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成年後見制度の利用の促進に関する法律 
（平成28年４月15日法律第29号） 

 

 

権   奇 法 

 

 

 はじめに 
 

 高齢化社会の到来と単独世帯の高齢者が増加していることから成年後見制度の利用を促

進する必要性と従来の成年後見制度の問題点や後見人による不正の多発などに対応するた

めの法律（「成年後見制度の利用の促進に関する法律」）が、衆議院内閣委員会提出法案

として提出され成立した。本法案は、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するため、その基本理念等を定めるとともに、基本理念を具体化するため

の基本方針を定め、またこれに基づく施策を実施するための国及び都道府県並びに市町村

が講ずべき措置を定めたものである。 

 

 

 Ⅰ 法案提出の背景と経緯 
 

1. 背 景 

 成年後見制度は、平成11年の民法改正により、従来の禁治産や準禁治産制度に代わって

導入された制度である。制度導入後、利用者は増加しているものの、これまでの成年後見

制度の利用において幾つかの課題が指摘されていた。すなわち、その利用が成年後見に偏

り、保佐、補助及び任意後見の利用が少ないことの問題点(１)、成年後見人による不正の

                                                                                 

(１) 内閣府・成年後見制度利用促進委員会事務局資料「成年後見制度の現状」（平成28年）資料

によると、平成27年12月末日時点の利用者数については、成年後見が約79.8％、保佐が約

14.5％、補助が約4.6％、任意後見が約1.2％となっている。 
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多発(２)、成年後見人と本人の関係において依然として親族の割合が高いこと(３)、被成年

後見人の自己決定権の尊重問題、成年後見人等を支援する体制が十分に整備されていない

中で家庭裁判所の対応だけでは福祉的な観点から本人の最善の利益を図ることが困難であ

ること、などである。 

 このような状況に対応するためには民法の改正を通じた成年後見制度そのものの抜本的

な見直しが必要であるとする指摘がなされていた。特に、本法案の出発点と言われるのが、

平成22年、日本成年後見法学会が中心となり横浜で開催された成年後見法世界学会で提案

された「横浜宣言」である。同宣言では、成年後見法の改正とその運用の改善、公的支援

システムの創設、新たな成年後見制度の可能性について提言を行っており、その内容は本

法案に反映されているものもあり、立案・審議過程において議論されているものがほとん

どである(４)。 

 また、今後、高齢化に伴い認知症高齢者の増加や単独世帯の高齢者が増加することが見

込まれる中(５)、成年後見制度の利用の必要性が高まり、何らかの形での対応に迫られて

いることも重要な背景の一つであった。 

 

2. 経 緯 

 本法案は、公明党を中心に法律案が起案され、平成28年３月23日、衆議院内閣委員会に

おいて、同委員会提出法案として可決されたものである。その後、同月24日に衆議院本会

                                                                                 

(２) 注(１)内閣府資料によると、成年後見人等による不正報告件数・被害額は、平成26年までは

増加傾向にあり831件（被害額56億７千万円）であったが、平成27年度は減少し521件（被害額

29億７千万円）であった。 

(３) 注(１)内閣府資料によると、成年後見人等と本人の関係は、親族（配偶者、親、子、兄弟姉

妹その他四親等以内の親族）が成年後見人等に選任されたものが全体の約29.9％、親族以外の

第三者が選任された者が全体の約70.1％となっている。 

(４) 横浜宣言に関しては、新井誠「成年後見制度の現状と課題」法律のひろば70巻２号（ぎょう

せい、平成29年２月）４～13頁参照。 

(５) 厚生労働省資料「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にやさし

い地域づくりに向けて～」（平成27年）によると、認知症の人の数は、2012（平成24）年で約

462万人、65歳以上高齢者の約７人に１人と推計されている。いわゆる認知症予備群といわれ

る推計約400万人と合わせると、65歳以上高齢者の約４人に１人が認知症の人又はその予備群

とも言われている。また、この数は高齢化の進展に伴い2025（平成37）年には認知症の人は約

700万人前後になり、65歳以上高齢者に対する割合は、現状の約７人に１人から約５人に１人

に上昇する見込みとされている。 
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議で可決された後、４月５日に参議院内閣委員会、同月６日に参議院本会議において可決

された。なお、参議院の審議において形式的な部分の修正(６)が行われたため、衆議院に

回付され、衆議院の同意を経て平成28年４月８日、「成年後見制度の利用の促進に関する

法律」（平成28年法律第29号、以下「利用促進法」）が成立した。 

 利用促進法とセットとして、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件

手続法の一部を改正する法律」（平成28年法律第27号）が成立した。この法律は、従来か

ら、成年後見人が同居の親族以外の者である場合、成年被後見人に宛てた郵便物などの内

容を適切に把握することができず、適切な財産管理に支障をきたすおそれがあること、成

年被後見人の死亡後も相続財産の保存などに事務を行う必要がある場合があることなど、

成年後見の事務を円滑に遂行できない問題点が指摘されていたことから、これらの問題点

を解消するための法律として、自民党を中心に起案され成立したものである。 

 以下では、「利用促進法」を対象に、法律の内容を概観し、国会審議過程における議論

の内容、法律成立後の動き、地方公共団体への影響などを検討することとする。 

 

 

 Ⅱ 法律案の概要 

 

1. 提出理由 

 本案は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常

生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、

かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段で

あるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するため、成年後見制度の利用の促進について、その

基本理念等を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議を設置する等の措置を講ずるも

のである。（参議院内閣委員会における趣旨説明、第190回国会内閣委員会（参議院）第

８号） 

                                                                                 

(６) これは利用促進法の施行が内閣の重要政策に関する総合調整等の一部を改正する法律（平成

27年法律第66号）の施行（平成28年４月１日）後になることとの整合性を図る内容である。 
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多発(２)、成年後見人と本人の関係において依然として親族の割合が高いこと(３)、被成年

後見人の自己決定権の尊重問題、成年後見人等を支援する体制が十分に整備されていない

中で家庭裁判所の対応だけでは福祉的な観点から本人の最善の利益を図ることが困難であ

ること、などである。 

 このような状況に対応するためには民法の改正を通じた成年後見制度そのものの抜本的

な見直しが必要であるとする指摘がなされていた。特に、本法案の出発点と言われるのが、

平成22年、日本成年後見法学会が中心となり横浜で開催された成年後見法世界学会で提案

された「横浜宣言」である。同宣言では、成年後見法の改正とその運用の改善、公的支援

システムの創設、新たな成年後見制度の可能性について提言を行っており、その内容は本

法案に反映されているものもあり、立案・審議過程において議論されているものがほとん

どである(４)。 

 また、今後、高齢化に伴い認知症高齢者の増加や単独世帯の高齢者が増加することが見

込まれる中(５)、成年後見制度の利用の必要性が高まり、何らかの形での対応に迫られて

いることも重要な背景の一つであった。 

 

2. 経 緯 

 本法案は、公明党を中心に法律案が起案され、平成28年３月23日、衆議院内閣委員会に

おいて、同委員会提出法案として可決されたものである。その後、同月24日に衆議院本会

                                                                                 

(２) 注(１)内閣府資料によると、成年後見人等による不正報告件数・被害額は、平成26年までは

増加傾向にあり831件（被害額56億７千万円）であったが、平成27年度は減少し521件（被害額

29億７千万円）であった。 

(３) 注(１)内閣府資料によると、成年後見人等と本人の関係は、親族（配偶者、親、子、兄弟姉

妹その他四親等以内の親族）が成年後見人等に選任されたものが全体の約29.9％、親族以外の

第三者が選任された者が全体の約70.1％となっている。 

(４) 横浜宣言に関しては、新井誠「成年後見制度の現状と課題」法律のひろば70巻２号（ぎょう

せい、平成29年２月）４～13頁参照。 

(５) 厚生労働省資料「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にやさし

い地域づくりに向けて～」（平成27年）によると、認知症の人の数は、2012（平成24）年で約

462万人、65歳以上高齢者の約７人に１人と推計されている。いわゆる認知症予備群といわれ

る推計約400万人と合わせると、65歳以上高齢者の約４人に１人が認知症の人又はその予備群

とも言われている。また、この数は高齢化の進展に伴い2025（平成37）年には認知症の人は約

700万人前後になり、65歳以上高齢者に対する割合は、現状の約７人に１人から約５人に１人

に上昇する見込みとされている。 
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議で可決された後、４月５日に参議院内閣委員会、同月６日に参議院本会議において可決

