用支援事業実施要綱」に基づき申立の目的や
内容の検討を行い、事前準備として、2親等内親族
全員の戸籍確認及び意思確認等書類を作成し家庭裁
判所へ申立のため出頭します。

　実際に、町長申立を行った事例です。詳細は、抄
録をご覧下さい。

　地域包括支援センターでは、発覚後すぐに、虐待
緊急受理会議を開催。

市区町村長申立て状況の比較 

  H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ H２３ 

涌谷町 0 0 1 1 5 2 

宮城県 9 44 27 33 40 28  

全国 1033 1564 1876 2471 3108 3.680 

全申立
件数 

32,629 24,988 26,459 27,397 30,079 31.402 

＜引用＞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１８年１月～平成２３年１２月 

障害者３人の金銭を搾取していた事例  

• ６３歳男性（統合失調症）、その妻４８歳（知的
障害）、母親８５歳（認知症）、 

 息子２人の５人家族。 

• 同じ敷地内に住む妹が、本人・妻・母親の年金
を管理していたが、通院費以外本人達に渡す
ことなく、自分の生活費（他借金返済）に充てて
いた。また、妹は妻の医療保険証を無断で利
用、重度心身医療費を不正に受け取ってい
た。 

• 精神的虐待もあった。 

申立て件数 
金銭 
搾取 

精神的 
虐待 

ネグレ
クト 

性的 
虐待  

身寄り 
なし 

8 3 4 1 3 

知的 
障害 

認知症 
精神 
障害 

4 5 1 

（人） 

（年） 

  （複数該当） 

   町長申立て    親族申立て  
 

成年後見制度の手続きの流れ 

家庭裁判所へ審判申し立て 

家庭裁判所調査官による事実調査 

申立書等提出書類作成 

利用の検討（事前準備） 

 審    判 

・本人の判断能力や日常
生活状況等、生活実態の
把握 
・申立ての目的や内容の
検討（涌谷町成年後見制
度利用支援事業実施要
綱） 
・親族調査。家族、親族
状況の確認及び申立て
についての意思確認 

・戸籍関係書類の手
配（２親等の人全員
分） 
・親族関係図の作成 
・財産状況や収支状
況等の書類作成（借
財含） 
・診断書作成依頼 
・申立書作成 
・申立て費用（切手
や収入印紙等）の用
意 
・登記されていない
ことの証明書の手配
（東京法務局） 
・その他必要な書類
等の手配 

・本人の住所地を管轄
する家庭裁判所へ事
前予約、訪問 
・申立て費用は平均5
～10万円。（申立人が
負担） 
・書記官による提出書
類の確認及び聞き取
り 

支援の過程とその後 

• 発覚後すぐに、虐待緊急受理会議を開催。 

 ３人の判断能力の低さは著名であり、親族か 

 らの金銭搾取による経済的虐待と認定。 

• 成年後見制度市町村長申立てを行い、それ
ぞれ第三者後見人（社会福祉士）が選任。 

• 包括と後見人３人で毎月支援会議を開催し、
情報共有と支援方針を確認。 

• 夫婦２人の生活の立て直しが図られ、認知症
の母親は施設で安定した生活を送っている。 

町長申立ての主な理由は 
 
 

「虐待」 
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　3人の判断能力の低さは著名であり、親族からの
金銭搾取による経済的虐待と認定。
成年後見制度市町村長申立てを行い、それぞれ第三
者後見人が選任。

地域包括支援センターと後見人3人で毎月支援会議
を開催し、情報の共有と支援方針の確認をしており
ます。
夫婦2人の生活の立て直しが図られ、認知症の母親
は施設で安定した生活を送っています。

【まとめ】世の中は「契約」の時代です
→判断力がなくても、だまされても契約書に判を押
したら「契約成立」
　⇒大きな損害を被ることも・・・あります。
○自分らしく生きるために
→虐待から身を守るため
　自分の生活を守るため
　⇒自分に代わって判断できる人が必要な場合もあ
ります。しかし、現状は制度利用の必要性の理解不
足
→制度そのものが知られていない
　だから、地域包括支援センターでは、制度を理解
してもらうところからスタートしています。
○申立人のなり手がいない
→「金がかかる」「書類が多くて面倒だ」と申立て
を敬遠されることがあります。
だから、包括では書類作成方法等一緒に確認してい
きます
地域包括支援センターは「成年後見制度」につい
て町民の理解を促し、有効に活用いただけるよう、
縁の下の力持ちになります

【おわりに】この人大丈夫と不安に思ったら、地域
包括支援センターへお知らせ下さい。
自分の権利もみんなの権利もみんなで守りましょう。

ま と め 
○世の中は「契約」の時代です 

 →判断力がなくても、だまされても契約 

  書に判を押したら「契約成立」 

   ⇒大きな損害を被ることも・・・ 

 

○自分らしく生きるために 

 →虐待から身を守るため 

  自分の生活を守るため 

   ⇒自分に代わって判断できる人 

おわりに 

「この人大丈夫？」と不安に思ったら 

 地域包括支援センターへ！！ 
 

自分の権利もみんなの権利も 
みんなで守りましょう 

現状は・・・ 
○制度利用の必要性の理解不足 
 →制度そのものが知られていない 
 制度を理解してもらうところからスタート 
○申立人のなり手がいない 
 →「金がかかる」「書類が多くて面倒だ」と 
  申立てを敬遠 
 書類作成方法等一緒に確認していきます 
 
 
地域包括支援センターは 
「成年後見制度」について町民の理解を 
促 し 、 有 効 に 活 用 い た だ け る よ う 、 
縁の下の力持ちになります！ 涌谷町町民医療 

    福祉センター全景 

 日本で最初に金が 
発掘された黄金山神社 
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