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はじめに 

 浜松成年後見センターは、市民の権利擁護を推進する非営利事業団体であり、地域の福祉援助を必要とした

高齢者、障害者やその家族の権利擁護を図ることを目的に活動している。平成 26 年度に後見受任を開始し、

現在は約 100件の法定後見、任意後見を受任して日々活動している。当センターには、地域の医療機関、行政

の福祉の窓口、社会福祉協議会、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、民生委員等からの相談が依

頼されている。 

受任のケースの特徴は、生活保護や障害基礎年金で生活する財産の少ない人に積極的に関与している点であ

る。相談の内容は、複合したニーズを抱える家族、ネグレクトや経済的虐待や犯罪に巻き込まれたケースなど、

所謂困難ケースが中心である。個人の第三者後見人では対応が困難な事案に対して、弁護士、社会福祉士が中

心となり、当会が法人組織として対応しているところである。 

判断能力の弱い高齢者や障害者の権利擁護には成年後見制度の普及と活用は不可欠である。しかし、成年後

見制度が誕生して 20 年近くが経過しようとしているが、未だに医療・福祉・行政機関の理解不足、医療・福

祉・行政等の関係機関と成年後見制度と連携は体制化されているとはいえない。担い手の不足も深刻な課題で

ある。 

また、専門職後見だけではなく、市民相互の支え合いの仕組みづくりも求められている。当センターは、専

門職とともに市民が協働し、さらに関係機関と連携しつつ地域の困難ケースの解決に向けてともに実践する場

をつくり、専門職と市民の協働による地域の権利擁護体制づくりを目標にしている。 

最近は、知的障害者、精神障害者のケースの受任が増加している。親の死去や、親が認知症や重篤な疾病に

なり、成年後見制度の利用の希望や相談が続いている。また、犯罪に巻き込まれる（被害者、加害者として）

障害者の支ケースも増えている。 

これまで成年後見制度は主に判断能力が低下した認知症高齢者を対象として利用が拡大してきたが、障害者

の権利擁護に特化して、権利擁護支援のあり方を検討することの必要性を強く感じている。 

こうした背景において当センターでは、公益財団法人みずほ福祉助成財団の助成を受け、平成 28～29 年度

事業として下記の内容で研究事業を行った。 

 

研究のテーマ 「地域で生活する知的障害者・精神障害者に対する権利擁護のあり方の研究」 

内容 

1. 地域における障害者の権利擁護体制のあり方の検討 

2. 地域で生活する障害者の権利擁護をめぐる状況の把握（実践事例集） 

3. 当事者、家族の権利擁護支援（成年後見等支援）に関する意識調査の実施と分析 

4. 障害者の意思決定支援をめぐっての研究 

5. まとめと今後の課題について 
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研究スタッフ 

※浜松成年後見センターの役員、会員が担当する。 

氏名 所属団体 職名 法人役職 

藤澤智実 遠州法律事務所 弁護士 当法人役員 

堂元京子 個人社会福祉士事務所 認定社会福祉士 当法人役員 

藤島百合子 藤島クリニック 医師 当法人役員 

横尾恵美子 聖隷クリストファー大学 教授 当法人役員 

高木誠一 
社会福祉法人ひかりの園 

全国手をつなぐ育成会連合会 

理事 

理事 
当法人役員 

山本健司 浜松市民生委員協議会 民生委員 当法人会員 

森田能行 浜松市三ケ日手をつなぐ育成会 会長 当法人会員 

 

 

第三者研究協力者（障害者の権利擁護のあり方検討会委員） 

小田史子 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

高木紀子 コミュニケーション・サポートセンターふくふく 臨床心理士 

安藤幸枝 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

増田樹郎 愛知教育大学 名誉教授 

藤木るみ子 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

美和勇一郎 障害者支援施設浜松協働学舎根洗寮 サービス管理責任者 社会福祉士 

藤田直利 成年後見受任者 社会福祉士 

大橋正季 グループホームすてっぷ 管理者 
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障害者の権利擁護と成年後見制度の課題 

 

第１章 地域の権利擁護支援の状況 

１ 成年後見制度の普及率 

最高裁判所が公表している成年後見関係事件の概況（平成 28年１月～12月）によると、平成 28 年 12月末

日時点における成年後見制度（成年後見・保佐・補助・任意後見）の利用者数は合計で 203,551（前年は 191,335

人人）である。 

 

法務局 成年後見関係事件の概況（平成 28年１月～12月） 

 

 一方、成年後見制度の利用を必要とする人はどれくらいの人数であろうか。平成 26 年 11月の厚生労働省の

資料では、平成 24年の推計では約 462 万人が認知症有病者であるとしている。障害者では、18 歳以上の知的

障害者数が約 46万人、20歳以上の精神障害者が 334万人である1。これらを合計すると 842万人であり、成人

で少なくとも 800万人の人が権利擁護支援を必要としていると推測される。なお、認知症グレーゾーンの人が

400万人いるといわれている。 

                                                   
1 内閣府 平成 28 年版障害者白書による。 
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今後も認知症は増えると予測され、厚生労働省は、2025 年には 700 万人を超えるとの推計値を発表してい

る。 

現在、成年後見制度の利用者数は 203,551 人いて、成年後見制度の利用を必要する人は実際に 800万人いる

と推測すると、成年後見の普及率は 2.5％にとどまっているのが現状である。 

２  障害者の状況 

本研究の対象である障害者の現状は下記のとおりである。 

 身体障害、知的障害、精神障害の３区分で障害者数の概数をみると、身体障害者 392万２千人、知的障害者

74 万１千人、精神障害者 392 万４千人となっている。これを人口千人当たりの人数で見ると、身体障害者は

31 人、知的障害者は６人、精神障害者は 31人となる。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計には

ならないものの、国民のおよそ 6.7％が何らかの障害を有していることになる2。 

在宅の身体障害者 386.4万人の年齢階層別の内訳をみると、18歳未満 7.3 万人（1.9％）、18歳以上 65歳未

満 111.1 万人（28.8％）、65 歳以上 265.5 万人（68.7％）であり、70 歳以上に限っても 221.6 万人（57.3％）

となっている。 

知的障害者の状況では、在宅の知的障害者 62.2 万人の年齢階層別の内訳をみると、18 歳未満 15.2 万人

（24.4％）、18歳以上 65歳未満 40.8万人（65.6％）、65 歳以上 5.8万人（9.3％）となっている。 

精神障害者の状況では、外来の精神障害者 361.1 万人の年齢階層別の内訳をみると、20 歳未満 26.6 万人

（7.4％）、20歳以上 65歳未満 202.3万人（56.0％）、65歳以上 132.4万人（36.7％）となっている。 

  

                                                   
2 平成 29年度障害者白書 

厚生労働省 平成 24年 11月社会保障審議会介護保険部会資料 
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３ 障害者の高齢化 

我が国の総人口に占める 65 歳以上人口の割合（高齢化率）は調査時点の平成 23 年には 23.3％であるが、身

体障害者ではその約３倍も高齢化が進んでいる状況にある。65 歳以上の割合の推移を見ると、昭和 45 年には

３割程度だったものが、平成 23 年には７割近くまで上昇している。 

 知的障害者は、平成 17 年と比較して約 20 万人増加している。知的障害者は発達期に現れるものであ

り、発達期以降に新たに知的障害が生じるものではないこと、発達障害等の認知の広がりにより療育手帳

取得者の増加が顕著であり、高齢化率は高くはならないが、65歳以上の人数は確実に増加している。 

 精神障害者の 65歳以上の割合の推移をみると、平成 20年から平成 26年までの６年間で、65歳以上の

割合は 31.5％から 36.7％へと上昇し、増加が顕著である。 

 知的障害者で高齢者の占める割合は少ないが、平成 17 年に 65 歳以上の割合が知的障害数の４％であ

ったが、平成 23年では９％に増加している。 

 

厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（平成 23年） 

 

資料：厚生労働省「患者調査」（平成 26年）より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
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厚生労働省資料 

 

 障害者の高齢化の問題は、権利擁護のあり方を検討していくうえで、きわめて重要な問題である。我が

国は、障害者の生活の場は多くの障害者が家庭で生活している。知的障害でいえば、施設で生活している

人は知的障害者のうちで 16％であり、ほとんどの人は家族が介護をになっている状況にある。65歳以上

の知的障害者で在宅生活をしている人は約 8万人である。65歳以上の知的障害者を親が介護する所謂「老

老介護」の問題や「親なき後」の問題も社会問題化してきている。 

 権利擁護の立場から考えると、実際に親が担ってきた権利擁護（財産管理や身上監護）の機能が失われ

るケースが増加し、解決すべき重要な課題となっている。 
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４ 浜松市における障害者の現状 

3 

 浜松市では平成 26 年の障害者手帳保持者数の統計では、障害者総数 37,043 人、市の人口の 4.57％という

値になっている。身体障害者は 26,824 人、知的障害者は 5,774人、精神障害者は 4,445 人となっている。 

  

 身体障害者の高齢化をみると、65 歳以上の身体障害者は 18,628 人で身体障碍者数の 69％が高齢者となって

いる。高齢障害者の急速な増加はみられていない。 

  

                                                   
3 浜松市第 4 期障害福祉 
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 知的障害者の高齢化は、知的障害者の 5.4％という割合で、全国の統計と同じく 18 歳未満の手帳取得者の増

加が顕著であるが、急速な高齢化はすすんでいない。しかし、平成 24 年から平成 26 年の増加をみると 41 人

増加しており平成 29年では 350人程度になっていると推測する。 

精神障害者の高齢化も急速な増加は浜松市では表れていない。 
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５ 浜松市における成年後見の現状 

平成 27年 12月時点での成年後見制度の利用者数は全国で 191,335人である。平成 28 年 10月時の日本の総

人口は 127,095 千人であり、平成 28年 12 月時の浜松市の人口は 796,847人である。全国の成年後見制度の利

用者を浜松市の人口比（0.62％）で計算すると、浜松市では約 1200 人が成年後見制度を利用していると推測

される。一方、浜松市で今後成年後見制度の利用を必要とする人は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者

で約 5万人はいるのではないと思われる。 

 静岡県社会福祉協議会4が、平成 27年 3月に

県下の社会福祉施設 3,459 か所を対象に、成

年後見制度に関する実態把握調査を実施した。

その結果、成年後見制度等の支援が必要な要

援護者は、静岡県で 22,427 人、浜松市では

4,644 人いるという結果であった。回答率

50.6％であるので実際は、浜松市の福祉施設

等で今、成年後見制度等の利用を必要だと思

われる人は 9,200人程度であると推測される。 

 この調査はサービスを利用しない高齢者、

障害者は含まれない。全国の要介護高齢者の

介護保険施設利用者数は、平成 28 年 11 月時

点で、9.2万人5で認知症高齢者数の約 20％となる。この比率で、浜松市での成年後見制度の利用を必要とする

人を積算すると 4.6万人となり、やはり 5 万人近い需要があると言える。 

 障害類型では、認知症高齢者 54.4％、知的障害 26.7％、精神障害 4.8％であり、今後精神科病院からの地域

移行が促進されると精神障害者のニーズは高まっていくと推測される。 

 

  

                                                   

4 静岡県社会福祉協議会 成年後見制度に関する実態把握調査 平成 27年 3 月 
5 介護保険事業状況報告の概要 平成 28年 11月 厚生労働省 

社会福祉施設等で成年後見制度等の利用が必要な人

（平成 27年度調査）1 
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６ 市長申し立ての推移 

  申立人については，本人の子が最も多く全体の約 29．1％を占め，次いで市区町村長（約 18.8％），本人

のその他親族（約 12.8％）の順となっている。市区町村長の申立が増加している傾向にある。 

認知症高齢者の増加とともに、成年後見制度の利用者も増加傾向しているが、現状では親が認知症になり財

産管理のために子どもが成年後見の申し立てを行なうケースがほとんどである。しかし、親族との音信も途絶

えたまま単身で暮らす高齢者の増加、また虐待事案で成年後見の支援が必要なケースも増えてきており、市区

町村長がやむなく成年後見を申し立てる「市長申立て」の件数が急増している。この傾向は今後も増加が予想

される。市長申立てを必要とした場合の行政や関係機関の迅速な対応、また市長申しての対象となる人は比較

的低所得者が多く報酬助成や担い手の確保も課題である。 

 

 

成年後見関係事件の概況をもとに作成 

 浜松市における市長申立ての状況は下記の表のとおりである。浜松市においては平成 27 年は 14 件であり。

全国的な傾向とは異なり、平成 20年から 10件程度の申立て件数にとどまっているのが現状である。 

 

 

  

2,471 

3,108 

3,680 

4,543 
5,046 

5,592 
5,993 

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

市長申しての件数
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第２章 法人成年後見の取り組み 

１ 浜松成年後見センターの設立 

 平成 21 年に、成年後見について実践的（臨床）研究を行う目的で、第三者として成年後見に従事してきた

弁護士、司法書士、社会福祉士、大学教員、知的障害のある子をもつ親で組織された浜松市浜松手をつなぐ育

成会等の関係者が集まり、研究会を始めたことがきっかけであった。 

ケース研究会を継続してきたが、具体的な困難事例を議論する中で法人後見の必要性を認識が深まっていっ

た。また、成年後見制度は本来公的な支援であり、地域における権利擁護の体制作りは行政の責任であるとし

て議会や行政にも働きかけた結果、浜松市社会福祉協議会が「法人」として後見支援を行うことが決まった。 

しかし浜松市は 80 万人の都市であり、法人後見は複数必要であることが望ましいと考え、研究会に参画し

た人たちが中心になって、平成 25 年 4 月に、ＮＰＯ法人による法人後見センター（特定非営利活動法人浜松

成年後見センター（以下センターと記す））の設立に至った。 

センターは、弁護士、医師、社会福祉士、民生委員、手をつなぐ育成会など多様な立場の人たちが会員とな

り、活動が開始された。 

センターの従事者は約 10 人で、全員が弁護士、社会福祉士等の専門職であるが、全員非常勤職員であり、

半ばボランティアとしての活動のスタートであった。平成 25 年～26 年度度は、県より起業支援事業の支援を

受け、事務所を開設して事務局員を 1名選任で配置した。 

成年後見は親族もしくは第三者の「個人」が選任されるケースがほとんどである。親族であるだけで選任さ

れた場合は、業務が煩雑であり適切な後見業務が行われていない場合も多く、一方、第三者による成年後見は

候補者の不足が問題となっている。 

また後見業務は、本人や親族の心情に関わり、さらには親族間の争いの調整など精神的な重圧を受けやすい

ものである。財産管理では高いセキュリティやコンプライアンスが求められ、親族にとどまらず専門職による

不正が相次いで報道されるなど、個人後見の限界も指摘されているところである。 

そこで、法律の専門家、福祉の専門家、実際に高齢者や障害者の相談支援や介護など現場で多くの経験に裏

打ちされた人たち、家族、さらには、これまで支援を必要とする人たちのための権利擁護に携わってきた人た

ちなどの関係者がひとつの法人（組織）として協働して、信頼性の高い成年後見業務や権利擁護の活動を実現

したいと考え、法人後見を行う組織が地域の社会資源として誕生した。 

 法人後見は、法人（組織）として責任を継続するので、長い期間（世代を越えて）の支援が可能である。特

に若い世代から開始される障害者の後見支援では長期間に支援が可能であり、また家族全体への支援も可能と

なる。 

 全国的には法人後見の受任数は、現在552件と少ない状況であるが、各地の社会福祉協議会や社会福祉法人、

NPO法人等が実施主体となって、地域の後見センターとしての組織化がすすめられている。 
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法務局 成年後見関係事件の概況（平成 28年１月～12月） 

 

２ 浜松成年後見センターの組織 

 センターは下記の図のようにまず組織のあり方を構想して事業を開始した。現在も、この組織の形を強化し

たいと考えている。 
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法人後見の利点は下記の点にある。 

第一に、何よりも信頼性の担保（不正の防止）がされることにある。複数のスタッフで行うため、横領等の

事故を防止できる仕組みを作ることができる。このことにより制度に対する信頼性が高まり、制度の普及につ

ながると考える。 

第二に、組織として永続的に後見を保障できる。若年障害者の後見の場合、数十年という期間の支援となる

が、組織が責任をもって継続していく体制を作ることができる。 

第三に、専門職、市民等のチームマネジメントによって、協議して業務を進めることができる。複数の視点

からの協議により最善の判断が引き出される。 

第四に、業務をシェアして、市民の参画を促すことが可能である。リスク解決や倫理性の高い業務は専門職

が担い、市民サポーターが事務業務や訪問、面談（身上監護）を担当するなど、チームとしての業務分担が可

能である。 

第五に、専門職、事務職等の雇用の場として発展することができる。近年、健康な高齢者が援護を必要とす

る高齢者を支える仕組みづくりが語られるが、福祉分野で永年活躍してきた専門職のリのリタイヤ後の社会貢

献活動の場として、成年後見の領域は特にマッチしている分野であるといえる。成年後見の受け手として期待

するとともに、新たな雇用を生み出すことができる。 

 

３ 浜松成年後見センターの活動 

センター設立の初年度（平成 25 年度）は、法人後見制度の普及啓発セミナーやフォーラム（研修会）の開

催を行い、地域関係者へのセンターの存在の周知に努めた。 

その結果、地域包括支援センターや相談支援事業所、福祉サービス事業所、民生委員等からの相談や業務の

依頼が寄せられるようになった。 

家庭裁判所からも「法人後見」として後見人に選任されることになり、平成 26 年度より成年後見の実務を開

始するに至った。 

平成 27 年度は県から「成年後見従事者育成モデル事業」の委託を受け、市民後見人養成研修を実施し、修

了者が「成年後見市民サポーター」として専門職とともに活動することになった。市民への啓発研修会、福祉

施設にスタッフを派遣しての講習会、地域の関係者を対象に専門職としてのスキルアップ研修会等を開催し、

地域の関係機関との連携を構築してきた。また、センターの後見支援の資質向上のための研修やより適切な支

援を組織的に実践するための事例検討会を重ねている。 

平成 28年度は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成を受け、「高齢者や障害者の地域の権利擁護支援

体制の構築本事業」による市民を対象とした成年後見相談会の開催、権利擁護啓発公開講座の開催、市民後見

人（市民サポーター）養成研修の実施、権利擁護体制あり方検討会を開催した。 

また平成 27 年度からは、浜松市における成年後見利用支援事業の一環として成年後見制度にかかる研修を

市から委託され実施している。 
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４ 浜松成年後見制度の成年後見等の受任状況 

 センターでは平成 26年度から、家庭裁判所の選任を受け、本格的に成年後見等の業務を行っている。 

平成 26年度から平成 28年 12 月までの成年後見等の受任状況は以下のとおりである。 

浜松成年後見センターにおける成年後見等の受任件数の推移 

平成２８年１２月現在 平成２７年１２月現在 平成２６年１２月現在 

後見類型 後見類型 後見類型 

高齢者 37 

49 

高齢者 30 

40 

高齢者 26 

34 

障害者 12 障害者 9 障害者 8 

    未成年（障害者） 1     

保佐類型 保佐類型     保佐類型 

高齢者 18 

28 

高齢者 15   

22 

高齢者 12 

18 障害者 10 障害者 7 障害者 6 

補助類型 補助類型 補助類型 

高齢者 5 

7 

高齢者 3 

5 

高齢者 3 

5 障害者 2 障害者 2 障害者 2 

委任事務契約 委任事務契約 委任事務契約 

高齢者 2 

2 

高齢者 1 

1 

高齢者 1 

1 障害者 0 障害者 0 障害者 0 

任意後見 任意後見     任意後見 

高齢者 1 

1 

高齢者 1 

1 

高齢者 1 

1 障害者 0 障害者 0 障害者 0 

合    計 87 合    計 69 合    計 59 

 

年 後見 保佐 補助 任意後見 委任事務 合計 

平成２６年 34 18 5 1 1 59 

平成２７年 40 22 5 1 1 69 

平成２８年 49 28 7 1 2 87 

 

年 高齢者 障害者 合計 

平成２６年 43 16 59 

平成２７年 50 19 69 

平成２８年 63 24 87 
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 成年後見制度利用の相談や利用は、主に地域包括支援センターや相談支援事業所から依頼を受けるケースが

多い。また、センターの存在を知り、福祉施設や親族から直接センターに相談が依頼されるケースも増えてい

る。毎年、相談件数は増加している。 

 障害者の利用が最近増加している。顕著なのは、精神科病院からの地域移行の際に、金銭管理ができない、

家屋等の管理ができないという理由で依頼が増えている。また、親が高齢化して、親が行っていた権利擁護支

援ができなくなり利用の依頼を行うというケースが増えている。 

 

第３章 地域における障害者の権利擁護体制の仕組みづくり 

 

1 成年後見制度利用促進基本計画について 

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）に基づく成年後見制度利用促進基

本計画が平成 29年３月 24日に閣議決定された。平成 29年度からは地方自治体においても国の計画に基

づき、市町村基本計画の策定が求められることになった。 

基本計画は、①利用者がメリットを実感できる制度の運用、②地域連携ネットワークづくり、③不正防

1

1

2

1

1

1

5

5

7

18

22

28

34

40

49

59

69

87

0 20 40 60 80 100

平成２６年

平成２７年

平成２８年

受任件数の状況

合計 後見 保佐 補助 任意後見 委任事務

43

50

63

16

19

24

平成２６年

平成２７年

平成２８年

高齢者と障害者の割合

高齢者 障害者



19 

 

止の徹底と利用しやすさの調和 を実現すべき基本的な柱（計画のポイント）として掲げている。 

基本計画は、利用者の立場として、全国手をつなぐ育成会連合会や認知症の人と家族の会も成年後見制

度成年後見制度利用促進委員会に参画して議論され、まとまられたものである、 

この基本計画の特徴は、従来司法の業務とされてきた成年後見制度が、主にこの制度を利用する人が福

祉支援や福祉サービスを利用する人が大半であることから、財産管理のみならず意思決定支援や身上監

護を重視して作成されていることにある。 

福祉、医療と密接なネットワークを組織しながら、多職種が協働して権利擁護支援を担う構想はケアマ

ネジメントの手法にとても近づいた手法であり、今後地域包括ケアシステムにも組み入れられることが

期待される。 

また、専門職の不正および親族後見の不正が報道され、制度の信頼を損ねている現状をどう打開してい

くのかも重要な課題とされている。 

6 

 

                                                   
6 内閣府 HP 成年後見制度利用促進計画 
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7 

計画では、地域連携ネットワークの役割を、権利擁護支援の必要な人の発見・支援、早期の段階からの

相談・対応体制の整備、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

と示している。また、地域連携ネットワークの機能として広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支

援機能、不正防止効果などを挙げている。 

地域連携ネットワークのエンジン部分は「中核機関」が担うことになっており、相談対応、チームの支

援、協議会の開催、家裁との連携、後見人受任者調整等の支援等が役割とされている。 

浜松市においても平成 29年度より「成年後見連絡会」が行政主導で設置され、関係団体による意見交

換が開始されている。 

 

２ 地域における権利擁護体制整備についての提言 

当センターは、地域包括支援センターや相談支援事業所の職員や勤務経験者、民生委員、医師等が会員とな

っているために、その人的ネットワークを通して相談が依頼されるケースが多い。 

 申立て以前にすでに支援チームが構成されているケースも多いが、福祉サービス利用前の場合や虐待や生活

困窮などの危機介入で受けるケースは、まず地域包括支援センターや相談支援事業所と連携して、医療や福祉

の支援につないでいくことから取り組む事例もある。いずれにしても、審判申立て以前に支援会議が開催され、

本人の意向の確認、成年後見制度利用の必要性、支援方針、連携すべき機関は何か等が検討される。その方針

に基づいて成年後見支援も本人の生活支援、権利擁護支援のための支援チームの一員となる。本人のアドボカ

シーとして、支援チームの中でも最も本人に近い存在として位置するのである。そのために介護支援計画やサ

ービス等利用計画の作成に関与したり、計画の同意を代行したりすることになり、福祉支援チームと深く連携

して活動を行うことになるのである。 

 チーム支援を通して、当センターではさらに関係機関との連携を深めて地域の面的支援に広がっていくこと

                                                   
7 内閣府 HP 成年後見制度利用促進計画 
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を実感している。こうした手法が今後の法人後見の運営の指針として、地域の権利擁護ネットワークの機能と

して普及していくことを期待している。 

 

 

 

 成年後見制度利用にかかる支援チームの形成には、コーディネート力のある核となる中核機関が存在し、地

域の関係機関と組織的に連携していく仕組みが不可欠である。 

 当センターでは、特に地域包括支援センターや障害者相談支援事業所からの相談依頼が相談件数の大半を占

めている。本来はこれら相談支援機関が、成年後見利用支援事業として成年後見制度の利用につなげていく支

援を役割としているが、司法機関との連携も整っていない状況で、当センターに助力を求めているのが実態で

ある。これらの機関の成年後見制度利用に関する機能の強化は必要であるとは考えるが、相談支援機関の現状

の日常業務の煩雑のなかで成年後見制度利用支援の業務までには届かい状態であり、こうした実態をみると成

年後見制度利用促進のための新たな公的な機関を設置することが必要である。 

成年後見制度利用支援を業務の一端とする地域包括支援センターや障害者相談支援事業所は、市の委託事業

として実施され主体は行政であることからも、福祉ニーズから法的支援につなげていく機関は当然行政が主体

になって設置されるべきであると考える。 

 

第４章 障害者の権利擁護の視点の検討 

 

１ 相模原障害者施設殺傷事件の衝撃 

あえて「障害者の権利」と書かなければならないほど、障害者の権利保障は今日もなお危うい状況にあ

る。 

平成 28 年７月 26 日、前代未聞の恐ろしい事件が相模原市にある障害者支援施設である津久井やまゆ
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り園で起きた。男が当日深夜に施設内に侵入し、職員を拘束した上で、寝ていた重度知的障害者を刃物で

次々と襲い、その結果入所者 19 人が死亡、入所者や職員ら 26 人がけがを負った。神奈川県警に殺人未

遂などの容疑で逮捕起訴された施設の元職員の被告は、「意思の疎通ができない人たちをナイフで刺した」

「障害者なんていなくなればいい」と供述していたことから、障害当事者、家族、福祉関係らに大きな衝

撃を与えた。 

 事件発生直後、知的障害者の権利擁護団体である全日本手をつなぐ育成会連合会は以下の声明を発し

た。また、事件後不安を募らせる障害当事者に向けてもメッセージを発した。 

 

神奈川県立津久井やまゆり園での事件について（声明文） 

 

 平成２８年７月２６日未明、障害者支援施設「神奈川県立津久井やまゆり園」（相模 原市緑区、指定管理者・社会福祉

法人かながわ共同会）において、施設入所支援を利用 する知的障害のある方々が襲われ、19 人が命を奪われ、20 人が

負傷するという未曾有 の事件が発生しました。被害に遭われ亡くなられた方々に、衷心よりご冥福をお祈りす るととも

に、ご家族の皆様にはお悔やみ申し上げます。また、怪我をされ治療に当たら れている方々の一日も早い回復をお祈り申

し上げます。 

 抵抗できない障害のある人に次々と襲いかかり死傷させる残忍な行為に私たちは驚 愕し、被害にあわれた方々やそのご

家族の無念を思い、悲しみと悔しさにただただ心を 震わせるばかりです。職員体制の薄い時間帯を突き、抵抗できない知

的障害のある人を 狙った計画的かつ凶悪残忍な犯行であり、到底許すことはできません。 

 事件は、当会会員・関係者のみならず、多くの障害のある方やご家族、福祉関係者を 不安に陥れ、深く大きな傷を負わ

せました。このような事件が二度と起きないよう、事 件の背景を徹底的に究明することが必要です。 

 今後、事件対応に関わる皆様には、まずは被害者及び被害者の遺族・家族、同施設に 入所されている方々のケアを十分

に行ってくださるようお願いいたします。その上で、 事件の背景・原因・内容を徹底して調査し、早期に対応することと

中長期に対応することを分けて迅速に行いつつ、深く議論をして今後の教訓にしてください。加えて、本事 件を風化させ

ないように今後の対応や議論の経過を情報として開示してください。 

 また、事件で傷ついた被害者やご遺族が少しでも穏やかに過ごせるよう、特に報道関 係機関には特段の配慮をお願いし

ます。 

 事件の容疑者は、障害のある人の命や尊厳を否定するような供述をしていると伝えられています。しかし、私たちの子

どもは、どのような障害があっても一人ひとりの命を 大切に、懸命に生きています。そして私たち家族は、その一つひと

つの歩みを支え、見 守っています。事件で無残にも奪われた一つひとつの命は、そうしたかけがえない存在 でした。犯

行に及んだ者は、自らの行為に正面から向きあい、犯した罪の重大さを認識 しなければなりません。  

 また、国民の皆様には、今回の事件を機に、障害のある人一人ひとりの命の重さに思いを馳せてほしいのです。そして、

障害の有る無しで特別視されることなく、お互いに 人格と個性を尊重しながら共生する社会づくりに向けて共に歩んでい 

ただきますよう 心よりお願い申し上げます。 

平成 28 年 7 月 26 日  全国手をつなぐ育成会連合会  会長 久保 厚子 

 

津久井やまゆり園の事件について（障害のあるみなさんへ） 

  

7 月 26 日に、神奈川県にある「津久井やまゆり園」という施設で、障害のある人たち 19 人が 殺される事件が 起き
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ました。容疑者として逮捕されたのは、施設で働いていた男性でした。 

亡くなった方々の ご冥福をお祈りするとともに、そのご家族には お悔やみ申し上げます。また、けがをされた方々が 一

日でも早く 回復されることを 願っています。 

容疑者は、自分で助けを呼べない人たちを 次々におそい、傷つけ、命をうばいました。とても残酷で、決して 許せま

せん。亡くなった人たちのことを思うと、とても悲しく、悔しい思いです。 

容疑者は「障害者はいなくなればいい」と 話していたそうです。みなさんの中には、そのことで 不安に感じる人も たく

さんいると思います。そんなときは、身近な人に 不安な気持ちを 話しましょう。みなさんの家族や友達、仕事の仲間、

支援者は、きっと 話を聞いてくれます。そして、いつもと同じように 毎日を過ごしましょう。不安だからといって、生

活のしかたを 変える必要は ありません。 

障害のある人もない人も、私たちは 一人ひとりが 大切な存在です。障害があるからといって 誰かに傷つけられたりす

ることは、あってはなりません。もし誰かが「障害者はいなくなればいい」なんて言っても、私たち家族は 全力でみなさ

んのことを 守ります。ですから、安心して、堂々と 生きてください。 

 

この声明は、事件を徹底的に調査・究明し、再発防止を徹底するよう求めたうえで、「容疑者は、障害

のある人の命や尊厳を否定するような供述をしていると伝えられていますが、どのような障害があって

も一人ひとりの命を大切に、懸命に生きています。事件で無残にも奪われた一つひとつの命は、かけがえ

のない存在でした。お互いに人格と個性を尊重しながら共生する社会に向けて共に歩んでいただきます

よう心よりお願い申し上げます」と訴えている。 

障害のある当事者たちに向けては、「障害のある人もない人も、私たちは一人ひとりが大切な存在です。

障害があるからといって誰かに傷つけられたりすることはあってはなりません。もし誰かが障害者はい

なくなればいいなんて言っても、私たち家族は全力でみなさんのことを守ります。ですから、安心して、

堂々と生きてください。」とメッセージを伝えた。 

この言葉に、事件のあと、語る言葉を失った当事者、家族、関係者らは大きな勇気を与えられた。この

声明は多くの人に賛同され、ＮＨＫや民放、インターネットでも広く紹介され、障害者の尊厳を守ろうと

キャンペーンが全国に広がった。 

 事件後直ぐにリオオリンピックが始まり、日本中がオリンピックで沸き立っていたが、そのなかにあっ

ても全国各地で犠牲者を悼む追悼集会が続々と開催された。浜松市においても、手をつなぐ育成会や福祉

関係者での討論会や福祉施設の主催による追悼集会が開催され、人間のいのちの尊厳についての議論が

繰り広げられた。 

 しかし、一方でこの犯行を支持するような声も SNS に多く書き込まれるという現象が起きたり、全国

手をつなぐ育成会連合会の会長にもいやがらせや誹謗中傷が続いたりと、障害者差別や優生思想が根強

くあることを改めて認識した。 

 相模原市障害者施設の殺傷事件から一年となるのを機に、共同通信が全国の知的障害者の家族を対象

にアンケートを実施したが、回答した 304 家族の 7 割近くが「事件後、障害者を取り巻く環境が悪化し

たと感じた経験がある」ことが分かった。インターネットなどでの中傷を挙げた人が多く、利用する施設

や職員への不安が増したとの回答も目立つ。「共生社会」の重要さが指摘される中、差別や偏見に苦悩す

る現状が浮き彫りになったと報道している8。 

                                                   
8 2017 年 7 月 27 日東京新聞 朝刊   
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２ 障害者の問題は人間の安全保障の問題 

（１）優生思想について 

相模原市障害者施設の殺傷事件とその後の世相を考えると、障害者の権利の問題は、まず人間の安全保

障の問題としてあることを再認識することが必要である。 

わが国では、つい最近まで障害者の生きる価値を否定する優生思想は法制度のもとにあった。優生思想

とその実践である優生学、それを制度化した優生保護法が「母体保護法」に名称が変わり、知的障害者や

精神障害者に対する強制的な断種手術が禁止されたのは、つい 20 年前の 1996 年（平成 8 年）のことで

ある。優生保護法に基づく本人の同意を要しない強制的な優生手術は、1949 年（昭和 24 年）から 1994

年（平成 6 年）の間に 16、000 件実施されたという。 

 ちなみに 1997 年には、ノーマライゼーションの発祥であり、発達した福祉国家といわれるスウェーデ

ンやデンマークにおいても、1930 年代より優生学的理由による不妊手術が実施されていたことが明らか

にされ、改めて障害者の生を否定視する考えが世界に浸透し非常に広範に存在していることを再認識せ

ざるをえない。 

法律の名称が変わることで、我が国は優生思想から脱却できたのかといえば決してそうでなく、タブー

視されたといえる。タブー視されているだけで、優生思想の検証も研究は少なく、スウェーデンのように

不妊手術を受けさせられた人々への賠償も我が国では行われてはいない9。 

優生思想はまぎれもなく、障害者を「あってはならない存在」として否定する考えであることには間違

いがない。障害者がいないほうがよい社会だとする考え方である。このような重大なことにも関わらず議

論は避けられてきた。タブー視することが障害者に対する最近の我が国の差別的態度の特徴なのかもし

れない。積極的な敵対的な行動として表面化しないだけに、社会的偏見や障害のある人のニーズへの理解

不足が解決すべき社会的課題として顕在化せず議論を避けるために、むしろ障害者への敵意や偏見差別

                                                   
 アンケートは 6 月下旬から 7 月上旬にかけて実施。知的障害者の親らでつくる「全国手をつなぐ育成会連合会」を通じて全国の家族

に質問書を約 550 部配布し、うち 304 家族が回答した。 

 この中で、事件後、障害者に向けられる世間のまなざしや、障害者を取り巻く環境が悪化したと感じたことがあるかどうか具体的な

項目を挙げて複数回答で尋ねた。その結果、「感じたことがある」としていずれかの項目を選んだり、「その他」の項目に内容を記述し

たりしたのは６８％に当たる 206 家族に上った。 

 項目別で見ると、「ネットなど匿名の世界で中傷が相次いだ」との回答が全回答者の中で３１％と最多。また事件で起訴された植松聖

（さとし）被告（２７）がやまゆり園の元職員だったことから、「利用している施設（サービス）や職員への不安が生じた」と答えたの

は２８％。さらに「被告に措置入院の経験があり、精神障害者への偏見が強まった」は２３％だった。 

 「その他」の項目では、「新規の障害者施設が建ちにくくなった」「被告の考え方に同調する人が増えるのは怖い」といった記述があ

った。一方、今後の行政に求める施策についても複数回答で質問。「差別解消のため障害者の現状や課題を伝える社会啓発」としたのは

７１％だったほか、「（施設などの）職員教育の充実」が６７％、「地域の理解を促すための交流事業」が６５％と続いた。 

 
9 毎日新聞 2016 年 3 月 12 日 

「国連女性差別撤廃委  障害理由に不妊手術、政府に補償勧告」 

. 国連の女性差別撤廃委員会が今月公表した対日定期審査の「最終見解」は、優生保護政策で障害を理由に不妊手術を受けさせられた

人への補償を日本政府に勧告した。国内の女性障害者や支援者は最終見解を歓迎し、政府に履行を求めている。  

 最終見解は「不良な子孫の出生防止」として障害者らの不妊手術を認めていた旧優生保護法下、約１万６５００人が本人の意思によ

らず手術を受けさせられたとされるのに、政府が補償や謝罪をしていないことを問題視した。「実態を調べ加害者を訴追し、全ての被害

者に法的な救済や補償を提供する」よう勧告した。  

「ＤＰＩ女性障害者ネットワーク」（東京都）のメンバーはスイスで、委員会の２月１６日の審査を傍聴した。神戸市の視覚障害者、

藤原久美子さん（５２）は自身が医師に妊娠中絶を勧められた経験を踏まえ、今も月経や妊娠、出産を周囲から疎まれる女性障害者が

いることなどを委員らに説明した。  

 この問題で国連組織が補償を具体的に勧告するのは１９９８年の人権委員会以来。優生保護法は９６年に母体保護法に改正され障害

者に関する規定は削除されたが、その後も子宮摘出などの例はあるという。藤原さんは最終見解について「９８年勧告より踏み込ん

だ。政府は調査や謝罪、補償をしてほしい。そうでない限り障害者が安心して出産できる社会にならない」と訴える。  

 優生保護政策に詳しい市野川容孝（やすたか）・東京大教授（社会学）は「優生手術を当然視して携わった福祉関係者らが存命してい

ることもあり、日本社会は問題と距離を取れずにいる。実態を調べ、国への働きかけを続けたい」と語った。  

. 
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が温存されてきた傾向にあったのではないか。 

長年の障害当事者や家族、関係者の努力により、「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられる

ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する。」「何人も、障害者に対して、

障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」という理念のも

と10、障害者差別を解消することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」( 障

害者差別解消法) が平成 25 年 6 月に制定され、大きな期待のもとに昨年 4 月に施行された。 

しかし、まさに障害者差別の解消に向かう大きな一歩を踏み出した年に、この痛ましい事件が発生して

おり、障害者の権利擁護に携わる関係者は、もう一度障害者の権利擁護は生存権の保証であること、そし

て今こそ「共生する社会の実現」を本気で考えていくべきである。 

（２）新しい共生の人権の時代へ 

とりわけ第二世界大戦後、人権の根拠は「人間の尊厳」に求められている。問題は、「人間の尊厳」と

は何かである。近代的人間観では、「尊厳」は理性に求める。理性の発見は、人々や制度に光を照らした

が、一方で、「理性主義」は影をも、もたらしてもきた。 

理性を人間の根拠とすると、「理性」が不十分であるとされる人や欠けているとされる人、すなわち知

的障害や精神障害と呼ばれる人々を、人権の享有主体である「すべての人」から排除してしまうことにな

るという問題が生じてしまう。また、この問題は、差別や社会的排除という事実につながってきた。現代

社会では理性は「能力」にも置き換えられる。人々は誰もが能力の不足や弱さをさらけ出すことを嫌い、

たいていの人は自分の能力の弱いところを何とか隠し通して生きている。それが社会の人々への態度と

なる。現代社会は、人間は交換可能で一定の規格をもつ部品であるということが前提で、社会も規格と水

準をつくっている。 

しかし、重度の障害を持つ人は「能力」の欠如が、最低限に社会で生きていく、あるいは労働するとい

うその日常の場面にあらわれてしまうので、能力の欠如を隠し通すことができない。規格外であることを

露呈しながら生きざるを得ない。「すべての人」は同じ能力と規格である仮定は、障害者は根本的に異な

っているという認識に移るのはごく簡単なことなのである。こうした社会の態度が優生思想を根底から

支え続けている。 

しかし人間は、人としての共通の「共同性」と、そして他の人とは異なる「個別性」を内包している。

人間にとって共同性と個別性は両義的である。人間は生まれながらに共同性をもっている。その共同性は

個別性をすでに包括している。人間の共同性は個別性を支え、個別性は共同性を構成するというのが人間

の社会の本態である。人間の尊厳は、人類としての共通性に同一のものとしてあるのではない。すなわち

「かけがえのない存在」としての、それぞれの個別性のなかに見出されるものである。障害があるといわ

れる人々も、言うまでもなく尊厳を有する個人である。 

 排除していくことよりもそれぞれの「個別性」を「かけがえのないもの」として「共同性」に内包して

いこうとすることが、強い社会を生み出す新しい権利の考え方を示したものが、21 世紀初の権利条約と

なった障害者権利条約である。 

 

