
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ご本人について 

◇ 成年後見制度について 

◇ 回答いただいた方について 

ご本人との関係 人数

母　親 419

きょうだい 154

父　親 127

成年後見人等 94

その他 20

無回答 87

901

（1）回答まとめ 回答数：901 

2 アンケートの分析と考察 

≪概要≫ 

【全体】 

・障害の程度が「重度」の方の回答が半数近い。 

・この制度については25%がよく知っていると回答 

【各項目の主だったもの】 

〇成年後見制度を利用：家族・ご親族の回答（P3） 

・良かった（38％） 

・不満や問題がある（62%） 

・課題、身上監護、報酬、手続き・報告、終身制度 

〇成年後見制度を利用：回答者が後見人（P4） 

・96％が後見類型 

・課題-情報が少ない、医療同意権がない、長期間の

かかわりになる（有期の制度に）、報酬が高いとみ

られる（公的な補助制度も） 

〇成年後見制度を利用していない（P5） 

・利用しないのは親が健在（40%）が最も多い。 

ほかに「制度があまりよくわからない」（26%） 

「報酬が払えるか心配」と続く。 

・もし利用するとしたら 

「親が他界、また健康不安」（60％）が多く、その場 

合後見人は「きょうだい」（50%）が多い。 

・相談するところは行政や利用施設、社会福祉協議

会が上位を占めている 

〇施設・事業所からの回答(P6) 

・把握している、ある程度把握している（72％）。 

・ご家族は制度の中身や費用について関心はある。 

・施設がこの制度を「勧めている・勧めたことがあ

る」は 68％。現在はコロナ禍という状況も加わり、

特に動きがない。 

・課題が多く勧めるのを手控え、という考えも。 

〔文責：安藤 真洋〕 
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◇ 利用状況について 

・本人との関係は 93％が家族であった（表.1）。 

・本人のくらしの場は、入所施設と GH が 71％ 

・後見人は、親族後見の割合が 91％ 

・成年後見人等（司法書士や弁護士）は 10%少ない

（表.2）。 

・後見類型は 91％、保佐は 4％であった。 

・制度を利用した理由は、相続など法的に必要にな

った、周りからの勧め、が多い。 

・障害程度は、最重度・重度が 65％であった。 

 
（表.1） 

（表.2） 

◇利用する際に困ったこと、相談先について 

・手続きなどの煩雑さが 50％を占める 

・相談先は利用している施設・事業所、公的機関（社

会福祉協議会・支援センターなど）が多く、専門

職（司法書士・弁護士など）は少数であった（表.4）。 

◇ 良かったこと、不満・問題に思うこと 

・「良かった」38％、「不満・問題」は 62％ 

・課題も見えてきた（表.3）。「身上監護がされな

い」の回答が少ないのは親族後見であると思われ

る。また、「報酬が高い」との回答もある（弁護

士等の専門職への依頼の結果か）。 

 

◇現在の後見人等がご親族の場合、高齢になるな

ど続けられなくなったとしたら、次の後見人をど

なたに引き継いでもらいたいと考えていますか？  

・親族（きょうだいなど）が 44％、 

・第三者後見（専門職・法人後見・市民後見）は 24％ 

・分からない・迷っている 21％となっており、今

後の課題と言える。（表.5） 

 

（表.3） 

〔文責：清野 弘子〕 

《考察》 

後見人を利用することは本人にとっては良かっ

たと考えられるものの、その一方で、不満や課題

として後見人の業務が煩雑、負担と感じている人

が多い。 

制度の理解が未だ十分ではないという印象があ

る。本当に後見人が必要かどうかも含めた検討で

きる素材（制度の内容、いつ頃に、誰が、費用

は、サポートは等々）があることが望ましい。 

 後見人に身上監護の多くを期待できないとした

ら他の手立てを考える必要がある。 

 

（表.4） 

㋐ 制度を利用している （263） 

 

