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難しいよ、意思決定支援
　2019 年 6 月 7 日、参議院本会

議で「欠格条項」を一括して削除す

る法律が全会一致で可決・成立しま

した。欠格条項とは被後見人になる

と、資格がはく奪されたり、一部の

職種の仕事ができなくなるもので

す。具体的には、弁護士や医師の免

許取り消し、国家公務員や法人の役

員になれない等 188 の法律から一

括して欠格条項削除することになり

ました。実際に施行される日は法律

によって異なりますが今年度中には

ほとんどの法律から削除されます。

　今後については、被後見人である

か否かで判断せず、職務を執行する

ことができるかできないかによって

個別に判断することになります。

　後見活動をしていると「意思決定

支援」という言葉によく出会います。

本来、成年後見人は本人の権利擁護

を行うために活動を行います。[↗]

[↘] 本人の利益とは本人の望むこと

と言い換えることができます。

　では、後見活動において、どの程

度本人の希望や意見を聞き、反映で

きているのでしょうか。もしかする

と、家族や施設職員の希望や意見を

本人のそれと勘違いしまっているの

ではないかという反省があります。

もちろん、家族や施設職員は本人の

ことをよく知っています。また、自

分の意思を表現しづらい方の希望を

確認するのはとても難しいことで

す。家族や施設職員の声を聞くほう

が後見人としては手間が省けます。

果たしてそれでよいのかということ

です。

　現在、各地で様ざまな取り組みが

なされています。試行錯誤をしなが

ら、より本人の真の希望を叶えられ

るような後見活動ができるように取

り組んでいきたいと考えています。

賛助会員を募集しています ご寄付のお願い 切手・印紙を販売しています

権利擁護活動を資金的に援助して

いただだける方を募集しています

3,000 円 / 口より

成年後見制度や財産管理の普及啓

発に活用するご寄付をお願いして

います。

切手や収入印紙を取り扱っていま

す。売上の一部が販売手数料とな

ります。この全額を権利擁護活動

に活用しています。

　2019 年 7 月 6 日に開催された第 43 回

世界遺産委員会において、「百舌鳥・古市古

墳群」が世界文化遺産に登録されることが決

定しました。これで日本にある世界遺産は文

化遺産 19、自然遺産 4 の合計 23 となりま

した。大阪府としては初めての登録になりま

す。

　今回登録された古墳は 45 件 49 基になり

ます。その１つである「いたすけ古墳」は百

舌鳥エリアの中央部に位置する前方後円墳

で、一度は宅地造成の為に取り崩しの危機に

瀕しましたが、市民運動によって保存が決定

し、1956 年 5 月 15 日に国の史跡に指定

されました。

元は 100 基以上あったと考えられる百舌鳥

古墳群は、半数以上が失われ 44 基が現存し

ています。「いたすけ古墳」は、そのような

古墳群の中で生き残った古墳のひとつです。

いたすけ古墳
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　お盆明けより職員が増えました。こ

れまでバタバタしていた職場が、早く

落ち着くことを目指しています。

　後見活動をはじめ支援活動も、より

充実できるよう努めてまいります。よ

ろしくお願いします。

大阪府立大学

三国ヶ丘駅 中百舌鳥駅 なかもず駅

スシロー

専用駐車場がございます

仁徳天皇陵

中環状線

ときはま線ＪＲ・阪和線

３１０号線

南海・高野線

御堂筋線

北堺警察署前向陵

赤畑町 1丁

北条町 1丁

泉北１号線

スズキ

ステーキのどん

堺市三国ヶ丘庁舎

ホームメイト

カーテンじゅうたん王国

ケンタッキー

Yモバイル

セブンイレブン

大和ハウス

北堺警察署

ウェルシア

中百舌鳥町 5丁南
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（1階：設備機器販売店）

駐車場

出典：堺市世界文化遺産推進室



成年後見事業 相談室 Q&A　「後見類型：後見・保佐・補助の違い」

Ａ．後見人となる人の数は決まってい

ませんが、現状は 1 人で行うことが多

いようです。何人かで行う場合は複数

後見と呼びます。複数といってもほと

んどが 2 人のようです。

　複数後見となるケースにはいくつか

あります。まず、質問にあるような後

見活動を分担して行う場合です。1 人

が身上監護、もう一人が財産管理といっ

たように役割を分けて行う分掌タイプ。

当法人でもご本人のお母様が身上監護

を行い、財産管理を当法人が担ってい

る方がいます。片方が専門職や法人と

なる場合が多いようですが、認知症と

なった親の成年後見人を、その子ども

2 人が担っているケースもあります。

また、役割を決めずに 2 人が協力して

後見活動を行うタイプもありますが、

密に連携をとらないと片方に負担が偏

る可能性があります。裁判所に報告す

る際はどちらかが活動内容をまとめて

提出するためお互いの連携が大切にな

ります。この他に、一時的に複数後見

とする、もしくはなるケースもあ  [↗]