された。なお、参議院の審議において形式的な部分の修正(６)が行われたため、衆議院に

回付され、衆議院の同意を経て平成28年４月８日、「成年後見制度の利用の促進に関する

法律」（平成28年法律第29号、以下「利用促進法」）が成立した。 

 利用促進法とセットとして、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件

手続法の一部を改正する法律」（平成28年法律第27号）が成立した。この法律は、従来か

ら、成年後見人が同居の親族以外の者である場合、成年被後見人に宛てた郵便物などの内

容を適切に把握することができず、適切な財産管理に支障をきたすおそれがあること、成

年被後見人の死亡後も相続財産の保存などに事務を行う必要がある場合があることなど、

成年後見の事務を円滑に遂行できない問題点が指摘されていたことから、これらの問題点

を解消するための法律として、自民党を中心に起案され成立したものである。 

 以下では、「利用促進法」を対象に、法律の内容を概観し、国会審議過程における議論

の内容、法律成立後の動き、地方公共団体への影響などを検討することとする。 

 

 

 Ⅱ 法律案の概要 

 

1. 提出理由 

 本案は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常

生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、

かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段で

あるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するため、成年後見制度の利用の促進について、その

基本理念等を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議を設置する等の措置を講ずるも

のである。（参議院内閣委員会における趣旨説明、第190回国会内閣委員会（参議院）第

８号） 

                                                                                 

(６) これは利用促進法の施行が内閣の重要政策に関する総合調整等の一部を改正する法律（平成

27年法律第66号）の施行（平成28年４月１日）後になることとの整合性を図る内容である。 
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2. 主な内容 

(１) 目的（１条） 

   認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生

活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であ

り、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要

な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利

用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針そ

の他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制

度利用促進委員会を設置すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策

を総合的かつ計画的に推進することを目的とすること。 

 

(２) 基本理念（３条） 

  ① 成年後見制度の理念の尊重  

    成年後見制度の利用の促進は、 

   ア．成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する

個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべき

こと（＝ノーマライゼーション） 

   イ．成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等

の自発的意思が尊重されるべきこと（＝自己決定権の尊重） 

   ウ．成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと

（＝身上の保護の重視） 

   等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。 

  ② 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進 

    成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握する

こと、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成

年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、地域における需要に的確に

対応することを旨として行われるものとする。 

  ③ 成年後見制度の利用に関する体制の整備  

    成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関（法務省、厚生労働省、

総務省その他の関係行政機関）、地方公共団体、民間の団体等の相互の協力及び適
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切な役割分担の下に、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の権利利益を

適切かつ確実に保護するために必要な体制を整備することを旨として行われるもの

とする。 

 

(３) 国と地方公共団体の責務 

  ● 国は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策

定し、及び実施する責務を有する。（４条）  

  ● 地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に

関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。（５条）  

  ● 国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事

業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密

な連携の確保に努めるものとする。（８条１項） 

  ● 地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、特

に、その地方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所及び関係行政機関の地方支分部

局並びにその地方公共団体の区域に所在する成年後見人等、成年後見等実施機関及

び成年後見関連事業者その他の関係者との適切な連携を図るよう、留意するものと

する。（８条２項） 

 

(４) 基本方針（11条） 

   成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保

護に関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策と

の有機的な連携を図りつつ、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるとされている。 

  ① 成年後見制度の理念の尊重に係る基本方針  

    ● 成年後見制度の三類型が適切に選択されるための方策の検討 

     成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応

を可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の

利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置を講ずること。  

    ● 権利制限に係る制度の見直し 

     成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に

差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度につ
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2. 主な内容 

(１) 目的（１条） 

   認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生

活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であ

り、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要

な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利

用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針そ

の他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制

度利用促進委員会を設置すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策

を総合的かつ計画的に推進することを目的とすること。 

 

(２) 基本理念（３条） 

  ① 成年後見制度の理念の尊重  

    成年後見制度の利用の促進は、 

   ア．成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する

個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべき

こと（＝ノーマライゼーション） 

   イ．成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等

の自発的意思が尊重されるべきこと（＝自己決定権の尊重） 

   ウ．成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと

（＝身上の保護の重視） 

   等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。 

  ② 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進 

    成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握する

こと、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成

年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、地域における需要に的確に

対応することを旨として行われるものとする。 

  ③ 成年後見制度の利用に関する体制の整備  

    成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関（法務省、厚生労働省、

総務省その他の関係行政機関）、地方公共団体、民間の団体等の相互の協力及び適
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切な役割分担の下に、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の権利利益を

適切かつ確実に保護するために必要な体制を整備することを旨として行われるもの

とする。 

 

(３) 国と地方公共団体の責務 

  ● 国は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策

定し、及び実施する責務を有する。（４条）  

  ● 地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に

関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。（５条）  

  ● 国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事

業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密

な連携の確保に努めるものとする。（８条１項） 

  ● 地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、特

に、その地方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所及び関係行政機関の地方支分部

局並びにその地方公共団体の区域に所在する成年後見人等、成年後見等実施機関及

び成年後見関連事業者その他の関係者との適切な連携を図るよう、留意するものと

する。（８条２項） 

 

(４) 基本方針（11条） 

   成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保

護に関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策と

の有機的な連携を図りつつ、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるとされている。 

  ① 成年後見制度の理念の尊重に係る基本方針  

    ● 成年後見制度の三類型が適切に選択されるための方策の検討 

     成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応

を可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の

利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置を講ずること。  

    ● 権利制限に係る制度の見直し 

     成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に

差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度につ

－ 187 －



 

－ 6 － 

 

いて検討を加え、必要な見直しを行うこと。  

    ● 成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困

難なものの支援  

     成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが

困難なものが円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在

り方について、成年後見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要な措置を講ず

ること。  

    ● 成年被後見人等の死亡後における成年後見人等の事務の範囲の見直し  

     成年被後見人等の死亡後における事務が適切に処理されるよう、成年後見人等

の事務の範囲について検討を加え、必要な見直しを行うこと。  

    ● 任意後見制度の積極的な活用  

     成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点か

ら、任意後見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検証し、任意後見

制度が適切にかつ安心して利用されるために必要な制度の整備その他の必要な措

置を講ずること。  

    ● 国民に対する周知等  

     成年後見制度に関し国民の関心と理解を深めるとともに、成年後見制度がその

利用を必要とする者に十分に利用されるようにするため、国民に対する周知及び

啓発のために必要な措置を講ずること。  

  ② 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進に係る基本方針  

    ● 地域住民の需要に応じた利用の促進  

     成年後見制度の利用に係る地域住民の需要に的確に対応するため、地域におけ

る成年後見制度の利用に係る需要の把握、地域住民に対する必要な情報の提供、

相談の実施及び助言、市町村長による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の

請求の積極的な活用その他の必要な措置を講ずること。  

    ● 地域において成年後見人等となる人材の確保  

     地域において成年後見人等となる人材を確保するため、成年後見人等又はその

候補者に対する研修の機会の確保並びに必要な情報の提供、相談の実施及び助言、

成年後見人等に対する報酬の支払の助成その他の成年後見人等又はその候補者に

対する支援の充実を図るために必要な措置を講ずること。  

    ● 成年後見等実施機関の活動に対する支援  
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     成年後見人等又はその候補者の育成及び支援等を行う成年後見等実施機関の育

成、成年後見制度の利用において成年後見等実施機関が積極的に活用されるため

の仕組みの整備その他の成年後見等実施機関の活動に対する支援のために必要な

措置を講ずること。  

  ③ 成年後見制度の利用に関する体制の整備に係る基本方針  

    ● 関係機関等における体制の充実強化  

     成年後見人等の事務の監督並びに成年後見人等に対する相談の実施及び助言そ

の他の支援に係る機能を強化するため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共

団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を講ずること。  

    ● 関係機関等の相互の緊密な連携の確保  

     家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等

実施機関及び成年後見関連事業者の相互の緊密な連携を確保するため、成年後見

制度の利用に関する指針の策定その他の必要な措置を講ずること。  

 