  

（表.5） 
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① 会 員 回答数：901 

ご家族・親族（174） 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ご職業についておきかせください 

・社会福祉士、司法書士、法人後見、弁護士の順

で続き、その他には行政書士が含まれている

（表.1）。このことから、専門職は報酬がかかる

という関係もあり、まだ普及していない。 

・後見類型は 96％が成年後見となっている

（表.2）。 

司法書士：23 

（表.1） 

（表.2） 

◇ 後見人等が思う課題と苦労していること 

・利用者の人生にしっかり向き合いたくても、情 

報が少ないことに苦労している。 

・親代わりを求められるが、医療同意権が与えら 

 れていないので、そもそも判断できない。 

・選任されると長期間かかわることになるため、 

途中でバトンタッチできる仕組みが必要。 

・収支報告を毎年出すが大変細かく作成が大変。 

・銀行の手続きなど後見人登記証がその都度必要 

になる。6か月以内発行のものでないと使えな 

い。 

・報酬が高い（実際には被後見人の財力に合わせ 

て決められているのだが）とみられてしまう。 

実際にはもう少し評価されてもよいと思って 

いる方が多い。利用者負担というよりも行政な 

どからの後見費用助成制度ができるとよい。ま 

た生保は後見扶助を創設するべき。 

・監督人が理由を示されずに選任されるケースも 

ある。その費用負担が利用者になり、後見人等 

の報酬が減額されることもあった。 

 

 
《考察》 

利用する方のみならず世間一般にも制度がわか

りづらく複雑で細かい、融通が利かないという点

に課題があり、特に医療同意権が付与されていな

い点は改善が求められている。ただし後見人等だ

けに付与され行使されないように、関係者による

支援チームや医療などの専門職も関与して本人の

意思を類推して決定できるとよいと考えられる。 

また、日常的な手続きにも後見人登記証などが

求められるが、マイナンバーカードなどを活用し、

後見人等の身分を証明できるということも考慮さ

れてもよいのではないかと思う。 

報酬については、被後見人の負担軽減のために

公費による助成制度の創設や、生保には後見扶助

的なものも併せて必要と思われる。 

受任すると長期間にわたる支援となるため、リ

レー方式で支援を継続する仕組みを整備し、それ

を支えるマンパワーの確保が重要である。 

 
〔文責：坂田 晴弘〕 

◎後見報酬について 

専門職等の後見人（回答数：89） 
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◇ 成年後見制度について、どんなイメージがあ

りますか？   

・良いところは、「親亡き後の心配の解消・本人 

の財産を正しく使える」が多数。 

・改善を求める点は、「後見人の質／裁判所で決

められた人が良いとは限らない／途中で辞め

られない／変更できない／家庭裁判所への報

告が煩雑／報酬が高額」が良い点を上回り、マ

イナスイメージが強い。また、身上監護（日常

生活の見守りやトラブル対応）の役割を切望す

る声が多数あった。 

 

◇ 成年後見制度を利用しない理由 

・親が健在であり、きょうだいなどの親族がいる方

は、金銭管理や生活面でも不安は感じていない。 

・また、手続きや報告の煩雑さ、監督人が就くこと

への抵抗感、後見人への不信感、誰に頼めばいい

か分からないなど。また制度が分かりにくい、使

いにくいという意見があった。 

◇ 今後、成年後見制度を利用するとしたらどのよ

うな理由だと思いますか？ 

・「両親・親族が高齢化による健康不安や他界した」

が 60％、次いで「制度が使いやすくなった」や

「本人が施設や GH に入居した」「施設関係者に

勧められた」であった。 

・少数意見としては「費用が無料になった」や「良

い後見人候補に出会えた」などであった。 

 

◇ 後見人には誰になってほしいと思いますか？ 

・「きょうだい」が一番多い。 

・次いで社協による法人後見、施設管理者など。 

・親族以外は、馴染みのある施設の管理者や身近な

社協の法人後見など、信頼ができ相手が見える

関係のところが想定されていた。 

 