 

                                                   
10 障害者基本法。2011 年（平成 23 年）8 月 5 日、障害者基本法の一部を改正する法律が公布・施行された。2006 年 12 月に国

連総会で採択された障害者権利条約の批准に向け国内法整備の一環として改正された。大きな特徴としては、障害者の定義の拡大と、

共生社会の実現、障害者差別の禁止、合理的配慮概念の導入などがある。 
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３ 障害者権利条約と成年後見制度 

（１）「代行的意思決定から意思決定支援へ」のパラダイム転換 

2014 年１月、日本は、国連総会の採択から７年強経過した後に、ようやく障害者権利条約を批准した。

我が国はこの条約批准に向け、関係する国内法の整備をすすめてきての批准であった。 

条約 12 条には「法律の前にひとしく認められる権利」が示されている。条約 12 条は、障害者の自己

決定権の徹底的な尊重を求め、かつ懇切丁寧な支援に基づいて、障害者自身が意思決定するシステムの構

築、すなわち、従来の成年後見制度とは明確に異なる障害者の権利擁護の仕組みの導入を求めているので

ある。 

 

第十二条 法律の前にひとしく認められる権利11 

1. 締約国は、障害者が全ての場所において法律の前に人として認められる権利を有することを再確認する。  

2. 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。  

3. 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機会を提供するための適当な措置をと

る。  

4. 締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において、濫用を防止するための適当かつ効果的な保障を国際人権

法に従って定めることを確保する。当該保障は、法的能力の行使に関連する措置が、障害者の権利、意思及び選好を

尊重すること、利益相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼさないこと、障害者の状況に応じ、かつ、適合するこ

と、可能な限り短い期間に適用されること並びに権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による定期的

な審査の対象となることを確保するものとする。当該保障は、当該措置が障害者の権利及び利益に及ぼす影響の程度

に応じたものとする。  

5. 締約国は、この条の規定に従うことを条件として、障害者が財産を所有し、又は相続し、自己の会計を管理し、及び

銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用を利用する均等な機会を有することについての平等の権利を確保する

ための全ての適当かつ効果的な措置をとるものとし、障害者がその財産を恣意的に奪われないことを確保する。 

 

 条約 12 条１項は、障害者は、あらゆる場所において「法律の前に人として認められる権利」を有する

とした。歴史上初めて、判断能力の不十分な障害者も「他の者と平等に常に法的能力をもつ」と定めた。

そして、その障害者が法的能力を行使するための支援（意思決定支援）を、各国政府に求めたのである。 

条約 12 条２項は、締約国に対し、障害者があらゆる生活場面において、他者との平等を基礎として「法

的能力」を享有することを認めるよう求めている。 

条約 12 条３項は、障害者が、法的能力を行使しようとするときに、そのために必要とする支援を利用

できるよう、締約国が適当な措置をとるべきことを求めている。すなわち、障害者の意思決定の能力が十

分でない状態にあることがありうるが、「障害の社会モデル」の立場で考えると、能力障害はその人に固

有の機能障害ではなく、その人をとりまく環境要因・人的要因・社会的要因によって生まれてきたもので

あり、意思決定への合理的配慮としての支援のあるなしでは意思決定の仕方や結論が大きく変わると考

えられるのである。いわゆる「代行的意思決定から意思決定支援へ」のパラダイム転換であるとされる。 

これまでの我が国の障害者に対する支援のあり方は、制限行為能力制度12ないし代理・代行決定制度に

                                                   
11 障害者の権利に関する条約（日本政府公定訳）2014 年 1 月 20 日公布 
12 制限行為能力者制度は、年齢および判断力の程度を基準として、画一的に一定範囲の者の行為能力（取引を行う資格）を制限する制

度をいう。制限行為能力者であるとされた者は、行為能力が制限された範囲内において自己の判断で取引を行うことができない。そこ
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より保護することに重点が置かれてきた。 

我が国の成年後見制度そのものが制限行為能力制度である。成年後見制度は、精神上の障害による判断

能力の低下に応じ後見・保佐・補助の 3 類型に分け、後見類型では画一的な行為能力制限と包括的な代

理権が付与され、保佐類型でも民法 13 条所定の行為につき画一的に行為能力制限がなされている。 

国連障害者権利委員会一般意見書 1 号13は、条約 12 条に基づいて「代行意思決定制度」を次のように定

義して、これを「支援付き意思決定制度」に転換するよう求めている。 

意見書 25 節には、すべての人が（障害や意思決定スキルにかかわらず）生まれながらに持つとされる

法的能力、すなわち「普遍的な法的能力」を、全面的に認めるには、締約国は、目的又は効果において障

害に基づく差別となる法的能力の否定を廃止しなければならないと、制限行為能力制度とはまったく異

なる考え方を求めている。 

また、意見書 27 節では「代理人による意思決定制度は、全権後見人、裁判所による禁治産宣告、限定

後見人など、多種多様な形態をとり得る。しかし、これらの制度には、ある共通の特徴がある」として下

記のように定義している。 

 

1. 個人の法的能力は、たとえそれが 1 つの決定にのみかかわりのある法的能力であっても、排除される。 

2. 当事者以外の者が代理意思決定者を任命できる。しかも、当事者の意思に反してこれを行うことができる。 

3. 代理意思決定者によるいかなる決定も、当事者の意思と選好ではなく、客観的に見てその「最善の利益」となると思

われることに基づいて行われる。 

 

そして、意見書 29 節において「代行意思決定制度」から転換すべき「支援付き意思決定制度」は「個

人の意志と選好に第一義的重要性を与え、人権規範を尊重するさまざまな支援の選択肢から成る。それ

は、自律に関する権利（法的能力の権利、法律の前における平等な承認の権利、居所を選ぶ権利など）を

含むすべての権利と、虐待及び不適切な扱いからの自由に関する権利（生命に対する権利、身体的なイン

テグリティを尊重される権利など）を保護するものでなければならない。さらに、支援付き意思決定シス

テムは、障害のある人の生活を過剰に規制するものであってはならない。支援付き意思決定制度は、多様

な形態をとる可能性があり、それらすべてに、条約第 12 条の順守を確保するための特定の重要な規定が

盛り込まれなければならない。」として、下記の条件を付している。 

 

支援付き意思決定は、すべての人が利用可能でなければならない。個人の支援ニーズのレベル（特にニーズが高い場合）

が、意思決定の支援を受ける上での障壁となってはならない。 

法的能力の行使におけるあらゆる形式の支援（より集約的な形式の支援を含む。）は、客観的に見て個人の最善の利益と

認識されることではなく、個人の意志と選好に基づいて行われなければならない。 

個人のコミュニケーション形態は、たとえそのコミュニケーションが従来にないものであっても、あるいは、ほとんど

の人に理解されないものであっても、意思決定の支援を受ける上での障壁となってはならない。 

                                                   
で、その者の利益を図るために保護者が付けられる。保護者は、制限行為能力者自らがする取引に助力し、あるいは、制限行為能力者

を代理して取引を行う。そして、制限行為能力者が保護者の関与なしに単独で取引した場合には、保護者にはその取引の効力を否定す

る権限（取消権）が与えられる。  

制限行為能力者制度の目的は、①取引上の判断能力が不十分な者のために適切な取引が行われるようにして、その者の財産の減少を

防止すること、および、②取引の相手方の警戒・予防を容易にすることよって取引の安全を図ることにあるとされる。 

 
13 一般的意見第 1 号（2014 年） 第 12 条：法律の前における平等な承認 2014 年 4 月 11 日採択、2014 年 5 月 19 日版 
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個人によって正式に選ばれた支援者の法的承認が利用可能であり、かつ、これを利用する機会が与えられなければなら

ず、国は、特に孤立しており、地域社会で自然に発生する支援へのアクセスを持たない可能性がある人々のために、支援

の創出を促進する義務を有する。これには、第三者が支援者の身元を確認する仕組みと、支援者が当事者の意志と選好に

基づいた行動をしていないと第三者が考える場合、支援者の行動に対して第三者が異議を申し立てられる仕組みを含めな

ければならない。 

条約第 12 条第 3 項に定められている、締約国は必要とする支援に「アクセスすることができるようにするための」措

置をとらなければならないという要件に従うため、締約国は、障害のある人がわずかな料金で、あるいは無料で、支援を

利用でき、財源不足が法的能力の行使における支援にアクセスする上での障壁とならないことを確保しなければならない。 

意思決定の支援は、障害のある人の他の基本的権利、特に、投票する権利、婚姻をし（あるいは市民パートナーシップ

を確立し）、家族を形成する権利、性と生殖の権利、親の権利、親密な関係と医学的治療に関して同意する権利、自由の権

利を制限する正当な理由として、利用されてはならない。 

人は、いかなる時点でも、支援を拒否し、支援関係を終了し、あるいは変更する権利を持つものとする。 

法的能力と、法的能力の行使における支援にかかわるあらゆるプロセスについて、保護措置が設けられなければならない。

保護措置の目標は、個人の意志と選好の尊重を確保することである。 

法的能力の行使における支援の提供は、意思決定能力の評価に左右されるべきではない。法的能力の行使における支援

の提供では、支援のニーズに関する新しい非差別的な指標が必要とされている。 

 

このように日本の成年後見制度は、①後見類型への偏重や過重な費用負担、家庭裁判所の監督体制の不

備等の問題点について運用面での改善と②代行的決定制度から支援付き意思決定制度への法改正を含め

た根本的な制度改革を迫られている。 

このような流れの中、平成 27 年、日弁連は、2015 年の人権擁護大会において、意思決定支援制度の

法整備を求める旨の宣言を打ち出している14。また、平成２８年には成年後見制度利用促進法が施行され、

平成 29 年３月には内閣において成年後見制度利用促進計画が閣議決定され、この利用促進計画の中に、

意思決定支援の重視が盛り込まれた。 

（２）現行の成年後見制度の問題 

 現行の成年後見制度を、障害者権利条約が求めるものに照らし合わせると次のような整理がされる15。 

① 代理権について 

現行の成年後見人では後見類型の場合、本人（被後見人）への「代理権」が付与される。本人（被後見

人）も行為能力をもち法律行為が可能であるが、後見人が代理権を行使した後には、その法律行為を本人

が行うことができないため、結果として本人の行為能力が制約されることがある。成年後見類型は「事理

弁識能力を欠く常況にある者」を対象としているが、これは「意思能力を有するときもある」ことを前提

としているのであるが、本人に意思能力があるときにも成年後見人は代理権を行使でき、これは「障害者

も他の者と平等に法的能力をもつ」という条約 12 条に抵触している疑いがある。 

② 取消権・同意権について 

成年後見人には、本人（被後見人）の日常生活に関する行為以外の法律行為への「取消権」が与えられ、

また保佐人には、本人（被保佐人）の重要な契約行為及びその他の行為への「同意権・取消権」が与えら

                                                   
14 総合的な意思決定支援に関する制度整備を求める宣言 ２０１５年（平成２７年）１０月２日 日本弁護士連合会 

 

15 2016 年 4 月 3 日 一般社団法人 日本自閉症協会 成年後見制度委員会 引用 
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れる。このとき、本人にも行為能力があって法律行為ができ、成年後見人・保佐人による取消を受けない

限り、その行為は有効となる。しかし、成年後見人・保佐人による取消が行われれば、本人の行為能力が

制限されるため、条約に抵触する疑いがあるとされる。 

③ 補助類型について 

我が国の成年後見制度のうち、補助類型は、審判の開始も、「代理権」・「取消権・同意権」の設定やそ

の対象範囲も、「本人（被補助人）による同意」を前提としているので、基本的には権利条約に抵触しな

いと考えられる。 

しかし、①、②のとおり、成年後見類型と保佐類型については、次の点で、条約と意見書が求める「支

援付き意思決定制度」に抵触する疑いがある。 

したがって、意思決定支援の観点から考えると、現行の制度においても可能なかぎり補助類型を拡大し

ていくことが有効であるといえる。「本人（被補助人）による同意」をいかに支援者が確認していくかと

いう現実的なコミュニケーションが可能であるかが問われるのであるが障害の社会モデルでいえば、本

人に意思表出の能力がないのではなく、意思決定支援を行うものの丁寧な配慮およびその具体的なスキ

ルが求められる。 

（３） なぜ後見類型が大半を占めているのか 

成年後見類型とされる人にも明確に意思はあり、意思能力は有している。日々自らの意思に基づき、そ

の人らしい暮らしを送っているのが実際である。家族や支援者は本人の意思を確実に感じている。後見類

型の人は確かに銀行での取引はできないかも知れないが、コンビニでの買い物は楽しめるし、旅行の行き

先も決めることができる。 

しかし、成年後見制度では成年後見人に包括的権限が後見人に付与され、本人の意思能力が否定されて

しまうことになるのだろうか。制度そのものに欠陥があるのか、あるいはその運用に問題があるのかは検

証されるべきである。 

第 58 回人権擁護大会では、成年後見制度の現状に対しかきのしてきがしめされている後見類型が大半

を占める要因を次のように指摘している。16。 

現行の法定後見制度は、後見・保佐・補助の 3 類型が設けられている。このうち後見・保佐は、旧法の禁治産・準禁治

産の制度をもとにして改正がなされたものであり、補助は、現行制度への改正の際に、自己決定の尊重等の新しい理念に

最もなじむ制度として新設されたものである。補助の制度は、自己決定を最大限尊重し、弾力的な運用を可能とする制度

として設計され、各人の個別具体的な必要性に応じて利用できる制度として期待された。 

しかし、この間の運用の実情を見ると、3 類型の中での補助の割合はごく僅かなままにとどまっている。最高裁判所が毎

年公表している「成年後見事件の概況」によれば、2014 年における 3 類型ごとの件数（認容件数）は、後見 2 万 6029 

件、保佐 4447 件、補助 1237 件となっており、補助の割合は約 4％にすぎず、後見の割合が大半（80％以上）を占

めている。 

そして、このことが、成年後見制度において、裁判所をはじめ、後見人等や周囲の関係者が本人の意思を軽視する風潮

が蔓延する要因にもなっていると考えられる。すなわち、後見類型は、「精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く

常況にある。」ということが開始の要件として設定されている。 

そのため、裁判所は、後見類型の場合、そもそも、後見開始に当たり、本人との面談をほとんど実施せず、後見開始に

                                                   
16 ２０１５年１０月１日「成年後見制度」から「意思決定支援制度」へ～認知症や障害のある人の自己決定権の実現を目指して～日本

弁護士連合会 第５８回人権擁護大会資料 
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ついての本人の意思や理解状況を確認しようとしないのである。 

成年被後見人とされた本人に実際に会ってみれば、本人は決して「何も分からない状態」ではないということが分かる。

会ってみると、この人はなぜ補助や保佐ではなく後見類型とされたのか、補助や保佐の類型でも対応できるのではないか

という疑問を持つケースも多い。 

後見申立ての多くが親族間の事情や福祉施設等の思惑などによりなされ、診断書の作成も、必ずしも精神科医ではない

主治医等によって作成されていることから、本人との面談をしない中で、本人の意思が手続に反映されていないのである。 

後見人として誰を選任するかについて、本人の意向を確認して尊重すると方法は用いられていない。裁判所は、後見人の

候補者に関しては、申立人である親族の意向を確認し、さらに、他の親族に対して、わざわざ照会までして意見を聞くに

もかかわらず、本人の意向は確認しない。 

成年後見業務を行うに当たり、まず確認すべきは、本人（成年被後見人）の意向ないし意思である。後見人は、日頃か

ら本人とコミュニケーションを密にし、本人の正確な意思や選好・価値観を把握することが求められる。 

不合理な決定を本人が選択しようとする場合も、直ちに本人に能力がないと結論づけるのではなく、まずは、様々な選択

肢を本人が検討したうえで自己決定できるよう、本人の支援者とともに意思決定支援を尽くすべきである。仮に意思決定

支援を尽くしても本人の現在意思が把握困難又は本人が意思決定を行うために不可欠な前提要素（例えば、決定に至るた

めに最低限必要な情報理解等）が欠けている場合には、本人が過去に表明した意思や、家族、福祉関係者等の周囲の支援

者等からの情報を総合考慮して、その現在意思を推測せざるをえない。その場合には、周囲の支援者と議論を尽くすこと

が重要ある。協議の積み重ねが、本人にとっての「（主観的）最善の利益」の追求、ないし国連の障害者権利条約委員会が

同条約 12 条の解釈に関する一般的意見第 1 号において言及している本人の「意思と選好に基づく最善の解釈」に繋がる

ものと思われる。 

 本人の現在意思の推測すら困難な場合には、最終手段として、後見人が代理・代行決定権限を行使せざるを得ない段階

に至ることもあるが、本人にとっての「（主観的）最善の利益」の追求を第一に、必要最小限度の範囲での限定的な権限行

使が行わるべきである。 

 

４ 権利擁護から権利実現へ 

平成 28年 4月に施行された成年後見制度利用促進法は、基本方針として、保佐・補助類型の利用促進、

欠格条項の見直し、医療などの同意、本人死亡後の事務、任意後見制度の活用、地域支援体制や関係機関

体制の強化などの検討を定めている。 

成年後見制度利用促進法第 11条基本方針では「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」と定めている。成年後見制度の成年後見

類型と保佐類型には、障害者権利条約に抵触すると考えられ、成年後見制度の運用の改善は急務であると

考える。 

成年後見制度利用促進法を契機に、成年後見制度を実践する立場からも、特に保佐類型、成年後見類型

の利用者への支援のあり方の検討の議論を現場において展開すべきである。 

平成 29 年 4 月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画では、「保佐・補助及び任意後見の利

用促進」をすすめるとし「障害者の場合は、長期にわたる意思決定支援、身上保護、見守りが重要であり、

施設や病院からの地域移行、就労や社会参加等の活動への配慮、障害の医学モデルから社会モデルへの転 

換、合理的配慮の必要性といったことを重視し、障害者にとっての 社会的障壁を除去していく環境や支

援のあり方を継続的に考えていく必要がある。」としている。 
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 また、成年後見制度利用促進法付帯決議には「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。」と定め、支援付き意思決定支援の仕組みづくりを求めている。 

成年後見制度の利用は、相続手続き上の法定代理人の必要、判断能力が低下したときに社会生活が困難

になった場合の財産管理や福祉サービスの利用、経済的虐待を受けた際の救済など、所謂消極的な権利擁

護の対応として開始されることが多い。 

一方で「権利擁護」とはそもそも何かを考えると、憲法 13条に定める「すべて国民は、個人として尊

重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法そ

の他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」個人の幸福追求の権利行使の支援という積極的な権利実

現という性格がその本質である。 

個人の幸せとは、個人としての尊重と個人の意思の尊重の保障によって実現されるものである。成年後

見制度のあり方を検討する視点としては、権利擁護のもつ権利実現という積極的な性格と制度や実践を

照合しながら、その個人の「（主観的）最善の利益」を実現していくための本来的な目的を明確にしてい

くことが求められる。 

 

以上 浜松成年後見センター 高木誠一 
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知的障がいのある人の 

成年後見制度利用に関するアンケート調査結果の概要 
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はじめに 

 本調査は、浜松成年後見センターが浜松市浜松手をつなぐ育成会の賛同を得て、合同で実施したもので

ある。 

 

１）調査の目的 

知的障害者本人および家族の成年後見制度についての意識を調査し、今後の成年後見制度の普及促進

のための基礎資料とする。 

 

２）調査対象 

浜松市在住の知的障害者本人もしくは保護者（浜松市手をつなぐ育成会会員・その他福祉サービス事業所

利用者および家族） 対象者数 1500 人 

３）調査方法 

自記式アンケートを郵送により配布･回収した。 

４）実施期間 

平成 29 年 7 月 1 日から平成 29 年 8 月 20 日まで 

５）回収数 

有効回収数 452 枚 ［回収率 30．1％］ 

６）調査結果の見方 

集計表は質問項目ごとに無回答もあったため合計が 100.0%にならないことがある。 

その他の意見、自由記入欄の意見は、本来の意味を損なわない程度に省略して概要としてまとめた。 

 

 

※調査の趣旨（調査依頼文より抜粋） 

20 歳までは親には「親権」があり、後見人として子どもの契約を代行できますが、成人を迎えると

知的障がいがあっても契約の代行は親ではできません。そのために、本人が悪質な詐欺にあったり、知

らずに高額な買い物をして多額の借金を抱えたりしてしまうケースが増えています。また、「親なき後」

の問題も待ったなしの状況となっています。 

親なき後、本人の財産や権利を守り、安心な地域や施設の暮らしを支える仕組みとして成年後見制

度があります。 

国では地域の障がい者や高齢者の権利を擁護するために、今年度、成年後見利用促進計画を策定し、

成年後見制度の利用を促進するとともに、利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善および権

利擁護支援の地域連携ネットワークづくりを進めています。 

育成会としても「親なき後」の本人の安心な暮らしを支える制度として成年後見制度に期待をしてい

るところであり、親が安心して本人の権利を託せる成年後見制度の改善を求めています。 

知的障がいのある人の権利擁護の制度をもっと使いやすいものにしていくための検討データとなる大

切な調査です。 

このアンケートでは、成年後見制度について利用者の皆様へ周知をはかるとともに、皆様のご意見

についてお聞きします。 
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２ 調査結果 

 

１ 障がいのあるご本人（お子様）の基本情報についてお聞きします。（該当するものに○を付けて

ください） 

① 障がいのあるご本人の年齢を教えてください。 

18 歳未満 54 11.9% 

18～20 歳 35 7.7% 

20 歳代 138 30.5% 

30 歳代 102 22.6% 

40 歳代 65 14.4% 

50 歳代 35 7.7% 

60 歳代 21 4.6% 

70 歳以上 0 0.0% 

不明 2 0.4% 

  452   

本人の年齢は、20 歳代および 30 歳代が半数を超えている。60 歳代との回答は 4.6％あり、70 歳代との

回答は 0であった。 

② 障がいのあるご本人の性別を教えてください。 

男性 292 64.6% 

女性 155 34.3% 

不明 5 1.1% 

 452   

男性が 64.6％で、２/３が男性となっている。 

③ 障がいのあるご本人の障がいを教えてください。  

 

重度知的障がいが 43.3％で、重複障がいを含めると重度障がいが半数を超えている。 

 

知的障がい 重度・A 238 43.3% 

知的障がい 中度・B 182 33.1% 

精神障がい 29 5.3% 

発達障がい 14 2.5% 

身体障がい 37 6.7% 

その他 1 0.2% 

重複障がい 46 8.4% 

障害不明 3 0.5% 

  550   
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④ 障がいのあるご本人の所属（通園、通学、通所、入所など）の状況を教えてください。 

 

福祉サービス事業所を利用している人が 72.6％で突出している。一般企業へ就職している人は 11.1％で

ある。 

⑤ 障がいのあるご本人のお住まいの状況を教えてください。 

 

家族と同居が 84.3％で圧倒的に多い。入所施設やグループホーム入居者は 13.3％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学校小学部 19 4.2% 

特別支援学校中学部 7 1.5% 

中学校特別支援学級 7 1.5% 

特別支援学校高等部 21 4.6% 

高等学校・専門学校 3 0.7% 

一般企業 50 11.1% 

福祉サービス事業所 328 72.6% 

病院 0 0.0% 

在宅 9 2.0% 

その他 1 0.2% 

不明 7 1.5% 

  452   

家族と同居 381 84.3% 

自宅で独居 2 0.4% 

アパートで独居 5 1.1% 

入所・GH 60 13.3% 

病院 0 0.0% 

その他 2 0.4% 

不明 2 0.4% 

  452   
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⑥ ご本人の主たる介護者を教えてください。 

父 35 7.7% 

母 271 59.3% 

祖父 0 0.0% 

祖母 7 1.5% 

兄弟 22 4.8% 

施設職員 7 1.5% 

その他 15 3.3% 

介護の必要なし 4 0.9% 

介護者不明 96 21.0% 

母が主たる介護者であるという回答が 59.3％、父との回答は 7.7％であある。兄弟との回答は 4.3％で

ある。介護者不明が 21.0％ある。 

２ アンケートに回答される方についてお聞きします。 

① ご本人との関係について教えてください。 

父 81 17.9% 

母 300 66.4% 

祖父 0 0.0% 

祖母 3 0.7% 

兄弟 24 5.3% 

その他 13 2.9% 

不明 19 4.2% 

本人 12 2.7% 

  452   

アンケートに回答した人は、母が 66.4％、父が 17.9％、兄弟が 5.3％であった。本人の回答は 2.7％であ

った。 
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② アンケートに回答された方の年齢についておしえてください。 

20～29 歳 6 1.3% 

30～39 歳 14 3.1% 

40～49 歳 73 16.2% 

50～59 歳 150 33.2% 

60 歳～64 歳 66 14.6% 

65 歳～74 歳 98 21.7% 

75 歳～79 歳 19 4.2% 

80 歳代 15 3.3% 

90 歳代 2 0.4% 

不明 9 2.0% 

  452   

50～59歳の回答者が 33.2％、次いで 65歳～74歳が 21.7％、40～49歳が 16.2％、60歳～64歳が 14.6％

である。 

 

 

３ 成年後見制度の利用状況についてお聞きします。 

 

している 32 7.1% 

していない 410 90.7% 

不明 10 2.2% 

  452   

 

 

 

 
成年後見制度を利用していないが 90.7％、利用者しているは 7.1％である。 
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現在、成年後見制度を利用していない人のみご回答ください。 
 

４ 現在、成年後見制度を利用していない方にお聞きします。 

① 成年後見制度の利用について、どのようにお考えですか? 

 

 

 

 

 

将来的には利用することも考えられるが 49.9％、必要になれば利用したいは 34.7%、今すぐ利用したい

は 0.2%で、約 8割の人が成年後見制度の利用を希望している。利用は考えていないは 10.5％である。 

 

② 本人のために成年後見制度を利用する場合、だれを後見人等にしたいと思いますか。（ひとつだけ） 

 

兄弟が 34.4%、次いでわからないが 31.8%、法人・後見センターは 10.0%、親は 7.6％である。 

 

 

 

 

 

今すぐ利用したい 1 0.2% 

必要になれば利用したい 146 34.7% 

将来的には利用することも考えられ

る 
210 49.9% 

利用は考えていない 44 10.5% 

その他 3 0.7% 

不明 17 4.0% 

  421   

親 32 7.6% 

兄弟 145 34.4% 

親戚・親族 13 3.1% 

友人・知人 1 0.2% 

弁護士 6 1.4% 

司法書士 4 1.0% 

社会福祉士 4 1.0% 

法人：社協 4 1.0% 

法人：後見センター 42 10.0% 

法人：その他 16 3.8% 

わからない 134 31.8% 

その他 5 1.2% 

不明 15 3.6% 

  421   
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③ 成年後見制度で利用したい支援内容を教えてください。（当てはまる項目すべてを選んでください） 

財産管理 306 

入院契約 232 

サービス利用契約 277 

福祉サービ・チェック 204 

本人と面会相談 189 

相続 163 

親族間の調整 82 

不動産の管理や処分 105 

被害対応 167 

公共料金・税金対応 158 

各種行政の手続き 225 

就労先での権利擁護 145 

死後のこと（葬儀、埋

葬、財産の処分など） 

206 

  

その他 6 

わからない 58 

不明 17 

  2,540 

財産管理が 306件、次いでサービス利用契約は 277件、各種行政の手続きは 225件、死後のこと（葬儀、

埋葬、財産の処分など）は 206件である。 
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④ 現在、後見制度を利用していない理由を教えてください。（当てはまる項目すべてに回答してください） 

 

 

 

 

 

 

 

情報不足 130 

申立手続が面倒 49 

財産管理が不自由 27 

親族後見は事務処理が面倒 33 

第三者・法人後見をよく知

らない 
64 

第三者・法人後見で本人の

意思に沿った身上監護がし

てもらいえるか心配 

62 

第三者・法人後見で本人の

意思に沿った財産管理がし

てもらいえるか心配 

52 

第三者・法人後見で本人の

障害特性に配慮した対応が

してもらいえるか心配 

72 

第三者・法人後見への報酬

支払が負担 
54 

親族が元気で必要性がない 281 

親なき後は兄弟に託してい

る 
57 

財産がない 22 

入所しているので安心 18 

自分で財産や権利を守れる 9 

親族以外への報酬が負担 52 

その他 35 

不明 17 

  1034 

親族が元気で必要性がないが 281 件で最も多い。次いで

情報不足が 130 件である。第三者・法人後見で本人の障

害特性に配慮した対応がしてもらいえるか心配が 72件、

第三者・法人後見をよく知らないが 64件、第三者・法人

後見で本人の意思に沿った身上監護がしてもらいえるか

心配が 62件である。 
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⑤ 今後、制度の利用について、どのようにお考えですか？ 

 

                           ） 

 

制度について詳しく知ってから考えたいが 50.7%、前向きに考えてみたいが 18.1%、利用を考えているが

10.2%である。利用は考えていない は 11.0%である。 

 

 

現在、ご本人が成年後見制度を利用している人のみご回答ください。 

５．現在、成年後見制度を利用している方にお聞きします。 

① 誰が成年後見人等となっていますか。 

親 16 41.0% 

兄弟 5 12.8% 

親戚・親族 1 2.6% 

友人・知人 0 0.0% 

専門職（弁護士） 0 0.0% 

専門職（司法書士） 1 2.6% 

専門職（社会福祉

士） 
5 12.8% 

法人：社協 2 5.1% 

法人：後見センター 1 2.6% 

法人：その他 0 0.0% 

その他 0 0.0% 

わからない 2 5.1% 

不明 6 15.4% 

  39   

第５章  

 

利用を考えている 43 10.2% 

前向きに考えてみたい 76 18.1% 

制度について詳しく知ってから

考えたい 
213 50.7% 

利用は考えていない 46 11.0% 

その他 18 4.3% 

不明 24 5.7% 

  420   

後見人は親が就任しているという回答が 41.0%、次いで

兄弟が 12.8%、専門職（社会福祉士）は 12.8％であり、

親族以外の第三者後見人の割合は合計で 23.1％であ

る。 
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② 成年後見制度を利用するようになった理由を教えてください。(ひとつだけ) 

 

 

相続手続きのためが 17.9%、本人が金銭管理を上手くできないためが 17.9%、親なき後を考えて、第三者

に託すためが 15.4%である。 

 

６ 成年後見制度を利用してのメリットはどういうことでしょうか。（自由記述） 

有効回答数 22人、意見 26件であった。 

分類 数 主な意見 

財産管理 7 確実にできる、収支の確認ができた、本人の財産管理が明確になった。 

財産管理（守る） 4 悪徳商法から守る、管理することで周りの人間に取られない 

心理的安心 8 

頼める人がいる、金銭管理の知恵を教えてくれる、契約行為や財産管理の問題に付随する

不安が軽減した、親が元気なうちに完了出来て安心した、兄弟への引継ぎを安心して託せ

る、死んでも安心 

代理行為 2 事務手続き 

不明 1 わからない 

特にない 3 親が元気だからメリットを感じない 

面倒ではなかった 1 面倒ではなかった 

本人のためにお金を使える 1 本人のためにお金を使える 

相続手続きのため 7 17.9% 

本人が一人暮らしで、安心のため 4 10.3% 

本人が 20 歳を過ぎたら親権はな

く、法定代理人が必要だと思ったか

ら 

4 10.3% 

福祉サービスを利用するときに必要

だと言われた 
1 2.6% 

親なき後を考えて、第三者に託すた

め 
6 15.4% 

本人が金銭管理を上手くできないた

め 
7 17.9% 

その他 5 12.8% 

不明 5 12.8% 

  39   
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 合計 26   

７ 成年後見制度を利用してのデメリットはどういうことでしょうか。（自由記述） 

有効回答数 19人、意見 22件であった。 

分類 数 主な意見 

手続が煩雑 10 

書類をまとめる、会計報告のための処理、障害がよくならないか

ら身内の後見の場合は手続きを少なくしてほしい、出金の度に領

収書発行、行政での手続きが、後見人本人でないと、委任状があ

ってもだめ、出納帳作成、高額の物を購入する際に許可が必要、

本人の資産明細の提出 

医療行為に対する同意ができない 1 医療行為に対する同意ができない 

金銭使途の制限 1 金銭使途の制限 

財産の継承が難しい 1 財産の継承が難しい 

経費負担 1 経費負担 

決定通知のみでは何もできない 1 決定通知のみでは何もできない 

福祉サービス利用に必要なかった 1 福祉サービス利用に必要なかった 

不自由 1 不自由 

報告の手間 2 報告の手間 

感じていない 3 感じていない 

 合計 22   

  



44 

 

すべての人へ 

８ 成年後見制度を利用しやすくするために必要なことはどういうことでしょうか。（複数回答可） 

 

第６章  

 

９ ご本人（ご家族）が日常生活での困り事があった場合の相談相手は誰でしょうか。（複数回答可） 

 

情報提供・普及啓発 217 14.9% 

身近な相談窓口設置 272 18.7% 

費用負担が少ない 253 17.4% 

手続きの簡素化 266 18.3% 

身近な人も申立人に 58 4.0% 

プライバシー保護の徹

底 
103 7.1% 

後見人等の資質向上 191 13.2% 

市民も後見人等に 17 1.2% 

その他 11 0.8% 

わからない 38 2.6% 

不明 26 1.8% 

  1452   

家族・親族 354 31.2% 

友人・知人 91 8.0% 

法律の専門職 20 1.8% 

学校の先生 44 3.9% 

SSW 1 0.1% 

SC 4 0.4% 

相談支援業所 198 17.4% 

包括など 25 2.2% 

育成会 43 3.8% 

福祉サービス事業所の職員 230 20.3% 

民生委員 17 1.5% 

警察 6 0.5% 

市役所 46 4.1% 

社協 15 1.3% 

その他 21 1.9% 

相談相手はいない 7 0.6% 

相談はしない 3 0.3% 

不明 10 0.9% 

  1135   

身近な相談窓口設置が 18.7%、手続きの簡素化が 18.3%、費

用負担が少ないが 17.4%、情報提供・普及啓発が 14.9%であ

る。後見人等の資質向上は 13.2%である。 

 

家族・親族が 31.2%、福祉サービス事業所の職員が

20.3%、相談支援業所が 17.4%である。相談相手はい

ないは 0.6%、相談はしないは 0.3%である。 
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10 日常生活での困り事はどのようなことでしょうか。（自由記述） 

自由記述では、成年後見制度にとどまらずさまざまな生活上の悩みが記されていた。 

176人が回答している。 

（抜粋）  

 だんながむすこにきょうりょくしない 

 施設入所しているが、土日など休日は自宅で過ごすことが多い。介護者の高齢化に伴い、帰省の受け入れ

が困難になってきている。 

 大きい病院受診に手伝ってくれる人がいないこと 

 家族が病気の時(祖母、父)、母も障害のある息子、3 人看ていて倒れてしまい、大変な時期もありました。

以前から居宅支援、移動支援、短期入所、日中一時を利用していたので市役所からの許可も受け、現在に

至っている。相談支援事業所へも相談してきた。支援をしていただいて、過ごすことが今はできています。 

 「脳性マヒ」との診断。1 歳頃は「寝たきりだろう」と言われていたが生後 6 ヶ月に受けた 3 種混合の

予防注射から異常が判明したので「それ以前の「身体」に戻そうと訓練を徹底。自立歩行が可能となった

が 40 才頃から腰が曲がり始めたので福祉施設 Y のプールへ週 2 回通い始めた。10 年余の継続で水中

での自立歩行が可能となった。が移動担当の主人が 81 才になり運転が難しくなりつつあります。 

 親の老齢になり子どもの施設等への送迎等が困難になりつつある。 

 1 人で日常生活が送れず、私たち（両親）が考え娘にとってよい対応がわかり、彼女もストレスを持たず

に毎日を送っていますが・・・。いつまでも私たちとはいっしょにいることができず、それから彼女を理

解し対応をしてもらえるか。 

 精神が安定期と不安定期があります。特に不安定期は何回も何回も聞く親がイヤになるほど同じ件を大声

で話すのはかんべんしてください。自閉症です。 

 特にありませんが、施設での生活ですが、毎週帰省しています。土曜日の午前中に帰り月曜日の朝迎えに

来てくれますが、家に来ても自分で何も出来ず手のかかることばかりです。家に来てもどこにも連れてっ

てやれないのが気の毒に思いますが、自分自身段々大変になってきたのでこれからが心配で。糖尿病で血

糖値が高いこと。糖尿病でお金がかかること。 

 現在家族が送迎をしておりますが、車代が大変で困っております。 

 毎日、事業所へ通所しておりますが、バスと電車での通勤のため、帰宅する迄、心配です。又、仕事中に

パニックを起こすことがあり、それも気がかりです。 

 健常者より給料がすごく少ない。 

 病院に行くための交通がバスなのですが、優先席が開いてなくて困る時がある。また浜松の田舎ではバス

が無い所も多く、タクシーの負担もかかる。 

 本人が自分の意志を表現できないこと 

 通所先で他の利用者とうまくコミュニケーションがとれない。（かかわれない） 通所先でも家でもこだ

わりが多い。 

 金銭管理が自分で出来ないこと。 

 余暇の過ごし方。親も高齢になってきている為、週末や長期休暇の本人の拘りの過ごし方に、ついていけ

なくなってきていること。（負担に感じる） 

 年金などの手続き 健康面など本人があまり主張できにくいためわかりづらい。 
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 "本人の要望や思いに沿ったサポートができているのかわからない。(本人の意思表示が上手にできない為、

こちらが判断した生活をさせている) 

