
みたか・みんなの広場運営協議会
三鷹市下連雀４－５－1９

http://minnannohiroba.web.fc2.com/
☎080－1362－5359 なりきよ

三鷹市民の集いの場

2019年8月
第63号

ボランティア募集

みたか・みんなの広場は、高齢者の自立を求
めて活動している団体です。ごいっしょに活動
していただける方大歓迎です。

①お弁当配達
火曜日から土曜日まで。ご都合の良い日にお

願いします。

②お弁当づくり
③チラシの編集や印刷
③その他運営に関すること

連絡先 なりきよ 080-1362-5359

みたか・みんなの広場
三鷹市下連雀4-5-19 みたかの家内
連絡先 080-1362-5359 なりきよ

多摩東成年後見の会は、三鷹市、小金井市を中心

にして、NPO法人による市民後見の活動をやって

います。設立後９年目で会員１７名、うち三鷹在住

が８人です。活動としては、後見の受任を法定、任

意を各２件で合計４件やっています。NPOとして

実際に市民後見をやっているのは、多摩地域では当

方だけかなと思います。そのため、遠いところから

も相談がありますが、残念ながらお断りをせざるを

えない、という状況です。

さて、人生100年時代と言われますが、①健康

寿命は延びずに不健康期間が広がっていること、②

一人暮らしの高齢者が増えていること、③認知症の

高齢者が増えていて、特に80歳を超えると急増加

すること、④尊厳の危機ということで、家族や介護

者による虐待が増えたり、詐欺的商法が増えている

こと、等の問題があります。

そういう中での備えとして、遺言やお墓という死後

の備えはできているけれども、不健康期間の備え、

老後の備えができていないと思います。終活といわ

れるものもそういう傾向にあると思います。

では、どういう備えが必要なのかということを４

項目あげておきます。

①マイノートを書く

マイノートは自分らしく生きるための宣言書です

ね。エンディグノートはどちらかというと死後のこ

とが重点ですね。最近は金融機関等も作っています

が、死後のこと、老後のこと、家族や親族に伝えた

いこと。他人に見せるもの、そういうものが一切合

切入っていて、いざ介護や入院が必要になった時に、

知られて困るものもあるので、それを出すわけには

いかない。私たちのマイノートは、自分を支えてく

れる方へのメッセージで、知られて困ることは書か

ないことにしています。今度、新しいマイノートへ

移行しますが、その内容は、こういうことができる

ようにしてあります。

◇緊急時、救急時に医療機関へ伝えたいこと（延命

治療を希望する場合は、尊厳死宣言をする）

◇介護が必要になった場合の希望を伝える。

6月24日 みたか・みんなの広場

任意後見制度の活用法
増田 勝彦さん

（NPO法人多摩東成年後見の会副理事長）

最期はだれかのお世話になるわけですから、マ

イノートは必須だと思います。

②身体能力の低下への備え

外出困難や寝たきりになった場合の生活が維

持できるように、社協の「福祉サービス利用援

助事業」があります。

このサービスは、日常生活の範囲内で支援に

ついて契約をするものです。対象は介護保険等

のサービスを利用している、在宅で生活してい

る方になります。代理人になることはできませ

んので、住民票等の入手は委任状を書いていた

だくことで、代行入手ができます。

サービスの内容は、①福祉サービスの利用の

手続きや利用料の支払い、②日常的な金銭管理、

③書類等の預かり、です。入院や施設入所に当

たっては、支払い代行のみで付き添い等はでき

ません。身元保証は行いません。サービス内容

に応じて、費用が必要になります。

認知症が進んで、このサービスでは対応でき

ない状況になったら、法定後見が必要になりま

すから、そのためのお世話をして、後見人に引

継ぐことになります。現在７３人ぐらいの方が、

この制度を利用していらっしゃいます。軽い認

知症の方も利用できます。

③判断能力の低下への備え

これが、成年後見になります。法定後見と任意

後見があります。

テーマ 参加費用・場所 主催・問い合わせ

8月1日 (木)

8月3日 (土)

8月7日 (水)

8月10日 (土)

8月17日 (土)

8月24日 (土)

8月26日 (月)