◇ 困ったときの相談先はありますか？ 

・行政や利用施設・相談支援・社協が上位を占めた。

社協や施設や親の会が開催する説明会に参加さ

れたことのある人も一定数おられた。 

・実際に相談した経験のある方は、将来の子どもの

暮らしの場のことや、利用施設のトラブルとい

った相談から、遺産の相続や戸籍の記載事項の

変更、契約行為、行政手続きなど多岐にわたる。

また後見人が医療行為の同意ができないこと

や、後見人選任のプロセスなど、専門的な内容を

相談されている人もいた。 

・身内だけで後見ができるのかという疑問の声も。 

 

《考察》 

成年後見制度が開始されてから 20 年以上が経

ち認知度は高いものの、内容までわかっている人

の割合は少なく、知的障がいの方は利用が少な

い。家族は制度を理解するために、社協や施設、

親の会などが開催する説明会に参加し理解しよ

うと努めている面もある。 

 

 

◇ 後見報酬について 

・「月 5千円から 1万円」が 22％と最も多い。 

・「5千円未満」が 15％／「わからない」が 35％ 

・費用に・見合う活動をしてくれるのであれば、と

いう意識の方も多いように思われる。 

 

〔文責：本多 公恵〕 

㋑ 制度を利用していない 回答数：638 
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以前は勧めていたが、勧めなくなった理由 

・コロナ禍で保護者と会う機会がかなり減っている 

・成年後見制度が使いにくいと思ったから 

・それぞれに情報を得るようになったため 

・親御さんが後見制度を使うことで「本人のため」と 

思っていることも実行しにくくなるから 

・保護者が健在のため、施設から後見人をつけな 

さいと言われていないから 

 

◇ 施設利用者の成年後見制度利用状況の把握に

ついて 

 

 

 

 

 

 

・施設利用の契約時、本人の障害程度を考えたと

き、本来的には、成年後見人が付いての契約が必

要である。児童の場合は親権者としての親の承諾

でいいと思われるが、18 歳以上の場合は本人の

契約になるため後見人等を必要としている。数値

的には多くはないがこのことを施設が把握して

いないとすれば問題であろうと考える。 

 
◇ 利用申し立ては誰が行いましたか？ 

 

◇ 類型 

後 見類型が 多く

（表.1）、その内訳

は親族後見と、第三

者後見（司法書士な

ど）がほぼ同数であ

った（表.2）。 

 

（表.1） 

（表.2） 

◇ ご家族の成年後見制度への関心度について 

関心そのものはそれほど高くないが、後見制度の

中身や費用についての関心度が高くなっている。 

 

◇ 後見制度の利用を施設は勧めていますか？ 

・「勧めている」、「勧めたことがある」が 68％。 

◇ 成年後見制度に関する研修について 

・職員向け、ご家族向け、未実施が 1/3 ずつ。 

・施設の優先課題となっているとは言えない。 

《考察》 

・後見人の不祥事や裁判所の管理の問題などが

あり、成年後見制度には不信感が持たれてい

る。そういう意味で契約行為の法的な正当性の

みを重視しての成年後見制度利用促進は、施設

としては積極的になれないというのが現状で

はないか。 

・後見制度の部分利用、有期（短期）利用ができ

るなど、本人の充実した生活が保障されるよう

さらなる改革を求めたい。 

 

 

 

 

 ② 施設・事業所 回答数：74 

 

〔文責：山下 望〕 
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◇ 成年後見制度の見直しについての動向 