(５) 成年後見制度利用促進基本計画（12条） 

   政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、ア. 成年後見制度の利用の促進に関する目標、イ. 成年後見制度の利用の促進

に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策、ウ. そのほか、成年後見制度の利

用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める、成

年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画（「成年後見制度利用促進基本計画」）

を定めなければならない。  

   成年後見制度利用促進基本計画の策定には閣議決定が必要となり公表が義務付けら

れている。 

  →成年後見制度利用促進計画（平成29年３月24日閣議決定） 

 

(６) 成年後見制度利用促進会議（13条・14条） 

   内閣府に、特別の機関として、ア. 成年後見制度利用促進基本計画の案を作成する

こと、イ. 成年後見制度の利用の促進に関する施策について必要な関係行政機関相互

の調整をすること、ウ. そのほか、成年後見制度の利用の促進に関する基本的事項の

企画に関して審議するとともに、成年後見制度の利用を促進するための施策の実施を

推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視することを任務とする、

－ 188 －
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いて検討を加え、必要な見直しを行うこと。  

    ● 成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困

難なものの支援  

     成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが

困難なものが円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在

り方について、成年後見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要な措置を講ず

ること。  

    ● 成年被後見人等の死亡後における成年後見人等の事務の範囲の見直し  

     成年被後見人等の死亡後における事務が適切に処理されるよう、成年後見人等

の事務の範囲について検討を加え、必要な見直しを行うこと。  

    ● 任意後見制度の積極的な活用  

     成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点か

ら、任意後見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検証し、任意後見

制度が適切にかつ安心して利用されるために必要な制度の整備その他の必要な措

置を講ずること。  

    ● 国民に対する周知等  

     成年後見制度に関し国民の関心と理解を深めるとともに、成年後見制度がその

利用を必要とする者に十分に利用されるようにするため、国民に対する周知及び

啓発のために必要な措置を講ずること。  

  ② 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進に係る基本方針  

    ● 地域住民の需要に応じた利用の促進  

     成年後見制度の利用に係る地域住民の需要に的確に対応するため、地域におけ

る成年後見制度の利用に係る需要の把握、地域住民に対する必要な情報の提供、

相談の実施及び助言、市町村長による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の

請求の積極的な活用その他の必要な措置を講ずること。  

    ● 地域において成年後見人等となる人材の確保  

     地域において成年後見人等となる人材を確保するため、成年後見人等又はその

候補者に対する研修の機会の確保並びに必要な情報の提供、相談の実施及び助言、

成年後見人等に対する報酬の支払の助成その他の成年後見人等又はその候補者に

対する支援の充実を図るために必要な措置を講ずること。  

    ● 成年後見等実施機関の活動に対する支援  
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     成年後見人等又はその候補者の育成及び支援等を行う成年後見等実施機関の育

成、成年後見制度の利用において成年後見等実施機関が積極的に活用されるため

の仕組みの整備その他の成年後見等実施機関の活動に対する支援のために必要な

措置を講ずること。  

  ③ 成年後見制度の利用に関する体制の整備に係る基本方針  

    ● 関係機関等における体制の充実強化  

     成年後見人等の事務の監督並びに成年後見人等に対する相談の実施及び助言そ

の他の支援に係る機能を強化するため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共

団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を講ずること。  

    ● 関係機関等の相互の緊密な連携の確保  

     家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等

実施機関及び成年後見関連事業者の相互の緊密な連携を確保するため、成年後見

制度の利用に関する指針の策定その他の必要な措置を講ずること。  

 

(５) 成年後見制度利用促進基本計画（12条） 

   政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、ア. 成年後見制度の利用の促進に関する目標、イ. 成年後見制度の利用の促進

に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策、ウ. そのほか、成年後見制度の利

用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める、成

年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画（「成年後見制度利用促進基本計画」）

を定めなければならない。  

   成年後見制度利用促進基本計画の策定には閣議決定が必要となり公表が義務付けら

れている。 

  →成年後見制度利用促進計画（平成29年３月24日閣議決定） 

 

(６) 成年後見制度利用促進会議（13条・14条） 

   内閣府に、特別の機関として、ア. 成年後見制度利用促進基本計画の案を作成する

こと、イ. 成年後見制度の利用の促進に関する施策について必要な関係行政機関相互

の調整をすること、ウ. そのほか、成年後見制度の利用の促進に関する基本的事項の

企画に関して審議するとともに、成年後見制度の利用を促進するための施策の実施を

推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視することを任務とする、

－ 189 －
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成年後見制度利用促進会議を設置する。  

   会議の会長は内閣総理大臣であり、内閣官房長官、特命担当大臣のうちから内閣総

理大臣が指定する者、法務大臣、厚生労働大臣、総務大臣、そのほか、関係行政機関

の長のうちから内閣総理大臣が指定する者で構成される。 

   会議は、ア. 成年後見制度利用促進基本計画の案を作成しようとするとき、イ. 成

年後見制度の利用を促進するための施策の検証、評価及び監視について、それらの結

果の取りまとめを行おうとするときは、成年後見制度利用促進委員会の意見を聴かな

ければならない。 

  →成年後見制度利用促進会議令（平成28年５月９日政令第215号） 

 

(７) 成年後見制度利用促進委員会（15条～22条） 

   内閣府に、内閣総理大臣が任命する委員十人以内で組織され、ア. 成年後見制度の

利用の促進に関する基本的な政策に関する重要事項、イ. 成年後見制度の利用の促進

を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項を調査審議し、

必要と認められる事項を内閣総理大臣又は関係各大臣に建議することを任務とする、

成年後見制度利用促進委員会を設置する。  

   委員会には、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その

他必要な協力を求めることができる。  

  →成年後見制度利用促進委員会令（平成28年５月９日政令第216号） 

 

  ＊ なお、この成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会は、利用

促進法施行の日から起算して２年以内で政令で定める日をもって廃止するとともに、

内閣府に新たに成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を

設置し、厚生労働省が庶務を担当することとなっている。（附則１条但し書、附則

３条及び附則５条） 

 

(８) 地方公共団体の講ずる措置  

  ① 市町村の講ずる措置（23条） 

    市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努
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めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。  

    また、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な

事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会

その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。  

  ② 都道府県の講ずる措置（24条） 

    都道府県は、市町村が講ずる上記の措置を推進するため、各市町村の区域を超え

た広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を

行うよう努めるものとする。  

 

 

 Ⅲ 国会における法案審議 

 

1. 審議経過 

 
審議した院／会議 開催日 内 容 

衆議院／内閣委員会 平成28年３月23日 法律案起草、賛成多数 

衆議院／委員会  審査省略 

衆議院／本会議 平成28年３月24日 可決、賛成多数 

参議院／内閣委員会 平成28年３月31日 趣旨説明 

参議院／内閣委員会 平成28年４月５日 修正・可決、賛成多数 

参議院／本会議 平成28年４月６日 修正・可決／衆議院回付、賛成多数 

衆議院／本会議 平成28年４月８日 同意、賛成多数 

平成28年法律第29号、同年４月15日公布、同年５月13日施行 

 

2. 提案理由（平成28年３月31日、第190回国会参議院内閣委員会 第７号） 

 
 

 本案は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は

日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課

題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支え

る重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制

－ 190 －
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成年後見制度利用促進会議を設置する。  

   会議の会長は内閣総理大臣であり、内閣官房長官、特命担当大臣のうちから内閣総

理大臣が指定する者、法務大臣、厚生労働大臣、総務大臣、そのほか、関係行政機関

の長のうちから内閣総理大臣が指定する者で構成される。 

   会議は、ア. 成年後見制度利用促進基本計画の案を作成しようとするとき、イ. 成

年後見制度の利用を促進するための施策の検証、評価及び監視について、それらの結

果の取りまとめを行おうとするときは、成年後見制度利用促進委員会の意見を聴かな

ければならない。 

  →成年後見制度利用促進会議令（平成28年５月９日政令第215号） 

 