 サービスを使うことにためらっている。(今、必要なサービスは何なのか。親が考えている為、相談支援事

業所を上手に活用できていない） 

 施設の登園拒否があります。日常生活の中では温厚ですが、この時は力もあり、手をやきます。落ちつく

まで待ちますが、その時間が段々長くなっています。 

 体力的にも老化が進んできている為、車椅子生活にならないよう出来ることはどういうことがあるか？ 

 中学生なので高校を卒業してからの進路。 

 自分の意見を言えないこと。 

 今では、家族で助け合っているので心配はありません。 

 家族、親族に理解がなくちゅうしょうやぼうりょくをうける。 

 親がいれば困ることはほとんどないと思うので、親がいないとすべてにおいて困ることになると思います。 

 身障（1 級）を持ち介護には体力が要るので家族が高齢となると車椅子や介護電動ベッドその他器具が要

る。老人介護の様にヘルパーやケアマネージャーの利用が望まれる。いずれは入所とはなるが・・・。 

 体調が悪い時にどうするか、食事、金の使い方等など一人では助けがないと暮らせなくなること（現在は

親と同居なのでまだよいが・・・）以前グループホームにいたが、土日は家に帰宅していた→親が元気な

時はよいが、親がいなくなった時一人で過ごせるのか等、グループホームは終のすみかではないかもと感

じた。 

 人にだまされないか？ 

 生活全般にわたり困り事はある 

 心理的なことで年に何回か病院で点滴を受けに行っています。どうしてそうなるのかが、まったく分から

ず困っています。 

 就職先が少なすぎる、職種も選べない。 

 気分の波があり生活に支障がある。 

 困っていることがっても黙っている。人の話を聞くのが苦手で、最後まで聞けず、いつも注意される。 

 発作があるので自由に外出ができない。 

 自閉症なので、いろいろなこだわりがあり、年を重ねる方が、こだわりが強くなる。親がいないと何も出

来ない。 

 歩行が困難な為、手つなぎして移動の為遠くには行けず、早くもいけない。又 私自身が老化してきてい

るので私自身もつらい。  

 今私自身の問題でとても困っています。知的障害の娘がいて、入居も出来ず、しかし母親しか見る者がい

ないので大変です。相談支援事業所に相談しても結局解決にはなりません。 

 母 88 才で自分の身体がせいいっぱいで、むすめは話がうまく出来ないので、たのしみもなく私がいなく

なったあとのことを思うとしんぱいでしんばいで、あたまからはなれません。 

 ひとりでは生活できない。 

 親が特に母親が不在の場合、現在の生活がそのまま行えるのかどうか心配。 

 言葉数が少なく、自分の意思を相手に十分に伝えられず、相手に誤解されることが多々あること。伝わら

ないと自分の権利を主張することも諦めてしまうところ。 
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 会社や役所からの書類の内容が理解できないが、返事をしなくてはならない。 

 障がいが重いので親に健康上の問題（入院、病気）や用事などで支援や世話ができない時に、すぐに希望

する時間帯を託せる所が無い 

 息子達 2 人重度障がい者（1 人は入所）であり、彼らの祖母も高齢で介護保険の年齢になっている。祖母

の通院（入院）等の介護が必要になった時、息子達の介護に手が回らなくなるのではないかと思う。障が

いのある息子とくらしながら、高齢の親の介護をどうするかと考える。 

 土日に安心して預けられるショートステイがない。 

 高等部卒業後の進路先の選択数が少なすぎる。A 型就労継続作業所が少ない。 

 現在通っている施設に生きがいを感じ、通いたい希望がありますが、送迎が大変になってきました。他の

施設も送迎を車で行っているところが増えています。自宅までの送迎が出来る制度がほしい。費用は実費

でもかまわない 

 利用している福祉サービス事業所でウォシュレットが止められている。他の利用者がいたずらしてしまう

ため。 

 急な葬式があった時預かってもらえるところがあるか。 

 知的障害なので金銭管理はもちろん、すべてのことに判断能力にかけているので、つねにアドバイスが必

要。 

 言いたいことがうまく言えないとあきらめてしまう。葉を大事にすることは生きていく上で大事なことだ

と思うのですが、小心者でとてもこわがりなので発達障がいに理解ある歯医者さんを見つけるのが難しい

です。 

 文字が読めないので公共の交通機関をひとりで使えない。数字の概念がないのでひとりで買物ができない。 

 20 代の若いうちにグループホーム生活を経験させたく、見学にも行ったが本人に合っていて入れたいと

思う所がまだ見つかっていないこと。 

 重度なので自分の考えを言えないし、他人を判断する力も無いので、最近の障害者に対する事件の恐ろし

さもわからないので施設に入ってやって行けるかどうか心配。なるべく本人に教えてやらせる様にしてい

ますが、できないことが多く、施設等にお願い出来るかどうか心配しています。 

 こだわりが強い。やたらに出かけたがる。（私の休日にいつも外出しないと気がすまない） 

 年に 1 回くらい（最近 30 才を過ぎたころから）自閉的要素が強く出る時がある。一人言や仕草がひん

ぱんに出るようになった。時々大声で何か叫ぶ。（ストレスがたまった感じのときに）。ほとんどは元気よ

く活発なので落差に驚くことがある。 

 親が急病などで面倒を見られなくなった時に安心して預けられる場所があるかどうか心配 

 現在は半一仕事に行っていますが、精神的不安になると休みます。仕事へと説得しても絶対聞きいれてく

れません。 

 現在は就職もしており、両親も元気なので大きな困り事はありません。 

 将来の収入、生活（年金）、子どもの未来 

 お金の使い方（あればあるだけ使ってしまう） 

 金銭的に余裕がないこと。 

 暮らし全般 

 両親が 60 才以上になって体力的に不安がある 
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 本人が動けるうちは良いが、年を重ね、寝たきりになったとき、本人の年金で暮らせるのかが心配。（う

ちの家庭も経済的に苦しいため） 

 人間関係が仕事場、グループホーム等でうまくいかない。コミュニケーション不足。下手。うまく言葉で

気持ちを伝えられない。金銭感覚、使い方、週末にお金が不足してしまう。 

 常に精神的に不安定。言葉はあるが意思表示や理解力が低いので、トラブル等対処できない。感情、行動

をコントロールできないのでパニックがひんぱんにある。母以外普段面倒を見る者がいないので、健康を

害した時等ひとりでいることになる。 

 食事を作ることができない（朝食・夕食） 

 現在困り事はありませんが、親亡き後の前、親が生活を支えてあげられなくなる前までに、本人の生活を

確立させることを考えています。 

 常に付き添いや介護を必要とするので利用出来る事業所が増え、利用のための手続きが容易になってくれ

たらありがたい。 

 全て親の負担になっているので、少しでも助けてほしい。枠が限られているので助けてほしいことの項目

がない 

 いつまで子どもの面倒が見れるか？その後の行き先はあるのか？ 

 親が高齢になるので将来の生活の不安。自分たちの亡くなった後の心配。後見人は誰にしたらいいかの心

配。後見人選びも大変そう。将来を考えると不安だらけです。 

 病院での検査がうまくできない。相手に大事なことがうまくつたわらない。 

 財産管理。異性とのこと。結婚をしたという言葉が出るが、賛成出来かねる。 

 さまざまなことにビク×２して、歩行が困難になって来た（人、音、物、自転車、車） 

 社会との関わりが少なく、情報もなかなか入ってこないこと。 

 年代ごとに変わってきている。小～高校は就学の問題、その後は就労、将来的には継続した就労や結婚、

親なき後の生活。 

 親亡き後の不安。 

 自立することが出来ていない。 

 今母である私が買い物、料理、洗たくなどすべてをやっているので、カップラーメン 1 つも作らない生活

をしています。本人は今６：１５に家を出て夕方 5：３０頃に帰宅の日々なので、買い物・お金をおろし

に行く暇もないので私がすべてやっているので私は今とても後かいしています。 

 年齢が高くなり能力が低下しているので、指示されても動けない。注意力が落ちている。親の年齢も同じ

ように高く、病気などに不安がありますが、本人は健康なのが助かります。 

 今のところ親も元気で本人も特別病気にかかっていませんので、今の生活を続けられれば困り事は特に感

じておりません。 

 山奥に住んでいるので交通のべんがふべんだ（本人） 視力が悪すぎて車の免許（バイクも）取れない（本

人） 父親との折り合いがよくない（本人） 

 本人はやって見たいことが沢山あります。でもどこで利用出来るのかわからない。サポートしてくれる人、

団体をどの様にさがして良いのかわからない。困っていることを気軽に相談出来る人がいない。 

 グループホームでの生活が大好きで、2、3 年かかってようやく土・日家帰ることに慣れてくれたのです

が、5 月の連休・夏休み・冬休みなど、長期に家で過ごすことに 3 日位から大変、不安(ホームへ帰りた
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い)がどんどん高まって、イライラ、情緒不安定になり、体調を崩して頭痛起こしたりするため、親として

は、旅行に連れて行きたくてもできない、何をしてあげても怒ってばかりで長い休みは、最近、私たちに

とっては何もできなくて（近くの公園へ散歩するだけ)ストレスになっててしまっているのかお互いにと

って繰り返されることで悩みになっている現状です。 

 本人の障害（自閉症）の特性。行動障害が強くあらわれた時、困難な場面に直面し親子で疲弊してしまう。 

 怒れることがあると、物をこわしたり、物をなげたり、他の人をたたいてしまうことがあり困っています。 

 社会とのつながり、余暇に充実した時間を送れていない。 

 友人とのトラブル イライラすると突然「わっー」と大声を出す。ゲーム機などを壊す、イライラした時

の対処法が分からない。 

 

11 親なき後を考えた場合、どのようなことが不安と感じておられますか。（自由記述） 

有効回答数 30人、意見 42件であった。 

分類 数 主な意見 

意志の尊重 29 

意志を伝える人がいない、言葉がないのが心配、本人の意思をどこまで理解してもら

えるか、本人の幸せのために支援してもらえるか、本人の思いをくみとってできる限

り思いにそってくれるか、人として愛情をもって接してもらえるか、世話がやけるの

で粗末にされないか、親は叩かれても時間をかけて理由がわかることがあるがわかっ

てもらえるか、就労先での権利擁護、本人の権利が守られるか、生存権が犯されない

か、調子が悪いと訴えないので手遅れにならないか 

医療 25 

医療との連携ができるか、既往症への対応、病気になったときの対応、一人で病院に

行けない、病院への予約、通院等対応してもらえるか、本人に手術が必要になった

時、同意書等をどうするか、誰が看取ってくれるのか、健康管理 

兄弟関係 51 

兄弟と上手くやっていけるか・楽しく過ごせるか、兄弟にも人生があるから負担をか

けたくない、兄弟にサポートを託すこと、兄弟の負担軽減をどうしたらよいか、報酬

額を本人が支払えない場合、兄弟が払い続けるのか、兄弟がどこまで面倒を見てくれ

るか・兄弟がどんな関わりをするのか・後見を受けてくれるか・兄弟が突然不幸にな

ったら 

現状 7 ＊現状について、報告や質問の形で記載あり 

後見制度 11 
後見事務をどう引き継ぐか、横領等のチェック体制や保障する制度ができるか、いつ

（利用開始）するのかの見きわめが難しい 

公的手続 15 

利用料や公共料金支払等、公証役場の遺言書は実行されるのか、税金の支払いに関す

ること、サービスや施設入所等の契約など諸手続、本人の死後（葬儀、埋葬等）、意

思に添った手続きができるか 

財産管理 43 

買い物依存・金品を盗る癖のフォロー、財産は子どものために全て使ってくれるの

か、資産を使ってより快適に死ぬまでの間を過ごせるか、悪徳商法に騙されないか、

人に騙されること、後見人詐欺、マンションの相続、財産（有形、無形）の管理 
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支援者 47 

孤独や孤立が不安、本人の精神的拠り所がなくなる、本人の気持に添ってくれるか、

本人の理解ができる人がいるのか不安、障害に応じた対応をしてもらえるか、本人の

意志や希望を尊重した生活が継続できるかどうか、本人の健康管理がきちんとしても

らえるかどうか、相談相手を信用できるか、社会に出てからの相談相手（兄弟以

外）、親がしてきたことを後見人も同じようにかかわってくれるか、困り事があった

時に適切な所へ相談ができるか、兄弟が市・施設に相談やたよりにするか、兄弟が突

然不幸になったら 

生活拠点 47 

生活の場が変わると本人が混乱する、生活する場がみつかるか、入所施設がない・少

ない・すぐに入ることが出来ない・空きがあるか、GH いっぱいと聞いている、GH

に入れるか、GH が決まっていない、どこの GH に託したらいいか、どこの施設で入

所できるのか、通い慣れた施設への入所したい、安心の施設に出会えるか、入所の

質、最後まで施設で面倒をみてくれるか、施設入所か家族と同居か、身体施設がある

か 

生活全般 120 

嫌いな物食べてないか・寒くないか・布団かたくないか・夜トイレに起きて怒られて

ないか、体・健康のこと（体調不良時の対応）・身辺の補助・食事の支度・金銭的ア

ドバイス・精神的補助、1 人で生活できるか、入所・GH での生活が安定するか、託

す人を誰にするか、今の生活が続くか、何処で誰と暮らすし、それをどう決めるの

か、1 人では 3 日と生きて行けない、介護者なしでは生活できない、心穏やかに生活

できるか、本人が楽しく生きていけるような環境の継続、本人の老後 

不安 8 
具体的に想像できない、すべてが不安、どのようにしたら良いか分からない、子ども

にどの様な暮らしが待ち受けているのか漠然とした不安がある 

心配なし 11 特に心配はない 

その他 6 
身上監護、急に入所の必要性がでたらどうなるのか、福祉サービスの動向、情報不

足、家族関係 

 合計 420   

12 成年後見制度についてはどのようなことを期待されていますか。（複数回答可） 

 

本人及び本人の障がい特性等への理解の重要性が 26.4%、本人の意思の尊重が 18.3%、身上監護の重要性 

が 16.0%、手続の簡素化の必要性が 15.9%である。 

本人及び本人の障がい特

性等への理解の重要性  
289 26.4% 

本人の意思の尊重 201 18.3% 

身上監護の重要性  175 16.0% 

後見報酬の負担感、制

度利用に当たっての経

済的支援の必要性 

192 17.5% 

手続の簡素化の必要性 174 15.9% 

その他 16 1.5% 

不明 49 4.5% 

  1096   
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13 法人後見や第三者後見に対してはどのようなことを期待されていますか。（自由記述） 

有効回答数 189人、意見 202件であった。 

分類 数 主な意見 

不正行為 22 
資産横領、不正、使い込み、本人が悪い方へ利用されてしまわないか、おかしいと思っても後見

人を変えることが難しい、 

権利保障 17 人格の尊重、人権尊重、権利や自由の尊重、意思の尊重、 

資質向上 17 
親以上に本人の気持に寄り添って、差別・偏見がない、誠実さ、丁寧さ、公正さ、専門性、責任

感、倫理観、人間性 

信頼 28 
個人の都合で左右されない、私利私欲なしで引き受けてくれる、誠意、他人は信じられない、公

正誠実な対応、不信感がある、任せて大丈夫なのか、他人は信じられない 

特性理解 18 障害特性の理解、性格の理解、 

見守り 42 

意見・方針の一致（意見があう、価値観に細かく対応） 

親の視点（親身に、家族と同じ、親の目線、身内と思って、親代わり） 

早期対応、多様な対応（連携を） 

人肌の対応（現場感覚に近い人、見に来てほしい、温かく接して、話し相手、身近で） 

障害理解、福祉制度の理解（差別なく、福祉サービスの理解と見守り） 

意思の尊重（意思を汲み取る努力、気持を汲んで、寄り添った判断、本人理解） 

具体的生活手技（安心生活の工夫、安心な暮らし、生活重視、生活しやすく） 

継続的見守り（亡くなるまで面倒を） 

家族の相談相手（家族のフォロー） 

制度 16 
本人の年金の範囲で賄えるのか、利用の簡素化をしてほしい、監査機構が必要、不正行為が行わ

れた際の制度上の補償 

相談 5 
適切なアドバイス、気軽な相談、すぐの対応、命令口調でないこと、親身になって聞いてくれる

こと 

情報享受 4 利用事例などを知りたい、後見センターを知らなかった、膝を突き合わせて話をしたい 

持続性 6 組織の継続性、末永い見守り、一生涯を通して途切れることなく同じ環境で制度を利用したい、 

不明 20 わからない 

その他 7 
兄弟との関係を保つ、福祉サービスの理解（利用計画の理解）、財産適正利用、多職種対応、複

数見守り、身上監護 

 合計 202   
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14 市民後見制度の認知度について教えてください。 

 

よく知っている 9 2.0% 

少し知っている 45 10.0% 

聞いたことはある 108 23.9% 

知らない 263 58.2% 

不明 27 6.0% 

  452   

 

知らないが 58.2％で大半である。聞いたこと 

はあるが 23.9％、少し知っているが 10％、よ 

く知っているは 2％であった。 

 

 

自由記述欄 何でも構いませんので自由にお書きください。 

176人が回答している。 

（抜粋）  

 子どもがのびのび事業所へかよえるからうれしい。いつも先生にはめいわくかけるけどたのしくかよって

いる。 

 遺産相続時に、後見人を登記した。相続できる現金があまりないため、土地、家屋（自宅のみ）を法定相

続の割合で相続した。自宅の維持費の負担をするためには、裁判所に事前相談が必要になるため、負担は

させないことにしている。財産や権利を守るための制度と言うことであるが、この制度を本当に必要とし

ている人たちが、利用できているのか疑問を感じている。悪質な詐欺にあったり、知らずに高額な買い物

をして負債を抱える危険にさらされているのは、軽度の知的障害や、精神障害と認定されている人たちだ

と思うが、この人たちが、後見人制度をうまく活用できているようには、あまり思えない。 

 後見信託事務をようやく 7 月に完了した。本人の預金保護目的で 1,000 万以上の預金は裁判所の監督の

下希望の信託銀行に預ける。専門職後見人が裁判所から選任される。手持ちの普通預金の残高が少なくな

ったら、裁判所へ申し立てをして後見信託銀行から出してもらうということです。保護という名のもと国

の管理となった預金、本人がなくなったら国家のものになるのですね(不正横領から守るということです

けど) 。8 年前には本人に持たせる金額について何ら説明はなく、急に家裁から連絡があり、納得いかな

かったです。専門職報酬も 15 万円と少しではありません。親心として、本人に持たせるお金は少ないよ

り多い方が良いと判断はしたが、今となってはどうだったのかなあ…と思います。成年後見制度利用はど

うあるべきでしょうか。 

 75 才頃から主人の運転に不安を覚えることが時々あった。息子の送迎は主人に継続して担ってほしかっ

たので妻の私が免許証を返納。出来る限り同乗することにした。81 才になり「自動制御付の介護車が発

売された」と聞いたが年金暮らしで 200 万円は工面できないので今ある軽自動車で週 2 回のプールへの

送迎を続けるしかない。GH 入居当初は毎週のように「39 度以上発熱した」との TEL で迎えに行った。

自家用車に乗せただけで元気になり解熱することが続きました。が 2 年目の今年は落ち着いてきていま
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す。主人の運転がいなくなった時、プールへ連れて行ってあげることは諦めてもらうしかなさそうですが、

週一回の帰省時車椅子で路線バスを利用して帰省させてあげられるか?近日中に試してみたいです。(プー

ルまで介護タクシーを利用したら 1 年分のタクシー券が 1 回分で終了したので。) 

 本人の収入は少なく財産もない中で成年後見をした理由は、意味もわからず契約書に捺印などをしてしま

うことへの不安解消のみである。その意味では保佐人又は補助人としたかったが、医師の診断書により家

裁で後見人とされた。事務手続きへの不安から成年後見申し立てを行っていない人が見うけられることを

鑑みると、財産管理等は不要で、同意権・取消権のみ付与する制度があればいいと思う。後見、保佐、補

助の選択について、申し立て者が軽い方は選べるようにして欲しい。軽度の人が後見は選べないが、重度

の人が保佐は選べるとすれば、利用が増えるのではないか?また相続において、被相続人が生前あらかじ

め申し立ててあれば法定相続人が直接後見を引き継げるようにもしてほしい（第三者をたてるのはわずら

わしくかて不安）。 

 「親の死後」自閉症もった人はどうなるのかな？もっと悪質商法やらの被害を前面に出して、情報不足で

す。犯罪者が笑う世の中ではこまります。もっと強烈なアピールをお願いします。 

 後見人をしていますが、親なき後が心配です。本人の預金で本人の葬儀、お盆、法事などでお金が必要な

分、使っても良いものか、親が出してやらなくても良いように、その分位は常にあまり使わないようにし

ていますが。年に 1 度の後見人書類を出すので、いろいろな写しだけでも大変に思います。できるだけ簡

素化してほしいです。 

 私の後見人は司法書士でありますが、オリジナリティあるパーソナリティに優れています。ルール違反を

した時も叱責せず、沈着冷静に対応、対処して下さいます。事務の方が主に電話対応して下さいますが、

その方もユニークで素晴らしい人格者です。生活の知恵を下さり、ダメなものはダメだが「何でもチャレ

ンジして下さい」の言葉で、日々頑張れています。 

 後見人報酬は事務処理中心における報酬で月 3 万円位と承知しているが、日常生活における介助報酬は

どのように計上してよいのか不明確。本人がこの世で生を受けてから現在に至るまでの間で、それぞれの

家庭でそれぞれの価値観の中で生活してきて財を残していく人も「本人がより幸せな生活を送ることがで

きるように」と考えてきたと思うのだが、ただただ財産管理の見地からだけでよいのか？本人の為の有効

利用が重要だと思うのだが、受け継いだ財産を使わず残したところで次の世代に譲るだけ。本人が楽しめ

る為、本人が不便を感じない為の有効利用をどんどんしてやりたい。 

 親が元気なうちに後見制度を利用したいと考えています。そのためには、親が後見人と良い関係づくりを

し、我が子のことを引き受けて頂きたいと思います。親亡き後は、兄弟達とも後見人が話し合ったり相談

しあう関係性でいてほしいと思います。本人らしい生活、本人らしい人生をおくるにはどうしたらよいか、

親が元気なうちは親と、いずれは兄弟たちと後見人が共に考え、相談できる間柄になるのが理想です。 

 親なきあと、本人が、幸せに生活できることをねがう。最後の日をむかえるまで、まわりの人々に愛され

てほしい。母より。 

 弁護士さんでも使い込みがあり、信用できないのが心配です。使い込まれても大丈夫な制度、人がいれば

いいのですが。 

 障がい者と一言でいっても、いろいろな人がいてそれぞれ出来ること、出来ないこと、知ってること、知

らないこと、寿命の長さなど色々です。一人一人こまかく専門の方がいて適格に助言してもらえたら助か

ります。 
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 まだ子どもが小学生で、将来のこと、自分が亡き後のことを考えることもほとんどなかったので、これを

機に、きちんと知り、考えたいと思いました。 

 我が子が生まれてきた意味や親となった意味もすべてにわたり、私達夫婦の人生そのものといえます。親

なき後も、今もそうですが、この子達のことを本当に理解し尊重し、大切にして下さる人達が、後見人と

なって社会をも変えていく制度となることを期待しています。 

 親なきあとのことを考えると今出来ることをちゃんとしなくてはと思い、ちゃんとしなくてはと思います。

が次から次へと不安がこみあげてきます。成年後見人制度と本人を取り巻く環境が本人を支えていくのだ

と思います。 

 後見人をしっかり教育する制度があるとよい（講習会など）（利用者の差別をしないため） 

 就労支援 B 型で働いていますが、月に彼がいただくお給料は 5000 円ほど。でも給食費、交通費、施設

に支払う会費等で 10,000 円以上の出費があります。まだ年金をいただく年齢ではないので、毎月々ど

の程度の収入が見込めるのかわからないのですが、後見人を弁護士さんなどを専門職の方にたのんだ場合、

親が、今、彼にのこしてあげたいと貯金をしているお金では足りなくなってしまうのかと・・・本当に不

安になります。お金がなくなったら彼は見捨てられてしまうのでしょうか・・・？ 

 重度の知的障がい者は財産管理とか訪問サービスのレベルで一日も生きられないと思われます（私ごとで

すが）一人になった時、幸に生きていってくれることを望んでいます。 

 成年後見制度の報酬助成ですが、最初から当てにして子どもに貯金等残さない人もいるので、親の資産、

収入等も考えた方がいいと思います。本当に必要な人に使われるべきだと思います。 

 我家には兄がいるので将来はお願いしたいと思っていますが、別居しているので正直どうなるのかわかり

ません。 

 現在は親が色々と判断できるが親なき後の生活がとても心配です。 

 障害の理解があまりない人が後見人になることが不安を感じる。又その人が一生変わらないこともどうな

のだろう？ 

 一人で行動でき、就職先の企業の理解もあり、一般の人とあまり違わない生活をさせてもらっています。

人にだまされて契約などしないかが心配です。TV などで障害者施設のスタッフの金銭保全管理のトラブ

ルなどを見るととても心配です。だれを信じてよいのかわからなくなります。 

 今現在私たち両親が元気でいますが両親なき後子どもがどのような人生を送るか、又生活して行けるかが

最も心配なことで、考えるとどうしようもなく心がいたみます。父親の私は現在 66 才、母親 48 才とそ

れなりの年齢です。もっと若ければあるていど本人が大人になるまで一緒に入れますが、両親がいなくな

った時のことがすごい気がかりです。大変勝手ですが私達両親がいなくなった後本当に本人一人で生活出

来る環境が整うのでしょうか？整うことを信じています。よろしくお願いいたします。 

 どうするのが一番本人にとって良いことなのかをいつも考えています。（言葉だけでしっかり自分の思い

を伝えられない本人だから） 

 市民後見人について浜松市はあまり積極的ではないようですね。5 年後、10 年後、20 年後を考えた時、

後見人がどのくらい必要になるかの見通しって関係者間で共有できているんですかね。 

 成年後見制度という言葉を聞いたのがつい最近。くわしい内容や仕組みがわからない。どういう時、どう

いうことを、どうしてくれるのか、詳しい内容を知らない。福祉に関していえば、知っている人は利用し

ているけど、知らなければ利用出来る仕組みも利用していないという事実が多すぎる。早すぎるというこ
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とはないので、知るキッカケを作って欲しい。 

 手続きに費用が掛かりすぎるのでは本人にとって負担が大きい。親の年齢で自動的に手続きができるよう

になるといい。裁判所と聞くと大事に感じる。 

 やはり親亡き後のことは不安はあります。が、なかなか先のことはできないでしまっています。（ニュー

スで後見人の詐欺事件などを耳にすると・・・。だからと言って身内だって…困った問題ですね！！） 

 先々、私共親が高齢になりましたら、障害を持つ本人の兄弟に頼みたいと思います。しかしながら、時間

的にも精神的にも今以上に負担を感じるようなことは、できるだけ避けたいと思います。 

 親がいなくなると本人に合わせた生活ができなくなってしまいそうで心配です。自由に（本人ができる生

活）今までどおりの生活を継続していけるようにしてあげてほしいです。 

 健常者であってもお金の管理が得意な人もいれば苦手な人がいる。苦手な親から障害のある子が生まれれ

ば、なおさら、苦手かもしれない。人に教わることなくお金の管理をしている毎日。私も浪費家といえば

浪費家。子どもに教ええてあげる程、お金の管理がうまくない。まずは親も勉強しなくてはいけないと思

った。お金のない生活は、心も体もすさんでしまう。そうなる前に、子どもにも教えなくてはいけないと

思った。 

 今までこの制度において信頼をうらぎられたことはなかったでしょうか？ 

 親なき後子どもの喜ぶことをしてくれる人？が施設以外にいてほしいと思います。実のおじやおばは面会

に行ってくれると思うのですが主人の兄姉妹はうとましく思っているのでみこみはありません。今月に２

回面会、年に２回帰家していますが。 

 子どもの将来のこと、考える時間が持てました。毎日の生活が急がしすぎては勝手な言い分で少しずつ進

めていきたいと思う。 

 今は、福祉施設でお世話になっているが、もし両親がなくなった場合、福祉サービス事業所へ全面的に行

くことになると、お金がかかるし家族で見てくれる人いなかったら、お金がかかっても預かってもらうし

かない。なんでもお金がかかる世の中になっていることに不満です。 

 本人（子ども）だけでなくて、私たち両親も近い将来、含めて利用したい 

 本来なら長男に後見人となって欲しいところですが、彼等にも生活があるし、負担をかけさせたくないと

思う。私達両親も近い将来、施設に入らざるを得なくなるだろうし、動産、不動産の処分、相続等、私達

のことと、障害をもった子どものことを合わせて、どうしたらよいか（今現在、元気なので良いが）すべ

て含めて相談していただける窓口を早く見付けたいと思っています。" 

 中学～高校と家の息子はおもしろ半分に他のお子さんをいじめる行為を行っていました。最近それが発覚

し、今も生活改善のため、学校の先生にも協力いただいている状態です。成年になってから同じことを繰

り返さない保障はどこにもないため、息子を守るためにも、社会の息子より弱い人々を守るためにも、私

達が死んでからも息子を見守る 

 親が一緒に住み、見てあげられる今は不安なく過ごせます。先の将来のことを考え、本人のためにと貯金

をしていますが、その管理、どう本人が使えるか不安です。やはり金銭に関しては、生活のために見て頂

けると本当に安心します。 

 他人に本人のことをお願いするのは、とても不安はあります。かといって兄弟が…といっても、兄弟も家

庭を持てば、本人への思いも変わってくることも多いかと思います。いずれにしても、不安、心配からぬ

け出すことはできないのかなーとつくづく思います。今だに、ニュースにこそならないが、虐待されてい
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る方がいることも事実です。ある施設がそうであるみたいですが、施設側がそういったことはありません

…。と言ってしまえば、その家族はどうしようもなくなってしまいます。法的に訴えを起こそうとしても

その〝力〟がなく、あきらめてしまうことも多いようです。浜松では、まだそういう話は聞こえてきませ

んが、隣の市町村に行けばそういうこともある話を実際のご家族から聞きました。こういうことがあった

らどうしたらよいか…。相談事業所からその先へそういうことが起こらないように、何かシステムが必要

です。相談してもどうしようもない…で終わらないようなことがなくなってくれば、もう少し安心して親

も自分の命がつきるまでその子を見守っていけると思います。" 

 親は大切な我が子をどうしても他者に委ねなくてはならない時が来ますが、どうやってその「他者」を信

用したらいいのか不安です。・できるだけ今と同じ環境で生活させてあげたい。本人の幸せを願ってくれ

る人に託したい。経済的な負担は限度があるなど希望ばかり多く、そのためにどうしたら良いのかこれか

ら勉強したいと思います。 

 親亡き後の心配は尽きることがありません。一日でも長生きしたいと思っています。本人が幸せな人生を

送れるよう願ってやみません。よろしくお願いいたします。 

 将来的には姉（長女）と、考えていますが、“後見”は重いので、お願いする方も、なかなか話せない。今

は、自分もしっかりしているので、必要性はあまり感じていないが、しっかり考えていかなければ・・・

と最近思う。 

 障害者の社会参加が話題になっていますが、うまく合流している人はわずかだと思います。美学から考え

ると素晴らしい活動と錯覚するが、現実は予算削減目的だと思います。報道番組でも「しっかり社会の役

に立っています」と絶賛しているが、現実は不良原因のなすり付け。言葉の暴力が日常だと思います。安

心して障害を送れる施設の増設を願います。 

 親亡き後、今までもよいですが、入所できる施設も少なく、こまっております。今は私がいるのでよいで

すが、70 才になり、どうしようと頭がいたくなり、夜も一人よくなやんでおります。 

 今、現在は父母も元気ですので、本人と同居しながら楽しく生活ができています。それでもいつ病気など

になって一緒に居られなく時がくるのかわかりません。いつ成年後見の制度を利用開始すべきか、ほかの

皆さんはどうされているのか、現状が知りたいです。 

 現在、父親と同居（母はすでに他界）しているが、一戸建て住宅 将来、後見を行っていただくとしても、

戸建て住宅に居住したままという状況は難しいのでは？」（一人の生活も難しいか？）すると施設とかに

入居せざるを得ないのか。将来のことを考えると大変不安になります。 

 初めて浜松後見センターのことを知りました。期待しています。 

 本人はアパートで一人暮らしをするのを夢見ています。働いて収入を得て、ちょっとした炊事洗濯ができ

れば一人でも安心して一人暮らしが出来ると本人は思っています。例え健康であっても日常生活の雑多な

こと一つ一つをクリアしていかなければならないこと。もし病気にでもなればやるべきことはもっと多く

なるのに本人には理解できません。親がいなくなる日は必ずくるので、今のうちに少しでもやれることを

していかなければと思いました。 

 今の時点では、両親と兄、弟がおりますので考えがつきません。将来はわかりませんので、その時になっ

てみないとと思っております。 

 現在は親（母）が元気なため心配はしていないが、亡くなった後が心配である。嫁に行った妹が居るが、

これに全責任を負わせるのは心苦しい。財産とか契約とかも心配はあるが本人が生きて行く手段も含めて、
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公的あるいは準公的な施設の案内も欲しい！ 

 障害者認知症の人には後見人をつけましょうと呼びかけていますが、わかりやすく身近に説明してくれる

人が少ない。（手続き等）通所している施設、相談所（支援）等で話し、問い合わせができるといいです。 

 市民後見制度について・・・プライバシーが守られないのでは・・・本当に信用してもよいのか。 

 相手が知的障害などどうしても一般の人から「上から目線」で見られ、対等さが感じられない。ある程度

は仕方ないと思うが。慣れてくると油断もあり「ヒヤリハット」するときもある。差別がなくなることは

ない。何をどう準備しても安心できない。（共に死んでいく親として十分な準備はしたいが） 

 私はすでに 1 人の成年後見人になっています。切実な思いが有ります。誰も信じることが出来ないこと

が辛いです。 

 まだ実感がわきませんでした（子どもが若い、自分も若い・、まだまだ丈夫）これから真剣に考えていき

たいと思いました。 

 親なき後のことはすべてにおいて心配です。できれば子どもより一日長く生きていたいです。考えると涙

が出てきます。理想は、グループホームに入り施設の人に支えていただきながら生活できればと思います。

しかし現状はグループホームの数が少なく、入ることができるのかわかりません。兄弟に負担をかけるの

は申し訳なくてできません。世の中があたりまえに障害者と共存できる時代がくればよいと思います。 

 後見人によるトラブルの可能性もあるため、援助の状態、適性などチェックする必要があると思います。 

 実際に利用している人の声を聞きたいです。 

 知的障害者の場合「本人の意志」というもの自体がとてもとらえにくく、親であっても、笑顔だったり反

応のし方だったりから判断します。こちらの聞き方次第で Yes にも No にもなってしまう頼りない存在

です。お金の価値もわからないし、人の悪意も読み取れません。困っていても困ったと言えない。痛くて

も痛みを説明できない。本人以外の者が気づいてやらねば見過ごされてしまう弱者です。それでも不要な

人間ではなく周りを幸せにすることもできる尊い人間です。そういうことも理解したうえで後見をお願い

できたらありがたいです。 

 軽度だと病院に行ったりはしないので、何をどこで相談できるのか情報があまりなくとり残されてしまう。 

 毎日つらい。解放してほしい。とにかく不幸になることは耐えられない。 

 障がいを持った子を育てる中で 10 歳位までは何か少しでも良い方向に行く情報はないかと必死で模索

していた。成人を過ぎた今、本人にとっての幸せな人生とはと考えるこのごろです。今回浜松にも後見セ

ンターができたことを知り、とても心強く思いました。 

 親亡き後、たぶん最後には施設を利用することになると思います。本人が回りの方にと仲良く、毎日が平

穏な日々を送ってくれることが希望です。障害者に理解ある方々にお世話になりたいです。そして本人に

も感謝の気持ちを持って欲しいです。 

 わからないことだらけで不安です。どうなっていくのか、わからないですが・・・精神的に幼い自分の子

どものような人達が笑顔でおだやかに人生を過ごせる制度をお願いします。不安すぎて、自分達親が死ん

だ後は、お任せするしかないんだけど・・・どうかよろしくお願いします。 

 障害ゆえ、理解しがたい言動や行動があるが、本人の意志が尊重され住みなれた地域で安心して平穏な暮

らしができることを切に望みます。 

 制度はすばらしい考えのものだと思います。しかし、まず家族が後見人であるべきです。家族が放棄した

時に援助してほしい。家族を一番に考えることにしてほしい。 
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 福祉サービスは全て無料にしてほしい。この制度もです。 

 障がいを持つ子どもの親として、自分なき後と、1 人で生活を送れるだろうかと思うと、とても不安です。

誰かに助けて頂きたいのですが、人を信用しまかせることを、また信用においても負担です。親族には迷

惑をかけることが苦痛であり第三者では信用できません。子どもより先には死ねません。これからいろい

ろとお世話になると思いますが、子どもにとって豊かな生活（将来安心）がおくることが願いですので、

そのことでご指導、ご相談させて頂くことがあると思いますので、その時はよろしくお願い致します。 

 

 人口の少ない過疎地にも情報を伝える活動を希望します。社協、相談事業所とも連携を図り、少人数でも

興味がある方、困っている方の為に講習会とはいいませんが、伝える場と設けてほしいと思います。さら

なる普及のために、啓発活動の推進をお願いします。 

 今後相談を検討したい。 

 後見人の種類にかかわらず、後見人の仕事の結果をチェック機能（複数人による）と検証、又公表等はさ

れているか？後見人の公正さ、誠実さに対する担保、体制ができているかどうか？最近の後見人の不正な

どの報道を見聞きし、不正に対する罰則強化が必要と考えます。 

 後見制度というのは聞いたことはあるけれど、実際にどうすれば良いのか分からない。説明等、相談でき

る場を設けてほしいです。 

 本当に必要なことは自分の足で動いて調べないと分からない。役所に行っても突っ込んで聞かないとサー

ビス内容を教えてくれなかったりする。いろいろ調べた上で、「こうですよね」「これってどうなってます

か」と聞くと答えてくれるので、お年寄りで情報を得られない方は本当に損をしていると思う（事実私の

親もそうでした）。親が亡くなり、いろいろな手続きをしていくと「なんでこれやってないの、いくら損

しているよ」というものがいくつもありました。どんな方にも分かりやすく平等なサービス、制度が受け

られるようになってほしいと切に願います。あと、手続きが面倒、あっちこっちに行かされ書類を何枚も

書かされ、本当にイヤになってしまいました。確かに事実を確かめることは大事ですが、手続きをする人

が全て動けたり、理解のある方ばかりではないことを知ってほしい。パンフレットも見やすく、簡単にし

てほしい。専門用語は分からない。 

 父（75 才）母（72）ともに年齢を考え、近い将来のことなのであらゆる機会を利用して最良の方法を考

えたいと思います。 

 ニュース等で成年後見人の事件を見ますので、質の良い後見人を希望したいです。信頼出来る人材の育成。

お金がかかわってくる問題なので、重要でとても心配です。 

 制度について勉強不足で申し訳ないのですが、ばく然と思うことは、今後施設に入所し、その利用料や作

業所でのもろもろの費用、それに加えて後見人への報酬等、障害年金だけではとても賄えません。この子

たちはこれからどんな生活を強いられるのか不安でなりません。 

 母との 2 人暮らしなので、そう遠くない将来は後見人を探さなくてはならなくなると思っているが、日々

の生活が手いっぱいで、なかなか調べてみたり、はなしを聞きに行ったりできないでいる。利用するとき

が来るまでに、より一層、後見人制度が進歩していることを願います。 

 親が健康であるときはよいが、親がボケたり、死亡した後の子どもの生活が心配。子どもの後見人は長男

が対応するが居住が東京と離れているので子どもは東京にいくことになるが、その時に福祉サービス事業

所に適応できるか心配。 
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 一人暮らしの本人の契約などから日常のほとんどのことは常に tel などで相談にのったり対応していま