「第２期成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定されたのが２０２２年３月でした。第１ 

期計画（平成２９年度～令和３年度）のなかで利用者がメリットを実感できる成年後見制度の運

用改善、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、また、任意後見制度を優先していく事な

ど、安心して成年後見制度を利用できる環境整備をうたっていました。しかしながら、今回のア

ンケート結果を見る限り、第１期の５年間に何が進んだろうか疑問が残ります。確かに各地域で

の相談窓口の整備は進んだのでしょう。現状は、未だに制度そのものの理解が浸透しておらず、

成年後見制度を利用しても、不安や不満が一向に払拭されていません。 

第２期基本計画(２０２２年度~２０２６年度)には、地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援

が真っ先に掲げられています。また、運用改善においても、障害者の特性を理解したうえで本人

の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した運用にすること。不正防止の方策も

推進すること。家庭裁判所の手続き利用を円滑にすること。地域連携ネットワークを通じた福祉

と司法の連携強化により必要な人が必要な時に司法による権利擁護支援を適切に受けられるよう

に。柔軟な後見人交代の推進。令和６年度までに全国 1,741 市町村に制度や相談窓口を周知。

等々完全実施されたら大きく前進が期待されますが、制度そのものの見直しは、工程表では検討

の文字だけで具体的なスケジュールは示されていません。制度そのものを規定している民法改正

があるのか不明です。第２期計画も計画倒れに終わることなく、現実に何がどう変わったか、ど

のように使いやすくなったかを実感するものであってほしいものです。 

◇ 今回の回答結果が示すもの 

今回の回答結果をサーヴェイすると、アンケート実施数 5,145 名中、回答総数‘（東京生活サポ

会員・以後サポ会員）901 名で回答率：17.9％であった。回答率が低い理由は、後段の説明にあ

るように、知識不足だけでなく、現時点で制度を利用するメリットが感じられず、アンケート記

入に手を出しづらかった方が多かったのでしょう。集計結果で成年後見制度を利用している方

は、263名で、29.2％（成年後見 92.8％、保佐人 4.2％、無回答 3％）でした。この数字のさは、

後見制度を利用しておられる方が積極的に回答されたとみるべきでしょう。 

後見人の類型は、専門職が 38.4％、兄弟姉妹が26.2％、親が 3.2％、親族が9％、その他不明が

10.3％です。 

制度そのものの本来の趣旨には、肯定的な意見が多く寄せられている反面、制度利用者や、そ

の情報を得ている親御さんの多くから、不満や問題点の指摘があります。家庭裁判所への報告が

大変な労力であること、申し立てた後は取り下げられない、利用を中途で止められない不自由

さ、福祉との連携がなされていない、身上監護がなされていないことが、上位にランクされてい

ます。率直に表現すると「現行の成年後見制度は、知的障害者、その家族にとっては利用しづら

い度制度である」ということでしょう。 

２０００年の介護保険制度の開始とセットで成立した事情を振り返ると、成年後見制度そのも

のが、高齢者施策の面はぬぐえず、障害者を想定した、とりわけ知的障害者を考慮した制度では

なかったことは当時の国会の議論や、公聴会でのやりとりを想起すればうなずけます。障害福祉

施策が措置から契約に大きく変わり、各事業所においては、一人一人の利用者との利用契約、重

（２）～アンケートの結果を受けて～ 

【成年後見制度の課題と我々が目指すこと】 

-７- 



要事項説明書、誓約書等の各種書類への契約書を取り交わす際に、何かしらの戸惑いが当時あり

ました。本人への丁寧な説明や、自己決定を大切にすることが求められる時代に、契約行為が困

難な利用者には、ご家族が後見人になって署名するという選択を、たくさんの親御さんが選びま

した。とりわけ、公立系や事業団系の施設にこの傾向がありました。こうしたケースでは、後に