(７) 成年後見制度利用促進委員会（15条～22条） 

   内閣府に、内閣総理大臣が任命する委員十人以内で組織され、ア. 成年後見制度の

利用の促進に関する基本的な政策に関する重要事項、イ. 成年後見制度の利用の促進

を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項を調査審議し、

必要と認められる事項を内閣総理大臣又は関係各大臣に建議することを任務とする、

成年後見制度利用促進委員会を設置する。  

   委員会には、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その

他必要な協力を求めることができる。  

  →成年後見制度利用促進委員会令（平成28年５月９日政令第216号） 

 

  ＊ なお、この成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会は、利用

促進法施行の日から起算して２年以内で政令で定める日をもって廃止するとともに、

内閣府に新たに成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を

設置し、厚生労働省が庶務を担当することとなっている。（附則１条但し書、附則

３条及び附則５条） 

 

(８) 地方公共団体の講ずる措置  

  ① 市町村の講ずる措置（23条） 

    市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努
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めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。  

    また、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な

事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会

その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。  

  ② 都道府県の講ずる措置（24条） 

    都道府県は、市町村が講ずる上記の措置を推進するため、各市町村の区域を超え

た広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を

行うよう努めるものとする。  

 

 

 Ⅲ 国会における法案審議 

 

1. 審議経過 

 
審議した院／会議 開催日 内 容 

衆議院／内閣委員会 平成28年３月23日 法律案起草、賛成多数 

衆議院／委員会  審査省略 

衆議院／本会議 平成28年３月24日 可決、賛成多数 

参議院／内閣委員会 平成28年３月31日 趣旨説明 

参議院／内閣委員会 平成28年４月５日 修正・可決、賛成多数 

参議院／本会議 平成28年４月６日 修正・可決／衆議院回付、賛成多数 

衆議院／本会議 平成28年４月８日 同意、賛成多数 

平成28年法律第29号、同年４月15日公布、同年５月13日施行 

 

2. 提案理由（平成28年３月31日、第190回国会参議院内閣委員会 第７号） 

 
 

 本案は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は

日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課

題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支え

る重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制

－ 191 －
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度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、成年後見制度の利

用の促進について、その基本理念等を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議を

設置する等の措置を講ずるもので、その主な内容は、次のとおりであります。 

 第一に、基本理念として、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、

基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活

を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるととも

に、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと等の成年後見制度の理念の尊

重、地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進及び成年後見制度の利用に関す

る体制の整備について定めるとともに、これらの理念の下、施策を推進するに当たっ

ての基本方針を定めることとしております。 

 第二に、政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な措置を速やかに講じ

なければならないこととしております。 

 第三に、政府は、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画を定めなければ

ならないこととしております。 

 第四に、内閣府に、内閣総理大臣を会長とする成年後見制度利用促進会議及び有識

者で組織する成年後見制度利用促進委員会を置くこととしております。これらは、こ

の法律の施行後二年以内の政令で定める日に廃止するとともに、新たに関係行政機関

で組織する成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を設ける

こととしております。 

 
 

 

3. 質疑応答内容 

 利用促進法は、衆議院内閣委員会において法案が起草され内閣委員長提出法案となって

いることから、衆議院においては、法案起草が議題となった平成28年３月23日内閣委員会

を除いては委員会に付託されることなく、本会議での可決となった。 

 衆参両院の審議において、主に取り上げられた内容は障害者の自己決定権の尊重を定め

る障害者権利条約12条との整合性の問題や成年後見人による不正の防止などの観点からの

質疑応答が殆どであった。 
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(１) 衆議院における審議 

  第190回衆議院内閣委員会 第８号（平成28年３月23日） 

  【質 疑】 

  ○島津委員 障害者権利条約は、個人の自律の尊厳を基本原則として掲げて、その第

十二条で、障害者が生活のあらゆる場面において他の者と平等に法的権利を享有す

ること、締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用

するための適切な措置をとることとしている。これは、精神上の障害があることを

もって一律に行為能力を制限することを否定し、みずから意思を決定することがで

きるよう、必要な支援を可能な限り尽くすことを国や地方自治体、支援にかかわる

全ての人々に求めたものと言える。これはまた、世界的な流れにもなっている。こ

の条約の立場に立って、現行の成年後見制度自体の見直し、改革が求められるべき

ではないか。 

  ○大口委員 今回の法案は、現行の成年後見制度を踏まえつつ成年後見制度の利用を

促進することを目的とするものであり、第三条の一項において、基本理念の内容と

して、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有す

る個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべき

こと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人

等の自発的意思が尊重されるべきことを規定している。 

    また、第十一条の柱書きにおいては、基本的方針として、成年後見制度の利用促

進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を

踏まえ推進されるものと定めている。 

    このように、本法案は、成年後見制度の運用を障害者権利条約の趣旨により沿っ

たものとしようとしているものである。 

    また、第十一条の二号においては、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後

見人等であることを理由に不当な差別をされないよう、成年被後見人等の権利に係

る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うことも定め

ており、約二百を超える権利制限、欠格事項についてもしっかり検討していくとい

う内容である。 

  ○島津委員 この法律は、あくまで現行の成年後見制度を前提にその利用の促進を図

るものであって、現行の成年後見制度の見直しを行うものではない。今の制度でど

んな問題が起きているのか。利用件数の大半を占める成年後見類型では、判断能力

－ 192 －
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度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、成年後見制度の利

用の促進について、その基本理念等を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議を

設置する等の措置を講ずるもので、その主な内容は、次のとおりであります。 

 第一に、基本理念として、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、

基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活

を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるととも

に、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと等の成年後見制度の理念の尊

重、地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進及び成年後見制度の利用に関す

る体制の整備について定めるとともに、これらの理念の下、施策を推進するに当たっ

ての基本方針を定めることとしております。 

 第二に、政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な措置を速やかに講じ

なければならないこととしております。 

 第三に、政府は、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画を定めなければ

ならないこととしております。 

 第四に、内閣府に、内閣総理大臣を会長とする成年後見制度利用促進会議及び有識

者で組織する成年後見制度利用促進委員会を置くこととしております。これらは、こ

の法律の施行後二年以内の政令で定める日に廃止するとともに、新たに関係行政機関

で組織する成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を設ける

こととしております。 

 
 

 

3. 質疑応答内容 

 利用促進法は、衆議院内閣委員会において法案が起草され内閣委員長提出法案となって

いることから、衆議院においては、法案起草が議題となった平成28年３月23日内閣委員会

を除いては委員会に付託されることなく、本会議での可決となった。 

 衆参両院の審議において、主に取り上げられた内容は障害者の自己決定権の尊重を定め

る障害者権利条約12条との整合性の問題や成年後見人による不正の防止などの観点からの

質疑応答が殆どであった。 
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(１) 衆議院における審議 

  第190回衆議院内閣委員会 第８号（平成28年３月23日） 

  【質 疑】 

  ○島津委員 障害者権利条約は、個人の自律の尊厳を基本原則として掲げて、その第

十二条で、障害者が生活のあらゆる場面において他の者と平等に法的権利を享有す

ること、締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用

するための適切な措置をとることとしている。これは、精神上の障害があることを

もって一律に行為能力を制限することを否定し、みずから意思を決定することがで

きるよう、必要な支援を可能な限り尽くすことを国や地方自治体、支援にかかわる

全ての人々に求めたものと言える。これはまた、世界的な流れにもなっている。こ

の条約の立場に立って、現行の成年後見制度自体の見直し、改革が求められるべき

ではないか。 

  ○大口委員 今回の法案は、現行の成年後見制度を踏まえつつ成年後見制度の利用を

促進することを目的とするものであり、第三条の一項において、基本理念の内容と

して、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有す

る個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべき

こと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人

等の自発的意思が尊重されるべきことを規定している。 

    また、第十一条の柱書きにおいては、基本的方針として、成年後見制度の利用促

進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を

踏まえ推進されるものと定めている。 

    このように、本法案は、成年後見制度の運用を障害者権利条約の趣旨により沿っ

たものとしようとしているものである。 

    また、第十一条の二号においては、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後

見人等であることを理由に不当な差別をされないよう、成年被後見人等の権利に係

る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うことも定め

ており、約二百を超える権利制限、欠格事項についてもしっかり検討していくとい

う内容である。 

  ○島津委員 この法律は、あくまで現行の成年後見制度を前提にその利用の促進を図

るものであって、現行の成年後見制度の見直しを行うものではない。今の制度でど

んな問題が起きているのか。利用件数の大半を占める成年後見類型では、判断能力

－ 193 －
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について、自己の財産を管理、処分することができないと診断されると、法律行為