マッサージ教室 （外反母趾対策）
主催者までお問い合わせく

ださい。
篠山(しのやま）

080ｰ4895-0014

三鷹ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ友の会 なりきよ
☎080-1362-5359

日本シニアジョブクラブ なりきよ
☎080-1362-5359

ご相談

13:30～15:30

第一、第三月曜日

毎週土曜日
10:00～12:00

13:30～15:00

毎週火曜日

みたか・みんなの広場　なりきよ
☎080-1362-5359

13:30～15:00

タロット教室、初級  3,000円/90分
（毎月第３土曜日、前日までに予約）

ミスティ・ローザ
 ☎080-1362-5359（なりきよ）

13:30～15:00

HumannLoop"人の輪 "　竹内
☎090-7632-7251

茶話会「病気とともに生きる」（毎月第4土曜日）
病気となかよくするじょうずな生活法

リレートーク「井之頭地域包括支援センターの活動（仮題」
麻生　喜美江さん（井の頭地域包括支援センター長）

包丁研ぎ教室（定年後男性歓迎・事前連絡をお願いします。）
自宅の包丁と砥石があればお持ちください。参加費300円。

ノルディックウォーキング
参加無料/レンタルポール有料

日本シニアジョブクラブ なりきよ
☎080-1362-5359

パソコン個人指導：やりたいことを、実力に合わせて
日程等ご相談

みたか・みんなの広場　なりきよ
☎080-1362-5359

中　　村
080-650７-1959

鉄ちゃん、集合！　私は乗り鉄、あなたは、撮り鉄？
中学生以下100円、大人３00円（毎月第１土曜日）

みたか・みんなの広場 鈴木
☎080-1022-2281

みたかオレンジカフェ１（昼どき）（毎月第1水曜日）
認知症、高齢者介護なんでも相談・茶菓代100円

みたか・認知症家族支援の会
石村  ☎080-6627-3551

開催日時

足もみ健康法(リフレクソロジー) ～感じよう！あなたの身体～
30分  2000円 ～ (予約優先)（毎月第1木曜日）

般若心経カフェ：今年は、スッタニパータを読んでいます
（毎月第２土曜日500円）13:30～15:00

14:00～15:30

10:00～17:00

15:00～16:30

みたか・みんなの広場は、市民
のみなさんの集いの場です。



④死後の事務処理への備え

亡くなった当日から相続が始まって、後見人は

なにもできなくなりますし、相続人も相続の手続

きが終わるまでは、なにもできません。そういう

事態に対応すえるために、「死後事務委任契約」

の締結ということをしておくといいと思います。

いま、私たちは、見守り契約、後見契約、死後

事務委任契約の三つをセットにしていただくこと

をお勧めしています。

成年後見制度は、明治時代から禁治産、準禁治

産という制度がありましたが、2000年に介護保

険制度ができたときに、新しい成年後見制度にな

りました。新しい制度では、①本人の意思の尊重、

②身上配慮の重視、③社会参加、ということが基

本的な考え方です。

法定後見では、代理権、取消権、同意権という権

限が認められていますが、その権限は法律行為

（契約等、権利義務に関するもの）に限られてい

ます。

後見人ができないこともあります。

一身専属事項（結婚、離婚、養子縁組、遺言等

の意思表示）は権限がありません。身元保証、医

療同意、の引き受けもできません。これらは法律

上は本人しか権限がなくて、家族でも決めること

ができないことになっています。運用上は家族が

決めることもありますが、では家族がいない場合

はどうするのか、というといまだに決まっていま

せん。いま、ヨーロッパのように後見人に医療同

意権を与えるべきだということが話題にはなって

いますが、依然としてだめですね。

後見制度はどういう場合に利用できるか、

ということですが、いくつか例を挙げます。

①認知症の父親が施設入所のため、定期預金の解

約や不動産の処分が必要になった。

②介護保険や福祉サービスを利用したいが、一人

では契約ができない。

③判断能力の衰えた母親が訪問販売で高額商品を購

入している。

④同居中の息子が認知症の母親の年金を遊興資金と

して使っている。

⑤知的障害の娘がいるが、親が亡くなったあとが心

配だ。

⑥将来の認知症が心配なので、自分で後見人を決め

ておきたい。

⑦一人になった老後を安心して過ごしたい。

⑥⑦は、任意後見での対応になります。

法定後見について確認ですが、法定後見は後見、

補佐、補助という三つの類型があります。後見の場

合は、法定代理権と取消権があって、本人に代わっ

てすべての法律行為（日常生活の行為を除く）をす

ることができます。保佐・補助の場合は同意権と取

消権のほか、特定の行為の代理権があります。後見

には全面的な法定代理権がありますから、本人の自

由はかなり束縛されることもあります。そして、法

定後見人は家庭裁判所が決めます。通常、変更はで

きません。任意後見と大きく違う点です。

任意後見は、将来認知症になっても困らないよう

に、判断能力が十分なうちに信頼できる人を決め、