親御さんが高齢になり、兄弟姉妹の世代に引き継ぐ際の手続きにおいてもっと簡単にできないも

のかという回答や後見監督人への費用についてもどの程度が適切なのか、また、家族が後見人に

なった場合、後見監督人との見解の相違に悩むケースが寄せられています。 

◇ 運用改善で望まれること 

知的障害者の後見を行う事は、金銭管理でなく身上監護という日常生活全般にわたる支援が、

継続的に長期にわたって重層的に必要だとすると、第２期計画にある「地域連携ネットワーク」

のしくみがどのようになるのでしょうか。これについては、第２期基本計画にはかなりのページ

を使っての説明がありますが、知的障害や自閉症の方々にとって、支援が重層的でないと安心し

た暮らしが過ごせません。確かに計画にあるように①権利擁護支援チーム②協議会③中核機関の

３者が連関した機能が必要ですとありますが、この仕組みを構築することは簡単ではないでしょ

う。あまりかっちりした仕組みより柔軟な発想が求められます。ご本人のことを誰が一番知って

いるのか、キーパーソンは誰なのかを現実の生活に即して考慮し、その場面、局面においても支

援のあり様は変化します。 

いったん、成年後見人がつくと、現実的には金銭管理でない場面のご本人の意思決定支援が欠

かせませんが、そうしたときに身上監護が十分なされていないのが現状です。ご本人の生活上の

好き嫌い、価値観を適切に反映していない現実があるという意見がアンケートでもあります。一

方、後見人の方々にとっても、様々な意見があります。時間的にも制約があったり、本来後見人

のやるべき事が法的に制約を受けてできない状態もあります。「医療同意権」の問題も同様でしよ

う。後見人の意見からも、目の前にいる利用者の最善の選択を行使できない矛盾を指摘されてい

ます。後見人を担っている専門職団体、日本弁護士連合会、日本社会福祉士会、リーガルサポー

トセンター等からは以前からこの問題を指摘しています。関連する民法改正が望まれています。 

◇ 注目すべき法務省の動向 

２０２２年５月１７日、法務大臣は記者会見において、利用促進基本計画を踏まえて、成年後

見制度の見直しをするために、民事法の研究者や制度に係る専門職等を構成員とする研究会を６

月に立ち上げると言明しました。民法を見直すべきだという意見は、様々な団体から上がってい

るので、迅速な議論をして、期待したいところです。民法の改正は、当初から日弁連が主張して

きたことですが、「本人保護」と「本人意思尊重」のせめぎあいでしょうか。硬直した家庭裁判所

職員の意思決定支援の無理解があるとしたら問題です。今年８月ジュネーブで国連の障害者権利

委員会が、我が国の取り組みに対して改善勧告を行いました。席上、日本担当委員から「障害が

ある人々との継続的なコミュニケーションをとることによってのみ、障害者の人権は保障され

る」との挨拶がされ、会場にオブザーバー参加した方が、感動的だったと報告されました。意思

決定支援が適切になされることが求められています。 

◇ 一般社団法人東京都知的障害児者生活サポート協会が取り組む課題は 

当会としての、今後の方向を考えるとき、当協会が「知的障害児・者、自閉症児・者のくら

し、はたらく、けんりを安心して支えること」事を目的にしていればこそ、成年後見制度がどの

ように今後運用改善していくかは最大の関心事です。育成会からも様々な要望がでています。切

-８- 



迫した問題を抱えたご本人やご家族にとっては、限られた生活資金のなかで、公的に支えていく

仕組みは欠かせません。適切な報酬金額はどのようにあるべきか。期限を区切った運用ができな

いのか、福祉との連携や、他の委任契約、信託の問題など取り巻く課題はたくさんあります。 

一方、今回のアンケート結果は、この制度について会員の理解が必ずしも進んでいないことも

示しています。会員のみならず、施設・事業所職員にも、さらなる学びの機会を設けることが必

要です。内容についても初歩的なものから、各手続きにおける問題点など会員の経験の中から学

んだり、専門家の意見や好事例の紹介などをもりこんだ研修が必要でしょう。一方、この制度に

対しての改善要求をまとめ、アクションを起こす必要があるでしょう。 

 

〔文責 理事 藤田 進〕 
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