す。現状後見は考えていないですが、第 3 者から見て必要なのか？意見を聞いてみたい。いまいちイメー

ジがわかないので、マンガなどを作って公開したら理解しやすいし周知も広がると思う。今は仕事で忙し

いが、市民後見人としてサポートしたい気持ちもあります。 

 親亡き後「他人に面倒を見てもらわなければいけないこと」は、兄弟、親族に精神的な「負い目」経済的

な「負担」をかけます。わかってはいるのですが、やはり、後見人の不正が心配です。組織として公明正

大でも後見人個人として目の前の大金に目がくらむようですね。すべての後見人がそうでなくても、組織

として認定している人がそのようでは、信じられません、（このアンケートですら、何かあるのでは・・・

と思います。）今後後見人の「肩書き」等だけでなく、「資質」「交友関係」「経済状態」など厳しい目で認

定して欲しいです。私たち親は託さなくてはいけないのですから・・・ 

 後見人は近い将来考えなくてはいけない問題である。そういう人の資質は何としても上げてもらいたい。 

 グループホーム入所の際に、２，３ヶ月の体験入所ができれば良いと思う。想像していたのと実際に生活

してみるのとでは違いがあると思うので、住所の変更等の前に、２，３ヶ月体験できればと思います。 

 グループホームの設立に関して相談できる窓口がほしいです。子どもが入所できるグループホームの調査

方法について相談できる窓口がほしいです。 

 親なき後の行き先が見つからないと子どもの権利や施設でのサービスがどのように提供されるのかを考

えることがむずかしいように思います。 

 制度を利用している人達の声も聞きたい。アンケートの結果も教えてほしい。 

 ごめんなさい。何しろこの 3 月まで高校生でしたので何一つ解りません。回答ができなくて申し訳ない

です。 

 地域で安心して暮らし続けられる社会の実現に向けて「地域生活支援拠点等の整備」事業を推進しなくて

はならない。法制上の成年後見制度と、福祉的支援の制度が連携して一人ひとりを「まるごと」の支援で、

地域において安心した生活が送れる様な仕組みができると良いと思う。法律や制度が整ったとしても、運

営するのは人。資質の高い人を養成する仕組みも必要です。 

 このアンケートに回答し、費用の具体的な金額が分かり良かった（参考になった）と思います。本人が悪

徳商法の被害に会わないか？何かだまされないか？という不安は、本人が知的障害を持っているため、常

にあるわけですが、制度利用に対して報酬もともない、手続きも大変ということで、利用に対しては消極

的にならざるを得ないところです。 

 施設の指導員を増やして、その子（大人ですが・・・）一人ひとりに合った援助を期待したいです。他施

設の職員と交流とかして、自分の施設にないことを勉強して欲しい。いろんな障害の親の会の勉強会（東

京とか）に参加、その費用を施設が負担金を出し出張として扱う。市でも施設の職員が増えるように（給

与を上げるとか、補助金）支援して下さい。 

 このアンケートに答えはしたがいまいち自分では理解が及ばない（本人）。もう少し情報開示がほしい（詳

しく）（母）。 

 本人は早く働きたいと言っています。就職は障害者枠と一般で就職があると思うのですが、どちらにした

らと悩んでいます。良い大人と出会い導いて下さる方がいればと思います。 

 兄弟がいても近くに住んでいないなど頼りたくても頼れないなど、いろいろなことを考えると、第三者の

法的な専門の方へ将来的にはお願いしたいとは考えていますが、まだまだ不備な部分もあるのではないで
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しょうか（？）一人一人違った人格・事情を抱えているのが普通で、障害者も一人一人、皆違う特徴を持

っているので、いかに本人の気持ちを解って頂いて、対処していただくのは本当に大変なこととは思いま

すが、今でさえ高齢化でその人口もすごいことになっている現状ですので、今後更なる後見制度の発展を

期待いたします。（このような型でお話しさせていただいてありがとうございました‼︎） 

 兄弟がいない為、とにかく辛い目にあわないかが心配です。本当に信頼できる人にお願いできたならと思

うが、一番は自分が健康で長生きし、見守られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

アンケート調査結果についての意見交換の記録 

 

第４回障害者の権利擁護のあり方検討会    

10月 28日（土） 10：00～13：00 

浜松駅前ビルＡ会議室 

 

参加者 

小田史子 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

高木紀子 コミュニケーション・サポートセンターふくふく 臨床心理士 

安藤幸枝 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

増田樹郎 愛知教育大学名誉教授 

大橋正季 グループホームすてっぷ管理者 

藤木るみ子 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

藤田直利 成年後見受任者 社会福祉士 

高木誠一 浜松成年後見センター 

 

 

出された意見（発言者名略） 

 

回答者について 

 回答者が、66.4％と圧倒的に母親が多い。成年後見は司法の制度で男性の方が関心があるかと思った

が。 

 主たる介護者の 59.3％が母親であり、比例している。介護だけではなく、サービス利用や行政手続

きや財産管理、権利擁護も母親の役割となっているのではないか。 

 母親の割合は多いと感じるか少ないと感じるかどうだろうか。 

 回答者が兄弟と回答もパーセントは少ないが 24 人あった。今後、兄弟が保護者となるケースは増え

ると思われる。 

 高齢の回答者が多かったと感じる。育成会に関心を持っている人は 40 歳代から 50 歳代の方が多い

が、この調査では 65 歳以上の方で約 30％となっている。50 歳代を含めると 7 割を超える。関心は

高いと思われる。 

 親が担ってきた支援をどう引き継いでいくかが緊急の改題だと思う。 

 父親が仕事をリタイヤして、家庭に入りお母さんを支えているケースも増えている。そういう高齢の

親の実態を育成会としても把握していく必要がある。 

 成年後見を考える立場から言うと、差し迫った数としては 75歳以上の方の数で 36人となっている。

この数字ならば 10 年位は大丈夫とも感じられるが、10 年経つと相当数のニーズが出てくると考え

られる。 
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成年後見制度の利用について 

 後見制度を利用している人が 32 人、していない人が 410 人、不明が 10 人という数字になっている。

利用していない人の割合は 90.7%となっている。利用率としては 7.1％となっていて、全国平均が高

齢者も含めて 2.2％なので、浜松市の知的障害者の利用率はそれでも高いという状況である。今後の

大幅な利用の拡大が予測される。 

 利用している人で誰が就任しているかとみると、後見人は親が就任しているという回答が 41.0%、

次いで兄弟が 12.8%、専門職（社会福祉士）は 12.8％である。親族以外の第三者後見人の割合は合

計で 23.1％となっていて、知的障害者の場合は親がそれなりに権利意識をもっているために、親族

後見が多い傾向となっている。 

 利用している人で、制度利用の理由としては、相続手続きのためが 17.9%、本人が金銭管理を上手く

できないためが 17.9%、親なき後を考えて、第三者に託すためが 15.4%であり、子どもの権利擁護

を目的に利用している人が多い。 

 利用していない人の利用したい理由としては、財産管理が 306 件、次いでサービス利用契約が 277

件、各種行政の手続きが 225 件、死後のこと（葬儀、埋葬、財産の処分など）は 206 件である。子

どもの財産を守りたいという理由が多い。 

 親たちの成年後見制度に対する期待が、どの支援への項目に期待がかかってるかは、これからの対応

を考えていく上で押さえておくことが大切で、その分析から支援の優先度が決まっていくのではな

いか。 

 

制度利用を妨げていること 

 一方制度を利用することに抵抗を感じている点としては、親族が元気で必要性がないが 281 件で最

も多い。次いで情報不足が 130 件である。第三者・法人後見で本人の障害特性に配慮した対応がし

てもらいえるか心配が 72 件、第三者・法人後見をよく知らないが 64 件、第三者・法人後見で本人

の意思に沿った身上監護がしてもらいえるか心配が 62 件である。 

 元気なうちは親が権利擁護を担うという気持ちの高さを示しているが、反面第三者は本人のことを

十分理解してくれないのではないか、本人の意思に沿った支援ができるのだろうかという不信も、こ

の回答からは感じられる。 

 情報を知らない、制度を知らない、相談できるところを知らないという理由が多いことも課題であ

る。制度を啓発していく、相談体制を作る、信頼できる支援機関を育てることが地域の力として求め

られている。 

 

後見報酬の負担への抵抗感 

 第三者・法人後見への報酬支払が負担のためという回答が 54 人ある。 

 成年後見制度の利用は長い間続く、これからの 5 年 10 年 15 年まで考えなきゃいけない。後見人の

報酬を負担するのであれば、本人たちの人生設計の中で、支払う負担に応えてくれるだけの信頼やあ

るいは結果が出てくる事への説明が必要ではないか。 

 自由回答を読んでいくと、これが我が子にどうやって還元されるんだろうかって不安が読み取れる。

報酬を負担することは仕方がないとしても、報酬についての説明が十分にされていないのではない
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か。利用する当事者や家族には丁寧に説明されていない。 

 

市民後見人について 

 知らないが 58.2％で大半である。聞いたことはあるが 23.9％、少し知っているが 10％、よ 

 く知っているは 2％であった。しかし、よく知っている、少し知っている人の合計は 54 人となり関

心のある人も多いと感じる。 

 成年後見制度そのものを知っているかという質問は、アンケートではあえて行わなかった。まず、ア

ンケートによって制度を知ってもらおうというねらいがあったからで、自由記述等を読むと、効果が

確認できた。関心を持つ人が増えたのは事実である。 

 市民後見人に対しては、信頼できるのか、プライバシーをも持ってくれるのかという不安が多く書か

れている。市民後見人は法人後見のスタッフとして活動する立場にあり、法人という組織が責任を持

つ仕組みであるが、そこまでの理解は普及していないと思う。 

 専門職は報酬が高くて、市民後見は無料というイメージも広がっているかもしれない。 

 

家族の「情」と第三者の支援の関係 

 後見制度を利用する場合、誰に候補者になってほしいかという質問への回答は、兄弟が 34.4%、次い

で「わからない」が 31.8%、法人・後見センターは 10.0%、親は 7.6％である。 

 後見センターの知名度は上がった。 

 兄弟にお願いしたいという親の気持ちは慎重に分析したほうがよい。「わからない」と答えた人もほ

ぼ同数で、そもそも制度自体が理解されていない状況での回答だと考えられる。 

 兄弟しか頼れないという気持ちと、自由記述のところでは親なき後の不安について兄弟関係につい

て最も不安だとする声が多い。兄弟と上手くやっていけるか、楽しく過ごせるか、兄弟にも人生があ

るから負担をかけたくない、兄弟にサポートを託すことの負担軽減をどうしたらよいか、報酬額を本

人が支払えない場合は兄弟が払ってくれるのか、兄弟がどこまで面倒を見てくれるか、兄弟がどんな

関わりをするのか、兄弟は後見を受けてくれるか、兄弟が突然不幸になったらと、家族の心配が最も

多い。回答者が 3 割を超えているという実態をどう考えるか。 

 兄弟ではなく第三者が権利擁護をきちんとやっていきますよということが理解できれば、この数は

減ってくるが、現状の成年後見制度をしめしているのではないだろうか。 

 親はだれに託すかでとても悩んでいると感じる。 

 親としてはシステムというより家族の「情」の部分を信頼したいという思いが強いのではないか。 

 家族が他人に入ってほしくないという気持ちはまだ根強い。高齢者の福祉でもぎりぎりまで家族が

頑張っている。 

 でも実際に、兄弟が親がやってきたことを担うと相当の負担になることも事実である。母親は、進路

を決めて、服を決めて、好みを決めて、遊びを決めて、病院に連れて行ってと相当ハードなプログラ

ムを実施している。兄弟が担えることではない。 

 成年後見制度ですべてカバーできることではない。支援チームとその役割に信頼を寄せることかど

うかが問われる。 

 親に代わる「親なき後」の支援の仕組みづくりが必要ではないか。なんでも親がやってきた、その役
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割を解析して支援の仕分けをすることが必要である。 

 生活の相談や人生の相談は相談支援専門員やソーシャルワーカが、暮らしの実際の支援は福祉サー

ビスが、そして財産管理や身上監護の権利擁護は法的支援が、と最低その仕組みを作ること。その支

えがあって地域での笹が囲むようなイメージがこれからの障碍者支援である。 

 仕組みはできているが、問題はそれを担う具体的な「人」のあり方である。 

 

財産管理と本人のＱＯＬの保証 

 ある程度財産がある場合、本当に本人のために使ってくれるかという心配が強い。不正への心配も大

きいが、それ以上に本人の幸せを実現する支援ができるかが問われている。 

 サポートファイルに親が方針を記載しておくことも大切である。支援の指針になると思う。 

 後見人としてもサポートファイルがあると助かる。しかし、親がサポートファイルを書いて、第三者

に託したいと思える信頼感が最も重要ではないか。 

 QOL を高めるために本人のために積極的に使う人と後々のために何があるからわからないから、な

るべく余分な出費を抑えて貯蓄するという両方の異なる決定も後見人に権限がある。判断が異なる

ことは不安材料でもある。 

 財産はあるのに本人のために使わないということは権利侵害である。 

 

不信と信頼 

 制度として考えると、そのには「情」を感じられず、家族は不信を抱くという構図がある。その間を

埋めていくことが双方に求められるのではないか。 

 支援者間の信頼関係という問題もある。ニーズとピタッと合う支援ができることが信頼を得ること

だと思う。 

 ピタッと合う支援とは、もとより本人の意思決定に基づいた支援ではないか。 

 アンケートで一番気づかされるは、成年後見の制度に「信頼」を持ちたいが、持てないというジレン

マである。実践的に示していくことしか解決はないのではないか。 

 

自由記述についての意見 

家族の孤立 

 「家族、親族に理解がなく、ちゅうしょうやぼうりょくをうける。」「親がイヤになるほど同じ件を大

声で話すのはかんべんしてください。」という記述が気になる。公的な場で話せば、虐待対応となる

話である。こうした記述を読むと、親に余裕がなく、子どもの心情を慮るというエネルギーが生成さ

れない、親が自分自身のことでいっぱいになっている状況が浮かんでくる。このような状況で果たし

て親が子どもの最善の利益を考えられるのかと考えると、決してそうではない状況が生まれている

のではないか。 

 こうした事態を家族の責任に帰していくのではなく、成年後見人や福祉施設の職員や相談支援事業

所が、支援に携わる人たちがチームを作ってその家族を見守っていくという支援が必要になる。大切

なことは孤立しないこと、させないことだと思う。互いに知り合うことが大切である。 

 家族自身が権利を侵害されている状況を感じる。家族が理不尽な目に遭ったり、生きにくさを抱えて
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生きていて、誰も支えてくれない状態ではこの子を支えなさいといわれても無理だと思う。では、家

族の権利擁護は一体誰がするのかが課題になっている。 

 親としても、現実はこういう気持ちなんだと読んで辛い思いがした。育成会の活動をしていて障害の

ある子供のためにと活動をしてきいるが、親が自分の困り事も家族の困り事も子供の障害の子の困

り事もごちゃごちゃに絡み合って記述されていて、これが現実だと認識した。 

 親は「親なき後」の心配を書きながらも、どこかで「私は死なない」と思い込んでいるところがある。

自分の死生観を見つめる機会が必要だと感じる。サポートファイルの親心の記録は支えになるので

はと思う。 

 成年後見に対して、あまりにも過度な高すぎるハードルを親たちが作っていると感じる。それも間違

っている。親に代わる誰かが本人を支えるのではなく、複数のそれぞれの立場の人が関わって連携し

て、複数の視点でその人のことをいろいろ考え判断し、より良い方向に決めてくっていうそういう仕

組みが必要である。 

 連携で支えることと、いろんな事例を積み重ねていってこれから育てていくという姿勢が必要では

ないか。そういう意識で親も仕組みづくりに参加して、より良いものを作るために力を合わせること

が大切である。 

 親の困り事っていう自由に書いてくださいというと、親がこれだけいろんなものを吐き出したが、普

段それを言える場所が少ないのではないか。育成会でも、表面上の一生懸命やっていることはあらわ

れるが、ほんとに困っていることはなかなか私たちも吸収できていない。 

 成年後見制度は大事なものだっていうのはわかるが、さまざまな福祉のサービスの支援と法的支援

の関係が理解されていないように思う。生活支援、相談支援、権利擁護支援がきちんとかみ合って機

能していくことが問われる。 

 何よりも本人の意思が優先されるべき、本人の意思決定の支援、その意思の実現が大切である。 

 大人になると親からの経済的虐待の相談ケースが多い。しかし、この家族から年金を取り上げてしま

うのではなく、本人や家族と信頼関係を作って一緒に解決の方向を見つけていくことが大切である。 

 権利擁護はどうしても守るという視点が重要視される。本人が望む暮らしにリスクは予測されるが、

それでもチャレンジしたらという気持ちもある。本人の選択と予測されるリスクをどう整理すれば

いいかバランスが難しい。権利擁護と言いながらチャンスを奪うこともしているかもしれない。 

 ところですけど。ちょっと、極端な思考を自覚しつつなんですけど。 

 成年後見は危機介入でもある。セイフティーネットとして使わざるを得ないことが相談の現場では

多い。一方では、そうなった時がチャンスというケースもある。散々な目にあってきたけれども、そ

こできっちり支援体制を作って、もう一回その人の生活を作り直していこうという時には、成年後見

制度はとても大きな力になる。支えるチームを作って、本人中心に支える仕組みを作って、支える仕

組みができてくると本人の生活が大きく変わってくる。 

 成年後見の申立ての手続きの煩雑さは、本人家族が行うには困難さがあって、元々専門職が担ってい

く領域であるべきである。 
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アンケート調査結果検討への総括コメント 

 

増田樹郎 

 

自由回答を読んだ印象をまとめると、成年後見が本当にリスク回避に、人生の上でのリスク回避に役立

つのかという心配が第一にあると感じた。建前としては権利擁護のための制度であるが、親たちからすれ

ば、人生の中でこの子たちが、せめてリスクが取り除かれて自分の人生を全うしてほしいのだという願い

があり、その思いに裏打ちされている制度である印象を強く持った。 

制度への信頼に対する本質論からすれば、本人の QOL に本当に関与してくれるのか、QOL を向上し

てくれるのか、担保してくれるのかというところに成年後見制度が届いてない、後見人の意識もそこには

届いていないのではないか。 

手続きも含めて、たとえば財産等が保証できても、本当に QOL を担保するだけの制度なんだろうかと

いうことへの当事者の疑問がある。そこが取っ払われないと、積極的に成年後見人を自分たちの家族や子

供たちの人生に関わらせようとすることにはならない。自分が死ぬかもしれないという消極的な選択を

するかもしれないが、積極的選択にはならない。 

たとえば医療制度への信頼は医師自身が担保している面もある。医療が持っている本質とは何か。患者

にしてみれば個々の医者との出会いがある。医師もまた、患者の病気を癒して、その人なりの人生を支え

ていくということに使命感がある。これが医療の本質でもある。制度や報酬という見えるものの是非や課

題だけに目を奪われると、見えないところでしっかりと支えている営みを見失ってしまう。 

成年後見制度は、制度をめぐる見えるものの課題はいっぱい出てきたが、成年後見という支援を通して

しか見えないもの、医者が命の癒すところに立って仕事しているのと同様に、成年後見が何を支え、どこ

に立って仕事をしようとしているのかをしっかりと提案していくべきである。 
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地域で生活する知的障害者・精神障害者に対する 

権利擁護のあり方検討委員会の記録 
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第１回 地域で生活する知的障害者・精神障害者に対する権利擁護のあり方検討委員会記録    

 

5月 13日（土）10：00～13：00 

浜松駅前ビルＡ会議室 

 

参加者 

小田史子 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

美和勇一郎 障害者支援施設浜松協働学舎根洗寮 サービス管理責任者 

高木紀子 コミュニケーション・サポートセンターふくふく 臨床心理士 

安藤幸枝 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

増田樹郎 愛知教育大学名誉教授 

藤木るみ子 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

藤田直利 成年後見受任者 社会福祉士 

高木誠一 浜松成年後見センター 

 

高木（司会） ※以下、高木（司）と表記 

 本検討会を開催するにあたって、まず増田先生から成年後見制度に求められている重要課題である

「意思決定支援」について、問題提起をまずお話しいただきます。 

 厚生労働省は「意思決定ガイドライン」を発表していまして、成年後見制度においてもこれを活用す

るという方向で国の成年後見制度利用促進の計画にも反映されています。 

 このガイドラインに沿えば、本人の意思が分かるのかというわけではなく、人間の意思というマニュ

アル化できないものをマニュアル化したことに、とても違和感を感じています。でも、従来、知的障害

者は意思能力がないのだから、周りが本人のことを思って、最善の選択をしてきたという「代理決定」

または本人ができないことは「代行」してきて、実はそれが権利擁護だと思ってきたわけです。 

 それが国連の障害者権利条約で否定された。私たちも、本人が意思決定するための情報や選択するこ

とや、選択できるだけの体験を提供してこなかったという反省もあり、何とかこの意思決定支援という

テーマを、自分たちの課題にしようと考えているところです。 

 本検討会は、知的障害者の意思決定の支援はどうあるべきかを中心テーマに話し合っていきたいと思

います。その議論の素材を増田先生から提供していただきます。 

 

問題提起 支援付き意思決定について 

増田 

人の意思は十人十色である 

意思決定支援というときに、意思する主体は誰かという前提が違うと、支援のイメージが違ってくる

のです。障害者についての最初の前提がみんな違うのです。想定されている意思決定、あるいは意思の

あり方は十人十色であって、この辺の議論が前提にされたままで制度が進んでいるのではないかという

懸念が私にはあります。 

 



70 

 

本人以外の意思決定は可能か 

改めて「支援付き意思決定」という風に少し言い換えをして、支援というのはいつも第三者、本人以

外を想定していますので、どこまで本人以外の者が本人の意思に代わることができるのか。そういうこ

とを私たちがしっかりと見据えて、本人の最善の利益をいつも代弁できるわけではないという課題を、

重く考えるか軽く考えるかによって、私たちのアプローチが変わってくるのです。 

 

誰が、どうやって～マニュアル化できるかという疑問 

たとえば、誰が、どのような状況に限って意思決定の代理ができるのか、それをどこまで日常に落と

していくというのが問われます。実は既に意思決定支援についてはマニュアルがたくさんあり、多くの

マニュアルや指標を作って意思決定支援を実現する、その辺のリスクを含めた検討が進んでいるのかな

と思います。 

 

こころは指標化できないもの 

次に、結局マニュアル化をすると、障害者をどう理解しているのか、その意思をどこまで受け入れる

のか、が問われている。たとえば、経験値というレベルで言えば、親たちが暮らしの中で、日常生活の

中で理解をしてきた子どもの意思、それから分析知つまり専門職が分析的にとらえた障害者のニーズと

いう意思、そして感覚知というレベルでのこころの働きというとらえ方があるように思います。意思と

いうのは、分析知ではとらえられないわけで、その人が感じたり思ったりしていることを指標化するこ

とはできないとも言えるのです。 

 

代理行為ではなく「支援付き意思決定」であること 

ところで、なぜ「支援付き」ということを話題にしたのかというと、一つは障害者をエンパワーする

ために、次いで限定的な代理として、そしてアドボカシーとしての側面から、というその三つに支援に

限定して、本人主体を図りつつ代理行為として許されるのか。大雑把に言うとこの 3つがですね、意思

決定の話題かなと思っています。 

 

本人の意思決定にこだわること 

まず本人の意思決定にこだわるべきだ、でもそうでなければ本人に代わって限定的に意思決定をする

のだと、拠って立つスタートラインは、本人による意思決定というのをどこまで私たちは想定しておく

かということだと思うんです。そうするとイギリスと日本の違いが随分はっきり出ていて。どうしても

日本の場合は、障害者というのは制限行為能力なんですね、つまり彼らは能力が不足している、足らな

い、だからそれに対して代理行為を行っていかないといけないというこの価値観、つまり日本における

障害者の欠格条項などが制限行為的な発想なのです。ここがどう払拭できるかです。高木（司）さんの

説明にもありました、成年後見に対する代理・代行への批判というのもそこにはあるわけで、意思決定

能力が不足している、欠損しているからこそ、そうしなきゃいけないということを想定するか、もしく

は意思決定能力というのは本人に基本的には前提や可能性としてあると、どこまで私たちが踏み込んで

いけるか、そこはとても重要な線引きだと思っています。 
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意思決定支援の経験が乏しい中で 

日本の場合がそうなんですけれども、どういうことを想定しているかというと、能力とスキルと行為

が支援の３条件だとすると、意思決定の能力があるかなしか、スキルかあるかなしか、行為ができるか

どうかっていうことが成年後見でも三つの条件になっていくのかなと思いました。たとえば、この三つ

の条件をどう満たしていくのか、カバーしていくのか、補っていくのか、と。だけれども、当事者から

見たときに、意思決定を想定した支援をやってこなかったなかで、当事者が能力やスキルや行為を試さ

れたところで、それに応えられるような経験値すらない中でどうやってこれに応えていくのか。経験値

を養っていく機会をどう持っていくのかというのも大事だと思います。 

情報としても、どうやって得ていくのかも。ところが、そういう経験がなければ、利用することがで

きないし、活用することができない、だからそれを代理行為として補ってあげるのだというところに矛

盾があるのではないか。 

もっと言うと、ガイドラインが出たときに、前提の部分が議論されないで、どんどん代理行為が独り

歩きしているイメージがとても強くあった。たとえば、意思決定の構図、つまり意思決定支援の三要素

である意思決定支援計画書、意思決定支援責任者、意思決定支援会議です。つぎに、いわゆるよく議論

されている意思決定支援レベル、つまり意思疎通支援、意思実現支援、意思形成支援。これをもって代

替が果たせるというわけですね。 

 

本人の自己表出をどこまで担保できるのか 

でも、いつも話題になると思うんですが、当事者の自己表出には、自分の生活の目標、日常的で具体

的な目標をどう具体化していくのかというテーマがあります。たぶん専門職の得意な課題分析と、生活

の個別具体的な目標や意図とのズレっていうのは、いつも起こると思うのです。課題分析としてみたと

きに、それに反論できるような当事者の自己表出、意思表示がどこまで担保されるだろうかということ

がいつも不安になってきます。だから、意思形成支援と取りあげても、意思の質つまり本人の適切な選

択をどう保証していくのかなと思いました。 

 

最善の利益とは 

つぎに、最善の利益とは何かということです。本人の最善の利益は、臨床倫理という領域においてタ

ーミナルの患者の最善の利益とは何かという議論があるくらいで、日本ではあまりこの議論をやってい

ないんです。たとえば最終的には専門職や家族が判断するという程度ならばあるんですけど、でも、ア

セスメントだけに委ねてしまうと、アセスメント力が最善の利益を保障するということになる。そこに

ガイドラインができていると思うので、私は疑問があるのです。アセスメントという曖昧な技術のまま

に、何かそれが最善の利益を担保できるのだと考えているところもあり、そこのところで突き詰めた考

えが足りないと思っています。だからガイドラインの制作者に対して、そこは大丈夫ですかって質問し

たことがあります。その折に、親であり、専門職であり、施設職員であった彼は、この３つを体験した

ことを踏まえて、大丈夫だと回答したのですが、私はそれを信用しません。でも、この 3つの体験がア

セスメントを担保するとはちょっと思えなかった。本人の最善の利益は、誰がというより、どこで担保

できるのかというということが気になります。 
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制度と家族の親密圏、プライベートな世界のズレ 

家族の親密圏というのは、家族の世界のことです。そうですよね、いつも我が子と暮らしていて、公

共圏、専門職との間のズレっていうのが起こります。日本は特に、制度が専門職で、実際の支援が家族

ということもあり、ズレが起こっていますよね。場合によっては不信感に至りますよ。現実的にはここ

のところをどう考えておくのかなと。ちょっと理屈っぽく言うとこうなるんですけれども。家族と制

度・専門職との本人理解のズレ・不信感です。つぎに、障害者という存在は、プライベートな世界がき

ちんと尊重されてこなかったという感覚を持っています。障害者になるということは、いつもプライベ

ートなところがオープンにされてきた世界。でも私たちが生きていく上ではプライベートな世界はいち

ばん大切な世界。でも、そこをいつも裸にされてきた、そのことを思うんです。そこのところはやっぱ

り確認する必要があるかなって。 

 

補完、保護、育成という支援者の姿勢の問題 

それから、やはり欠格条項ということも申し上げましたが、障害者支援に出てくる補完型、障害者は

やっぱり保護しなきゃいけませんよねという考え方です。障害者っていうのはやっぱり支援して育てな

きゃいけませんよねっていう育成型。両方とも実は私たちの伝統的な考え方なんです。だから 20歳の

子を 30歳になっても育成しなきゃいけないということで大人にならないんです。成人扱いされないん

です。これって育成型の見方なんです。もう一つは補完型です。やっぱり彼らはケあのもとにおかなき

ゃだめだよねっていう。でも、本来、成年後見とか意思決定っていうのは、この二つの考え方を外し

て、ご本人の意思がきちんとコミュニケイトできるような関係の中に置かなきゃだめだということで

す。 

次いで、いちばん問題になるのが、自己責任と意思決定の混同です。日本で自己決定論が大きな話題

になった時に、いつも日本的な土壌としての自己責任が付きまとってきた。ついついこの自己責任とい

うリスク論が出てきて、本当の意味での自己決定がないがしろにされてきたということが過去にあるの

で、そこの議論をきちんと押さえておきたいと思うのです。 

 

支援は信託である 

支援というのは、契約ではないんです。信託あるいは信任なんです。信じて託すんです。契約をとお

して成年後見をやります。ただ、アメリカも医療や福祉がそうであるように、信託責任、100%信任され

たというところにある責任の問題と、契約における責任の問題とは、全くその重さやレベルが違うので

す。重い障害のある方の支援を想定するとよくわかると思うのですが、支援の専門職に対する信任、信

託という場合においては、100%は大げさなんですけど、その信託を受託するっていった場合の責任の重

さってことを、しっかりと法的にも押さえておかないといけない。契約というのは、フィフティーフィ

フティーの世界なんです。責任の半分は本人が取る形態なんです。この感覚でやっていると、障害のあ

る人の問題は、何か問題があるとそれはあなたが問題なんだと、いつも問題がすり替えられてしまう可

能性があるのです。たとえば親御さんがしっかりしないから、本人がそういう気持ちにならないからと

言われちゃうと、これはどこかで問題のすり替えなんです。そうすると、こういう問題はどっかで、制

度化だけがどんどん一人歩きしていくと、本人の最善の利益っていうのは担保されないなあっていうの

が、私の印象です。すみません、難しい言い方をしました。そういったところに状況の課題があるのだ



73 

 

と言うことは、多分間違いないだろうなあと、思っています。 

 

意思決定支援への現場の戸惑い 

高木（司）  

福祉支援者は、障害者っていうのはできないっていうところから入っちゃう。これはできなくて困っ

ているから、ここを助けてあげる、支援をしようっていうことで、支援をペタペタペタペタ貼り付けち

ゃうっていうやり方をずーっとしてきたわけです。 

ＡＤＬの評価は、それはそれで必要なんだけども、親御さんから言ったらそんな子じゃないよって言

うところがたくさんあるわけです。もっと本人の気持ちを大事にしてよと言われる。本人のできないと

ころを見てしまって、本人の意思よりもむしろできない事を注目して対応してしまう傾向がすごく強

い。だから「本人に意思がある」っていうよりも「本人は意思が弱い」「だから我々がやるんだ」とい

うことでやってきたのです。 

だから、意思決定支援だって言われても非常に戸惑っているわけです。そこをどう転換できるかって

いうのが、これからのあり方になっています。 

アセスメントしてこれが足りないからこれを支援しましょうねって、計画を作って、ペタペタペタっ

て支援を貼り付けちゃって、それで終わっているのが多くの事業所の現状なのかなあと思います。 

それを変えるにはどうしたらいいかって言うところでとても僕らも悩んでいます。今回このガイドラ

インが出てきて、こういう方法でやりましょうよって決まっちゃったら、その方法によれば「それはあ

なたの意思だよ、それを守らないあなたが悪いじゃん」ってなってしまうような気がします。 

施設ってね、お約束をいっぱい作って、利用者に「あなたが約束したでしょ」「約束を破るのは良く

ないよね」と職員がよく話している。ガイドラインもこうなってしまう心配があります。 

個別支援計画とかサービス等利用計画とかっていうのを作っているんだけれども、あれはその時のも

のにすぎないものだと思っています。サービス等利用計画は、入所施設では 1年に 1回しか書き換えし

ないんですよ。何の役にも立たないんだろうなって僕なんか思ってしまうのですが、これが逆に本人の

意思を奪ってしまう道具になっちゃうのかなあと思うもんだから、はいそうですかって厚労省が言う通

りに、ささってやりましょうっていうにはいかないなって僕も思っています。 

増田  

たぶんチェックリストが出てくるんです。親御さんも使える、専門職も使える、そして専門職の指針

みたいなものがたくさんできてくる。高齢者の介護のところでさんざん私たちは体験して、役に立たな

いなとわかっているんだけれど、制度を作るときは必ず、わかりやすくて誰でも使えるチェックリスト

作るでしょ。でも、そういう風なチェックリスト型でやったときに、どんどんどんどん本人の思いから

外れていく。 

本人は別に反論しない。私はそう思っていませんと言ったって、シートに基づいて、あなたはこうい

うことを必要としているのかと言われると、それも意思決定なのかなと疑問に思うのです。 

 

成年後見制度は本当に権利擁護の制度なのか 

高木（司）  

そもそも、どのようにして利用者の意思を、意思や気持ちを汲み取っているかっていうところが大事
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じゃないですか。だからコミュニケーションが取れてない人はそれができないわけですよ。ところが会

議に関係者が集まってね、あんまりよく知らない人がパパパパって決めちゃうような意思決定って、そ

れはとんでもない話です。 

大橋 

最初のお話から聞いていて、意思決定って本当に難しいなあと思います。支援者としてやっていて、

重たい障害を持った方の意思って何だろうって、20年間僕も本当にずっと課題にして、それぞれ見方も

違うし、重たい自閉症の人のパニックについても、ある職員は、自分の反応の仕方なんだろうな、対処

の仕方なんだなっていう人もいれば、いやもう困ってるからなんとかしてほしいっていう意思なんだっ

ていう人もいるし、親御さんも色んな考え方の人いますし。すごく難しい。 

増田先生おっしゃるように、意思決定チェックシートを突き詰めていけば、その人の意志が簡単にわ

かるわけじゃないっていう風に思います。 

増田先生のおっしゃる信託の話をもう少し突き詰めていきたいと思います。 

成年後見の話に移ると、言っていいのかすごく悩むんだけど、このアンケートが成年後見の利用を促

進するためにっていう風なこともあるのかもしれないけど、現場から言わせてもらうと、促進をするの

はいいんだけど、やっぱり今抱えている成年後見の問題点、意思決定の支援をきちんとやる制度である

と、明らかにしてほしいなと思います。 

重たい障害を持った人のお母さんも弱ってきて、成年後見つけることになりました。10年前に貯金が

2、300万あったのが、例ですね、実例じゃないです。2、300万あったのが、総額 10年間、毎月 2万円

払っていると、一年間に 24万かかる、だから 10年払うとすっからかんですよ、240万円減っていくわ

けです。 

で、その分、後見人さんが、その人の人生一生懸命考えて、意思決定してくれるかっていうとさっき

も言ったように、難しい話しで、毎日付き合っている僕らでもわからないのに月に 1回、ひょっとした

ら半年に 1回きただけで、わかるのかって正直思いますよ、現場の僕らがわからないのに。たまに会う

あなたにわかるのかって気持ちになる時があるんですよと正直思います。 

そして、この人 240万がなくなっちゃって、でも好きだったコーヒーが、後見人さんが節約しろって

言われて週に 1回になっちゃって、年に 1回楽しみにしていた旅行も、この人の財産管理してくれるの

ですが「あまりお金のかからないような企画でやんなさい」って、行けなくなっちゃって。 

これが本当に権利擁護なのか、果たして成年後見を使うことによってこの人の守られるのかって、思

う気持ちもあるんですよ。例としては本当にあるんです。だから、僕、そんなに積極的には勧められな

い気持ちもあって。親御さんが充分にやれているうちはやっぱり親でいいんじゃないですかって思うの

です。親御さんが亡くなったら効力を発揮するような方法が何かないのかなあって、思ったりもするん

ですけど。 

 

関係者と協働して制度を育てていく 

藤田  

 成年後見制度は、その人が人間らしく生きる手段の 1つだと考えています。ですから、成年後見を使

うことによって本当にその人のためになるのか、検討する必要があると考えます。成年後見を使えば皆

権利擁護ができるか、成年後見を使えば皆良いほうに行くのかは、ケースによって違うと思います。 
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それを前提に、障害を持っている方の意思決定について、利用者・専門職同士・関係者間、で検討す

る機会が少ないのが現状でした。 

厚生労働省の「障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進のあり方について」を見ると、いろ

いろな方の意見を聞いて、利用者の決定能力、自己理解、心理的状況などを検討し、関係者の意思の疎

通・情報の共有が示されている。これは、後見人が月に一回来て、その人の理解が出来ていないのに、

意思決定の代理行為している現状がある中、毎日会っている人から「実はこんな風に思っていると思

う」「こんな事を言っていることもあった」などの情報を関係者で共有しながら、利用者の意思に少し

でも近づくことが出来れば、一歩も二歩も前進していくと思います。 

また、障害がある方の意思を掘り下げても、曖昧なところがあり、さらに、専門職も福祉職・法律関

係などいろいろな人の意見があります。増田先生みたいな第三者的な立場で入ってもらい、アドバイス

と聞くと、意思決定の過程が深くなっていくと考えます。 

それともう一点、自分たちが関わっているケースで明らかに権利侵害を受けているケースが非常に多

く、例えば悪徳商法であるとか、上手に法律のギリギリのところで金銭を搾取する事もあります。厚生

労働省の「障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進のあり方について」で 悪徳商法、それに

準ずる業者、悪徳宗教団体等の対応と利用者の意思決定についてが、十分に吟味されているとは思われ

ません。ですから、法律のギリギリのところで利益を持っていく人に、うまく利用されないかなと言う

懸念はあります。 

そういった権利侵害の実情が、あまり研究とか統計の調査が進んでないと思います。障害者の意思決

定支援を進める中で並行して考えていかないと難しいと思います。 

 

意思決定支援の議論を成年後見制度で十分に行うこと 

増田  

何年か前に、県社協がやっている日常生活自立支援事業において、弁護士さんたちと、認知症や障害

のある方々の支援の必要性の審査をしていました。その経験からいっても、成年後見が持っている相対

的意義は、日常生活自立支援事業以上になると思うんです。そこに意思決定支援も乗せられそうなんで

す。そうすると、権利侵害等も含めて成年後見制度にいくことによって、障害のある方も安心安全が担

保される環境ができるということは良いことだと思うんです。 

ただ、今回の意思決定支援の議論というのは、そこに屋上家を架すかのような印象、つまり意思決定

支援計画責任者などが付け加えられるということで、果たしてどこまで本人たちの意思表出ができるん

だろうかという懸念が、ガイドラインを読んでいるとあるのです。成年後見制度が持っている良いとこ

ろやメリットを否定しているわけではないです。意思決定支援のこの議論は、その辺の課題を出し合わ

ないと、どうしても本人の最良の利益を担保できないなという、ちょっとした懸念があるんですね。 

藤田  

本人の意思とかご本人がその時にどういうことを思っているのかっていうことが、知的障害者の大き

な枠で考えているとどうしても無理があります。自閉症とか、ダウン症の意志の表し方って本当に違

う。それも含めて、科学的なアプローチの仕方みたいなことがどこまで詰められているのか疑問があり

ます。 

100%わかることはなくても、ある程度それを踏まえたアプローチの仕方っていうのが議論されること
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も必要と考えます。障害があっても、実は質問の仕方とか持っていき方でちゃんと自分の意思を、でき