Ｑ.後見活動を 1人でするのが不安なら何人かですることもできるのですか？

[↘] ります。親や親族が成年後見人を務

めているが、高齢やその他の理由で今

後長く続けていけるか不安な場合、引

継ぎ期間を設けてその間だけ複数後見

とするケースです。引継ぎ期間を設け

ずに交代することもできますが、責任

を持って引継ぎをする時などに利用さ

れます。また、本人の財産が多額であ

る場合、「後見制度支援信託」と呼ばれ

る制度の活用を裁判所から打診される

ことがあります。この場合、手続きは

司法書士等の専門職しかできませんの

で、便宜上専門職を成年後見人に就任

させて手続きを行います。手続きが終

われば辞任（退任）します。その間だ

け複数後見となります。

　複数で後見活動を行うと、発生する

報酬が気になる方もいると思います。

報酬額は裁判所が決定しますので、個々

で事情は異なります。ただ、後見活動

に対する報酬のため人数に比例はしな

いように思います。なお、後見制度支

援信託利用時は別途報酬が発生します。

　今回は NPO かんなびの丘のメイン

事業である「成年後見事業」をご紹介

します。

　成年後見事業は主に①後見人の受任、

②後見制度に関する相談、啓発を行っ

ています。

　まず、後見人の受任では、今年度新

たに９名の方の成年後見人、補助人に

就任しました（2019 年８月１日現

在）。合計で 10８名の方の成年後見人

等を務めています。

　類型別では「後見」類型が１００名、

「保佐」類型が 7 名、今回初めて「補助」

類型を 1 名受けることになりました。

　ほとんどの方が大阪府に在住してお

り、その 9 割が大阪家庭裁判所堺支部

管轄となっています。管轄は本人が住

んでいるか、又は入院している地域で

す。堺支部管轄は堺市をはじめ富田林

市、河内長野市等が含まれます。

　当法人が後見活動を始めて 10 年近

くになりますが、被後見人の平均年齢

は 58 歳 7 か月と歳を重ねています。

そのこともあり、入退院手続きを行う

頻度が多くなってきています。内訳は

短期間の入院から療養型病院への転院

等様々です。

　加えて、こんごう福祉センターから

地域移行、地域のグループホームから

こんごう福祉センターへの再入居  [↗]

[↘] 等住まいの移動もあります。本人が

最も生活しやすい環境を整えていくの

も後見人の大切な役割と考えています。

　次に、成年後見制度に関する相談や

啓発についてですが、以前は後見人受

任に限らず関わりを持つ方々の多くは、

こんごう福祉センター利用者が多くを

占めていました。　

　しかし、現在は地域包括支援センター

や行政、各施設・病院等からの相談も

増えて半数以上がこんごう福祉セン

ター以外からの相談となっています。

そのため、より多くの機関と一緒に活

動する機会も増え、後見人受任後の後

見活動においても様々な助言やサポー

トを受けることができるようになりま

した。

　後見事業は、この他に申立支援を行っ

ています。申立支援といっても、弁護

士や司法書士のような代理行為はでき

ませんが、可能な限り申立人（ご家族）

のサポートを行っています。

　この他、成年後見制度を多くの方に

知っていただき、理解を深めていただ

くために啓発活動を積極的に行ってい

ます。各種イベントに出展して啓発す

るほか、家族会や施設等と協力して説

明会や勉強会を開催しています。

成年後見制度や財産管理等権利擁護に関するご質問やお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。

なお、 いただきましたご質問等は個人情報等に配慮した上で本誌に掲載する場合がございます。

「さかいボランティア・市民活動フェスティバル」

日時：2019 年 10 月 26 日（土）　10 時～ 16 時
場所：堺市総合福祉会館（堺市堺区南瓦町 2-1）
内容：パネル展示、成年後見制度・財産管理の啓発、法人の PR

出展
します

　　
他にも色んな
団体が出展しま
す。遊びに来て
くださいね。

事業紹介