の全てに代理、代行権限、同意、取消権が与えられる。しかも、これは、その人の

障害が回復しない限りいわば死ぬまで継続される、途中で見直しの機会も与えられ

ない。成年後見制度の累積利用件数はウナギ登りにふえているが、こうした仕組み

が大きな原因ともなっている。そういう中で起きているのが、後見監督等の事務の

増大であり、不正行為の発生である。家庭裁判所による後見監督件数はどうなって

いるのか。 

  ○村田最高裁判所長官代理者 平成二十六年の一月から十二月までの一年間に、後見

等監督処分事件として家庭裁判所が成年後見人等に対して後見事務の報告を求めた

件数は九万三千六百五十八件となっている。また、成年後見人等が弁護士等の専門

職である場合には、おおむね一年に一回、後見人等から家庭裁判所に対して後見人

としての報酬を決めるよう申し立てがされるが、その際、後見人等から後見事務に

ついても報告を受けるので、後見人等の報酬付与申し立て事件も実質的には後見等

監督の機能を有している。平成二十六年一月から十二月までの後見人等の報酬付与

申し立て事件数は七万六千四百二十件となっている。この二つを合わせると、平成

二十六年一月から十二月までの一年間に家庭裁判所が実質的に後見等監督を行った

件数は十七万七十八件である。 

  ○島津委員 年間の申し立て件数が三万件を超えている、累積する監督件数などに家

裁の体制が追いついていないのが現状。法案は、基本方針で必要な人的体制の整備

をうたっているが、最高裁は、政府が一体となって進めている定員合理化への協力

の名のもとに、裁判所職員を減らし続けている。現場の忙しさと長時間勤務を強い

られている中で、書記官のメンタルヘルスによる休職もふえている。家裁は体制が

とれていない、そういうもとで、法案の実効性に甚だ疑問がある。 

  ○大口委員 提案者としては、後見人の事務の監督を実効的に行うことを含め、今後、

成年後見制度の利用を促進するためには、裁判所の職員の数を含む人的体制を整備

することが非常に重要であると考えている。 

  ○島津委員 後見人による被後見人の財産の横領、着服が社会問題化しているが、二

〇一四年度のその件数、被害額を聞きたい。 

  ○村田最高裁判所長官代理者 平成二十六年一月から十二月までの一年間に、不正が

発覚し、対応を終えたということで全国の家庭裁判所から最高裁判所が報告を受け

た成年後見人等の不正件数は八百三十一件、被害総額は約五十六億七千万円となっ
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ている。 

  ○島津委員 うち二十二件、五億六千万円は弁護士等の専門職によるもの。こうした

状況のもとで成年後見制度の利用の促進を図るとなれば、一層、こうした被害もな

くならないし、問題は大きくなってしまう。利用促進を急ぐのではなくて、障害者

権利条約の精神のもとに成年後見制度のあり方そのものをじっくり検討、吟味する

ことが今求められているのだと思う。最初にも質問しましたけれども、やはり民法

そのものをこの機会に見直し、改革が必要ではないか。 

  ○大口委員 もちろん不祥事もあるが、ただ、専門職以外の親族等の不祥事の方がは

るかに大きいし、隠れた被害が相当ある。やはりそういう不正を行った場合は資格

を剥奪されるということが、専門職の後見人というのは大事である。今回の法案は、

現行の成年後見制度を踏まえつつ成年後見制度の利用を促進することを目的とする

ものであるが、成年後見制度の運用を障害者権利条約の趣旨により沿ったものにし

ようとする規定を随所に設けている。意思決定の支援等について今後の議論の方向

性を明らかにする規定であり、その重要性を理解いただきたい。 

  【裁 決】 

   賛成多数で可決 

 

(２) 参議院における審議 

  第190回国会参議院内閣委員会 第８号（平成28年４月５日） 

  【質 疑】 

  ○相原久美子君 法案作成過程において、制度を利用する側、そして支援団体などの

意見を十分に聞かれたのかどうか。 

  ○衆議院議員（大口善徳君） 昨年の八月の二十一日、十四の障害者の団体の意見を

聴いた。根幹部分での反対意見はなく、その中で、障害者権利条約をしっかり踏ま

えて本人の意思の尊重をしっかりしていただきたいという強い要望があり、この障

害者権利条約の精神を法案に盛り込んだつもりである。 

  ○相原久美子君 本人に代行して意思決定をする制度の利用促進ではなくて、本人の

意思決定能力を最大限尊重し、それを支援する制度に改めていかなければならない

のではないか。国連の障害者権利条約、権利委員会でもこの点かなり強く言われて

いるのではないか。基本的人権条項の第十一条、国際的動向条項、それから自発的

意思の尊重条項に、今回の法律にも規定されていると思うが、そういう人権を尊重
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について、自己の財産を管理、処分することができないと診断されると、法律行為

の全てに代理、代行権限、同意、取消権が与えられる。しかも、これは、その人の

障害が回復しない限りいわば死ぬまで継続される、途中で見直しの機会も与えられ

ない。成年後見制度の累積利用件数はウナギ登りにふえているが、こうした仕組み

が大きな原因ともなっている。そういう中で起きているのが、後見監督等の事務の

増大であり、不正行為の発生である。家庭裁判所による後見監督件数はどうなって

いるのか。 

  ○村田最高裁判所長官代理者 平成二十六年の一月から十二月までの一年間に、後見

等監督処分事件として家庭裁判所が成年後見人等に対して後見事務の報告を求めた

件数は九万三千六百五十八件となっている。また、成年後見人等が弁護士等の専門

職である場合には、おおむね一年に一回、後見人等から家庭裁判所に対して後見人

としての報酬を決めるよう申し立てがされるが、その際、後見人等から後見事務に

ついても報告を受けるので、後見人等の報酬付与申し立て事件も実質的には後見等

監督の機能を有している。平成二十六年一月から十二月までの後見人等の報酬付与

申し立て事件数は七万六千四百二十件となっている。この二つを合わせると、平成

二十六年一月から十二月までの一年間に家庭裁判所が実質的に後見等監督を行った

件数は十七万七十八件である。 

  ○島津委員 年間の申し立て件数が三万件を超えている、累積する監督件数などに家

裁の体制が追いついていないのが現状。法案は、基本方針で必要な人的体制の整備

をうたっているが、最高裁は、政府が一体となって進めている定員合理化への協力

の名のもとに、裁判所職員を減らし続けている。現場の忙しさと長時間勤務を強い

られている中で、書記官のメンタルヘルスによる休職もふえている。家裁は体制が

とれていない、そういうもとで、法案の実効性に甚だ疑問がある。 

  ○大口委員 提案者としては、後見人の事務の監督を実効的に行うことを含め、今後、

成年後見制度の利用を促進するためには、裁判所の職員の数を含む人的体制を整備

することが非常に重要であると考えている。 

  ○島津委員 後見人による被後見人の財産の横領、着服が社会問題化しているが、二

〇一四年度のその件数、被害額を聞きたい。 

  ○村田最高裁判所長官代理者 平成二十六年一月から十二月までの一年間に、不正が

発覚し、対応を終えたということで全国の家庭裁判所から最高裁判所が報告を受け

た成年後見人等の不正件数は八百三十一件、被害総額は約五十六億七千万円となっ
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ている。 