る方法はあるのではと思いますが。 

高木（司）  

障害者だからこういう方法っていうのが気になってしまいます。人間の意志って、すべての人にやっ

ぱり意志があるわけで、障害者の人にはこういう意思決定をやりましょうって言ってね、じゃあ同じ方

法を僕が受けたら僕の意思っていうのは公になってしまって、本当に自分個人の意思なのかって、違う

でしょって思ってしまいます。そういう科学的な方法って言った時に、ズレが来るような気がします。 

藤田 

自閉症の方の意思決定を聞く、ノウハウでもないけど、注意点くらいは、そういうスキル的なところ

が、まったくないと課題も残ると思います。 

 

成年後見業務の報酬の問題 

高木（司）  

報酬の話に戻りますが、後見人はやっぱり個人後見はとても危ないと思っています。本人の生活が圧

迫しているという問題についても複数で協議すべき問題です。その人の生活を圧迫している、権利擁護

と言いながら生活を圧迫しているんだったら、それはそれでやっぱり問題にすべきだろうし、この人か

らもらえる報酬はこれくらいでいいんじゃないかって、という折り合いの仕方があると思います。裁判

所が報酬の額を決めるけれども、それを全額もらわなければいけないってことはない。ここまでもらっ

ていいですよっていう額です。その額から圧迫しない金額にしましょうっていうのは、当然後見人が考

えるべきだと思います。 

だけど、後見人も大変な仕事をしているわけで、生活もかかってるから、できるだけ自分の報酬は確

保したい気持ちが働きます。どっちが先なのっていう話になっているのが現状です。そこはチームで解

決していきましょうって、やっぱり組織だし、行政が助成すべきだし公的な仕事として整備すべきこと

だなあっていうのが、ずっと後見センターが言ってきていることです。その人の生活のあり方も 1人で

決めることは、とても危ないことだなと思いますね。 

 

身上監護は評価されない？ 

高木紀子 ※以下、高木（紀）と表記  

裁判所が報酬付与の審判で報酬は〇〇円ですって、どうやって決められてるのって言ったときに、財

産管理は報酬に換算しているようですけど、身上監護の面はあまりにも加味されていないと思います。

財産の管理のところはお金のある人ならこれだけ、お金のない人はこれだけと金額が提示されてきて、

では、身上監護でどのくらい後見人が頑張ってきたのかということに、それは難しかったね、大変でし

たねと裁判所に分かってほしい、そういう理解には福祉の知識はもちろん必要になります。お金をどう

使うのかも、それは身上監護の全体の一部なのに。お金をうまく管理していることだけ評価される仕組

みです。じゃあ何もしなうほうがいいと、こんな現状でやっていけるのかって思いもします。 

ですから意思決定支援と成年後見がリンクして、そこが権利擁護の基本の仕事だと思ってやっていか

なければいけないと思っています。 

重度の人は言えないから意思が無視されがちです。でも保佐のレベルの人からは願いや思いがいっぱ
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い伝えられて、私は保佐人なのですけど、すごく大変なんですよ。 

本当に、その方の思いや意思と、自分の人生観と価値観が、支援にはもう全部含まれて、擦り合わせ

をしながらこれが答えでいいのかって悩みながらやって、それを個人でやっています。でも、みんなで

やったら本当にパーフェクトな答えがみつかるかというと、絶対そんなことはないわけす。 

多分「ベターだな」みたいなものしか出なくて、そこで悩みながら、逆に悩んでなきゃいけないと思

います。少しでもそれが支えになるんだったらっていう思いもあるんですけど・・・。・・・でも一番

怖いのは逆転してしまうという・・・、これは手段にすぎないのに、これがまず、結論がドンってあっ

て、そのために意思決定をする仕組みになるとこれは怖いと思います。 

 

本人に一番近い立場で 

高木（司）  

今僕は親御さんのいない人たちの後見をやっています。親が元気でいる人は別に第三者がつく必要も

ないし、親御さんがやっている人もいるし、だけども親御さんいなくなったときに、誰がその人を守る

んだっていうところでね、やっぱり後見制度って必要だなと思っているんです。 

そういった時にね、やっぱり自分は親の代わりだったっていう意識があります。だから増田先生が言

っている親密圏と公共圏でと言ったときに、やっぱり家族のような一番近いところの関わりで、施設や

周りに対して物を言うんだって、そういう気持ちではいます。 

後見センターも一番本人に近いところで、後はいろんな関わりの中で本人と共に物申していく立場で

すよって言っているところを強調しているところです。 

だから、なおさら意思決定支援がとても大事なところになってくるわけです。じゃあ親子さんの代わ

りになれるのかとかね、逆に親御さんから、第三者は親代りになれないという気持ち強いですよね。第

三者っていった時に、どこかにボールがポーンって飛んでいくような感覚を親御さんは持っていると思

っています。では、そこを近くにするにはどうしたらいいのかなって。それを、お聞きしたいですけ

ど。 

 

制度から離れたところで本人の意思が伝わる 

増田  

高木（司）さんがおっしゃった、ご本人との思いの中で悩んで、私はそこがとても重要だと思いま

す。例えばね、障害支援区分をとらえるときに。やむなく私たちはそれに合わせざるを得ない。でも、

区分されていいのって感覚があると思うんですよ。だって、市役所だってプロじゃないもんね。でも、

あれでチェックされたら、あなたのお子さんは区分何々ですよって言われたときに、本人や親たちはそ

れにどのくらい反論できるかって。じゃあ親たちも本人も何も言わないから、この制度が正当なんだよ

っていえるでしょうか。 

あの項目の半分近くは問題行動のチェックリストですよね。そうすると、問題行動から見た障害支援

区分だといった時に、つまりそういった人間観で区分が決められて、サービスが決められていくなら

ば、これこそが制度が持っているデメリットなのですよ。でも、親や本人は反論できませんよね。合わ

せていくしかないなって。でも、多分、高木（紀）さんや高木（司）さんのような問題意識あれば、そ

こにフェイス・ツウ・フェイスの関係を通してコミュニケイトしてくださる人がいると、そうすると区
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分ではなくて、本人の意思がクローズアップしてくると思うのです。 

高木（司）  

事業所の施設長としては利用者を区分で見えてしまいます。後見人で行っている人は区分なんて全然

関係ないです。どこのサービスを利用してるとかそんなにあんまり関係ないし、その人がどういう障害

がって、そういうことにあまり関係なくお付き合いができる立場でしょうね。 

高木（紀）  

制度は関係なくなっちゃう。人と人になっちゃう。 

高木（司）  

そうなった時に本人の意思ってわかるような気がする。でも、反対に施設で意思決定支援って難しい

んだろうなとも思います。 

 

本人たちも制度の前では 

高木（紀）  

ご本人の思いもそうですけど、正しい答えを探そうってされますよね、立場や冠のついた立場でその

方に会うと。施設の何とかさんとか。成年後見人の◎◎さんであっても同じことですよね。良い子でい

ようとするし、カバーしなきゃいけないと思っているし、正しいこと、私の望む正しい答えを言おうっ

て思うから、意思かといったら意思じゃないから、すごく。でも、どうせわからないのだっていうこと

を、ちゃんと私たちが自覚してないと、分かったつもりになって勘違いしてしまう。 

 

成年後見制度の課題を整理すること 

増田  

成年後見の制度が、皆さんおっしゃるように、課題分析や研修を通してその解決していくべき課題が

見えてくるかなって思いますね。今回の新たな制度づくりがどういう風にリンクしてきてね、成年後見

の大切なこと、役割になっていくのかなと思います。もうちょっとしっかり整理、それから議論して整

理しとかないと。 

これもあれも、なんか同じだって言っちゃうんだけど、違うんですよね。 

 

ことばに出す思いとズレること 

高木（紀） 

ことばのあるなしに関係なく、ことばに出した後、思いがずれているので困ったなあってなることが

あります。本当にもう思いが変わっていくというか、自分たちもそうですけど、その時はそう思ったけ

れども、その部屋から出たらやっぱり違うなって思うこととか。 

言質をとったみたいな感じ、あの時ああ言ったよねとか、あの時約束したでしょみたいな風に使わな

いかなって。すごく大事だと思うんだけど、本当怖いなと思います。 

高木（司）  

僕らも同じで、これでいいと思ったけど、人と話してみたらどうもあなたの意見の方が正しいよねっ

て、これは考え方を変えるよ、なんて日常にあるで、何食べようかなんてすぐ変わるでしょ。で、これ

をね、その時だけ切り取って、決定支援会議があって、計画書があって、この人の意思だよねってされ
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るのが一番怖いですよね。 

高木（紀）  

それで 1年間ね、個別支援計画。1年変わらないって、まずない。 

増田  

決定支援者ってサビ管でしょ？サビ管でしたよね。意思決定支援責任者なんて、こんな大げさな名前

付けられてね、サビ管、耐えられますかね。そういうことばって怖いな。 

高木（司）  

親御さんから。我が子の意思ってこうだよね、これはわかっているとか、これはわからないことなど

お話いただけるとありがたいです。 

 

支援チームで相談して 

小田  

お話が出た通りです。どこかでお話しあったときに、支援者の前ではお話ししたことがあったかもし

れないですけど。私も自分のことが自分にわからないのに、やっぱり子どもとはいえ向こうは本当にど

うしたいかっていうところは、本当はわからないです。親でも。 

サービス等利用計画を作ったときに、相談支援専門員が出してくれた内容が、ことごとく私が思って

いたものと違ったので、全部書き直してもらったことがありました。 

サービス等利用計画では、その中で自己決定支援だって言われているところをどう計画に含ませるか

というところが大切になると思います。 

しかし、私も、本人が自分で決めるとか選ぶという、そういうことをあまりにも子育てに含んでなか

ったことを大いに反省しているところです。 

今からでもできるところからと思って、例えば毎日食べるおやつを「この子は好きだから」と思って

毎日食べさせてしまっていたけど、毎日本人とコンビニに買いに行ってみようと。で、毎日やってみた

んですけど。でも、選んだのは結局毎日食べていたお菓子だったんです。 

こうしていると一手間増えちゃったってなって思います。他のこともそうなんですけど、これをいろ

んな場面で選ばせてみたら、ひょっとしたら毎日迷わないとか、毎日考えなくても良いという安心とか

安全もあるのかなっていうふうに自分なりに理解して、それが安定なんだったいいのかなあと思うこと

もあります。選ぶ場面とか決定する場面を、すごくたくさん与えるよりは、たまにはそういう機会は必

要なんだけれども、それはそれで安心で、安全で、本人が穏やかに暮らせるんだったら、それはそれで

いいんだっていう風に…。これもそのときの、その意思決定支援とは何だろうって、また思ったりした

わけなんですね。で、やっぱりその、自分のことも自分でわかってない私が、子どものことをすべてわ

かってくださいとか、託しますっていうのは、やっぱりとてもお願いできないことなので、やっぱり一

番子どものことをよくわかっている方や、この家族の事についてよくわかっている人がチームになっ

て、毎日のおやつの事じゃなくて、大きな問題とか本人の将来の生活とか人生に関わるようなことで、

皆さんで考えなくちゃいけないときには、寄ってたかって集まって頂いて、これで、今はこれでよかろ

うというくらいの頃で、決めてくれればいんじゃないかなっていうふうに思うようにしようかなって。

やっぱり託せないっていうのは、それは仕方のないこと。託せないっていうか、ハードルを下げるって

いうとちょっと失礼だけど、本人の本当の気持ちは本人にしかわからないことなので、という大前提で
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お話し合いをして進めてくださればいいかなあ、と思うようにしたいと思っています。 

高木（司）  

継続すること大事だよね。一回きりで決めないで。 

小田  

そうですね 

高木（司）  

何回も集まって、こうだよね、ああだよね、今はこれが、まあいっか、っていうところで決めていく

っていう。付き合いの中でしか決められないだろうなって思うのとね、あと責任を負うのは本人です。

いろんなことを決めても…。だけど、一緒に責任を取れるような関係になるといいなって。引くなよ、

お前っていうところでね。決めた事はあんたも責任を取るんだよっていうようなチームがあるといいな

と、話聞いて思いました。 

 

声なき声を聴くこと 

藤木  

そうですね、意思決定支援というのは、具体的にどうすればいいのだろうと考えると、なかなか結論

が出ないわけですけれども。うちの子どもは、重度でことばもないので、何を言いたいのか表情や態度

で察するしかないわけです。長年の親子の関係性の中で、子どもの気持ちになって察することが大事だ

と思っています。しかし、親の価値観で決めてしまっているのではないかと、常に迷いみたいなものが

あります。声なき声をどうやって聴けばいいのだろうと思っているときに、ある人のことばで救われた

ことがあります。自閉症の東田直樹さんです。「自閉症の僕が跳びはねる理由」という本を読んだ時

に、こういう気持ちだから、こういう行動をしているのではないかと想像がつくようになったんです。

問題行動だと思っていたことが、気持ちを表現しているのだというふうに受け止められるようになっ

て、子どもが今幸せな気持ちだからこうしたんだということがわかってきて、すごく参考になりまし

た。それから子どもの見方が少し変わってきました。 

子どもはいずれ託さなくてはいけないわけですけれども、それまでに、どれだけ多くの人にこの子の

ことを知ってもらっておくか、そのことが重要だなと思います。つないだ人の数の分だけこの子は幸せ

になってくれるのではないか、いかにつないでいけばいいのだろうかと考えています。 

高木（司）  

クリエイティブ・サポート・レッツの支援会議っていうことをオープンでやっていて参加しました

が。しゃべらない人たちの意思の理解とは、要するに関わっている人たちの視点っていうか、私はこう

いうあなたのこういうところを知っている、私はあなたのこういうところって、みんな違うんですよ

ね。それがすごく面白い。私の時は演歌好きだけど、私の時はロックしか聞かないとかって、それぞれ

の関わりの中で本人の好きなものとか、表れとかっていうのは、みんな出し合っているとね、なんとな

くその人が見えてくるのですね。たくさんの人に知ってもらってね、それがやっぱり、集まってね、い

ろいろ話をしていくとわかることも結構あるかなっていう風に思いましたね。 

東田直樹さんとご飯を一緒に食べたことがあるけど、大変だったの。自分食べ終わったらみんなごち

そうさま。でも本人来るまで、僕ら食べちゃいけないしね。立派な自閉症の人です、ガチガチの。それ

で、聞く人が、じっと彼のたどたどしい指文字で話をするのをじっと時間をかけて待つのです。キーボ
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ード押さえて「僕を支えてくれたのはお母さんです」っていうことばを出すのに、10分待つわけです。 

待つことっていうのは必要だなって、僕はその時に思いました。すぐに答えを求めちゃって、はい、

そうですね、そうなんですね、とやっちゃったら聞けないんだろうなと思います。 

 

成年後見制度は本人の権利を奪うものでもある 

安藤  

今の話ですけど、東田さんのことで、私は、ハッと思ったのは、東田さんの本の中で、ぴょんぴょん

飛び跳ねることを本当は誰か止めて欲しいと、僕はこれを止めたいと内面で思いながら…、という内容

を読んだときに、本人の、本当の気持ちを感じるのって難しいなって、すごく思いました。 

後見人はある意味、公的な権利侵害に対しては守るっていう側面はもちろん大事なのだけど、その人

の権利というのを逆に奪う力もあるっていうので、そこのところが親の一番の心配です。 

求めるところっていうのは、やっぱり「公的に」とはどうなのか、具体的に何か課題があれば解決し

なければとかあるけれども、この子がよりこの子にとって良い人生を送るための、それが身上監護にな

るのかもしれないけれども、そこのところを担保してもらえる存在なのかなあと心配します。 

 

第三者にゆだねられない気持ち 

安藤 

一番難しいところを期待するのですから、なかなか公的な第三者成年後見人にお願いすることが踏み

切れないところがあります。 

その子が日常生活の中のいろんな場面で、いろんな人の中で、社会的な生活をしているんです。それ

ぞれの小さな世界の中で、それぞれの人生観や生活感とか見方があって。その中で本当にこの子の悩み

に向き合う、向かい合ってくれるそういう存在である人が、権利を守る人であって、この子に対する権

利を公的に持ってほしいっていうことを強く望んでいます。本当に凄く難しいことを望んでいる。だか

ら、ちょっと踏み切れない。 

幾らかかるかっていうのも、もちろんあるんだけれども、さっき小田さんがハードルを下げてって言

ったんだけども、引っかかっているところはそこですよね。本当に凄く難しい。 

親としては、本当知識もない情報もわからない中で、少なくともこの子にとって一番良い方法は何か

を常に考えているわけですよね、向かい合って。そこの部分は親であるが故に、権利を侵しているかも

しれないけれど、許される点かなっていうのがあるので…。 

支援付き意思決定っていうのも難しいんですけれども、なるべくそこのところを公的に担保できるよ

うな方法をとにかく積み重ねていってもらいたい。寄り添うということ、大事な権利を持った一人だか

ら、いろんなところをつなぐ人、そういう後見人がいいなっていう希望ですけど。ハードル高すぎます

ね。 

高木（司）  

そのハードルの高さを、今度は図に描いてもらいたいですね。この辺とか、下げられてもこの辺まで

とかね。その辺を教えてくれると私たちも助かるなと思いました。確かに向かい合って寄り添うってい

うとそれは人格の問題が大きい。その人に付き合ってくれる…寄り添いができるか、それが専門職とし

てやっていけるかっていうのは大きなテーマだと思います。 
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本人の心を大切にすること 

増田  

音楽でね、楽譜が読めなくても、楽器が弾けなくても、音楽が心に響いているということがあります

ね。もしかしたら楽器が弾ける、音符が読めることが必要なのかもしれない。でも、やっぱり大事なの

は、音楽は心の中で自分のものになるという、楽しめるということだと思うのですね。そこを私たちは

きちっと、この子、この人、音楽ワクワクして聴いているのだなと、そこをやっぱり大事にされないと

ね。いい演奏家とかね、良い作曲なんてことは、ある意味で別の次元のこと。 

今日の話を伺ってそう思いました。でも、夢中で音楽の中に溶け込んでいる姿は、障害があろうとな

かろうと、共感できる世界じゃないのかなと思うので、そこが大事にされるような意思決定になれば嬉

しいなと思いました。 

高木（司） 

ありがとうございました。時間になりました。次回は、今日課題になっていた、ではどうやって意思

決定支援をやれるのかっていう一番興味があるところですし、どうやってやっているのっていう具体的

なところを話題にしながら詰めていきたいと思います。 
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第 2回 地域で生活する知的障害者・精神障害者に対する権利擁護のあり方検討委員会記録 

 

７月 22日（土） 10：00～12：00  

浜松駅前ビル会議室 

 

参加者 

小田史子 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

美和勇一郎 障害者支援施設浜松協働学舎根洗寮 サービス管理責任者 

高木紀子 コミュニケーション・サポートセンターふくふく 臨床心理士 

安藤幸枝 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

増田樹郎 愛知教育大学 名誉教授 

藤木るみ子 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

藤田直利 成年後見受任者 社会福祉士 

高木誠一 浜松成年後見センター 

 

横浜市後見的支援制度について 

高木（司）  

 先日横浜市の後見的支援について視察にいってまいりました。どういう活動を、どういう組織でやって

いるかはパンフレットをご覧になればおわかりだと思います。（説明略） 

 興味深かったのは、この後見的支援という組織が誕生する際の議論に「親亡き後」が大きなテーマであ

ったということでした。 

 親は何をやっているのかを分析しています。 

 

親が担っている支援 

ひとつは、日常生活の見守りに対する不安です。親によって全面的に支えられてきた本人の日常生活の

支援・見守りがなくなることの不安ということですね。事例の中に、親が一体何やっているのかっていう

ことが、親の行動が列記されています。親がいなくなるとここがなくなるっていうことで、ここをどうや

って埋めるかっていうような発想の表となっています。 

2つ目に、本人の自立した将来像が描けないことへの不安。プロジェクトでは、親や本人が将来に対し

てなんとなく漠然とした不安を抱えているにもかかわらず、具体的な困りごとではないためその不安を

相談する人がいないのではないか。そうなんです。今困っているわけじゃない、将来のことって、誰に相

談するかの先は、浜松でもそうですが、今困っていることは相談支援専門員に相談するけれども、将来こ

んな風に暮らしたいとかっていうことについての相談する相手がいないのが現状で、確かに大切なこと

だと気が付きました。相談員は具体的な相談の対応に忙しそうで、漠然とした不安は相談しにくいという

現状があります。 
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3つ目に、本人の権利擁護に対する不安。本人の財産管理や人権権利擁護に対する不安。ここは、やっ

ぱり公的な支援ということが必要になってくるのだろうと思います。本人を理解してくれる後見人が選

ばれるかどうか不安という声も聞かれる。前回の等検討会でも同様の意見が出ていました。プロジェクト

では、障害者の成年後見は財産管理よりも、本人が自分の望む人生を実現するために障害特性を含めた本

人の理解をしていることが重要で、それがなければなかなか本人の後見を委ね切れないという意見が出

されています。それまで福祉とのつながりが薄かった成年後見人の中には、本人の希望に沿う生活を支援

しようとしてもどこに相談すれば良いかわからず、孤軍奮闘していることがあるいう意見もありました。 

法人としての後見は安心した生活を送るためには必要とされているとしたうえで、後見制度で埋めら

れないところをもっと、日常生活の見守りを保障するという仕組みを作ること。2つ目に将来に対する漠

然とした不安を解消すること、これは相談によってね、できるのかどうかっていうのはありますけど丁寧

にやっていこう。3番目に権利擁護や成年後見の普及・利用を促進することっていうことにまとめられて

います。 

こういう仕組みが横浜市ではできているよってことなんです。なかなか凄いなあっていう風に思いま

した。成年後見につなぐための相談員がいるんですね。後見的支援では。日常的に見守りをしているけ

ど。成年後見はやっていないって言っていました。法的な支援とか財産管理はやらないけれども、成年後

見制度につなぐための橋渡しはやっていると聞きました。 

横浜だからできるのだなってこともありますが、国はこの制度をモデルにして、平成 30年から「自立

生活援助」という制度を始めるということになっています。 

自立援助事業所とか、自立生活援助員という職業が、来年の 4月から生まれます。今の感じでは、似た

ようなことをやっているのが、地域定着支援という相談支援です。これは主に精神障害の人が単身で暮ら

している場合に、何かあったときに 24時間で対応します。困った時は駆けつけていって救急車を呼んだ

り、ゴミ出しができていなかったら、そこをヘルパーさんに連絡をして処理をするっていうような仕事を

やっていますが、これを拡大したような形で始まるようだと思っています。国が出した計画の中では、入

所施設から出た人、精神科病院から退院した人、グループホームから出た人が対象になっています。家族

が同居であっても、家族が要介護状態だったり、家族が障害者だったりしたら、それは単身扱いにするよ

ってことで、かなりハードルが高いと感じます。 

そういう意味では、横浜市は希望する障害者の家族は誰でもこれが利用できるということで、国の、自

立生活援助の対象者の幅を広げろと関係団体は要望を出しているところです。 

まずは、後見的支援を素材にして、親なき後の漠然とした不安っていうところから話し合いたいと思いま

す。 

不安についてだけではなくて、こういう仕組みがあるといいなとかね、後見人にはこういうことをして

ほしいなとか、支援者はこういう風にして欲しいとかね、先ほど言ったような家庭を訪問する制度、横浜

はあるけど浜松はないですが…。 

小田  

私、日常生活支援事業の方の専門員の研修を受けていましたが、日常生活自立支援事業は障害のある方

で知的障害の方はほとんど使えていない現状でした。 

私たちが一番ほしいのが、やっぱり、親の代わりは誰もできないんだろうけれども、それに近い目線で

子どもを見てくれる人を、どう見つけて、どうつないでいくか、というところです。 
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ここがやっぱり何の確約もないわけなので、確かなところにお願いしたいという願いを持っています。

安心できる、確固としたものがほしいなっていう風に思います。 

後見制度を使うところまで、なかなか気持ちが固まらないっていうか、もちろん財産管理とか、その契

約こと項については後見制度が必要だと思うけれども、それ以外のもっと日常的なことを、誰にどういう

風に託し、それを、どう決めておけるのか、そこの確約した何かがほしいと思っています。 

私もたまたまテレビで、この横浜の後見的支援の詳しい解説があって、横浜のこの事業に取り組んでい

くっていう風に言っていたので、浜松はどうかなあなんて、ちょっと思っていたところだったんですけ

ど、やっぱり今利用できる対象者の幅がかなり、どなたでも使えるっていうか、家族の相談からでももち

ろんできるっていう所とか、困っている家族をまた見つける人も、必要だとは思うんです。制度としてち

ゃんとできていって、こういうの作りながら、まだ足りないところはどこかってやっぱり出していくかな

と思うので、仕組みとして、制度として、こういうのは取り入れていくのは必要だと思います。 

 

親に近い目線とは 

高木（司）  

相談支援専門員は自宅に定期的に訪問しているということになっている。どれくらいの頻度で行って

いるかってこともあり、モニタリングは電話で済ませちゃうってことが多いのかもしれないけれども、や

っぱり問題のある家庭は頻回に訪問するようになっています。 

前回からも話題になっている「親に近い目線」ってだろうか。どうしたら僕らはそうした視点を持てる

のか、あるいは僕らが果たして持てるんだろうかっていう疑問はあるんだけど、美和さんどうですか、  

美和  

僕はほんとに。僕らはなかなか親御さんにはなれないなと思いつつ、だからこそ、僕ら支援者からする

と、やっぱり早い時期から親御さんとそういう話がしたいなって思っているところです。サポートファイ

ルの話もそうです。入所施設では、 今本当に親御さんが見られないから、じゃあ明日から見てっていう

ケースが増えているので、そういう方の親御さんとは話ができずに、入って来る方が多いので、ほんとに

悩ましい所だなあと感じています。   

小田  

あの、ずうずうしいお願いで、親でない方に親の目線でとか、親みたいな気持ちになってってつい親の

わがままで言っています。 

 

安心できる支援者とは 

高木（司）  

美和さん言ったけれども、親御さんが見られなくなってきた時にね、やっぱり私たちは家族の代わりに

なろうとします。親になろうとかね、母親役になろうとか、父親役になろうとかって話は、職員たちがよ

くします。だから、もう少しどういう気持ちなのかなと。でも、親にはなれない。 

小田  

安心できる存在っていうのは、親にとってもですけど、本人にとっても、っていうことかなと思います。

なんか、美和さんもおっしゃっていたけれども、親御さんと関係を築くって、それはもちろんそうだけれ

ども、本当に、本人ともそういう関係を築いていって、寄り添って頂くってことかなっていう風に思いま
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す。 

 

支援者は客観的な存在ではなく 

高木（司）  

客観的立場ではないところで、ということでしょうか。 

高木（紀）  

情報はいらないとまでは言わないのですけども、情報って今、集めようと思えば集められて、その方の

情報。欲しいのは情報ではなくて、その方の人となりなんです。 

もっと言うと、親御さんがじゃあ、お子さんのこと全部わかっているかというと、そういうわけじゃな

くて、その方を知りたい、その方のことを一番知っているのがお母さんだったりするから、まずは親御さ

んの話ってなる。なので、長く付き合っていた支援者さんがいるのだったら、その支援者さんのその方と

のエピソードであったり、一緒に過ごしてきた情報と情報じゃない話も知りたいし…、情報じゃないのだ

っていうとこかなって思うんです。 

高木（司）  

客観的な事実を並べても、その人がわかるわけじゃないので。人となり、なり、生きてきた物語がわか

るような気持ちっていうことでしょうか。 

高木（紀）  

そうです。情報があったって、支援の、これ使ってあれ使って、っていうのは、それは思い描けるけれ

ども、それが本人の幸せに結びつくとはまったく限らないので、そんなの足りなくたって幸せだっていう

ことを考えた時に、どういう方なのかなっていうことを知っている、っていうのがすごく大きなことだと

思います。 

高木（司）  

そうすると、後の意思決定支援にもつながってくる問題ですので、その話はとっておいて。では藤木さ

んお願いします。 

 

信頼できる支援者とは 

藤木  

私は、計画相談が始まってから、福祉サービスの利用がしやすくなったように思います。今まで全部親

がやってきたことを、計画相談支援事業所の相談員さんが間に入ってくれることで、サービスを使って、

いろんなことができるようになりました。本当に、素直によかったなって思っています。周りの人も親が

していたことを相談員さんに希望を言って、こうしたらどうですか、あーしたらどうですかとアドバイス

してくれるので、助かっているといった人が増えました。子どもも、親以外の人に知ってもらうことを親

が元気なうちにやっておかなくてはいけないと思っています。それと、親がいる間は親が見ているわけで

すけれども、親が、突然亡くなるかもしれないわけですよね、そうした場合は、子どもにとっても、親に

とっても元気なうちから、支援をしてくださる方との信頼関係を結んでおくことが大事なのだと思いま

す。「親なき後」の多少の不安を解消するためには信頼関係が大事だと思います。 

高木（司）  

誰と誰の信頼関係でしょうか？ 
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藤木  

本人と支援者としての三者です。信頼関係があると、もう自分は亡くなってもここがあるなという安心

感が、日ごろの生活の安心感にも結びついてくると思います。 

高木（司）  

どういうことで信頼するのでしょうか？どういうことをもって信頼できる人かって言うか、藤木さん

が、この人なら信頼できるって言う根拠はなんでしょう？ 

藤木  

根拠は、やっぱり、子どものことを真剣に、こうしたら幸せになるんじゃないかなという目線で物事を

判断してくれる人と、 あとは、噓をつかない人です。ちょっとした嘘が、ちょっとこの人大丈夫かなあ

っていう不安が生まれてくるので、嘘をつかないことが大切です。 

例えば、外出支援でお願いしたと仮定して、本当はいろんな困ったことが起きているのに「すごく大丈

夫でしたよ」みたいな…。 

やっぱり利用してもらいたいっていう相手の方も思いがあると思うし、そういうところで、また使って

もらわなければいけないわけですよね。そうすると、すごくいい子でしたよとか、そういったことで、悪

かったことを伏せてしまわないこと、でしょうか。 

高木（司）  

問題が起きちゃったら自分の失敗ですね。隠したいっていうこともあるし、親御さんにつらい思いをさ

せたくないということもあると思います、何か起きないかといつも心配する親御さんに、こういうことや

りましたよーと、正直に言っちゃうと、またね、そのことで悩んでしまって、もう、じゃあショートステ

イとか出しませんとかっていう親御さんもおられるので。 

高木（司）  

でも隠すっていうことを支援者はやっちゃうと、どうやって解消すりゃいいか悩んでしまう。 

藤木  

私は、個人的に隠さないで、じゃあ、どうやったらその問題が解決できるかなって一緒に話し合ってく

ださる方がいてくれるとありがたい。 

高木（司）  

最初にそういうルールを作っとけばいいとけばいいのですね。親御さんと会ったときに何でもいいま

すよっていう、覚悟しといて、って。 

藤木  

言いっぱなしだと、すごく負担に思う親もいると思うんですよ。いやー、うちの子の悪口こんなに言わ

れたとかいう親もいると思うのですけども、やっぱり、子どもを成長させるためには、そういう悪い部分

も一緒になって解決していきましょうって言う姿勢を見せてくださる方、それが信頼です。 

 

長く寄り添ってくれる人 

安藤  

今日のこの資料を見せて頂いて、親は、「はい、では後見制度を使います」っていかないっていうとこ

ろがよくわかりました。横の表では、時系列で幼児から小学生とか、どういう風に親がやってきたかと

か、この分析が、もうなんか、すべてこの通りって思いながら、今日ちょっと見せて頂いたのです。 
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今の支援者への信頼のことですが、わたしも、今藤木さんが言った所も本当そのまんまで。要するに信

頼関係がすごくベースにあると思うのですよ。なので、どんなに立派な組織にお願いしたとしても、結局

直接かかわってくれる人との信頼関係と、そこをコントロールしてくれる、マネジメントしてくれる立場

の人との信頼関係とか、人として、結局そうなってしまいます。 

だから、もし上手くいかない時に、ちょっとこの方と上手くいかないので変えてくださいって気軽にでき

るような、仕組みとかそういうのがあればいいと思います。 

それと長いスパンで、美和さんさきほど言われたけど、早い時期から関わりたい、一緒に考えたい、見

守りたいっていうこと言われたけど、そういう体制があると、そこに安心して託せます。すると信頼関係

が出来てくるので、親側としては、そういうのがベストだなと思います。 

おもしろいなと思って聞いたのが、浜松市は計画相談が進んでいる方ですよね。でも、横浜市は進んで

ないって…。結局計画相談が進んでいるというのは形だけで、中身的にはどうなのでしょうか。 

これとこれはサービスで結びつけて、はいできましたよみたいな相談だったら、あんまりだなと思いま

す。計画がつくられてこれで安心という人も大勢いると思います。でも、計画がなくって別に、それが安

心を左右するわけではないとも思います。 

親は勝手なこと言うけど、支援する側に立つと、人材の確保…中身的なものも含めて人の確保とか、動

いてもらうだけの時間とか人件費とかそういうのって、本当に満足いくようにといったら、ほんと難しい

なと思っていて。そこのとこがどうかなって。相談支援事業所もね、問題っていうか、課題のある人に関

わってそれに向き合ってやってくれているなと思うけど、例えば週末とか、なんか起こるのが休みの時

で、連絡しても電話出てくれないとかっていう、地域定着を使えばいいのかもしれないけど、どういうも

のが使えます？  

高木（司）  

地域定着は、さっきも言ったけど、単身の障害者。単身で暮らす障害者、もしくは親御さんが介護とか

ね、障害があって単身に準じるっていう風な判断だったらできたらということでね。 

安藤  

そうですね、私に相談に来ている人は、単身で相談支援事業所が関わってくれているのだけど、週末は

繋がらないんですよ。で、何かあるのは週末のお休みの時で、力のない私のところにかかってくるので、

とりあえず駆けつけてみたりしています。 

高木（司）  

まどは休みの日も 24時間電話ずーっと当番で、携帯電話を持っています。 

24時間の安心っていうのは、地域生活支援拠点事業として国がメニューに書いてあります。24時間対

応できて相談にあたるし、何かあったら駆けつける拠点を作りましょうっていう風に言っていて近々浜

松でも始まると思います。 

 

システムではなく求めるのは人 

安藤  

そもそも制度を作ってもまた狭間ができて、そこを埋めるにはどうしたらいいのかな、ってずっと感じ

てきました。安心して、ここならっていう人、組織的なものでもきちんとしたものがあればいいと思う。 

高木（司）  
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制度じゃないんですね、人なんです。困ったときに支えてくれる人がほしいということでしょうか。 

藤田  

今、関わっている方で、65歳で知的障害と母親が 90歳で認知症を発症しています。90歳の親は「高齢

なので施設に入ってもいい」 65 歳の子どもは「自分は一人で生活していきたい」希望があります。成

年後見人として、60年も一緒にいて、離して生活していいのかと疑問を抱きます。ただ、65歳で作業所

に行っている人を母親と特別養護老人ホームに入所させることに疑問があります。いま通っている作業

所とか、障害相談事業所に意見を聞くのですが、小さな時から関わりを持っている人がいません。今通っ

ている作業所は 5.6 年前からです。相談支援事業所も関わりがありますが、担当者が変わったりするこ

とも多く、限られた情報しかありません。先程言ったように、長いスパンで見る方が、小さい頃からこう

いう生活をしていて「こうじゃないか」と言ってくれると、僕も安心しますが、現状では難しいです。成

年後見人として 4か月しか関わっていないので不安があります。 

90 歳で認知症の母親は暑い中、外に出歩きいつ倒れるかわかんない状況です。このような時に相談事

業所等が相談に乗ってくれるなど、システムを整えているとは思います。ただ、長いスパンで「こうだっ

たんだよ」とか「昔のからこんな風に考えていたよ」と適切なあドバイスを期待することはできない。 

システムを整えようとするばっかりに、本当に気持ちを代弁できない。成年後見人後見も代弁できるよ

うな長いスパンがあると、より信頼されると思います。 

高木（司）  

そうすると、後見人が全てできるっていうわけじゃないっていうところもありますね。だから、意思決

定支援者は代弁する存在ではあるんだけれども、支援者がそれだけの理解ができているかっていうと難

しい。 

藤田  

できないけれども、もうやらざるを得ないんです。引き延ばしはできない。 

高木（司）  

後見人は、決めなきゃいけないっていう権限だけが与えられているでは。 

藤田  

熱中症でお母さん倒れてそのまま逝っちゃったらどうしよう。本人は「大丈夫」と言っているけれども。

息子さんは、65 歳になったら介護保険にある。障害者福祉のサービスが使えなくなる所もある。その辺

のシステムの考え方は、難しいです。 

高木（司）  

仕組みはできてきただろうと国はよく言いますね。 

藤田  

仕組みはいっぱいあって、でも実際に選ぶことのできるメニューはあるのか。 

高木（司）  

じゃ中身はどうなのかっていうところですね。増田先生今までの話聞いていて、コメントというか感想

をお願いします。 

 

課題分析はできるが本人を理解していないこと 

増田  
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このところ意思決定支援に関心をもっていろいろな関係団体の意見を聴いているのですが、ふと気づ

いたのは、例えばアセスメントを必ずやらざるを得ない、つまり課題分析ですね。この人はどんな課題を

抱えてるのだ、と捉えます。ただ、今の議論を聴いていると、やっぱり障害や高齢の方々を課題分析でと

らえると、本人の生き方や思いにはなかなか届かないのです。課題分析のところは錯覚なんです。アセス

メントについてケアマネさんたちと議論すると、課題分析はできるのだけど、その人がどんな生活の価値

観や目標を持っているのか、そこが書けないのです。つまり、目の前の本人よりも、課題分析を通して見

えてくる姿にどうしても関心が向かうんです。問題を理解することと、本人を理解することの違いの気づ

いてほしいなっていうのが、大事なことなんです。 

 

チーム支援の必要性 

私たちは、専門職というと一対一対応のイメージを持つのですけれども、ただひとりの専門職が当事者

を理解するというのは、どうしたって普段見ているわけではないですから、偏りっていうのは避けられな

いのです。とすると、どこかで複数後見、チーム後見みたいなものを想定しておかないといけないのでし

ょう。スタートラインからそこを確認しておきたい。 

 

意思決定は一人称であること 

意思決定というのは、やっぱり一人称ですよね。傍らにいらっしゃる親御さんは二人称でカバーできる

けれど、制度は三人称。一人称と三人称は本質的に逆立ちした関係なんです。制度に乗せることが優先さ

れると、どこかで当事者の生き方とズレが生じるっていうことが当然起こるのです。何を求めているの

か、どう対応できるのか、丁寧に仕分けしていかないと、三人称の議論ばかりやっていくと、当事者や家

族の立場とは必ずズレが生じるなと、強く思いました。 

確かに一方で制度の議論は大事なんです。どこまできちんとした制度を作っていくのかという意味で

はね。けれど、先ほどの計画相談の話は興味深く伺いましたけれども、計画相談を作ったからといって、

その人の人生や生活をカバーしているとは誰も思ってないのに、何となく計画相談をしてもらうことを

受け入れています。ただ、これを契機に、初めて私たちは本人の思っている、あるいは家族の思っている

テーマを、まがりなりにも考える機会を与えられているとは思います。これは、計画相談という制度がで

きる前よりは、格段に私たちは少し前に進むことができたと思うんですね。だからといって、当事者から

すれば、計画相談をしていくうえで、そこにさまざまなミスマッチが起きていても、なかなか声を挙げて

それを伝えることは難しいことですね。 

 