その人に委任内容を話し合って取り決めておくとい

うことです。合意したら、代理権を行使して、支援

をします。手続としては、代理権目録を作って、契

約書といっしょに公正証書として作成します。将来、

判断能力が不十分になった時に、任意後見の受任者

は、勝手に後見をはじめるわけではなくて、家庭裁

判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、監督

人選任後、後見が開始することになります。監督人

は、任意後見人の活動をチェックして家裁に報告を

します。

後見人の代理権の項目は、多くの場合、ほぼ共通

しています。①財産の保存、管理、処分（法定後見

では、特に、本人の居住用不動産の処分には家裁の

許可が必要ですね。）

②金融機関等との取引、・・⑤医療契約、入院契

約、⑥要介護認定の申請、⑦登記済み権利証、印

鑑、各種カード等の使用、⑧賃貸借契約、・・、

⑩遺産分割協議、等があります。この項目の選択

は自由です。

法定後見と任意後見の比較ですが、法定後見の

プラス面は、①親族がいない場合に市区町村長が

申し立て可能、②後見報酬の助成を行う自治体あ

り（三鷹は生活保護者対象）、③取消権あり（任

意後見では取消権はない）、マイナス面は、①本

人の権利や資格の制限がある（保佐、後見では公

務員や専門職、法人役員等は資格を失う）、②後

見では本人の自己決定権が無視される。任意後見

のプラス面は、①本人の意思で後見人と委任事項

を決められる、②後見報酬を契約で決められる、

③権利・資格制限がない、④監督人がチェックで

きる（報酬発生）、マイナス面ですが①委任事項

以外は後見人の権限が及ばない、等です。

成年後見制度は、2000年に始まりましたが、

ここ数年、新規の申立人は毎年３万５千人程度で

低迷しています。いま、成年後見を利用している

方は22万人で、介護保険利用者は600万人以上

ですから、ケタ違いです。その原因は、申請主義、

後見報酬の負担、等いろいろあります。

例えば、親族が後見人になった場合、不正防止

の理由で家庭裁判所が職権で監督人をつけるケー

スが増えています。私の知人が知的障害の娘さん

の後見人になって、娘さんのために積み立てをし

ていたのですが、家庭裁判所から監督人をつける

よう指導があったので、家裁にクレームを入れた。

そうすると、積立預金の残高が500万円を超えて

なければ、監督人をつけなくていい、ということ

になったので、残高を減らした、ということがあ

りました。

また、後見制度が財産管理に偏っていて、施設

に入っている場合は年に１回くらいしか訪問せず、

書類だけ出して終わりとか、柔軟な財産管理がで

きない、例えば家族への支出ですが、毎年お正月

にレストランでパーティを開いていたのに、本人

への支出ではないと理由でそれができない。さき

ほども言ったような、医療同意権がない、権利や

資格制限、法定代理の自己決定権の問題もありま

す。制度の運用には、問題がまだまだあると思い

ます。

任意後見の活用法ですが、親族がおありになる

方は必要性はありませんが、困っている方を任意

後見で救えないか、ということがあります。

①頼れる身寄りがなく、身元引受・身元保証が必

要な場合、後見人は、身元引受人や身元保証人に

は、利益相反ということでなれませんが、財産の

管理をする範囲内での支援はできますし、死後事

務委任契約を結んでおけばもっと安心できます。

②頼れる身寄りはいるが、迷惑をかけたくないの

で、任意後見を使いたいと方もいらっしゃいます。

後見制度を利用する意思はなかったけれども、

後見制度がなければ支障が出ることになった場合

等、法定後見を利用せざるを得ないケースはあり

ますが、任意後見のメリットを再確認しておきま

す。

①身寄りのない人や身元保証人が必要な場合、保

証人にはなれないけれども、後見人が業務の範囲

内でその役割を果たせるようになりました。ただ、

最近、身元保証業者が乱立してトラブルが多いの

で、注意が必要です。

②見守り契約、死後事務委任契約とセットにして、

見守りから終末まで一貫した支援が受けられる。

③身上配慮に重点を置いた支援ができる。

④任意後見には取消権がないが、必要なら任意後

見から法定後見への切り替えで対応できる。

このように、任意後見では、本人の心身の状態

に応じて様々な形で支援をすることができる、と

いうことです。

この間、八王子の女性の方から、多摩市の友人

が一人住まいなんだけれども、死後事務委任契約

を結びたいが、多摩市にはそれを引き受けてくれ

るところがない、探した結果当方しかない、とい

うことで連絡がありました。先方ともいろいろ相

談しましたが、日常的なコミュニケーションがな

いなかで、死後事務委任だけでは難しい、という

ことでお断りせざるをえませんでした。

今日はありがとうございました。

多摩東成年後見の会
東京都小金井市梶野町4丁目7番15-102

tel(留守電)/fax： 0422-36-4446
Mail ： npotamahigashi@gmail.com
URL ： http://npotamahigashi.iinaa.net/