  ○島津委員 うち二十二件、五億六千万円は弁護士等の専門職によるもの。こうした

状況のもとで成年後見制度の利用の促進を図るとなれば、一層、こうした被害もな

くならないし、問題は大きくなってしまう。利用促進を急ぐのではなくて、障害者

権利条約の精神のもとに成年後見制度のあり方そのものをじっくり検討、吟味する

ことが今求められているのだと思う。最初にも質問しましたけれども、やはり民法

そのものをこの機会に見直し、改革が必要ではないか。 

  ○大口委員 もちろん不祥事もあるが、ただ、専門職以外の親族等の不祥事の方がは

るかに大きいし、隠れた被害が相当ある。やはりそういう不正を行った場合は資格

を剥奪されるということが、専門職の後見人というのは大事である。今回の法案は、

現行の成年後見制度を踏まえつつ成年後見制度の利用を促進することを目的とする

ものであるが、成年後見制度の運用を障害者権利条約の趣旨により沿ったものにし

ようとする規定を随所に設けている。意思決定の支援等について今後の議論の方向

性を明らかにする規定であり、その重要性を理解いただきたい。 

  【裁 決】 

   賛成多数で可決 

 

(２) 参議院における審議 

  第190回国会参議院内閣委員会 第８号（平成28年４月５日） 

  【質 疑】 

  ○相原久美子君 法案作成過程において、制度を利用する側、そして支援団体などの

意見を十分に聞かれたのかどうか。 

  ○衆議院議員（大口善徳君） 昨年の八月の二十一日、十四の障害者の団体の意見を

聴いた。根幹部分での反対意見はなく、その中で、障害者権利条約をしっかり踏ま

えて本人の意思の尊重をしっかりしていただきたいという強い要望があり、この障

害者権利条約の精神を法案に盛り込んだつもりである。 

  ○相原久美子君 本人に代行して意思決定をする制度の利用促進ではなくて、本人の

意思決定能力を最大限尊重し、それを支援する制度に改めていかなければならない

のではないか。国連の障害者権利条約、権利委員会でもこの点かなり強く言われて

いるのではないか。基本的人権条項の第十一条、国際的動向条項、それから自発的

意思の尊重条項に、今回の法律にも規定されていると思うが、そういう人権を尊重
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していく、人としての尊厳を尊重していくという基本に立っているのか。 

  ○衆議院議員（大口善徳君） この法の第十一条の二号に、成年被後見人の人権が尊

重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見

人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを

行うと、定めている。二百以上、一律に資格制限とかあるいは権利の制限の規定が

あるが、こういうものを全て見直していこうということである。 

    第三条に、成年後見制度の利用促進は、成年被後見人が成年被後見人でない者と

等しく基本的人権を有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわし

い生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われる

とともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等

の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の

理念を踏まえて行われるものとすると定めている。  

    また、第十一条の柱書きにおいては、成年後見制度の利用促進に関する施策は、

成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえ推進されるも

のとする。 

    そして、基本方針として、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力

に応じたきめ細かな対応を可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない

保佐及び補助の制度の利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置

を講ずること、また、成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思

を決定することが困難なものが円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにする

ための支援の在り方について、成年後見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要

な措置を講ずること、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思

を尊重する観点から、任意後見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検

証し、任意後見制度が適切にかつ安心して利用されるために必要な制度の整備その

他の必要な措置を講ずると規定している。 

  ○山下芳生君 本来いろいろ意思決定が十分できない方々を支援するはずのこの制度

が、本人の意思に反して財産が毀損されたり、人と人との関わりや居住の意思が損

なわれたり、欠格事由によって職を奪われたりということが起こっていることにつ

いてどう認識されているか。 

  ○衆議院議員（大口善徳君） 提案者としては、成年後見制度の利用を促進するに当

たり、成年被後見人等の自発的意思を尊重することが重要であると考えており、今
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回のこの法案においても、基本理念の内容として、成年被後見人等が成年被後見人

等でない者と等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その

尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思の決定の支援

が適切に行われるとともに、成年被後見人の自発的意思が尊重されるべきことを規

定している。 

    民法の八百五十八条、本人の意思を尊重し、その身上に配慮する義務を怠ってい

る例もあるが、この点については、しっかり本当に本人の意思を尊重することを徹

底していくためにどうすべきか、あるいは不正行為をいかに防止していくのかも、

この法案において、利用促進会議や利用促進委員会の意見を聴きながら進めていく

ことになる。 

  ○山本太郎君 成年後見制度自体、現在の先進国の流れからいえば逆方向を進んでい

るようにも感じるが、それでも成年後見制度の利用を促進する理由は何か。 

  ○副大臣（盛山正仁君） 今回の法律案は、本人の自己決定権の尊重を基本理念の一

つとして掲げており、本人の意思を尊重しながら成年後見制度の利用を促進してい

くことを大きな目的としていると考えている。また、今後この法案が成立されれば、

委員の指摘も含めて広く検討していき、制度を改善していく方向に進んでいくもの

と考えている。 

  ○山本太郎君 今回の利用促進法によって成年後見制度の利用者、どれぐらい増やし

ていこうとしているのか。 

  ○国務大臣（加藤勝信君） 政府として特段試算や目標値を持っているところではな

い。 

  ○山本太郎君 国連から日本の成年後見制度に対して勧告など出された場合には抜本

的な見直しをするのか。 

  ○国務大臣（加藤勝信君） 現在の国内法を踏まえながら、その前提の上で条約を受

けているわけで、そのようなことにはならないのではないかと思う。 

  【修正の動議】 

    修正の要旨は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための

国家行政組織法等の一部を改正する法律が四月一日に施行されたことに伴い必要と

なる規定の整理を行うもの。 

  【討 論】 

  ○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、成年後見制度の利用の促進に関する法
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していく、人としての尊厳を尊重していくという基本に立っているのか。 

  ○衆議院議員（大口善徳君） この法の第十一条の二号に、成年被後見人の人権が尊

重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見

人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを

行うと、定めている。二百以上、一律に資格制限とかあるいは権利の制限の規定が

あるが、こういうものを全て見直していこうということである。 

    第三条に、成年後見制度の利用促進は、成年被後見人が成年被後見人でない者と

等しく基本的人権を有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわし

い生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われる

とともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等

の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の

理念を踏まえて行われるものとすると定めている。  

    また、第十一条の柱書きにおいては、成年後見制度の利用促進に関する施策は、

成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえ推進されるも

のとする。 

    そして、基本方針として、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力

に応じたきめ細かな対応を可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない

保佐及び補助の制度の利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置

を講ずること、また、成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思

を決定することが困難なものが円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにする

ための支援の在り方について、成年後見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要

な措置を講ずること、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思

を尊重する観点から、任意後見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検

証し、任意後見制度が適切にかつ安心して利用されるために必要な制度の整備その

他の必要な措置を講ずると規定している。 

  ○山下芳生君 本来いろいろ意思決定が十分できない方々を支援するはずのこの制度

が、本人の意思に反して財産が毀損されたり、人と人との関わりや居住の意思が損

なわれたり、欠格事由によって職を奪われたりということが起こっていることにつ

いてどう認識されているか。 

  ○衆議院議員（大口善徳君） 提案者としては、成年後見制度の利用を促進するに当

たり、成年被後見人等の自発的意思を尊重することが重要であると考えており、今
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回のこの法案においても、基本理念の内容として、成年被後見人等が成年被後見人