心のかたち 

高木（紀）さんがおっしゃったように、当事者の声は単なる情報やデータではないんですね。

informationのラテン語の語源は「心のかたち」という意味があるのです。単なるデータとかそれからい

わゆる客観的なものではなくて、どういう心の形を読み取っていくのかっていうのは、たぶん現場の相談

支援の方々には重要なテーマなんだろうと思いながら、でもついつい、情報として、客観的なデータとし

て取り込んでいこうというような制度的な発想になるんだろうなと。そこにどう血を通わせるのか。本人

の意思決定にとっては大事なテーマですよね。血を通わせてくださいよって本当は思っているわけです。

現場もそうしたいと思っているのだけれども、そこが上手くできないなっていう課題があるんですね。細
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かいようですけど、いま皆さんのご発言を通して痛感しました。ありがとうございました。 

エピソードが欲しい 

高木（司） 

今増田先生からお話を頂きまして、すごく大切な話をしているな、っていう気持ちがするんです。高木

（紀）さん、どうですか。 

高木（紀） 

ちょっと枝葉の部分ですけど。最近思うのは、情報っていうか話を聞くときにエピソードがほしいなあ

って思います。エピソードが欲しいのですよ。「うちの子放浪癖です」っていう概念化されたことを、子

どものデータとしてもらうと「あ、放浪癖あるんだ。じゃあ、ちょっと外出てこと故でもあっちゃいけな

いから気を付けよう。鍵しなきゃいけないね」じゃなくて、ふらっと夕方出ていて 7時間位夜中まで帰っ

て来なくて、捕まった時には、全然怖がってなくて電気屋さんの灯りに電気大好きだから吸いつけられ

て、そこで確保されたみたいな…。そっちの方が大事だと思います。そういう楽しみ方するのだから、閉

じ込めておけ…じゃなくて付き合おうかになるかもしれないし、となります。 

具体的な手立てとしては、概念化されたことば、あの、他害とか、自傷とか、パニックみたいな。そう

いうのを持っていても何の役にも立たない。パニック、例えば「暴れてもの壊して、壊すときはいつも必

ずテレビです」みたいなそういう情報の方がほしいというか、エピソードがほしいなっていうことを思っ

ていて。全体をザクッと見るのではなくて、断片で、それは親御さんが知っている断片だったり、支援者

が知っている断片だったりとか、そういう断片断片を集めていって、最終的にある程度代弁させて頂く立

場の者が、集まった断片でなんとなく「あ、この人ってこんな感じ」っていう、イメージをどれだけ持て

るかっていうところがないと、同じ、例えば「働きたい」みたいな意志を出した時に、その背景が見えな

いとその表面的な出した意思に、どう自分たちが対応するかは全く違うので、できるだけ概念化しない生

のものがほしいかなって思います。 

増田  

家族もエピソードの中で笑ったり、泣いたりしているわけですよ。そうやって、日々家族と一緒にいた

んでしょう。そこに専門家が入ると、まさに今おっしゃるように「問題行動」として分けちゃうところが

ある。 

高木（紀）  

そう、問題行動。 

増田  

概念語で対応してしまう。 

 

「問題行動」の議論について 

高木（司）  

一昨日会議があって、要するに強度行動障害の加算の条件ってことで、支援計画を作って、支援計画シ

ートを作って、それに記録を取れっていう。それが義務付けられているのですよ。そしたら施設とした

ら、1人 10万くらいね、加算がつくからとてもありがたいんですけどね。。 

記録を取る時に、じゃあまず何が問題行動なのかって定義しなきゃいけない。それがね、職員の話がゆ

るくて、すごく面白かった。「あんなのいいじゃん」って、「あれが問題行動ですか」って言う人がいるし、
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「いやー、あれは社会的にやっぱり許されないでしょ」って、「いや社会にそんなに生きてないじゃん、

配慮された空間の中で生きているから何も問題じゃないじゃん」て。すごい話なんですよ。 

そうなるとね、何が問題で、誰にとっての問題かっていう話になっていって、問題行動ってよくわから

ないねっていう話になってしまったのです。で、どうやって記録を取ろうかって、すごく困っていて、あ

る職員は「全く問題ありませんてね、こんなん書けません」「白紙でいいですね」て言う職員もいるし、

いやいや、「あれは問題です」ていっぱい書いている職員もいるし…。 

そこをちょっとぶつけ合ってね、そっちの方が面白いなって、記録取るよりもね。なぜ問題と思ったの

か、誰の問題だって突き詰めていくと、本人の問題じゃなくて、職員の問題だったりするわけです。トロ

くさいことやっているものだから、本人が困ってしまって色々起きているとね、それ本人の問題行動と言

うより「それあんたの問題行動でしょ」っていうと、職員の問題行動だと記録に書いてあったりね。とて

も面白いと思いました。 

高木（紀）  

さっきの藤木さんの話でいうと、こっちの問題で問題が起きていると報告しにくい、できない、私が悪

いのにこんなこと言えないっていうことが起きたり、子どもが悪いなんて思ってないから、そもそも問題

と思ってないとか、すごく面白いことやったくらいにしか思ってないとか…。 

藤木  

議論を深めてね、本当にその本質みたいなものを共有して、認識して取り組むところと、単に問題行動

をダーって羅列して「これだけ大変な人なんです」、だから加算当然っていう…。人件費がかかりますと

か、人手がかかりますって、制度が…そこがね。 

 

制度が見ている視点 

高木（司）  

支援区分は「こんなに大変です」と言わないと事業所の方は経営が成り立たないし、職員削るわけには

いかないから「お母さん調査頑張って」て話になるじゃないですか。あれはすごく酷い質問がいっぱいあ

ります。 

高木（紀）  

上手に支援していると区分が下がる。それって、ただお母さんが頑張っているからじゃないか、って感

じになるので問題ですね。 

安藤 

 あれは、本当に。なんか矛盾を感じますね、制度というか 

高木（紀）  

頑張っているほど、なんか損する的な。 

高木（司）  

考え方としては、配慮された環境とか理解ある人の中だったらできるけども、それをとっちゃったらで

きないんだよねっていうことです。それは、「できる」というのは僕らの仕事なわけだよね。だから、そ

れはそれで。これ取っちゃったら全然だめだよっていうことでもあります。 

安藤 

 そういう何かあった時に、一緒に考えてくれるとそこで親と信頼関係ができるんです。支援者と。そこ
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で問題のほぼ七、八割方が解決します。お互いに信頼し合うことと「情報交換しましょう」という絆がで

き、あとほんのちょっとのところでという気持ちになれます。 

高木（司）  

問題行動って何でしょうか。人間関係の中で起きてくることで、だいたいが。僕らの悩みも人間関係の

中で起きることです。それって自分 1 人じゃなくてお互い様なんでね。周りとのやり取りの中で起きた

てるだから、どっちが悪いわけではなくて…。 

 

親には見せない本人の顔もある 

小田 

100%をね、職員さんに支援を求めるのも違っているし、ていうか、でも、求めているよりも、信頼でき

ればそれは求めなくなる。多分一緒に考えてくれれば。だって目的は、子どものため、本人がいい状態に

なることだから。親と違う人と行った時に違うことが起きて当然だと思うのですね。 

親の前ではしないけど、その人の前ではやってみても大丈夫かな、そういった心の動きが本人にもある

と思うので、いろんなことを起こしてくれるんじゃないかなと思うんですよ。それを、こうでしたよって

言ってくれたら、あ、親とはしないけど、この人の時はこういう行動を見せてくれるんだって、親も知る

ことができるし、親の経験でこういう時はこうすればこの子はこうなりますよってこともアドバイスも

できるし。だから、そういう話し合える関係ができるっていうことが一番大事かなと思います。     

高木（司）  

そうなんですよね。人間って夜の顔と昼の顔は全然違うし、人によっては全然違うから、そういうのを

こう、全部集めてみるとその人の形みたいのが本当に見えてくるのね、そこはわかりあって情報は交換し

合っていくっていうことが必要なのかもしれないけれど、親の前でしないことを、こっちがベラベラ喋っ

てもいいのかなとも思うのですが。 

小田   

親も馬鹿じゃないのでね、事実関係はそうだろうなって理解できると思います。 

高木（司）  

本人は、大人の人格持った人で、親に隠れて色んなことやるわけです。僕らだって同じ。それを全部話

しちゃっていいのかなあとかね、そういうことを感じるのですが。 

高木（紀）  

それは言わないですけどね、ちょっとエッチなビデオ見てたよ、みたいなことはしないけど。お母さん

には。 

小田   

でも、思ってくれているのは伝わりますよ。こういう、中間の頭の柔らかいクッション的なのはすごく

大事だっていうことになります。 

高木（司）  

利害関係がなく、それで相談ができる人って大事なんでしょうね。 

 

支援者の価値観、人生観が反映される 

高木（紀）  
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それを、その話を、また次に繋げてほしいなって思います。スタートしたばかりでわかんないけど、例

えばワーカーさんが変わったよーだとか、いろいろこれから先起こってくると思うのですけど、そこが次

の課題なんだろうなと思うんです。そのいろんな相談の方、私は親じゃないけどお母さん方から聞いてい

て、あのワーカーさんが、このワーカーさんがみたいな話が出たときに、あの人信頼できるねっていう何

人かの名前と、そうじゃない名前って割とすっきり分かれているんです。 

個人的に思っているのは、さっきの話じゃないけれど、自分を蚊帳の外に置いて、仕事している人は信

頼されてないんですよね。やっぱり一緒になって、中に入って、自分の態度だったり自分の価値観だった

り人生観が反映されちゃうのだっていう自覚と、あと、自覚してそれを切り離すんじゃなくて覚悟してや

っているワーカーさんにはついていっているお母さん方がね、この辺をよく見ているなあっていう風 

に思っています。 

 

本人の意思は支援計画で反映されるのか 

高木（司）  

増田先生がおっしゃっていた本人の価値観とか願いとか、遠い将来の暮らしの夢を聴いて、あるいは想

像して支援計画を書くのだけど、実際のところとは全然程遠いところを書いていることも多いのではな

いかと思います。美和さん、サービス管理責任者で個別支援計画を見ていてどうですか。 

美和  

僕らはなかなか親御さんにはなれないなと思いつつ僕ら支援者からすると、やっぱり早い時期から、親

御さんとそういう話がしたいなっていうところです。入所施設は、 今、本当に親御さんが見られないか

ら、じゃあ明日から見てっていうケースが増えているので、親御さんとそういう話ができずに入って来る

方が多いので、ほんとに悩ましいところだなあと感じています。    

高木（司）  

支援計画に中身はね「させる」っていうことが多すぎる。「させる」という書き方はさすがに使わない

ですよ。だけど、本人を主語に「する」とは書いてある。巧みに変わっています。 

これ命令だよねという書き方が随分あるなって感じます。誰のための計画かって、支援者のための計画

なのでしょうけど…。本人の願いとか夢に近付くための水路みたいのを作っとかないと、いつも「今」で

終わってしまう。毎年毎年、「今」しかやってない。 

高木（紀）  

「今」っておっしゃるけど、今やりたいと思った時と、明日思うことって、全く逆だったりするわけで。

そうすると、その方が言った一言が言質を取ったくらいな感じで、逆に「あの時あなたやりたいって言っ

たよね」みたいな。約束したよねって書いてあるでしょって。変わってくものだって思わないといけない

と思います。 

 

一緒に迷走すること 

高木（司）  

でも「約束はやめましょう」「もうそんな枠はやめましょう」てやると、お互いガタガタガタってなっ

ちゃって大変になったり…。あるグループホームの利用者さんの部屋行ったら、約束だらけで、何時に寝

ましょうとか、職員を起こさないようにしましょうとか、問題が起きるたびに全部約束でね、誓約書と



95 

 

る、でハンコ押して、でベタベタ壁に貼って…。最初のうちは効いていたのだけども、本人がこんなもの

破けばいいって…。するとまた約束が増えてしまって…。こんなやりとりがあって、結局全部取っちゃっ

て「じゃあチャラするか」ということをやっていたりしています。 

迷走しながらやっているんですけれども、支援計画はやりながら、お互いに探りながらできていくのか

なあと思いました。残りは意思決定支援ということで、今もう話が入っていますけども、もう一度、増田

先生から前回のことを振り返りながら、何を論点にすべきか、という提案を頂ければありがたいです。 

 

専門職がどれだけ本気で向き合うか 

増田  

いくつか資料を読んでいて、しみじみと思いましたのは、やっぱり力が入っているのは制度づくりなん

だと思います。確かに制度っていうのは、今の横浜の話もそうですけれども、事柄が進捗した、横浜って

凄いんだね、これがまた浜松にもあったらいいねと期待を持たせます。でも本人や家族が悩むのは、制度

を担っている目の前の専門職が、本人が制度を理解できなくても、その専門職がどれだけ本気で向き合っ

てくれるかというところをもっとも悩むと思うんです。そうすると、その悩みを大事と思うか、苦情だと

が思うか、これは比喩として言っているだけなんですけど、その辺が不信感あるいは信頼感に関わってく

る。専門職が制度のことばで説明すると、多分わからないですよね。でも、当事者の立場に立って聞こう

としてくれれば、それを制度や仕組みに繋いでくれたり、使えるんだということになるんだと思うんで

す。 

 

記録や情報になると本人の思いは遠ざかる 

介護保険関連で随分仕事をしてきましたが、たとえば支援計画２表で、最初は「できないこと」を書く

というスタイルが、たしか 2006年あたりから「なになにしたい」とか「こうありたい」という風に書き

直せってなった時に、かなりたくさんの戸惑いや混乱が起きたんです。つまり、アセスメントが、「でき

ない」であれば客観的にできないと書けたのに、「ありたい」ということになれば軸足を本人に移さなけ

ればいけない。本人・家族から聴かなければ「意思」なんて出てくるわけがない。ICFが入ってきたのが、

きっかけですよね。ところが、今またそれもどんどんマニュアル化されてくると、何がしたいのかと聴か

なくても、２表を埋めることができるようになる。いまケアマネさんの研修に行くと、これはこう書けば

いいんだという風にインプットされ始めている。本人や家族のことばではないんですね。聴かなくてもパ

ターン化された表現として定着し始めている。 

ところがですね、意思決定支援というテーマが私たちに課せられてきたら、非日常のことばで書かれち

ゃうとズレますよね。だから、意思決定支援というのは、どのレベルの意思決定を私たちは求めているの

か。本人や家族が、実は日常のことば、自己表出のことばで語っているにもかかわらず、どっかで非日常

的なことばに変えて、記録になったり、情報になると、たぶんズレが起こるんだろうな。それがどうも論

文・資料を読んでいると、あまり気にならないで議論されている傾向があるんです。制度化のエネルギ

ー、制度化の勢いの方が強くて、誰のための、何のための、そしてどこへ着地していくための意思決定支

援なのかっていうのが、もっと大事にされなきゃいけないかなと思うようになりました。だから、代理行

為でも構わないんですけれども、本人・家族の利益のためにね、何が利益で何が不利益なのか、何が代理

できて何が代理できないのか、さきほど申し上げたような視点から検証しておかないといけない。利益・
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利益だとか、代理ってことは、ケースバイケースですけれど、制度の方にくくり取られていきますよ。そ

のような印象を、色々と資料を読んでいてシンプルに思いました。 

ですから、やっぱりここは、長野県西駒郷の取り組みがそうであったように、本人や家族の意見をしっ

かりと踏まえたところであり方を問わないと、制度ができるとそれに載せることに一生懸命になります

ね。ついつい斜めから物事を考えるのが癖なもんですから、その辺の懸念を持ちながら、だからこそ制度

を作っていく、仕組みを作っていくときに、そういうものをしっかりと課題整理をして、そのところもし

っかりと共通理解を持っている必要があるんだなと思いますけれどね。 

 

三人称の関係では意思決定支援は難しいのでは 

高木（司）  

ありがとうございました。小田さんが最初に言われた親の目線は、増田先生が言われた二人称です。一

人称は私で、あなたと私、あと親子、恋人同士、夫婦は二人称の関係ですよね。私たちは職業を持ってい

て、職業として関わっている三人称って言う関わり方です。友人のようになる人も多いけれども、多くは

専門職として、支援者として、利用者と関わる場合は不特定多数の人と関わっていますよ。 

そうすると、ともすると「彼ら」という呼び方になるんですよ。「あの人たち」あるいは「クライエン

ト」ということばで括っちゃう。人格的に関わらない、突き放したような関係になりがちなです。 

そういう専門職が支援計画を書いていくと、どうしても増田先生が言われたように、実態とは離れた日

常的なものがなんか抽象化されたようなことばとして表現される。そして、それをもとにして支援をやっ

ていると、結局は何もできないじゃないかという実感があります。 

むしろ一人称や二人称という世界の中で語られることを大事にできると、僕らもいいのかなと思いま

す。ただ意思決定支援のマニュアルができ、国の方がこういう風にやりなさいと。何もなかったよりは進

んだよねって意見もあるんだけども、このマニュアルの通りにやっていれば意思決定ができるのかって

いうとやっぱりできないですね、「これをやっていたら、意思決定支援はやっている」と言い切っちゃう

のはとても危ないと思うし、計画相談と同じような話になってくると思うんです。 

 

意思決定支援は親がしてきた代理決定を剥がしていく 

増田  

あのもう一点だけ。さっき高木（紀）さんが言っておられたように、本人と家族は違うんですよ。ただ、

日本の障害者のこれまでの支援の核というのは、ご家族が大半を担ってきた経緯がありますので、この意

思決定支援制度が進んでいる間に、たぶん本人と家族の関係を剥がすようになる。そこは痛みを伴ってく

ると思うんです。本当にこの意思決定支援が進めば、今まで家族が寄り添ってきたものをどっかで剥がし

て、本人の意思決定をどこで確立しようかっていう議論になってくると思うんだけど、その作業はもう一

回していおかなきゃいけないかなあと思う。でも、それは、これからの障害者支援のあり方が大きく変わ

るためには、やらざるを得ないと思うんですね。 

そして、当事者の声が出始めて本当の意味の意思決定になるわけです。 

 

「親なき後」の問題 

高木（司）  
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剥がれる痛みとは実は社会や支援する側にも言えることです。「親亡き後」ていうことばは、親が自己

責任で、家族として育てて守って、全部責任を負ってよっていうことの裏返しだと感じます。この親の支

援が消えていくケースが増えているのです。 

だから社会が支援する、親御さんが側面的になると、意思決定支援はずいぶん変わるんでしょうね。だ

から、どういう風にこれを親は見ているのかなって聞きたいんですけど。小田さん、いかがでしょう。い

や制度や社会がいくら変わっても、これは変わらないよってことで。 

小田  

言われてみてあーそうなんだって。意思決定支援って。 

本人が表現できないということがあって、親でも難しいなと思っているんですけれども、家族の中で

も、やっぱり兄弟とか、全然見方が違っています。「え！！」って言われて「違うよとか、こうだよ」て、

「それはお母さんがお母さんの考えで決めているだけで違うとか」て、言われたりするようになってきた

ので、意思決定支援に私が「え！！」って思ったりしています。できるのなら、本当に、託せるような、

ちゃんと仕組みとか確固としたものがなければ、いつまでも親はつい言っちゃうと思います。  

まあ、それが親心なので「その親心を汲んだ上で」っていうところで、どこか、親としての折り合いを

つけて。あの、普通の子どもたちについては、かなりいろんな場面で、ああ！こんなことやらかして、と

かいろいろ挫折したりして、少しずつ子離れできるんですけど、やっぱり障害の子は、なかなか子離れで

きずに親もずっときていて、30 歳、40 歳…。きっと 50 歳、60 歳のお子さんがいても、もしかしたら親

御さんもやっぱり、ずっと言っちゃうかも知れないですね。 

高木（司）  

でも、こういうのがあったらちょっとは親は離れられるみたいなものが伝えられるとありがたいです。

僕らもね、これをやろうかって、こんなあイデアが出てくるなと。では高木（紀）さんから意思決定支援

についてお話しいただきます。 

 

意思決定支援には柔軟さが必要 

高木（紀）  

今心理士の仕事がメインになっているのですけれども。自我と自己と違うっていうのが、私たちの中で

はあります。意識できる部分は自我の部分です。意思決定の意志って、こうしたい、ああしたいっていう

自分でも意識できる部分のレベルだと思うんです。 

でも、自分でもよくわかんない、ことばにもできない、うまく伝えられない、何となくモヤモヤすると

か、何となく気持ちいいとかっていう、真ん中の部分、それは自己の部分で、ことばにできない部分は結

構多くあります。 

あくまでも「意思」て、意識できる部分だけってなったときに、意思の前に自己があるから、意思とし

て立ち上がる前のものがあるんだよ、ということをわかった上で、出てきた意思をどう捉えるかっていう

問題を考えます。 

意思として出るのは、私たちだったら、ま、要はことばにしなくでも、頭の中で言語化できている状態。

で、障害のある方って、そこは余計に苦手。だから、なんとなく、なんとなく感じる。ですから知的障害

の人の自己の部分をどれだけ考えることが、私たちにできるのかなっていうところが、大事なのかなって

思っています。 
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最近思うのは、元々重度方、自閉症の方がメインで仕事をしていて、最近軽度の方に関わるようになっ

ています。自閉症の方って、私たちがある程度慣れてくると、すごくある意味分かりやすいというか、意

思が。違ったら絶対許してくれないので、無理して我慢して付き合おうとはしないので「あ、違ったんで

すね、ごめんなさい」て気付けるので、その自己の部分に。わりとシンプルに意思を伝えてくださるので

わかりやすいんですけれども、そうじゃないことばのある方の方が余程、難しいと感じています。 こと

ばがあっても、本当の意思とは限らなくて、何度も聞くと答えが変わってくることが多くあります。そう

いう中で思うことは、本人がやっぱりこちらが私たちの思いを汲んで、支援者が望む答えを探したことば

を意思として出してしまうのです。顔色を伺ったりとか、こっちの反応を見て、この人はこれを言ったら

一番喜ぶんじゃないかっていうことばを最終的に意思として出す。だから凄く危ない、怖いって思うので

す。立派なことばを使うときは、私はできるだけ聞き流すっていうか、聞かないようにしているんです。

よくわかっていないけど、きれいなことばを使う、立派なことばを使う、すごく素敵な意思を出すってい

うのは、これはもうどっかで借りてきた、人生経験の中で覚えてきた、これを使うとうまくいくらしいと

いうことばを使って、自分の意思ではないっていう風に疑ってかかったりしている、とても難しい。 

 「働きたい」ていうと、働くということにとても思い入れがあっておっしゃっているのか、お金も、そ

れを言うとかっこいいとか、それを言うことがすごく大人として尊重されて、自分が大事にされるとか、

周りから喜ばれるとか。 

それで、辿っていくとそれは自分を大事にしてほしいって思いだったり、安心できる場所が欲しいだっ

たり、好きなことやりたい、まぁ好きなことやるためにお金が必要だから働きたいって言っているだけと

か、ずっと辿っていくと「働きたい」という意思が本当に彼の意思なのかわからないとか…。 

あと逆もあって、私が関わった方で、仕事なんて、別に生活に困らなければ今は楽しければいいですっ

て、ずーっと言っていたんだけど、ひょんなことでちょっと別の機会で聞いたら「ちゃんと働きたい」と

言っていて、今思えばあの時は遠慮していたのかなあとか、そんなこと言い出して、また大変なことにな

ってしまうかも、迷惑かけないかなとか、主体的にどう動くのかがイメージがもてないからうまく言えな

い、もしかすると、何十年も働いていた仕事を辞めた直後なので、傷付きがあったのじゃないかなと思っ

てしまいました。でも、働くようになった今、振り返ると、その人にとって働くことが、彼女のとても大

事なあイデンティティの一つだったのだなって、やっと気付きました。 

本当に出てくる意思なんて、本当の気持ちと違うぞっていう風に思ってかからなきゃいけないなって

いうのがあるんです。それでも意思決定支援しなきゃいけないってなった時に、大切なのは「柔軟性か

な」なんて思っていて「意思はこれかな」と取り敢えず決めて動くくらいの、試しにやってみる程度の柔

軟性、日によって変わるし、場面によって変わるし。きっちりかっちり、意思はこれですって決めてやる

ものではなってなった時に、制度化した時に、制度はバチッてきますから、「意思を一回出したらこうな

ります」というのが、できればできるほど怖いなって思います。どれだけ柔軟性を保ったまま制度を使え

るかなっていうのが不安です。 

もう一つは、最初はその意思だったかもしれないけど、とか、これがたぶんその方の意思かもって動い

た後の、振り返りがどこまでできるのかなっていうのが、結構勝負なのかなと思います。絶対これってい

うのはないと思うので、振り返りをどういう風な形でしていって、修正かけたりしていくというところの

イメージが今の時点ではあまりないと思います。それがすごく不安です。というのは、ＮＯの意思が、じ

ゃあ出せるのって、動き出したときに、あなたの意思これですねって、いいですねっていって、周りの支
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援がバーって動き出した時に、今はもう違うとか、それは自分が思っているのとは違うっていう意思とし

て立ち上がるだけの環境ができているのかとか…。ご本人さんにその力がなかったとしたら、そのＮＯの

意思をＮＯの意思として捉えるだけの支援者の力があるのかとか、その振り返りのシステムっていうの

も、もしかしたらちゃんとしてかないと、イケイケゴーゴーになると非常に危ないなという風に思ってい

ます。そこの制度が必要かなって。 

 

何をもって意思決定というのか、意思決定支援というのか 

増田  

今、おっしゃったような議論は、どの論文にもどの資料を読んでもないんですね。つまり、もうどこか

で意思決定支援の定義は後付けなんです。制度上はもうこうやって作ってしまったので、環境はあるんで

す。でも、今、おっしゃったようなことはね、みんなクエスチョンです。 

何を意思決定って言っているのか、意思決定支援って言っているのか、まだ定説がないんです。だから、

とても大事な議論だと思うんだけど、もうその議論は前提に置いて、どんどんどんどん走り出している感

じがします。 

いまお話を聞くと、そこの疑問に答えていくことが大事だよなって思うんですけど、意思決定支援制度

については、そんな議論はちっともされませんね。 

とてもお話はよく伝わってきました。日本は、これまで自己決定とか意思決定という議論をまともにや

ってこなかったじゃないですか。 

 

そのことばは本当なのかと疑うことも必要 

高木（司）  

今言われている意思決定支援そのものを問うことから始めることが大事だと思います。 

実際に本人が意思決定したということさえ疑わしい。みんな「仕事は」って聞くと「頑張ります」て、

「働くこと好き？」ていったら「好き」てみんな言うのですよね。働きたいとかね、作業したいとか、計

画にくるわけだよね。それに基づいて支援やっていると、さっきの話じゃないけど、そうじゃない気持ち

っていうのも、実は本人持ってるわけで、その場合どんどんどんどんズレが生じます。 

今も就労支援を職員さんが一生懸命やってくれているんだけれども、就労したいって言う人を支援し

てるんですよね。彼は働きたいっていう気持ちを強く持っているのは事実だと思うのだけれども、あまり

元気に働いている様子でもない。彼の働くということがトラウマにもなっている。実は長い間すごくいじ

めに遭っていて転々としていて、本当に悲惨な働き方をしてきたんですよね。これはやっぱり働くとなる

とそのトラウマが戻ってきて、悶々としちゃうわけです。本人は職場以外のところはものすごく溌剌とし

ている、いろんなことができるんだけれども、いざ働くとなると、足がすくんじゃって。私たちはこの支

援で良いのかなあ、と毎日のように繰り返し議論するわけです。 

支援の計画をして進めていって、結局は本人だけの責任、本人が結果を負うわけですね。本人が利益が

不利益になるか、いくら良い支援だと思ってやってもその結果は本人が負ってしまいます。 

だから意思決定支援は、支援して決定するんだったら、その結果も支援者が引き受ける覚悟っていうの

はやっぱりしなきゃいけないし、最後まで責任を持つって言う姿勢、それが条件じゃないかなと思うんで

す。決めて、あんたがそう言ったから、だめだよ、あんただめじゃん、って突き放してしまったら、これ
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ではいけないわけです。でも、ともすると、そういう紙ができちゃうと、その通りみんな動いて失敗しま

したねって、計画が悪かったんじゃなくて「本人が頑張んなかったね」と処理することも多いのかなあっ

てことを思いました。 

きれいなことばっていうのもそうだね。学習していることばを、さっきもそうだけど「仕事は？」てい

うと「楽しいです」て、インプットされているんです、そのやりとりしかない中でのことばですからね、

それが本当かっていうとやっぱり疑わなきゃいけないですね。ありがとうございました。 

美和  

まさにそうだなという風に思いました。やっぱりさっきもありましたけど、意思決定っていってもね、

じゃあ、その次の日に意思は変わるかもしれないし、というところでは日々確認というか、なんというの

かな、支援者としても本当にそれに決めないで確認していくような、そういう柔軟性がすごく大事だなと

思いましたし、そうですね結果まで責任を持つこと、やっぱりそういう支援者としてもそこも一緒に本人

さんに任せるんじゃなくて、福祉制度もそうですけども、何か本当に選んだら後責任をとっているところ

がありますけれども、そこのフォローまでもしっかりと支援者として、それこそ支援者だなあと思いまし

た。 

うちの施設でも、ことばのない人もいますが、ことばのもちろんある方もいますけども、ことばがない

方に関してはですね、割ときっちりと本人の奥まで汲み取ろうっていう風に思うんですけど、いざことば

のある方って、割と表面的に「仕事行きたくない」「あっそう、じゃ休めば」とかねそんな感じで捉えち

ゃったりする支援をするところもあるんですけどね。やっぱり、そうじゃなくってどうして休みたいとか

ね、本当に今の話じゃないですけど、働きたいといってもね、じゃあどういう風に働きたいのかどうか

ね、中にはうちの施設なんかも長年施設暮らししてきた人なんかもいでですね、こういうことを言うと職

員が喜ぶってよく知っているんです。割と、僕らもそういう中で「あ、いいことあった」「あそうか、頑

張っているか」「楽しいか」…じゃいいやって思ってしまっているところがあるなあと思ってしまってい

ます。 

 

一人の判断ではなく 

美和 

そういったところを、そうじゃなくって、そのためには個人ひとりでは、今日の話聞いていてですね、

やっぱり皆さんからも出ていましたけど、個人の担当っていうのはどうなのかと思います。僕らも、担当

だけじゃなくていろんな人がいるわけですね、近くで見ている担当者もそうですし、やっぱり離れて見て

る管理者もそうだし、或いは計画相談もね、入ってくる中で相談支援専門員もそうだし、後見人さんがつ

いている方は後見人さん、いろんな人でですね、そういったところの話を、日頃から話し合っていくとか

ね、何か有事があっても機能していくっていうことが大事かなあというところを思いました。以上です。 

 

試行錯誤の中から 

高木（司）  

安藤さん。こんな風に意志を確認してくれるとありがたいなあとかね、こうすればわかるんだよとか、

っていうことがあったら。こうやって本人をわかってほしい、事業所の職員であってもいいし、計画相談

の職員でもいいのだけども、支援者が関わるときに本人の意思をこうやってわかってほしいっていう気
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持ちをお話しください。 

安藤  

親の経験値からいろいろものを言っているだけで本人の深いところを親が見えているかっていうと、

必ずしもそうではないと思います。そういう意味で別の方に聞いてこんな面もあるよとか、親が知らない

本人の楽しみっていうか、本人に関することを信頼できる人と相談しながら、こうだよねえっていうこと

をね、お互い探っていくということだと思います。 

昔グループホームができたばかりのころに聞いた話で、入所するについて親が生活のあらゆる場面を

「うちの子はこうでこうで」って、「こういうことは守ってもらって」とか細かい支援方法を職員さんに

お願いしたけど、職員側は親の言ったことと別の方法を実践したら親の想定とは全然違う良い反応を本

人がして親が「そんな馬鹿な・・」って言ったっていうことがありました。 

確かにそれはある。難しいですね、親も試行錯誤ですよね。 

高木（司）  

やってみて失敗することもあるしうまくいくこともあるし。そういう中で学んでいくしかないのかも

しれないですね。藤木さんどうぞ。 

 

意思決定支援に期待している 

藤木  

意思決定支援っていうことばなんですが、意思の中にはその時どうしたい、どの場面においてどうした

いかの気持ちと、あと、人生観の中にあることなので、自分の人生をどうしたいかっていうこと、両方の

気持ちを汲み取る必要があると思うんですけども。人生をどうしたいのかって言うことを尋ねるときに、

あまりに本人たちの経験が少ない。選ぶ量が少ない中で、周りの人がこうがいいんじゃない、これがいい

よねって言ったことを、もう僕はこれがいいとかって、よく、実際言うので。 

だから、そこのところを、やはり経験の中で、こういう人生を選びたいのだという意思が反映されて行

かなきゃいけないんじゃないかなあと思っているんです。 

それと、意思決定支援というものが制度化されることによって、先ほど増田先生が、親子べったりの関

係から少しずつ切り離した関係にしていこうよってお話をされましたけれども、意思決定支援という制

度ができることによって、そういう意識、親と子どもの意識が変わってくるんじゃないかなっていうとこ

ろを期待したいと思います。それと、あと一番大事なところなんですけど、私たちには人が必要なんで

す、マンパワー。だから人材をいかに確保して、養成していくかというところに力を入れる必要があるの

ではないかなと言うふうに思っています。 

 

マンパワーを育てる 

高木（司）  

制度が福祉だと思っている人がどんどん増えています、自立支援以降。制度が福祉だって、そうじゃな

いんだって、その前に福祉があるんだけども、そこを組み替えていくっていうのは、僕らみたいな制度が

ない時代にね、福祉やってきた人間は、そんな制度なんかは関係なかったです。ないことをやっていこう

と思っていました。 

今もう全部揃っているから、そのサービスをやっていることが仕事だと思っている人が多いと思いま
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す。だから人材養成ってとても難しいなあと思っています。今日みたいな話は、研修会ではまずないで

す。こういう話を学ぶ研修会っていうのはまずなくて、もう方法論、決定支援だったらこういう会議を開

いて、こういう書式を作って、それを書きなさいっていう研修会はどんどんやられるでしょう。 

本当にそうなの。親がどんな気持ち持っているか、支援者がどんな気持ちかって言う話は全然無しで、

まず制度が進んじゃうのが今の状況です。人を探すっていうことの難しさもあるし、福祉職としてきた人

をどうやって育てるかっていうことはすごく苦労するところです。 

だから逆にさっき話したように「問題行動って何？」とかっていう議論が、わーわー起きるようなこと

がとても大事だなあって思っているんです。権利擁護も差別解消法や虐待防止法を知ることも大切です

が、権利を守ることとはどういうことか、人間の尊厳とはどういうことか、利用者の幸せとはないかとい

う具体的なことを、ワークショップで自覚的に学んでもらおうと心がけています。 

マンパワーを育てるって、ほんとに大事ですが、ここまでやれと言われても、では誰ができるのって、

実際には思います。でも、人を大切にする職員を育てたいと思います。 

 

福祉における「本人の最大の利益」とは 

増田  

医療の中には、臨床倫理学みたいなものがあって、本人の最善の利益、与益（益を与えると書く）につ

いて、かなり細かい議論をやってるんですよね。福祉はこの議論をやらないじゃないですか。本人の最善

の利益、これを担保することが実は一医師の行為あるいは責任倫理だというのです。どこで担保できるの

か、どう責任をとるのかを含めて議論をやってるのに、福祉の方は、本人の最大の利益ということばを使

ったとしても、あるいは意思決定の支援をするときに、その支援が果たして与益になっているんだろう

か、と福祉の臨床倫理とし問い直しているのかと。福祉の分野でもやっぱりこれをやらないと、福祉的な

相談支援が見えてこないかなと。皆さんの意見を聴いていて思いました。医療の方はずいぶんこの議論を

熱心にやっているんです。意思決定支援っていうのは、ただ日常的な意思だけではなくて、本人の生活や

人生の設計にきわめて重要な影響を与えてしまう、場合によっては生命に関わる。だから、何が最善の利

益かって議論もしておく必要があるのではと。 

高木（紀）  

その確認するっていうのがない状態でやっているのが、すごく怖い。 

増田  

怖いですよね。でも、医療でもできているんだから、福祉でもできるはずですよね。 

高木（紀）  

やっぱり命に関わらないっていうから、甘くなるのでしょうか。 

増田  

私たちは、どこかで医療については、それをどっかで前提にしている、信頼しているから命を預ける。

お医者さんの治療に委ねているわけですよね。福祉もまたそこが問われている。口を挟んで申しわけあり

ません。 

高木（紀）  

利益を受けていますよ、受けていませんよっていう意志が出せないんだから、だからいいでしょみたい

な感じになっちゃっているところが凄くおかしいと思います。 
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そもそも利益を受けているのか 

高木（司）  

そもそも、入所施設にいることが本人の利益かっていうとね、そこは疑うわけですよ、みんな。この生

活は本人にとって最大の利益じゃないよね、もっと違う暮らし方あるし、ってあるけれども、それしか選

択できない状態の中で「諦めて今ここでやっているっていうね」という気持ちが現場はありますね。 

美和  

ありますね。 

高木（司）  

現場の職員に言うんですよ。「今見ている利用者さんが満足しているのか不満足なのか」もう 1つは「あ

なたの支援によって利益をもらっているのか不利益をもらっているのか」それは判断が簡単にできる、そ

れはわかる。 

自分がやっていることを間違っているのか正しいかって、わかるんだけれども、多くの人たちは間違っ

たことだと思いながら仕事を続けていることもあります。 

藤木 

 でも、その意識があるかないかって大事だと思います。 

高木（司）  

大事なんです。何が利益かっていうと、やっぱりもっと違う世界にあるわけで、この前あるお母さんさ

んに言われたんだけど「私は親亡き後って言うことばって大っ嫌い」て。親亡き後の安心は入所施設だっ

て皆さんおっしゃる。入所施設に預ければそれで終わりだと思っている。「とんでもない」て「うちの子

は 21 歳でね、20 代 30 代 40 代 50 代って、世代ごとの人生のステージがあるのに、それをひとくくりに

して入所施設でポンって、そんなの許せない」という言い方で。 

だけど入所施設で受ける側からするとね、18 歳でポンと施設にこられて、そこからスタートするわけ

で、その人の 10代 20代 30代の人生を作りたいと思っています。なかなかできないっていうところがあ

ります。 

その中でも最大の利益は何かって追求しなきゃいけないけれども、何か違ったこといつもやっている

なっていう負い目は施設の職員は感じていますね。 

高木（紀）  

善意なだけに言えないって周りは言います。善意でやってくれているってわかると余計に言えない。そ

こが凄く苦しい。 

高木（司）  

だから、もっと細かく分けてね、これが本当の本人の利益なのか不利益なのかって場面場面で考えるこ

とができると思うけれども。 

支援者が責められると 

高木（紀）  

やっている側にすると本当に一生懸命やっていて、で、それ違う、やっていること違うって言われた時

の、自分がやってきたことは何なんだろうっていうショックというか、支援者の、なんていうか自分の価

値は無いのかってなる、そうじゃないんだっていうところをちゃんと支えないといかんなあって思うん
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です。 

自分が責められた、否定されたってなったときに支援者が辞めちゃうということがとってもあって。そ

うじゃなくて。凄く言いにくいんですよね。 

 

支援のゆらぎ 

高木（司） 

 難しいですね。 

小田  

親だって同じですよ。ね、親の選択が本当にそうかっていうと、違っている場合がすごくあるけど、親

子は切れないから。 

増田  

これからの施策についてみれば、例えば介護保険の中に成功報酬っていう考え方入ってくるんですね。

つまり、何かを達成すれば成功報酬として評価する考え方が出てくる。でも、親は成功報酬があるからや

っているわけじゃないんですよね。愛しているからやっているわけですけど。でも、たとえばこれだけの

ことやれば成功報酬だよなんて考え方が入ってくるとね、ピントがズレますよね。 

高木（司）  

何を以ってエビデンスかって言われてね。報酬検討の議論をみていると、エビデンスって科学的な根拠

とかね科学的な成果とかね、それを実証をしろと言う。何を言うのかなあって、すごく難しい。で、増田

先生に言われて困ったなと思うのは、さっきも言ったけど試行錯誤しながら、よかった悪かったって、い

つもぐらぐらしているわけです。我々だって。ぐらぐらしていても、やっちゃうんです。たまに上手くい

ったりして、おー！とか言って喜んだりしてね。そういう中で、何が利益なのかっていうのを示せって言

われると、本当に示せないのが現場じゃないかと思うのですが。 

増田  

考え方として、本人の最善の利益っていう議論を、どうして医療の分野でしているのに福祉の分野で全

然やってこなかったのかなってことに気付かされたので。でも、これからはそこのところは議論しとかな

いと、そこだけ曖昧にしたまま意思決定支援をすると形骸化しちゃうねっていうふうに思ったので、次回

に課題整理をしてみます。 

 

ニュートラルに 

藤田  

意思決定は最大限、尊重しなくてならない。ただ、その人の能力があり、どう客観的に見ていかなくて

はいけない。本当にどこまで極端に見て行けるか疑問がある。現実的な社会のルールの中で過ごして行か

くてはいけない中で、どこを到達点にするのか、どういう基準のもとにどう考えたいいのかわからなくな

っている。 

例えば僕という人間がいて、当然価値観があります。例えば担当している人に、ついつい「少しぐらい

働けよ」言ってしまう。さっき「働く」「働かない」の意見を聞いて、自分の「働けよ」と言ったことに

疑問を持ってしまう。「働けよ。いい歳して」つい言ってしまうけど。これは、僕という人間の価値観で

言っている。これは、支援する側が人生の価値観を、知らぬ間に押し付けていると考えられる。 
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これを客観的にニュートラルに公平にしていくには、どう対処したらいいのか。たとえば、僕が、利用者

さんに聞いて、その人の意思決定を代弁する。僕と高木さんの人生や価値観が違うので、それは高木さん

に利用者さん側に立って判断してもらう。 

一層ニュートラルにするってどう考えたらいいのかと。また、次回こんな風に考えたらいいのではない

か。さらに、こんな視点で見たらいいのではと、教えてもらいたい。 

 

支援者も個性がある 

高木（司）  

能力っていうのも大きなテーマですよね。過大評価するっていうのと過小評価するっていうのが、両極

端でね。で本人もそうですよね、これしたいっていうことと本人の力がどうなのかっていうのとかね、そ

れを実現する環境があるのかないのかで随分違うし。能力って関係によって行ったり来たりするし、凄く

難しい話ですよね。 

価値観の違いっていうのも、面白いですね。価値観をぶつけるのか、受容するのか、折り合うのかとか

ね、色々なパターンがあります。価値観と価値観を混ぜてじゃあこの辺で、っていうのもあるだろうし。

そこも大事ですよね。 

藤田  

支援する側に個性があり、いい面あり、マイナス面もある。全くなくすっていうのは無理だと思う。「こ

う考えたらいいのでは」とか「こういうところに注意すべきである」アドバイスが必要なことも多い。で

も、何もないのは難しいと思う。 

高木（司）  

支援者同士でも違っていたりする。 

藤田  

どっちが良い悪いじゃなくてね。 

高木（司）  

どっちが良い悪いではなくて、かなり違いがある。それはぶつけてみないとわからないし、そこは議論

して、ここでいきましょうと会議で決定するっていうことになるのでしょうか。 

藤田  

答えが出るものではないかもわかんないけど。 

高木（紀）  

ご本人も相手に合わせて力を出すので…。風呂敷広げるだけじゃなくて、こちらができない方っていう

風に思って、できない人って自分は思われた方が、態度で取っていた方がいいんだなって読み取るんです

よね。私はできませんからお願いしますみたいな態度の人もいる。 

私は保佐人をやっていて、主人も保佐をやっていて被保佐人からの電話のやり取りが聴こえてくる時

があります。私は被保佐人から何度も電話があっても出ないんです。慣れてきてわかってきて、大事な話

がありますって、留守電に残っていて、何度も入っているんです。で対応しないことも多くて。で、それ

は対応しないと決めている。それは、ご自分でできるからなんです。自分でちゃんと考えて自分がやりた

い方向で答え出して、しばらく経ってどうだったって聞くと、もう解決している、そんなのどうでもいい

話になっているから対応しないんです。 
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主人はもう逐一対応して、すっ飛んで行くんですね。すごいなあ、優しいなって思うんですけど。いい

悪いじゃなくて、これだけズレがあるっていう。被保佐人の能力でいったら同じ位の方なんですけれど

も。いい悪いじゃなくて人によって本当に違っています。 

高木（司）  

本当に複雑ですね。支援っていう話は…。 

高木（紀）  

とにかくひとりで考えない方がいいのです。 

 

文言で表せないことが福祉 

小田  

ガイドラインを見て本当にびっくりしたんですけども、福祉って制度とか計画を立てているけど、文言

で現せないことが福祉だと思うんですね。人とか人と人とのつながりを福祉って言うと思うので、明文化

するとか制度化するとか計画を立てるとか目標値を決めるとか、実は表現できないことを一生懸命文字

にしようとか制度にしよう、それから計画に入れよう、いくつ目標を立てようとかそういう、そこがちょ

っと、既にその時点でズレてるって思います。 

人を支援するのに、計画って立てられないっていうか、人生を支えるとか生活を支えるときに、文章に

できないことを皆さんやってくださっているのに、そこをするところにもう既に無理が出ているのかな

って思います。文章だけで読むと違和感があるけど、でも先ほど言われたように、本人の意思を決定して

いくのに親でない人が何らかの頼りに作っていかなければいけないということだと、こういう風になる

のかなと、違和感を持ちながら思いました。 

高木（司）  

福祉ってそもそも人間がやっていた普通の営みです。それができなくなった社会で、福祉を取り出して

制度にした。そもそも、それがおかしいのかもしれない。おかしい所から始まっているから、おかしくな

ったところに職業人が就職して、何とか元に戻そうっていうことをいつも考えている。とても難しいで

す。いい視点、ありがとうございました。 

来月、もう少し、できたら今日の議論を整理して、論点をまとめて少しつっこんで話をしたいなと思い

ます。 
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第 3回 地域で生活する知的障害者・精神障害者に対する権利擁護のあり方検討委員会記録 

 

8月 19日（土）10：00～13：00 

浜松駅前ビルＡ会議室 

 

参加者 

小田史子 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

高木紀子 コミュニケーション・サポートセンターふくふく 臨床心理士 

安藤幸枝 浜松市浜松手をつなぐ育成会 知的障害者の親 

増田樹郎 愛知教育大学名誉教授 

藤木るみ子 浜松市浜松手をつなぐ育成 知的障害者の親 

美和勇一郎 障害者支援施設浜松協働学舎根洗寮 サービス管理責任者 

藤田直利 成年後見受任者 社会福祉士 

高木誠一 浜松成年後見センター 

 

高木（司） 

前回までの議論で出された課題について、そもそも意思とは何かっていうことを、意思決定支援の方法

論に入る前に確認することが必要であると議論をしてきました。 

前回の議論で出た話題は、親がずっと子どもの意思決定をやってきた、あるいは意思決定の支援をやっ

てきた。だけども、親ができることと、第三者の支援者ができることは違うのではないか、親ではないか

らできることもあるという言い方もできます。 

そういう意味では、親御さんからここはやってほしいとか、第三者では難しいかもしれないという指摘

をいただければ、支援する立場からは非常に参考になると思いました。 

また、最善の利益とは何かが、医療の点では議論されているけども、福祉では全く話がされていないと

いう意見もあり、では福祉支援や後見支援における本人の最善の利益についてどう考えるのかについて、

話し合いたいと思っています。 

まずは紀子さんから提案を頂いて、その後に増田先生からもう一度意思決定支援の根っこの話を説明

を頂いて、皆様から活発なご意見をいただきたいと思います。 

 

意思の前に立ち上がるもの 

高木（紀）  

「意思」として意識の上に立ち上がるものの、その前の段階があって、意識の上に立ち上がるのは、多

くの場合は言語です。ことばとする、言語化するということで、それは別に喋らなくても頭の中で自分が

こうしたいって考える時点で、もうことばで考えていることが多いのです。もちろん、ことばじゃない場

合もありますが、その場合はある程度意思としてまとまる前の、なんとなくモヤモヤするとか、何となく

気持ちが良いとか気持ちが悪いだとか、そういうなんとなく感じているという状態です。 

でも、まだことばになっていないものが実は大事なのかなというのを思っています。意思となって、あ

る程度表面に出てくる部分というのは、ごく一部に過ぎないものだと思っています。ですから、意思とな
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る前の感覚を、私たちが肌で感じるというか、共に感じるということ自体が重要です。 

ご本人が意思として外に出せない時に、私たちがご本人の意思を汲もうっていう風に私たちは悩みま

す。なんで私たちが悩むかというと、結局自分が相手の思いをそう考えて良いのかなと、ものすごく悩む

わけです。主語が第三者の自分になっていないか、主語をちゃんとご本人にしなきゃいけないっていうの

は十分わかっているのだけれども、自分が考えていることが本当にそうなっているのか、このこと自体が

自分でもよくわからない。 

実際は、ご本人の思いはこうだろうと思うとき、実は私たち自身の感じ方とか価値観が大きく影響を与

えてしまうことが多いと思います。ですから、私たちも意思になる前のもの、普段の中で意思を聞こうと

いう場面だけじゃないところで、ちゃんと自分のことのように感じとる、理解したというより感じたとい

う感覚ですけど、そういう直接的な経験があれば、ご本人を中心に考えることの助けになるのだろうと思

っています。 

意思があらわれるというのは、氷山にたとえると、水面下に大きなものがあって、水上に氷山の一角と

して意思が現れていくのです。表面的に出てくる前に、下の部分が大きいのですけど、そこも 2段になっ

ていて、意思を聞くという前にまずは「感じると」とか「なんとなくわかる」とかいうのがあって、それ

がまとまってくると「思考する」「考える」のであって、さらに、考えたあとも「こうなのかなあ」「こう

いうことなのかなあ」「自分は本当はどう思うのかなあ」と迷いながら、そして最終的に「意思」として

出てくるのだと思います。 

支援者がこの氷の、水中にある部分をどれだけ共に感じられるのかが、意思決定支援を考えるポイント

だと思います。 

 

ことばゆえに真意がずれてしまうこと 

もうひとつポイントがあって、1つ、これも前回お話ししたんですけれども、思いと表現のズレと言う

ことです。意思として立ち上がってきても、それを表現する手段がことばとは限らなくて、ことばを持た

ない方の場合だと、ちょっとした仕草だったり、視線だったり行動だったり、体を使って表現していて、

私たちがまずはその声なき声をどれだけキャッチするのかっていうところがまず求められています。現

場ではそこをすごく頑張るんです。ただ、このことばを持たない方の場合は、そうやって態度で表してく

ださるので、そのことで、内面を図ろうっていう風に頑張るんです。それで、もしかしたらこれだなあっ

て仮定した意思に従って私たちが動いた結果、もうご本人のその後の行動を見て「あ、これ間違っていた

かな」とか「合っているかな」という確認をしようと努力をしています。ことばの無い方の場合は、こう

して「なんで」「それで」「こう修正をして」というのができますが、逆に、ことばを扱う方の場合は、こ

とばそのものに留まってしまって、ご本人が発せられた表面的なことばに惑わされて、支援者が「真意が

よくわからない」「推し量らない」「推し量ろうとしない」ということはよく起きると思っています。 

ことばが使えるが故に、その発したことばの表面的な意味のなぞりだけで、私たちがそれは本人の語り

だっていう風に、わかった気になっちゃっているっていうことが多いのかなと思います。 

 

否定経験を重ねて身につけてしまったこと 

弁護士の辻川先生、P&Aプロジェクトの方ですが、おっしゃっていますが、相手の望む答えを探そうと

する、何度も聞くと答えが変わっていく、よく分かっていないのに立派なことばを使う、ネガティブな発
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言をしない…ということが非常に多くあります。 

意味をよく理解していないけど、周りから攻撃されないように、自分が痛い思いをせずにと生きていく

術を人生経験の中で学んできています。自分で分からなくても、相手の反応に敏感に対応して相手が望む

答えを、相手の中から見つけていくことで、自分が辛い思いをしないで済む。だから、ご本人の意思かど

うかっていうのはともかくとして、相手の望むように動いてしまっている。 

それから、失敗したときに周りから言われたことばっていうのをすごく覚えていて、でもことばとして

覚えているだけで、意味として覚えているわけじゃないけど、別の機会に、そのことばを場面に合ったこ

とばを使うものですから「よく考えているね」「その通りだよね」みたいな感じで、周りが反応してしま

う。だから本人の意思かっていうと違うのではないかっていうことがあります。 

嫌だとかやりたくないとか、NO の表現をしたときに、それを受け入れられるかな？いう段になった時

に「なんでそんなこと言う？」とか「もうちょっと頑張りなさいよ」みたいな返答が即座に支援から返っ

てきて、NO というと否定される経験を積み重ねています。そういう感じ方の積み重ねがあるという問題

は、意思決定支援をするうえで支援者が十分反省すべきことだと思います。 

同じように「助けて欲しい」「何とか頑張ってきたけど」と表現した時に、でも助けてもらえなかった

という経験を多く持っているのではないか。だから、ネガティブな思いに蓋をしようとする、良いことば

っかり言う、きれいなことばっかり言う、頑張っています、とても楽しいです、というようなことしか出

てこない。ご本人の意思かって言うと、違うと思います。そういうことが往々にして起きているなってい

う風に思います。表面に出てくるものと内面が違うとか、ズレてるっていうことを、十分私たちの方が理

解しているっていう必要があります。 

 

支援しすぎないこと 

私も後見活動をしていますが、気をつけていることとか、考えていることですけど、支援しすぎないっ

ていうことです。ご本人の力が発揮できるように付き合いの中で、あ、ここはもうタッチしない方が良い

とか、わからないふりをしようとか、とするように気をつけています、全部やってしまわないように気を

付けています。 

これまでのご本人の生きてきたその方の人生の歴史を、できるだけ知ろうと頑張ってはいるのですけ

れど、そのためには書類、公的文書に残すような情報ではなくて、頭の中にこんな感じだと映像が浮かぶ

位までの、具体的なエピソードの話を伺うようには気をつけています。ご本人が語れる場合は、ご本人か

らある程度お聞きすれば、ある程度は分かるのですけれども、でも本人にもわからないような、人生の小

さいときの話とかがあって、それを知る術がないってなった時に、サポートブックはとても重要だと思っ

ています。「親心の記録」が、あれさえあればわかるのにととても思っています。それを書き留めること

がご家族の役割だと思います。 

ご本人中心で考えるのはもちろん当然なんですけれども、自分は関係ないっていうことで、自分を蚊帳

の外に置かないようにっていうのは気を付けています。自分という存在が無関係じゃなくて、自分自身

も、関わっている時点でその方の人生に関わっている、その方の人生の中の登場人物の 1 人であるって

いうことは自覚しないといけないと思っています。また、NO が言える関係というか、油断も隙もあった

方が良いと思っていて、完璧な後見人じゃない方が良いんじゃないかなと自分では思っています。  

油断しているものですから、怒られることとかよくあります。電話しても出ないとか、「この前のあれ
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どうなっているだ」とか、その文句を言って頂けるっていうのは、そのぐらいの緩い関係じゃないと思っ

たことも言えないと思っています。 

 

意思は変化する 

意思は変化していくものであると考えることも大切です。「まあこれが意思かもしれない」「試しにそう

考えて支援してみよう」という程度の柔軟性が必要ではないかと思います。きっちりかっちりやるもので

はないし、そもそも意思と思っていたのだけども、それが合っているのかどうかもわからないし、意思が

変わっているかもしれない。人間誰でも変わっていって当然で、あんまり何十年も同じ意思を強固に持っ

て生きている人って、そんなにいないと思うと、その時の意思は今の意思でもないし、と振り返りと確認

をしながら進んでいくものだと思います。以上です。 

 

高木（司）  

今のお話に感想でも質問でも、皆さんから出して頂きたいと思います。 

 

直接経験と間接経験について 

増田  

ご本人の意思をどう確認するかと言った時に、当然対話者がいるわけです。これは支援関係の中で生ま

れてきたことですから、対話者がいるのです。私流に言うと、多分聴くあるいは対話するということは、

そこに間接経験と直接経験のふたつが成り立つと思うんです。 

その多くは、間接経験つまりことばを通してしか伝えられないことですね。だから間接なんです。こと

ばを間に挟まないとね。 

ところが、直接経験というのが、もう一つあるんだろうなと思うんです。つまりことばにならないとこ

ろで、表情や身振り手振りやあるいは、むしろ普段一緒に暮らしている生活感覚みたいなところで、わか

るというね。家族なんかはそうでしょうし、身近な支援者であっても、そういう直接経験のところで本人

の意向が、こうしたいんだなって、目配せなんかでなんとなくわかってくる。それは直接経験と言った方

が良いのかな。 

ついつい間接経験のところだけに、つまりことばを介してしかわかりあえないところに力点を置くと、

たとえば法的・制度的な関係性の中にいると、ついつい概念や規準が先にあって、この人には能力がある

やなしやという物差しがそこに出てくると言っても良いと思うんです。親御さんたちが大切にしてきた

と思うのですが、むしろ直接経験として培ってきたわかり合う関係をどうやって組み込んでいけるのか、

と最近考えたりしています。 

 

直接経験と間接経験をつなぐこと 

高木（紀）  

この話はご家族のできることっていう話につながるとは思うんですけど、結局、直接経験を一番されて

いるご家族のその直接経験、あと現場の直接支援者の感覚はとても重要です。しかし、意思決定支援は誰

が支援するかってなった時に、例えばショーシャルワーカーだったり後見人だったり、直接経験をする機

会のない立場の人です。ですから、そこのつなぎは絶対必要です。 
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どちらが努力するかって話では、どっちも努力するんでしょうけども。でも、直接経験を意思決定支援

者に伝えるときには「言語」になっちゃうので、それは常に間接経験になっちゃっているところがすごく

複雑ですね。 

増田  

それがあるからこそ、親御さんや身近な支援者であっても、本人の意向確認をしようというと濃淡の差

があると思うんです。もちろん本人との付き合いの差があります。 

ただ私たちの人間関係の持つ生き生き感というのは、聞かなくても分かっているよという面もどっか

にあると思うんですよ。それを制度に乗せてしまうと語弊が色々、誤解が起こるんです。乗せる以前のレ

ベルでは、親の立場であれ家族の立場であれ、やはり本人の意向に沿いたいっていうか、思いを知りたい

というのは、濃淡の差はあると思う。そこはどうしたら話題になるのかなあと思います。 

今の話を聴いていて、高木（紀）さんの思いはそこなんだろうかなと感じたので話をしました。 

理屈でしか説明しようがないのでね。ことばを通してでしか把握できないのは、しょうがないですけ

ど。 

高木（司）  

親御さんの悩みを辿っていくとそこだと思います。今までの話聞いていて。親が代わってやったこと

が、第三者的な、本人の歴史も知らないし、一緒に暮らしたこともない人が分かるのかっていうところが

一番の不安だというところだと思います。では、どうすればよいかです。 

 

エピソードを大切に 

高木（紀）  

例えば、ご飯を食べる時の、気をつけていることであったり、特徴を教えてくださいって言った時に、

「ご飯を食べるのに 30分かかります」と伝えると「30分かかる人だ」となるのじゃなくて「どうも熱い

の嫌みたいで、ずーっとこうやって冷ましてなんかカチャカチャやって、すごく時間かかっているんで

す。本人が納得してから食べ出して、最後には全部完食するんですけどね」みたいな、生の感じが生のま

ま残ってほしいと思います。 

高木（司）  

リアルな感覚が捨てられてしまう。 

高木（紀）  

そう、捨てられる。そういうのは、真っ先に切り捨てられちゃう。「じゃあ、ご飯冷まして出せば良い

んですよね」じゃなくて「その 30分カチャカチャカチャやっている」のがすごく大事なんです。それが

その子なんだよっていう、ところが。 

高木（司） 

後見支援は親がやれなくなった時に入ります。その時は、親御さんは認知症になってしまって全然情報

が聞けない、記録も残っていない。家族兄弟もよく知らないっていう状態で受けるってことが多いです。

入所施設も同じです。いよいよ家族が無理になってしまって、兄弟が相談に来て、入所施設で受け入れる

っていう時に、その人の歴史がわからないままに受けちゃうんですね。 

せめてエピソードとか、その人の物語が分かるものがあったら、そこから支援を始める人たちはどれだ

け助かるかって思うんです。その人間の物語の記録をどうやって残していくかっていうことでサポート
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ファイルになったと思いますが。 

 

子どものことをどう伝えるか？  

小田  

今お話を聞かせていただいて、生の感じっていうところを、私たちもやっぱりことばで伝える以外はな

い。最近ちょっと、動画っていう方法もあると思います。うちの子どもは虫歯がないんです。27 歳です

けども、今まで 1度も歯で痛い思いをしたことがない。それは何分にも私のおかげで、ずっと毎月、歯磨

きに歯医者に行っているのと、毎日の仕上げ磨きで虫歯がないということです。遺言に虫歯に絶対にしな

いで下さいって書くつもりでいますけれども、そのためには歯医者に連れてくだけじゃなくて、毎日丁寧

に仕上げ磨きをしたいんですけど、たまに夜、支援に入っていただくヘルパーさんに、歯磨きの仕方を私

が教えて、ヘルパーさんの事業所で人が変わるたびに引き継いでくれているんです。たまたま私が寝る前

に、歯磨きの前に帰った日に見たら、子どもがヘルパーに教えていたんですよ。もうちょっと奥までやっ

て良いよ、ぐらいな。ご指導頂きましたってヘルパーが言うくらいだったんです。 

あ、これはいかんと思って、めった使わない朝のホームヘルプをお願いしたときに、一度下見に来てっ

ていうのもなかなかなので、動画を撮って事前に予習をして、それで入ってもらったんです。携帯で簡単

に取れるものだから、家での様子をみんなに見てもらえたら良いなと思ったので「今動画をできるだけ取

っとく方が良いですよ」とサポートファイルの説明会の時には言っています。もちろん、親御さんも記録

を書くようにとは良いますけれども。 

その生の感じというところでは、本当に伝える術がもどかしい思いです。それと、今お話を聞いていて、

なんでこんなことになっているかというと、やっぱり親が何とかなったときに初めて離れるという今の

社会のありかたかなと思います。突然では、その後本人のサポートをする人が困るわけで、親がいるうち

に別々にそれぞれの暮らしが出来るような保障ができていったら、親も、親を離れて支援を受けながら暮

らす生活が、暮らす子どもの生活を見ながら、いやいや家ではこうだけど、いやここではこうしてたよ、

家とは違うよとか、いや本人はもっとこれを望んでいると、本当に親が元気に生きているうちに言えるよ

うな状況だったら良いと思っています。 

親自身も今の時代では「私がどうかなったら頼むね」ってみんなが思っているので、親もいけないかも

しれない。やっぱり、子どもの経済的な保障とか住環境の保障、安心して子どもたちが暮らせる住まいと

か生活とか支援者とか、そういうのがあれば、もう少し早くに離れてそれぞれの暮らしをするっていう風

に思います。障害者じゃなくても、日本は世襲っていうか、一緒に親が住んで、それもそれで勿論良いと

ころがあるのでしょうけど、家族の自己責任が美徳的だと思っていることが強いと思います。 

高木（司）  

親御さんの考え方って色々ですよね。18 歳になったら親と離れて暮らすんだっていう風に最初から決

めている方もいらっしゃる。25 歳で自立してもらうっていう人もいるし。で、いよいよ家で暮らせなく

なったときにグループホームに入ってもらいたい、でも、今からそういうことを準備したいって話も結構

出てきたりしています。 

株分けされると親の気持ちも変わってきます。こっちで安心した本人の生活があるんだったら、親御さ

んは親御さんでと、一体の人格じゃなくて、それぞれが分かれているっていう風に暮らし方ができるのか

なとも思います。 
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親と子の密着度と剥がされた時の傷の痛み 

小田  

死ぬところもそうだし、やっぱり生まれた時にも、日本ではまだ子どもは添い寝で同じ部屋なのです

が、外国では個室で、1人。ベビーベットで赤ちゃんを放置して寝かせてって、もうそこらへんから、も

う全然違うのでね、生き方とか育て方とかってところが。なかなかいっぺんにこうなるってことないかも

しれないですけど。でもやっぱり親子で過ごす時間が長いだけじゃなくて、その密着度の強さって、先生

方も支援者の方々も感じていると思います。やっぱりいずれはそれが、親が先に逝くことで剥がされてい

くわけで、その時も強ければ強い程、剥がしたときの傷跡は大きいのだと思います。 

でも親は良いです。先死んでいっちゃうから。でも子どもがそれを、親もいない、剝がされた後の傷を

癒して、どう適応してくかっていうのも、障害が故になかなか修復し難いところがあるのかなって心配し

ます。 

高木（司）  

支援者はその「痛み」についてどのように思っているのでしょう。 

 

親と第三者のペアによる複数後見の提案 

美和  

相談支援でもよく話題になることです。以前は、それこそ完全に離しちゃうか、いやずっと親と一緒に

暮らすかっていうような選択しかなかったのですが、完全に離しちゃうと、今の小田さんのことばのよう

に親御さんの傷跡があんまり大きいから、慎重に考えるべきだと話しています。 

でも親御さんの負担を軽減させるかいう課題は支援会議の中なんかでも議論するんですけど、実は本

人抜きで話しているとこもあって、そういうところを丁寧に議論していく必要はあると思いす。 

小田さんの先ほどの話とも、後見との関係するんですけど、親と支援者がペアになって支援するという

方法もあるのかなと思いました。お父さんが亡くなって、お母さんが後見人に就任しているのですが、そ

のお母さんたちはとても元気で、後見業務も全然続けられているんですけども、私は今は元気だけども、

本当にどのタイミングで、第三者に引き継いでいけば良いのかという相談がありました。後見センターで

も議論する中で、複数後見で最初ペアで就任して、最初は親 10：第三者 0 で良いと思うんですが、始め

は後見センターとしてはそっと見守るというような感じで、年月が経つとだんだんとそのウェイトが、ち

ょっと親御さんだとお金の管理が自信がなくなってきた、定期報告も書けなくなってしまった･･･じゃ後

見センターが手伝いましょうという形で･･･。例えば、親が入院したとなったら、後見センターが五分五

分になってきて、徐々に徐々にそのウェイトが変わってくるっていうような、そんな仕組みがあると良い

ねっていうような話をしたことがあります。 

複数後見ていう制度も新しく後見制度の中にできて、複数後見を使う場合は揉め事とか離れているか

らという理由が多いのですが、そういう複数後見じゃなくて、支援者がゆっくりと関係性をつくっていく

ような複数後見の利用もあると良いなあと考えています。 

高木（司）  

とても良い仕組みですね。複数後見になると、親が主たる業務をやっていると、第三者・専門職はお金

いらないですよ、何もしないんだから。報酬が発生しない。だけども一緒にやっていくわけですよね。そ
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ういう関係ができて、ずっと一緒にやれるっていう期間があると良いかなと思います。 

高木（紀）  

システムをつくる時、システムを動かす時に支援者の方のセンスがとても問われると思います。何を問

題にするか、何を伝えたいかとか活動の中で、あ、この人こういうこと聞きたいのだなということがわか

ってくるじゃないですか。そうなってきた時の、今、今現在ですよね。今現在、仕組みの中でどういう形

で親御さんとやりとりがされているのでしょうか？例えばショートステイを利用すると、親御さんは心

配でたまらない。支援者と関係の中で欲しいのが情報だとします。連絡ノートとかショートの報告とかで

「問題なく無事に過ごせました」「楽しく過ごしました」みたいな書き方がよくあると思いますが、「そ

れは誰にとって問題がなかったのですか」とか「楽しくって一体何やっていたんですか」と親は聴きたい

わけです。でもそう聞かないです。すると支援者は、じゃあエピソードはいらないのだなっていう風に思

ってしまう。「わかった、わかった。何時に食べて、何時に寝れば良いんですね」ということになってし

まう。そうじゃないところで、本人とどう接したかを知りたいっていうことを感じられるようなセンスを

持った支援者との関係をつくっていくということが大切だと思います。 

高木（司） 

関係性の話題に移ります。 

藤田  

僕は今まで高齢者の施設で働いていたものですから、特にことばの無い方の、本人の意思をどう汲み取

るかという話題を新鮮な気持ちで今聴いていました。実際にまだ僕はそういった担当したことないもん

ですから、担当したらどうするんだろうと思いながら聞いていました。 

そもそもご本人の意思が、本当に誰が意思決定支援をやっても 100%これが正解だよっていうことがな

いんであれば、それでも何らかの努力をして、今の現状よりも自分が支援することによって少しでも良い

ことってなんだろうかなっていう、そこら辺を考えていくしかないのかなっていう風に思いました。自分

の意思だって、昨日と今日と明日では変わるのに、それをどう他の人に責任をもてるのか。とてもモヤモ

ヤしています。 

 

現在から将来を見据えた意思決定の支援 

増田  

話がちょっとズレるかもしれませんが、いまある入所施設の検討会にかかわっています。その施設とい

うのは、３年から５年の期限付きの生活支援施設なんです。だから入所するんだけれども、3年から 5年

経てば必ず出る。ところが、学園に親や本人が来て、特別支援学校を終えて入所してみるとなると、みな

さん躊躇するというのです。つまり、特別支援学校に 18歳までいたとしても、なんら自立できる目処が

立たない。学校教育の意義は評価しているんですが、でも特別支援学校は下手な訓練はやってくれない

で、むしろしっかりとそこで学んで活動して仲間作りをしていくことで、その子が力を付いていくと思う

んですよ。で、その後どうするかってなった時に、福祉の受け皿があるわけですね。 

他方、施設での 3 年から 5 年は、何を保障しようとしたのか、何を子どもたちのために実現しようと

してきたのか。たぶん従来の生活訓練とか職業訓練のようなあり方を踏襲する限りでは、子どもの将来設

計が見えないのではないか。若い時の 3 年ってすごく大事でしょ。18 歳からの 3 年 5 年は大事ですよ。

そこでの支援に何か決定的に欠けているものがないのか、あるのか。ずっと引っかかっているんです。 
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今のお話を聴いていると、障害のある人に生活支援とか自立支援というところに焦点化していくのだ

けれど、それが親御さんにもご本人にとっても、納得がいく将来設計や人生設計として説得力を持ってな

いのかなって、気付かされました。 

3年 5年経った時に、もう期限が来たら近隣の施設に行くか、在宅に戻すんです。でも、環境が変わる

っていうのは、大きな課題ですよね。つまり 3年経って退所するときは、希望に溢れて「さぁ行くぞ」っ

てステップアップするわけですから。 

その辺にミスマッチが起きていないだろうかと。つまり意思決定支援というのは、個々の日常の意思決

定であると同時に、そういう現在から将来を見通した意思決定というのも含まれているわけです。そこに

本人や親がしっかりと同意できるようなプランニングができるかどうかが中身的には問われているので

しょうね。 

集団訓練をすれば、生活訓練をすれば何とかなるというシナリオは、本人や親たちからすると、それで

何とかなるんでしょうかと言うことになる。柔軟性や可塑性の高い 3年間、5年間を託すわけですね。そ

れを教えられましたよ、みなさんの話聞いて。制度が必要だとか、強度行動障害は大変だという議論は、

どっかで手前味噌の議論になるんですね。 

 

支援者は新鮮な感覚で気が付いてくれる 

安藤  

子どもはショートステイも利用しています。定期的じゃないとすぐ忘れちゃうので、月に一回二泊三日

で経験は続けてます。日中一時で使っている事業所は、土曜日だけの利用なんですが、土曜日の都合で、

利用ができたりできなかったりするんです。2ヶ月くらい空いちゃうと、もう行くのを嫌がるんです。ほ

んとに経験をすぐ忘れちゃう。続けることがまた次の一歩を踏み出せるベースになるから継続は大事で

す。 

うちは超重度なので、経験の積み重ねが難しいです。さっきの話じゃないけど、もっと奥歯まで磨けっ

ていう、そんなこと、とても言えるようなレベルじゃないので。本人の意思って、本当に難しいですね。 

外出支援の事業所は結構大勢のヘルパーがいます。登録している普通のおじさんおばさんが入れ代わ

り立ち代わり、結構大勢関わってくれています。うちの子の場合は、お友達と一緒に一人に一人のヘルパ

ーがついて 4人でいつも外出しているんです。だから、片方のヘルパーさんがトイレ行った時に、もう 1

人が 2 人を見ていることができるので、とても良いのです。定期的にいろんな方が関わってくれること

で経験の幅が広がっています。帰ってくるとそこで話し合って、出かけている時にあったエピソードの話

になります。 

ヘルパーさんによって感じ方のセンスの差はすごくあります。家で見られなかった面を感じ取れたり、

わかったりして、親が今まで長年の生活の中でしか感じられなかった経験値以外のものを感じることが

できるので、複数の眼とか考え方とかの支援っていうのが大事っていうのは、すごく感じましたね。それ

まで触れ合ったことがない方でも、すごく新鮮な感覚で見つけてくれたり、感じてくれたりっていうこと

があるんでね。 

エピソードっていうのは、生の、そのままで理解してくれるということで、「障害を持ったこの子」じ

ゃなくて「〇〇ちゃんという個人」って理解してくれることは大事だと思います。 

美和さんが言っていた複数後見のことですけど、やっぱり複数っていうのはすごく大事で。後見人で一
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番私たちがお願いしたいのが身上監護っていうところじゃないですか、その難しいところでね、長くお互

いに子どものことを共有したり話し合ったりとかする中でしか伝えられないこととか、すごく大きくて、

制度に乗せるのだったら複数でまずやってみて、本人のためにはどうするという話し合いを重ねていく

過程がないと、多分いきなりは難しい部分もあると思います。 

高木（司）  

安藤さんのお話では、あ、これは親だからやっている、だけど我々だったらそうじゃないっていうとこ

ろも見えてきますね。 

 

地域でずっと付き添って、話を聴いてくれる人がいれば 

安藤  

そうですね。親が誰にも負けないと思っているのは子どもに対する愛情だけであって、子どもへの支援

が親のほうがすべて上回っているかっていうと必ずしもそうではないと私は思っているんです。なので、

さっきの歯磨きですが歯科衛生士さんだったらもっとちゃんとした磨き方ができるかもしれない。でも

親は、そこに愛情があるので丁寧に心を込めてできるのですが、他の人がじゃあそれをできないかってい

うとそうじゃないと思います。 

昔は赤ちゃんが生まれると、地域の担当の保健師さんがついて、結構なんでもその人が事情を承知して

くれていて、こちらも気軽に相談できてっていう信頼関係があったじゃないですか。でも、今はそうじゃ

なくって、相談員でも市役所の人も転勤や移動などでその人の顔も知らないっていうような時代になっ

ちゃったので。 

本当いうと、そういう、共に一緒に生きていくとか寄り添ってくれるっていうところが必要かなと思い

ますね。 

増田  

昔はね、生まれてからずっと子どものライフステージに付き合っている保健師がいたんですよ。ところ

が今は行政の保健師が特に、ですけれども、みんな専門分化されちゃったんです。だから、赤ちゃんを知

っていても年寄りがわからない、年寄りを知っていても赤ちゃんがわからないって保健師が多くなって

きた。そうすると、特に障害の子どもさんについては、保健師が直接タッチしなくなるんですね。特に私

は重症児の支援に関わっていますが、ほとんど市町で保健師がタッチしないです。だからむしろ、訪問看

護師さんが長い付き合いをしていたっていう話はたくさん聞きますね。 

高木（司）  

すると、今の制度だと、相談支援専門員がね、小さい時から関わるわけですね。相談支援も変わらなき

ゃ良いのかもしれないですね。相談支援専門員として一人 50ケースくらい抱えて、長い間寄り添ってい

くみたいなことができたら、ずいぶん違うと思います。 

美和  

あと相談支援事業所にいると、包括支援センターと違って保健師がいないです。包括支援センターは保

健師が義務付けられていて、そこは包括が羨ましいなって思うことがいっぱいあります。児童のケースで

もそうだし、精神の障害の方も、やっぱり保健師さんが今後必要だなと思います。 

高木（司）  

包括支援センターっていうのは、社会福祉士とケアマネさんと保健師さんが配置されている。常設で。
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でも相談支援事業所はそういう基準は何もないですね。 

高木（紀）   

でも、乳幼児期からずっと保健師が関わってとか、医療な専門知識を云々じゃなくて、求められている

のは、ずっと、ずーっと付き合ってくれる人がいるという安心感で、別に相談事業所に保健師がいなくた

って、親は医療的なものを求めているわけじゃないと思います。 

増田   

そうそう。家族の愚痴を聴いたりしてね。おじいちゃんおばあちゃんの話を聞きながらね。 

高木（紀）   

ちょっとした本当に、なんか、井戸端会議みたいな。昔はそうだったんですね。 

増田   

そうだったんですよ。ほんとに家族全体の四方山話。 

高木（紀）   

「うちの嫁は」「じいちゃんがね」って。安心を支えるっていう意味では、別に保健師じゃなくてもな

り得るのじゃないかなと思います。あと、相談員はずっと長く付き合わないとわからないけど。お互いに

それは、相性もあって「えーっ、この人と 10年か」って思うのはね、ちょっとね。ですから大切なとこ

ろは機能じゃないと思います。 

 

人はいろいろな人と出会って変化する 

藤木   

親も色々で、早くから子どもを離したいと思う親もいれば、できるだけ長く一緒に人生を共に歩んでい

きたいと思う親もいて、そこは親の考えを優先して良いんじゃないかと思います。 

福祉もトレンドというのがあって、昔はコロニーを作って、そこで障害のある方は暮らしてもらうのが

幸せなんじゃないかという考えがありましたけれど、今は、地域の生まれ育ったところで暮らしていくの

が流れになっています。生まれ育った地域で暮らすのが自然だなと私も思っています。いろんな人と関わ

ることで、子どもも親も成長していくんだと思います。 

例えば、学校に行ったら関係がそこだけということではなくて、皆さんいろんなところに関わりを持っ

ていらっしゃると思うんですね。例えば精神科にかかったり、心理指導を受けたりとか、そういう中で、

親も子どもも少しずつ外の世界のことを取り入れて学んでいるんじゃないかと思います。 

相性についてですが、そういう指導を受ける時にとか、親から離れて支援を受ける時に、相性がどうか

というのが、一番大事なことじゃないかと思いますね。なので、いきなり親がもうどうにも面倒見られな

くなったから託すという形ではなくて、親が元気なうちから、子どもにとって相性の良い人を探す期間が

必要だと思います。 

子どもは考え方が固定されているわけではなくて、さっきも高木（紀）先生がおっしゃいましたけれど

も、意思は変化していくもので、決めつけてはいけないと思います。子どもと一緒に暮らしていても、あ

ーこんなことができるようになったとか「あ！こういう面があったんだ」っていう発見が未だにありま

す。もう 30歳過ぎていますけれど、未だにあるので、決めつけないで、良いところをできるだけ見つけ

てやりたいなという風に思っています。 

協働学舎の青葉の家に通っているんですけど、支援員さんが本当に一生懸命やってくださって、よく見
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てくれるんですよね。私が気づかなかったことも、「こんなことしてましたよ」とか、家では見せない行