等でない者と等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その

尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思の決定の支援

が適切に行われるとともに、成年被後見人の自発的意思が尊重されるべきことを規

定している。 

    民法の八百五十八条、本人の意思を尊重し、その身上に配慮する義務を怠ってい

る例もあるが、この点については、しっかり本当に本人の意思を尊重することを徹

底していくためにどうすべきか、あるいは不正行為をいかに防止していくのかも、

この法案において、利用促進会議や利用促進委員会の意見を聴きながら進めていく

ことになる。 

  ○山本太郎君 成年後見制度自体、現在の先進国の流れからいえば逆方向を進んでい

るようにも感じるが、それでも成年後見制度の利用を促進する理由は何か。 

  ○副大臣（盛山正仁君） 今回の法律案は、本人の自己決定権の尊重を基本理念の一

つとして掲げており、本人の意思を尊重しながら成年後見制度の利用を促進してい

くことを大きな目的としていると考えている。また、今後この法案が成立されれば、

委員の指摘も含めて広く検討していき、制度を改善していく方向に進んでいくもの

と考えている。 

  ○山本太郎君 今回の利用促進法によって成年後見制度の利用者、どれぐらい増やし

ていこうとしているのか。 

  ○国務大臣（加藤勝信君） 政府として特段試算や目標値を持っているところではな

い。 

  ○山本太郎君 国連から日本の成年後見制度に対して勧告など出された場合には抜本

的な見直しをするのか。 

  ○国務大臣（加藤勝信君） 現在の国内法を踏まえながら、その前提の上で条約を受

けているわけで、そのようなことにはならないのではないかと思う。 

  【修正の動議】 

    修正の要旨は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための

国家行政組織法等の一部を改正する法律が四月一日に施行されたことに伴い必要と

なる規定の整理を行うもの。 

  【討 論】 

  ○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、成年後見制度の利用の促進に関する法
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律案及び成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改

正する法律案に対する反対討論を行います。 

    現行の成年後見制度は、二〇〇〇年、それまでの禁治産制度がもたらす社会的偏

見を払拭し、硬直的制度から、本人の意思が尊重され、弾力的な運用を可能にする

ことを期待して導入されました。その下で、消費者被害に遭ったり親族等からの虐

待を受けていた認知症高齢者などが成年後見人を付けることで被害から救済される

など、同制度は判断能力が不十分な人を保護する上で一定の役割を果たしてきまし

た。 

    一方、二〇〇六年に障害者権利条約が国連で採択され、二〇一四年に日本も批准

しました。同条約は、障害者は法律の前に人として認められる権利を有し、適切な

支援があれば生活のあらゆる面で意思決定が可能であり、そのための支援を行うこ

とを求めています。禁治産制度の枠組みをそのまま継承し、成年被後見人等を制限

行為能力者と位置付け、成年後見人等による代理権行使等を幅広く認める日本の成

年後見制度は同条約に抵触する疑いがあるとの批判が、法曹界、学者、関係団体な

どから共通して指摘されています。 

    こうした制度の根本的な問題と相まって、被後見人の意思に反する様々な代行が

後見人によって行われたり、後見人による被後見人の財産の着服、横領問題が起

こったりしているのです。今日では、代行決定型の制度ではなく、当事者の意思決

定について、生活の様々な場面において、事柄に応じ、身近な家族や福祉、医療従

事者など様々な立場の者から自ら意思決定するために必要な支援を受けることがで

きる制度を整備すること、代理権等の行使は包括的ではなく事柄ごとに行うことな

ど、成年後見制度の根本的転換を求める声が強まっています。 

    ところが、本法案は、こうした制度の根幹には手を付けず、現行制度の枠組みを

維持した下での利用促進をうたうものとなっており、賛成できません。 

    医療同意、死亡後の代理などの後見人の権限拡大についても、障害者団体などか

ら懸念、反対の意見が出されており、慎重な検討が求められています。 

    今必要なことは、現行成年後見制度の制度上、運用上の問題を総点検することで

あり、国際的な流れとなっている意思決定支援制度の整備と、それと整合的な成年

後見制度となるような制度の根本的見直しを行うことであることを強調し、反対討

論とします。 
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  【採 決】 

  ○修正案：賛成多数で可決 

  ○修正部分を除いた原案全部：賛成多数で可決 

  【附帯決議】 

 
 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきであ

る。 

 一、障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己

決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、

必要な社会環境の整備等について検討を行うこと。 

 二、成年後見人等の事務の監督体制を強化し、成年後見人等による不正行為の

防止をより実効的に行うため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体

における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を十分に講ずること。 

 
 

 

 

 Ⅳ 成年後見制度利用促進計画 
 

 利用促進法の制定を受けて、平成28年９月、利用促進法13条３項第１号に基づいて、成

年後見制度利用促進会議（会長：総理大臣）より成年後見制度利用促進委員会に意見が求

められた。これを受けて、平成29年１月、同委員会から「成年後見制度利用促進計画の案

の作成に当たって盛り込むべき事項について」（府成委第46号、平成29年１月13日）が提

出された。パブリックコメントの実施後、同年３月、成年後見制度利用促進会議において、

成年後見制度利用促進基本計画の案が作成され、閣議決定された（平成29年３月24日閣議

決定）。この基本計画の主な内容は以下のようになっている。 

1. 都道府県の役割に関する内容 

 利用促進法24条及び５条に基づく都道府県の役割として、以下の内容を記載している。 

 
 
 ● 各市町村の検討状況を確認しつつ、広域での協議会等・中核機関の設置・運営につ

き市町村と調整する。その際、家庭裁判所（本庁・支部・出張所）との連携や、法
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律専門職団体との連携等を効果的・効率的に行う観点に留意する。  

 ● 特に後見等の担い手の確保（市民後見人の研修・育成、法人後見の担い手の確保

等）や市町村職員を含めた関係者の資質の向上に関する施策等については、都道府

県レベルで取り組むべき課題は多いと考えられる。都道府県は、国の事業を活用し

つつ、市町村と連携をとって施策の推進に努め、どの地域に住んでいても制度の利

用が必要な人に対し、身近なところで適切な後見人が確保できるよう積極的な支援

を行うことが期待される。 

 ● 各市町村単独で地域連携ネットワーク・中核機関を設置・運営する地域について

も、広域的な観点から、家庭裁判所や弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等との

連携面など、必要な支援を行う。  

 ● 地域において重層的な支援体制を構築していく観点から、上記の市町村単位の機関

に対し更に広域的・専門的支援を行う、都道府県単位や家庭裁判所（本庁・支部・

出張所）単位での専門支援機関の設置についても、積極的に検討されるべきであ

る。 

 
 

 

2. 市町村の役割に関する内容 

 利用促進法23条の規定に基づく市町村の役割としては、以下のような内容を記載してい

る。 

 
 
 ● 市町村は、地域連携ネットワークの中核機関の設置等において積極的な役割を果た

すとともに、地域の専門職団体等の関係者の協力を得て、地域連携ネットワーク

（協議会等）の設立と円滑な運営においても積極的な役割を果たす。 

 ● 市町村は、地域連携ネットワーク・中核機関に期待される機能の段階的・計画的整

備に向け、市町村計画を定めるよう努める。 

 ● また、市町村は、利用促進法第23条第２項において、条例で定めるところにより、

当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査

審議させる審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとされている。  

 市町村は、当該合議制の機関を活用し、市町村計画の検討・策定を進めるほか、当

該地域におけるネットワークの取組状況について調査審議し、例えば、当該地域に

 

－ 19 － 

 

おいて成年後見制度の利用が必要な人を発見し制度利用につなげる支援ができてい

るか等、地域における取組状況の点検、評価等を継続的に行うことが望ましい。  

 ● なお、先述のとおり、地域における体制整備は、地域福祉や地域包括ケア等の既存

の資源・仕組みを活用しつつ、地域福祉計画など既存の施策と有機的な連携を図り

つつ進める。 

 
 

 

3. 国の役割 

 
 
 ● 都道府県・市町村からの相談に積極的に応じ、財源を確保しつつ、国の予算事業の

積極的活用などを促すとともに、各地域における効果的・効率的な連携の仕組みの

具体的検討に資するため、各地域の取組例を収集し、先進的な取組例の紹介や、連

携強化に向けての試行的な取組への支援等に取り組む。  

 ● 都道府県等を通じ、国の基本計画を踏まえた全国における取組状況を把握し、地域

における取組状況に格差が生じていないか等を継続的に確認し、必要な助言等を行

うとともに、取組の進捗状況等を勘案し、必要な支援策について検討していくこと

とする。  

 ● 保佐・補助を含めた成年後見制度の利用の促進による事件数の増加に対応できるよ

う、裁判所の必要な体制整備が望まれる。 

 
 

 

4. 権利擁護支援の地域連携ネットワークに関する内容 

 
 

① 地域連携ネットワークの三つの役割 

 ア）権利擁護支援の必要な人の発見・支援 

 イ）早期の段階からの相談・対応体制の整備 

 ウ）意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構

築 

② 地域連携ネットワークの基本的仕組み 
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 ア）本人を後見人とともに支える「チーム」による対応 

 イ）地域における「協議会」等の体制づくり 

③ 地域連携ネットワークの中核となる機関の必要性 

 ● 中核機関には、様々なケースに対応できる法律・福祉等の専門知識や、地域の専

門職等から円滑に協力を得るノウハウ等が蓄積され、地域における連携・対応強

化の推進役としての役割が期待される。 

④ 地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき具体的機能等 

 ア）広報機能 

 イ）相談機能 

 ウ）成年後見制度利用促進機能 

 エ）後見人支援機能 

 オ）不正防止効果 

⑤ 中核機関の設置・運営形態 

 ア）設置の区域 

  ● 中核機関の設置の区域は、市町村の単位を基本とすることが考えられる。  

  ● ただし、地域の実情に応じ、都道府県の支援も受け、複数の市町村にまたがる

区域で設置するなどの柔軟な実施体制が検討されるべきである。  

 イ）設置の主体  

  ● 設置の主体は、中核機関が行う権利擁護に関する支援の業務が、市町村の福祉

部局が有する個人情報を基に行われることや、行政や地域の幅広い関係者を巻

き込んでの連携を調整する必要性などから、市町村が設置することが望まし

い。  

  ● その際には、地域連携ネットワークの中核の役割を担うことが適当と考えられ

る機関に委託すること（複数の市町村にまたがる区域で中核機関が設置される

場合には、当該複数市町村による共同委託）や、既に「成年後見支援セン

ター」等を設置している地域においてはそうした枠組みを活用すること等を含

め、地域の実情に応じた形で柔軟に設置できるよう検討されるべきである。  

  ● さらに、地域において重層的な支援体制を構築していく観点から、上記の市町

村単位の機関に対し更に広域的・専門的支援等を行う、都道府県単位や家庭裁

判所（本庁・支部・出張所）単位での専門支援機関の設置についても、積極的

に検討されるべきである。  
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  ● 地域連携ネットワークや中核機関の業務については、専門的・広域的な対応が

必要な内容も多く含まれていることから、都道府県は、各都道府県の実情に応

じ、利用促進法第５条の規定にのっとり、自主的かつ主体的に、広域的に対応

することが必要な地域における地域連携ネットワーク・中核機関の整備の支援

及び人材養成や専門職団体との連携確保等広域的な対応が必要となる業務等に

つき、市町村と協議を行い、必要な支援を行うものとする。 

 ウ）運営の主体  

  ● 地域の実情に応じた適切な運営が可能となるよう、市町村による直営又は市町

村からの委託などにより行う。 

  ● 市町村が委託する場合等の中核機関の運営主体については、業務の中立性・公

正性の確保に留意しつつ、専門的業務に継続的に対応する能力を有する法人

（例：社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、公益法人等）を市町村が適切に選定する

ものとする。 

  ● 市町村の判断により、地域における取組実績等を踏まえ、一つの機関ではな

く、複数の機関に役割を分担して委託等を行うことも考えられる。 

 
 

 基本計画の対象期間は概ね５年（平成29年度～平成33年度）を念頭にしたものであり、

段階的・計画的に事業を推進するための工程表が提示されている。 

 そのうち、今後、都道府県及び市町村の講ずべき措置の中心となるであろう「中核機関

の設置」と「地域連携ネットワークの構築」に関しては、平成29年度から平成31年度まで、

国において、相談体制・地域連携ネットワークの構築支援（各地域の取組例の収集・紹介、

試行的な取組への支援等）を行い、その後、各地域における相談体制の強化、地域連携

ネットワークのさらなる構築を進めることとなっている。国による構築支援の具体的な内

容は、平成29年度予算案に盛り込まれている相談機関やネットワークの構築などの体制整

備のための事業（認知症総合戦略推進事業（担当：厚生労働省老健局））等を活用するこ

とが想定されている(７)。 

 

  

                                                                                 

(７) 平成29年３月24日 府成担第５号内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長通知 
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 ア）本人を後見人とともに支える「チーム」による対応 

 イ）地域における「協議会」等の体制づくり 
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④ 地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき具体的機能等 

 ア）広報機能 

 イ）相談機能 

 ウ）成年後見制度利用促進機能 

 エ）後見人支援機能 

 オ）不正防止効果 

⑤ 中核機関の設置・運営形態 

 ア）設置の区域 
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ター」等を設置している地域においてはそうした枠組みを活用すること等を含

め、地域の実情に応じた形で柔軟に設置できるよう検討されるべきである。  

  ● さらに、地域において重層的な支援体制を構築していく観点から、上記の市町

村単位の機関に対し更に広域的・専門的支援等を行う、都道府県単位や家庭裁

判所（本庁・支部・出張所）単位での専門支援機関の設置についても、積極的

に検討されるべきである。  
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＜別紙＞ 成年後見制度利用促進基本計画の工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅴ 自治体への影響 
 

 利用促進法は、言わば骨組み法であり、実際の運用及び各地方公共団体の対応に関して

は、成年後見制度利用促進基本計画が非常に重要な意味を持つ。実際に、成年後見制度利

用促進基本計画の策定に伴い、都道府県知事あてに出された、内閣府大臣官房成年後見制

度利用促進担当室長通知（平成29年３月24日）においては、各市町村は国が収集する各地

域の先進的な取組例を参考にしつつ各地域の実情を踏まえた計画の策定に取り組むことと、

地域連携ネットワークの構築に向けた検討を促している。 

 利用促進法において、地方公共団体、特に市町村が講ずべき措置としては、①条例の制

定による審議会その他の合議制機関を設置すること、②国の基本計画を勘案し市町村基本
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計画を策定すること、③権利擁護支援地域連携ネットワーク（協議会等）を構築すること、

④中核機関の設置、⑤要綱の制定等による成年後見制度利用支援事業の実施など、多岐に

わたる。そして、都道府県が講ずべき措置は、各市町村の区域を越えた広域的な観点から、

後見人となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うこととなっている。 

 利用促進法では、いわゆる必置規制や義務付けに該当する部分は存在せず、地方公共団

体が講ずべき措置はすべて努力義務となっている。しかし、努力義務とはいえ、国の予算

事業に関連しており、また国が通知等によって積極的な取り組みを促していることや、も

し義務を怠ることになれば他の自治体との格差が生まれることを考えると、自治体として

は法的義務同然に捉えざるを得ない状況ともいえるであろう。 

 また、従うべき基準の設定も見られず、市町村の成年後見制度利用促進に関する施策に

ついての基本計画を定める際に、国の成年後見制度利用促進計画を「勘案し」という表現

を用いていることが特徴的である（23条)(８)。 

 いずれにしても、利用促進法及び基本計画に盛り込まれている自治体、とりわけ市町村

の事務負担は大きく、対応に追われることが予測される。今後、自治体における基本計画

の策定や体制の整備、条例制定や要綱策定の動きに注目する必要がある。 

 成年後見制度利用促進に向けた取り組みの中で、職員や家庭裁判所、福祉・法律の専門

職団体などの地域資源が充実している自治体とそうでない小規模自治体とにおいては状況

が全く異なり格差が生じてくることは明らかである。この格差の是正に向けた国及び都道

府県の働きにも注目すべきであろう。 

（こん ぎぼぶ 愛媛大学法文学部准教授） 

 

 

                                                                                 

(８) 「勘案」という表現は、法律用語としてはあまり一般的ではないと思われるが、類似した用

法で用いられている例としては、健康増進法（平成24年８月２日法律第103号）に、以下のよ

うに定めがある。 

  第８条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する

施策についての基本的な計画（以下「都道府県健康増進計画」という。）を定めるものとす

る。 

  ２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増

進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）を定めるよ

う努めるものとする。 

   また、行政事件訴訟法９条２項、個人情報保護法11条などにも「勘案」という用語がみられ

る。 

－ 204 －
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＜別紙＞ 成年後見制度利用促進基本計画の工程表 
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