動をとったりすることを教えてくれて、喜び合えることがあります。子どもも、相手や場所が変わると表

現すものが違ってくるんですね。すごく敏感で、この人の時はこうしたら叱られるとわかっているし、こ

の人は許してくれるからちょっといたずらやってみようかなとか、子どもはいろんな人と接することで、

経験を積んでいくんだろうなと思います。 

高木（司）   

人によって変えるんですね。人によって変えるってとても魅力的です。ところが、現場では、統一した

支援、統一した手法と今も言われている。強度行動障害支援の研修で「スケジュールを作って」「コミュ

ニケーションカードつくって」「支援計画シートはこうつくって」とこういう風にやりましょう、とある

意味、マニュアル化されていくやり方が一方では強く、一方では、一切マニュアルは作らずに、その人の

関係性の中で世界を成り立たせていこう、その集合体が世界だっていうような考え方もありますが、どう

思いますか。 

高木（紀）   

例えば TEACCHは、TEACCHの基本的な考え方やアイデアを使って、その方のオーダーメイドの支援をす

るために開発されたものです。現行マニュアルがいっぱいあるから、そこから、その引き出しから持って

きてやっているだけで、引き出しにその人を収めようとしているわけではありません。 

実際アメリカで TEACCHの現場見たら、やっぱり人と人との付き合いがあって、そのアイテムはもちろ

ん使うんだけど、使う人によって使うことの関係性もあります。アイテムなくて裸の付き合いをするのに

は、あまりちょっと厳しい部分があるものだから、一応アイテムはあるというような感じでした。 

高木（司）   

同じアイテムを使うけど、それはみんな違うよっていう。同じ飯を食うけどみんな雰囲気が違うみたい

な。同じ服だけど着こなし方はちがうというような。 

高木（紀）   

そうそうそう。大外れしないって、その最低ラインを保障しよう、いう基本的な原則であって、あれが

全てではないのです。ただ、それを我が国に輸入する上で、かなり履き違えて、形をつくらなきゃという

気になっちゃったものだから、それに対する反発もありますが、実際現場に見に行くと違います。なの

で、かなり誤解されてと思うんです。それは置いておいて、アイテム使うか使わないかの差だけであっ

て、じゃあ自由な支援ならアイテムを使わないかというと、芸術の分野でもさまざまなあイテムを使って

ます。でも、アイテム使わなくても、裸同士の一対一の付き合いでやっていけるかというとそうでもない

と思います。その時にドラムだったり、音が鳴って、あるいはスポーツというさまざまなあイテムを使っ

ているだけの違いかなっていう風に思います。 

高木（司）   

職員にも言うんだけれど、みんながみんなマックの店員みたいな対応したら、それは怖いです。みんな

の行動が統一されてそれ以上やらないって言ったら、それはとても困るわけで。そすると先から話が出て

いる、エピソードを語り合うっていうのはとても良いなって思います。「私とあなたでこんなことがあっ

たよ」で、また別の人がそういうエピソードがあって、皆さんそれを持っていてね、それをこう集めてみ

るとすごく豊かなものが出てくるっていうのは良いなあと思います。 

問題は、現場ではそのエピソードは語られないことです。職員はみんな持ってるんだけれども、それを
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記録するのは仕事ではないっていう風に思って、業務ではないという感覚がとても強い。これを変えなき

ゃいけないのではないかと思います。 

 

二人としてのエピソード 

美和   

昨日も会議で、新しい職員が利用者との関係性で苦しんでいると言う。色々書類見て、個別支援計画見

たりして支援はしているんですけど、やっぱり上手くいかない。じゃどうしたら良いって時に、2 人で、

マンツーマンでレクリエーションかなんか行くと、いろんなエピソードが生まれるし「2人の」エピソー

ドができてくるし、すごく良いなっていうことで提案しています。 

実際に出てかけたりすると、すごくその人の見方も変わるし、わりとうちの施設なんか、そこを大事に

していると思います。 

 

友人という感覚 

高木（司）   

突き詰めていくと、やっぱり友人になれるかどうかでしょうか。友人として関わるっていうことになる

と、エピソードいっぱい出てくるわけですね。それは自分の世界になってくるから。だけど第三者の支援

者になった時は、食事介助をした、トイレ行って、完食したとかね、軟便だったとかっていう記録になっ

ていく。友人がトイレ行った、間食したということは思い出でも何でもない。ですから「友人」っていう

のが、1つのキーワードですねと、先日もあるケア会議で出されていました。 

小田   

親目線っていうと、支援者の方はどうなんですか。毎日、担当している職員さんからいろんなことをノ

ートで報告してくれたり、とんでもないことが起こったらすぐ電話で、と風になるんですけど。めったに

会わない職員さんに、たまたま私が事業所に行って顔を合わせると「お母さんこの前こんなことありまし

た」と言って、毎日ノートをやりとりしている職員さんは全然触れてない、すごく私が喜ぶエピソードを

話ししてくれるのです。一緒にいる人は気がつかないのに、この人は気がついて、しかもそれを、会うた

びに私に何かひとつお話をしてくれたりするんです。だからもしかしたら、友達としてじゃなくて、親目

線で「お母さんきっと喜ぶと思っていて報告したくなりました」と言ってくれたので。 

高木（司）   

親のような感情も出てくるときもあります。親のような気持ちになるとか、兄弟のような気持ちになる

とか、友人のような気持ちになる。これは「我がこと」として感じた時だと思うんですよ。 

先日、法人の職員の研究発表会があって、増田先生に来て頂いて、根洗寮職員は権利擁護をテーマに発

表しました。権利擁護のための結論は「相手を愛おしく大切に思ったら権利侵害は起きない」という報告

書でした。 

彼女のそのエピソードは、利用者と一緒に法多山に行ったら、階段の途中で利用者が寝転んじゃった。

寝転んだっていうか動いてくれない、何とか動かせようとするけども、通行人が「大丈夫ですか」って聞

いてくる、だけど動いてくれないから、しょうがないからって、本人と一緒に私も寝ようって寝転がった

のです。そして、青空を見たらなんてキレイだ、彼はこれを楽しんでいたんだなあっていうことがわかっ

て、で、しばらく、一緒に寝転んでその時間を過ごした、っていう話が紹介されました。 
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そういうことを共にした時に、愛おしいと、大切にしたいと思うと。それが私たちの仕事じゃないかっ

ていう話でした。でもそういう経験は、実際現場の職員はたくさん持っていると思います。そういうもの

がどんどん出てきて話ができれば良いんだけれども、本当に事務の仕事にストンと落ちてしまって、本当

に味気ないことばでまとめて終わっちゃっているなあって気がします。 

でも親御さん達の話を聞いていたら、求めているのはそういう世界ですね。そこを分かり合ってくれる

人が支援者でいてほしいっていうことなんだから、当然当事者もそうなんですよね。だから、支援者も

「我がこと」として感じること、それが本当は一番大事になってくるんだなあと思いました。 

では残りの 30分で「意思決定支援における課題」という大切なテーマを頂いています。 

 

臨床倫理から 

増田   

ずっと私の中で引っかかっていたのは、成年

後見と意思決定ということが、区別されること

なく語られている。最初はね、成年後見という制

度を更に当事者の視線や立ち位置に近付いて意

思決定支援が出てきたのかなあと憶測を持って

いたんです。 

成年後見は、代理行為の意思決定支援制度で

すね。それだけでは本人の意思というのはなか

なか反映されないんです。だから、それの反省に

基づいて意思決定支援というのが出てきたのかなと勝手に思ってたのです。 

それで、意思決定支援は別物なのか、あるいは成年後見を補完するものなのか、どっちなのかなと思っ

て資料や論文をずいぶんと読んでみても、どれも納得ができない、とてもファジーなんです。 

前回申し上げたように、臨床倫理ではどういう議論をしているのかなと少し課題整理を行いました。

で、臨床倫理にですね、四分割法っていう考え方があるんですね。臨床倫理の四分割法を援用して考える

と、左上（A象限）は専門的支援です、医師とかソーシャルワーカーによる支援です。ここ（右上の B象

限）は当事者・本人の意向です。そして、ここ（左下の C象限）は QOLという極めてファジーな概念が入

ります。ここ（右下の D象限）は環境や状況、あるいは家族の意向や資源などが入ります。汚い字で申し

訳ないですけど。それで、こういうふうに臨床倫理の４分割で物ことを考えると。 

当然ここ（A）では医師や看護師の世界が大きく膨らむんです。けれども果たして意思決定支援では、

そこがどう成り立つかっていうのは重要な問題です。最善の利益ということばはどこに入るのかと思っ

ておりました。ここで実は専門的支援のところで問題になるのは、一体意思決定というのは、何を以って

意思決定というのかと。いわゆる人間として生きていくうえで、判断能力を持っています。障害があろう

となかろうと、やっぱり生きるっていうのは自分で判断して生きているんですよ。例えば、あれが食べた

い、これは嫌だっていうのだって判断してるんです。ところが判断能力っていうのは、物差しがないので

判定しようがない。そうすると、法的なレベルや専門的なレベルでいくと行為能力になるんです。ここ

（D）。行為能力があるかどうかっていった時に、必ずここ（D）に制限が入りますね、だから、制限行為

能力というのが入ってきて、ここ（A）で成年後見が成り立つんです。つまり障害者というのは、行為能
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力、自分で責任を持って行為を遂行することができない人たちだから、これに制限をかけて、これを代行

する誰かが必要だっていうんです。そこに制限行為能力が出てきますよ。ここ（A）に成年後見が入って

きているんですよね。 

ところが、意思決定支援の議論の中で出てきているのは、本人の問題なんですね。つまり、もう一つ重

要な問題は権利能力の問題なんです。障

害があろうとなかろうと、一人ひとりが

等しく権利を与えられていて、自分らし

い生き方暮らし方して良いじゃないかと

いう、この考え方ですねよね。で、権利能

力というのが、いつもこちら（A）に押さ

れて小さくなります。重ければ重いほど。

例えば、障害があるというのは制限を要

する人たちだ、何かの制限をかけなきゃ

生きていけないんだ、そうすると経験を

制限し、情報を制限し、学習を制限し、活

動を制限し、判断まで制限することになる。それが当たり前だと私たち思い始めていて、そこに代理行為

をつけたのが成年後見ですよね。元々権利条約の議論の中では、これ（A）が肥大化することに対して歯

止めをかけるために意思決定支援という概念が出てきているはずなんです。これ（A）があまりにも大き

くなりすぎちゃったので、つまり成年後見ということが大きくなったので、こちら側（B）から少し押し

戻している。ところが日本はですね、どうしてもこれ（A）が優先しちゃうので、こっち（B）の議論より

もあっち（A）の議論が大きくなって、意思決定支援はこれだけ縮んでしまったのではないかな。そうす

るとこっち（B）の議論はあまりしないんですね。その経緯を勉強してみて初めてわかった。ある種の臨

床倫理とも重なってきたなと思ったのは、ソーシャルワーカーも同じように生活モデル、社会モデルと言

っていながら、根本的には臨床倫理における医師と同じように、どこかで医学モデル的な発想を持ってい

ないだろうかって。つまり私たちが彼らの何らかの制限された部分を補っていく、これはまさに医師と同

じ発想になってしまうんですね。でもソーシャルワーカーは、相談支援のところでどこかでセーブをかけ

るんですね。自分が代理行為をしていくことに対する限界というか、あるいは課題というのに気づいてい

るわけでしょうね。 

ここで（D）もう一つは家族なんです。当然、自分で意思を決定して何らかの行為をするときには、そ

れが可能かどうかの問題があるので、誰でも自由に生きられるわけではないですよね。家族の意向、それ

から生活環境的にそれできるかどうか、経済的な収入も、全部ここ（D）の問題になるんです。 

他方で、議論されてないのがここ（C）なんです。つまり、ここでの分類では「本人の最善の利益」つ

まり QOLなんですね。最善の利益はですね、もしここ（D）でとらえると、最善はないです。いつも次善

の利益か、それ以下の利益しか議論できないんです。だから、先ほどから議論されているような課題は、

ここ（D）に入ってきますよね。生活環境やいろんな人との付き合い、いろんな活動で変わっていくし、

それは人間としての当たり前の話ですね。施設の中でもそうですし、それ以上に地域の中で当たり前の暮

らしをしていけば大きく変わっていきますね。ここ（D）の部分がクリアにならないと、議論がどちらか

というと大きくなりすぎてしまうんですね。 
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というふうに、やっと課題整理ができると思うのです。きちんとまとめてくれればよかったんですけ

ど、まだ十分にまとめきれてないんです。でも、もう一度、ここ（C）から揺り戻しをかけていくってい

うことと、ここ（B）から揺り戻しをしていく必要が、意思決定についてはあるのかなという印象を持っ

ています。それでフッと思い出したのが、英国に自由最大化状況を保障することがソーシャルワークの支

援のポイントだ、ということばがあるんです。自由というのは誤解を招くので、これが何でもありみたい

に思われると困るんですが、そうじゃなくて、多くの制限がかけられた利用者さん、障害当事者にとって

みると、その制限を一つ一つ外していく、その試みこそが意思決定のポイントなんだというふうにやっと

行き着いたんです。 

今まで集団訓練すれば、生活訓練をすればこうなるよって、本人の意向とは関係無しに、どんどん制限

をかけてその可能性云々を言ってきたけど、少なくとも青年期に達した当事者から見たときに、少なくと

も子ども期ではご家族が身近にいたり、いろんな環境が必要なわけですけれど、特に自立をしていく青年

期では、いかに制限を私たちが一つ一つ丹念に外していって、本人のここ（B）の姿を描ききれるかどう

か。それを逆に言えば、制限を外していくことで自由をできるだけ最大限に広げていってみるという試み

が意思決定の支援の本質じゃないか。成年後見の補完じゃちょっと困ってしまう。意思決定と言いなが

ら、結局は成年後見の方が制度的にはしっかりと固まってきているので、多くはやっぱりここ（A）とこ

こ（D）、つまり家族の意向と専門職の意向とで、意思決定の中身が決められていく可能性っていうのが

あるかな。そんなところまで課題整理ができたんですけど、いかがでしょうか。 

理屈っぽいことを言っているんですけども、意思決定っていうことは、高木（紀）さんの最初の発言に

もありましたように、私たちにとって極めて新鮮で大切なテーマであるとすると、それを最初から制度に

沿って議論を始めるよりも、一旦制度の枠から、制度の土壌から外してみて、障害者が意思決定をすると

いうことの意味を確認してみる必要があるのかなって。そう思ったのが実は最初の発見でした。それだけ

では全然説得力ないので、一体私たちは何を意思決定しているのか、その中心にあるテーマって何なのか

なと思ったのです。先ほどいろんな生活経験をすることで子どもって変わってきていますよって言われ

ましたね。生活経験をできるだけ最大にしていくと、最大にと言うと語弊がありますが、本人なりにああ

したい、こうしたいっていうことが出てくるはずなんですね。経験もしない、情報も与えられない、学習

する機会もなければ、ああしたい、こうしたいが出てくるわけがないんです。例えば、歯磨きのことおっ

しゃったでしょう。これすごく個人的なことですよ、歯磨きの仕方なんてね。ひとりひとり違いますよ

ね。でも、ご本人にとっては親御さんに良い歯磨きをされて心地良いわけですよね。そうすると、それは

本人のスタイルですよね。だから下手な人にガチャガチャってやられちゃうと、気持ち悪いなあって思う

わけですよ。これもそういった生活経験を、本人のスタイルとして一つひとつ積み上げてきたわけですよ

ね。それを無視してケアをしてしまうと、それは本人の意思決定に反した行為ですよね。歯磨きという、

ささやかなことのようですけれど、これまた本人にとったら美味しく食事をとるとか、気持ちよく生活で

きるとかにつながる。私たちは歯１本が虫歯で痛んだらその日一日不愉快ですよね。だから、そういう一

つひとつの物ことを積み上げて、そういう支援として意思決定支援というものを、もういっぺん整理でき

ないのかなっていうのが、私の勉強した概要です。 

一つは、権利能力のところで意思決定を位置づけておいた方が良いかな、っていうことと、それから

QOLでの本人の最善の利益をどうとらえるか。QOLっていうのは制限を外していくで、本人が気づいたり、

喜んだり、自分の思いを語り始めたり表現したりっていうことなんです。それが大切なものとして見えて
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くることなんですね。理屈をこねているようなんですけど、少し課題整理をさせていただきました。以上

です。ありがとうございました。 

 

専門職とまわりの制約と本人の最善の利益 

高木（司）  

ありがとうございました。あの、とてもわかりやすい。この図はすごくわかりやすいです。このライン

（A・D） は。このラインは、もう、本当に今やっているからとてもわかりやすい。 

増田  

これ（A・D）ですよね。（B・C）もですね。ここは通じているんですよ、いや、少しずつ通じ始めてい

るんですよ。今までは通じてなかったので、いつもここ（D）で物事が決まってしまうのです。でもここ

がやっと通じ始めたんです。たとえば地域で暮らしましょうというと、例えばお金を持たなくてコンビニ

も行っても、コンビニの方がわかってくだされば、障害があっても地域の中でお買い物できるとかね。ま

ずはそういうエピソードからですよ。ここ（B）は良いです。ここ（C）はもうちょっと議論しないといけ

ないんですけど。 

高木（司）  

この線（A⇒Ｄ）が、この線が課題ですね。 

増田  

ここ（A⇒D）ですかね。じゃ、ここ（B⇒C）が通じてくれば風通しが良くなりますかね。生活というか、

人生というか。ライフっていうのは、全部言っちゃうんでね。生命も人生も生活も、全部含み込んでいる。 

成年後見というのは、ここ（A）で成り立っていると思いました。ただし、相談支援というものは、ど

こかこれこの（A）制限をはみ出してやっているところがあるじゃないですか。はみ出さないと本当の意

味での意思決定というテーマに届かないと思うんですよ。 

だから、たとえば障害者年金が貯まって旅行にしたいなと思っても、それはだめですよって成年後見人

が制限しちゃうと何もならないわけで、そういうことって起こるわけでしょ。やっぱりそういった時に、

相談支援のレベルで膨らませてくるかっていうことがありますよね。 

高木（司）  

制限と自由化の戦いを、職員たち葛藤しながらいろんな議論して、規則がいっぱいあって、だけど本人

それじゃあ窮屈だし、これは実現しようと思うと、こっち（D）が何とかって、結局、人が足りない金が

ないとかっていう話で終わってしまうんだけどね。 

増田  

そうすると、ここ（D）で制限がかかるんです。支援する人がいないって、お金もないって。ここ（D）

なんですよ。そこが問題なんですね。 

小田 

 いや、家族の中でもそういうことが起こっているなと私は思いました。 

増田  

そうですよね、それはありますよね。 

小田  

制限をかけたりとか、ね、色々、本人に対して色んなことを良かれと思ってやっているんだけど、それ
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が本当の支援になっているのかどうか、親もよくよく考えてやっていかないとちょっと間違うといけな

いなと。 

増田  

まあ、親御さんの場合、そこを補うだけの愛情という視点があるので、まだ良いんですけどね。これが

愛情なしに制限をかけたら本人はたまったもんじゃないと思いますね。 

高木（紀）  

愛情じゃなくて都合でやり出しますからね。こちらの都合で。 

小田 

 親の都合ってありますよね。 

増田  

最善の利益って、ここ（C）なんだろうな。医療もここ（D）でやっちゃうと最善の利益にならないです

ね。 

 

行為能力と判断能力 

高木（紀）  

最善の利益って、児童の権利に関する条約にありますが、子どもの最善の利益ってなった時に、子ども

にとっては最善の利益と、子どもの意思と、親御さんが考える子どもの最善の利益は全くずれるわけで、

子どもにとっての最善の利益と、ご家族にとっての最善の利益が、こう乖離したのをどう支えるかってい

うのが児童福祉のややこしいところです。それをずっと引きずって大人になっている感じがします。 大

人になって出会った方は、逆にすっぱりそこが切れているものだから、ある意味扱いやすいところもある

と思います。後見人もやりやすい部分もあります。それは別に悪いわけではなくて、絡み合った状態を本

人の最善の利益を中心に整理できます。 

高木（司） 

専門職が「行為能力」で判断しているということはわかりやすいです。みんな、行為能力で判断しちゃ

っている、私たちもそこで判断しちゃっている、法律家も…。行為能力で言われたらすごくなんか不条理

だなと思います。 

増田  

そうなんですね。判断能力であれば様々ですね、これ食べたくないとか。 

高木（紀）  

本人もちゃんと判断してるんですよね、これやりたくないとかって。でも、ルールとかで、勝手にこっ

ちが決めているだけ。 

 

行為能力は人によって変わるもの 

増田  

こちらが勝手に鑑定して、あなたには責任能力、行為能力はありません、だからこういうふうにします

って、医療保護にしますって判断するでしょう。 

そういう意味で、障害の方々にかけられてきた物差し、行為能力が全て判断能力の物差しになっている

んだと。たとえば重症児者の研修で、口と手だけ動く女性がいまして。ヘルパーさんが持ってきた食事
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を、口をつむって食べないんです。で、そのままビデオをしばらく見ていると、その後に別のヘルパーさ

んが介助すると、今度はなんと食べ始めるんです。その間に会場の方から、早く食べろよ、忙しいのに、

わがままだな、なんて声が聞こえてくるんですね、でも本人にとっては、明確な意思表示をしているんで

す。あの食べさせ方、それに伴う介助の仕方に不安や恐れがある。だからこそ本人は口をつぐんで食べな

い。でも会場のみなさんから、早く食べたら良いのに、わがままだなって言われちゃうと、こちらが意図

した内容とズレていくのですね。こちらはケアの仕方ひとつで変わるんだよっていうことを理解してほ

しかったんですね。ところが反応は逆だった。重症児者だという前提の中での先入観があったのでしょう

かね。 

高木（司） 

 待つっていう訓練を私たちはしなければいけないと思います。あの、東田直樹さんの話を聞いている

時も、僕はものすごく苛立っていたんですよ。「早く話して」とかって思うわけですよね。 

仕事に追われていると、やっぱりね、時間とか効率とかっていうのにやっぱり染まっちゃっているのだ

と思います。だから、ご飯早く終わった方が良いとかね、効率的に終わるとかっていうのがあるんだろう

なと思います。 

食事の介助って、ビデオ撮るとすごく面白いですね。介護者のうんと苛立っている「早く食べてくれ」

という感じもあるし、そのやり取りの中で、実は食事が成り立っているっていうことを私たちは振り返ら

なければいけないと思います。食事の介助って本当に「やりとり」で、コミュニケーションそのものです。

本人の意思もはっきり現れる。でも他の職員が見たら全然そんなことないとか、この職員だったらすんな

り食べるとか、抵抗しながら食べるとか、いろいろありますよね。 

 

人を「対象」にする怖さ 

高木（司） 

我が身に置き換えないと、相手が人だと思えなくなっちゃう。だから「対象者」だと、仕事や業務の「対

象」だって思うから、やらなきゃいけないし、それをいかに早く上手くやるかって、相手の苦痛とか気持

ちっていうのは考えないようになるのが一番怖いと思います。 

藤田  

良い職員は、それをさっささっさってやる職員なんです。あの人できる、介護職員として出来るって。 

あー、その苦いの、いやそんなに無理して入れちゃ、あんたそんなの、遅くやっていちゃダメって。それ

で疑問に思わなくなるのが怖い。 

高木（司） 

介助の実務はとても下手な職員がいました。入所施設ではさんざん非難を浴びていました。その職員

が、グループホームに異動しました。全然実行能力が不足している、ティッシュがどこにあるか、トイレ

ットペーパーがどこにあるか、洗剤がどこかって、全然わかんなくてアワアワしてしまっている。する

と、グループホームの利用者さんが全部を教えてくれるのです。「ここですよー」「ここですよー」って。

それでね、その時に利用者さんたちが「あの人が 1 番良い」って言ったんです。先任者はよく気が付い

て、いつもきびきびと利用者さんたちに助言や指示をだしていました。その職員と、その実行機能の低い

職員が交代したのですが、利用者さんたちは「天国になった」と言いました。それを聞いて、支配しない

ことがとても良いんだなあと思いました。その人が頼りなくて、ちょっと危ないなと思ったら、みんなが
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その人を支えようっていうところが良いのだとおもいました。人は、結局は人のためになりたいとか、人

を支えているんだということが、実は一番力になるなとすごく良い勉強をしました。 

安藤 

 昔、グループホームなるものを横浜に見に行った時に、できる職員じゃなくて空気みたいな職員が一番

良いって言っていました。押し付けないっていうのが良いでしょうね。でも、今いうお話で時間とか人的

なそういう制約もあり。 

 

現場ではとにかく危機介入で保護優先、意思決定支援を考えるゆとりがない 

藤田 

その図で、自閉症の人にあてはめて、QOLを高めるためにはどうしたら良いかなあと考えた場合、先ほ

ど出てきた複数後見で、もっと長く時間をかけて理解していくことが必要だと思いました。 

後見センターの活動をしていますけど、なんでこんなになるまで放置されてきたのか、今更どうしたら

良いのっていうケースが非常に多くて、本人の意思決定というより、今の権利侵害を何とかしなければと

いうことでバタバタしてしまう。なんとかしなきゃいけないから本人の意思なんてこっちに置いといて、

現状をとにかく、安全とか、まず健康と生活を守るというようなことばかりです。 

もっと時間をかけて、最初から親と子のアセスメントを丁寧にして、本人の QOLは何か、最善の利益っ

ていうのはどういうことなのかなって考える期間が必要だと思いました。 

増田  

こちら（D）に出てくるのは公共の利益。地域で暮らす上での公共という利益。これをどうするんだっ

ていうことですね。そうすると A と D で大体のことが決まっちゃうんです。そうすると制限がかかりは

じめる。でも、少しずつ Dをこう変えていく。（D）が変わり始めているんですよ。 

高木（司）  

藤田さん、おっしゃったように、そのね、健康とかね安全とかって入ってくると、Bと Cは潰されます。 

増田  

ここ（D）に入ってきますよね。 

藤田  

水戸黄門の印籠みたいに専門職は「安全にやれるのか」と印籠をかざす。 

増田  

ここ（A）へ入ってきますね。 

藤田  

だからその辺がもうちょっと深いところでやっぱ議論されないと。安全、どうなっても良いんですか、

なんて言われると。 

高木（司）  

今は、もう全部それで通っちゃうね。何を優先するかって、そこになって。 

高木（紀）  

「安心安全」と言っちゃうじゃないですか。「安心」と「安全」は違うのに。 

高木（司）  

違う。安心と安全は違う。本人は安心できない、不安だよ。安全だけど不安でしょうがない。 
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高木（紀）  

うーん、でもね、生命を危険にさらして良いのかって、すごく悩みますよね。水好きだから危ない川遊

びさせて良いのかって。本人やりたいって言っているけどどうしようって、こんなに流れがあって水量あ

ったら死んじゃうかもしれないし、じゃあ川に連れて行くのは止めようとなってしまう。もう、年中こん

な感じです。 

高木（司）  

そうですね。悩みながらやるしかないのかもしれない。それが答えかもしれないです。 
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当事者との意見交換会の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時 平成 29年 10月 28日（土） 13：00～14：30 

場所   浜松駅前ビル会議室 

 

当事者の方々 
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被補助人 Fさん（32歳・男性） 

被保佐人 Yさん（52歳・女性） 

被保佐人 Mさん（61歳・女性） 

 

3 人は、補助、保佐類型で、話すことが得意な方々だった。3 人はそれぞれ、自分の生い立ちから、今

の生活の様子、成年後見制度を利用するに至った経過、今、制度を利用していて思うことなどを自由に話

していただき、検討委員からの質問という形で意見交換を行った。 

 

Fさん 

4 年前に事件に巻き込まれて刑務所に入ることになった。刑務所を出た後は、障害者支援施設に入所

した。施設の職員から、また犯罪に巻き込まれる心配もあるので、成年後見人を付けたらどうかとすすめ

られました。自分は、刑務所に入る前に携帯電話の料金を未払いだったことや、自分の母親が自分名義の

携帯電話を使っていて、母親も料金を滞納していて、借金が多くあって、どうして返したらいいかわから

なかったので、後見人をお願いすることにしました。 

今は月に一回、補助人さんが面会に来てくれる。今はグループホームのサテライトで暮らしているけれ

ど、グループホームの費用や電気代などは補助人さんが支払ってくれます。 

スマートフォンやたばこ代にお金がかかって、補助人の人にお金のことで注意を受けることがあるけ

ど、自分ではきちんとお金を管理できないので、補助人さんには助かっています。 

携帯電話の滞納分は就職の訓練の時の奨励金をもらっ

たので、それで返すことができました。一度老人ホームに

就職したけど、精神的に不安になって退職しました。 

お金が欲しいので、A型事業所に就職しました。小遣い

が足りないのでお金を稼ぎたい。 

自分の趣味は、音楽です。ベースを弾いたり、スマート

フォンや iPodで音楽を楽しんだりしています。 

 

Yさん 

 私は、高校の時にてんかんになって、学校を中退して、それから家に引きこもることになりました。20

歳のときにお父さんが亡くなって、お母さんでは私をどうすることもできず、24歳の時に精神科の病院

に入院しました。8 年間入院して福祉施設に入りました。福祉施設は 5 年で卒業して、それからアパー

トで独り暮らしを始めました。最初は、社会福祉協議会の人が私の年金を管理してくれ

ていました。父親の遺産を相続したので、最初は母が私の保佐人になったのですが、母

も手続きが大変になって、社会福祉士さんに保佐人をお願いすることになりました。 

 保佐人さんには、最初私のお金なのに自由につかえないことに腹を立てて、何回も電

話してお金をもらおうとあの手この手でお金を要求しました。でも、私は持っているお金はすぐ使ってし

まうので保佐人さんがいないと大変なことになると思って、助かっていると思います。 

 保佐人さんも一生懸命にしてくれて、病院や美容院の代金も保佐人さんがあとから支払いに行ってく

れます。生活費は 2 週間に 1 回、保佐人さんのところに私が行って受け取るようにしています。私も歳
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になってきて友達の入院のお見舞いやお葬式の香典を持っていくことがあります。お葬式はお礼のはが

きを証拠として保佐人さんに届けます。保佐人さんに必要なのはコミュニケーションだと思います。 

 保佐人さんの他にも、元いた施設の職員さんやヘルパーさん、訪問看護の職員さん、通っている B 型

事業所の職員さんや友達などたくさんの人に支えられています。 

 アパートの暮らしは施設と比べると自由があります。自由が最高です。ずっと一人暮らしを続けていき

たいです。 

 

Ｍさん 

私は 15 歳から 35 年間、旅館に住み込んで仕事を続けてきました。社長さんが

親切で、私のお給料から貯金をしてくれていました。経営者が変わって、旅館で働く

ことができなくなって、グループホームに住むようになりました。福祉施設で働い

て、それから一般企業に就職しました。私は、働くことがとても好きなので、これか

らも働きたいと思います。職場では最初人間関係で苦労したけど、今は仲良くなっ

て職場の忘年会にも参加しています。グループホームは自由で、門限はあるけど、休みの日は食事も自分

の自由にできるし、買い物に行ったり、好きな所に出かけたりしています。 

お金を持っているときには、知らず知らずの内にお金をたくさん使ってしまって、相談支援事業所のワ

ーカーさんに勧められて裁判所に保佐の申し立てを自分でしました。そしたら、社会福祉士の T さんが

保佐人になりました。Tさんは最初体を壊していたようでなかなか私に会いに来てくれませんでした。お

金の管理をしてくれて助かっています。困ったときに保佐人さんに電話しても出てくれないこともあり

ますが、月に一回会いに来てくれて、その時に相談するようにしています。普段はグループホームの職員

さんや相談支援の人と相談しています。 

60 歳を超えたので、会社は一年契約となりました。でも、働けるうちは働きたいと思います。 

 

3 人からの語りの概要を紹介したが、その後聴いていた検討委員のメンバーから質問が寄せられ、それ

に答える形で意見交換会が行われた。後見制度を使っての感想というよりも、話は本人たちの暮らしの様

子、当面に困っていること、そして将来の暮らしのことの内容について、多くの話をしてくださった。 

成年後見制度は、権利擁護の制度としての機能という面があるが、本人たちの生活に密着している仕事

であり、将来の夢を一緒にたどっていくという寄り添い方の支援であることが理解できた。 

半面、本人たちにはなぜ後見制度を利用するようになったのかという理解や自覚は一応持っているよ

うだが、やはり自分で自分のお金が自由につかえないというもどかしさをそれぞれが持っているように

感じた。本人たちの能力が不足しているから補完的に成年後見制度を使っているのであるが、保佐、補助

類型においても本人ができること、チャレンジしたいと思うことには、後見人等が付与された権限をフェ

イドアウトしていくようなセンスも求められていることを強く感じた。 

成年後見被後見人の話を聞いての検討委員からの感想 

 

浜松市浜松手をつなぐ育成会 藤木るみ子 
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お話をいただいた三人の方の成年後見制度利用のきっかけが、金銭問題であったとの事。制度の利用に

結び付けてくれた支援者がいなかったら、深みにはまっていたかも知れないと思うと恐ろしい気がしま

した。生きていればいろいろなことがありますが、現在は、法的支援と福祉的支援がうまく連携して、皆

さんそれぞれに安定した生活を送られており、差し伸べる手が、安全で安心した生活につながっていると

感じました。 

置かれている現状と後見制度利用のきっかけを率直にお話しいただき、多くのことを学ばせていただ

きました。ありがとうございました。 

重度で制度を利用されている保護者のお話も聞いてみたいと思います。 

 

 

愛知教育大学 増田 樹郎 

  

「あなたの友人はよく亡くなりますね」「もう私も歳ですから」 

 後見人と利用者との何気ない会話であった。冠婚葬祭費の支出を求めたとき、これまでも幾度かの嘘の

申し出があったのかもしれない。だから、フッとアイロニー（皮肉）が後見人の口の端に上ったのかもし

れないことは想像に難くない。にもかかわらず、この会話のなかに、日常性と非日常性の間で自らの存在

証明を試みようとする利用者のパトス（揺れ動く感情）を感じてしまうのは何故なのだろうか。 

 そもそも成年後見とは、障害や病のためにヴァルネラブルな状況にあるがゆえに、これをポジティブに

補償しようとする仕組みであるはずだ。後見的な支援とは、〈関係〉と〈能力〉そして〈アイデンティテ

ィ〉によって成り立っているといってよい。後見とは、利用者の足らざるを補うことではなく、「共に揺

らぐ」支援であってもよいのではないか。利用者にたえず補償努力を求めるのではなく、日常のなかに彼

／彼女のアイデンティティが浮かび上がってくるような関係があればと願う。 

 

 

浜松市浜松手をつなぐ育成会 安藤幸枝 

 

 今日はみなさんの率直な体験談をお聞きしてとても勉強になりました。一番強く印象に残ったこと

は、「今まで誰も私の話をちゃんと聞いてくれなかったけれど、後見人さんは初めてちゃんと、しっかり

聞いてくれた。思ったことが話せて嬉しかった。」と言われた言葉です。成年後見制度の利用において後

見人（保佐人）と被後見人の間に対等な信頼関係が基盤としてあることが最も大事であると感じました。

同時に、意見の違いや、少し忍耐が必要な場面もあったりしながら時間をかけて向かいあうことでようや

く信頼関係を築けるという、その難しさも感じました。今日お話された三人のみなさんは、自分自身でお

金の管理をするのが難しいので後見制度を利用するようになったとのことでした。お金を計画的に使え

なくても、自分の意見や気持ちは伝えられる力があるので、支援する側はご本人と話し合いながら進めて

いくことができます。ご本人の満足や納得を確認できるので制度利用はとても良いと思いました。 

一方わが娘のことを考えると、自分の意見が持てない、判断できない、気持ちを伝えられない重度知的

障害の人たちは、今日の三人の方々よりさらに難しい課題があります。何が本人にとってより良い選択な

のか、本人の満足度をどのように測るか、後見人の資質によって左右される危うさが心配になります。自
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分の思いを言えない人たちにとっての成年後見制度の課題についてはもっと議論を深めていってもらい

たいと思います。 
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手記 

 

親の思い 
 

 

 3回の検討会を踏まえて、本研究の検討委員を依頼した浜松市浜松手をつなぐ育成会の 3 名の母親から、成

年後見制度に寄せる期待を手記として寄稿いただいた。 
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成年後見制度「親の願い」 

浜松市浜松手をつなぐ育成会  

藤木るみ子 

 

子どもに障害があるとわかった時、生きる力をなくしかけた時、それを救ってくれたのは、同じ境遇の

母親たちや、福祉の専門職の人でした。今日まで、前を向いて歩んでこられたのも、多くの人の支えがあ

ったからにほかなりませ。この先も、家族が元気で今の暮らしがずっと続くことを願います。しかし、考

えたくないことですが、いつかは必ず親子の永遠の別れが訪れます。福祉サービスや法制度の整備は進ん

できましたが、まだ安心して託せる社会とは思えません。このような現状の中、子どもを置いて先に逝く

ことに不安を覚えない親はいないでしよう。どんなに整備されたとしても、安心して託すことができない

のが親心と言うものなのかも知れません。 

親に代わってわが子の権利を擁護し、守る役割の人は誰なのか？ 誰に託すのが適切なのか？ と考え

る時、本人に代わって金銭管理や契約を行う「成年後見制度」に期待するところは大きいです。 

これまで親が担ってきた、わが子の幸せを願うすべての行為と同等の支援を期待するのは無理なこと

かも知れませんが、後見人には、本人の自己決定権を尊重し、本人のこれまでの成育歴や環境に配慮し、

人生に寄り添うことができる人であってほしいと思います。本人が充実した生活を送れるような、財産の

有効な使い方も重要な役割です。  

親が元気なうちは親が後見人となり、できなくなったら専門職に引き継げる複数後見も視野に入れて、

これからを考えようと思います。複数後見は、親が元気なうちから、第三者後見人に事務手続きなどを

徐々に引き継ぎ、本人の希望や生活の現状などの情報を伝え、将来を一緒に考えて準備をすることができ

るというメリットがあります。 

成年後見制度は、財産管理と身上監護が主な仕事ですが、「親なき後」の制度の活用に際しては、身上

監護を重視してもらいたいと思います。本人抜きに物事が進められることはあってはならないことです。

何もわからないと思われても、会話がなくても、何気ない仕草や、表情から何かしらの情報は得られるは

ずです。本人だったらという視点での支援をお願いしたいと思います。 

制度や法律はセーフティーネットの枠組みであり、それを動かすのは人です。人によって、制度や法律

の解釈がゆがめられ、権利が守られないことは、あってはなりません。ひとりの人の価値観で本人の意思

が抑えられることがないように、複数の支援者が関わるチームでの支援であると安心です。閉鎖的な環境

は不正を起こしやすい傾向があります。後見人を含めた周りの支援者すべてがチームを組めるような環

境設定であると心強いです。何より風通しが良い支援であることは重要なポイントです。 

親のように無償の愛で包み込んでくれる人はいないかもしれませんが、わが子の幸せな生活を支えて

くれる人はいます。生活支援や権利擁護システムの下で、やさしさに見守られながら、親なき後も伸び伸

びと笑顔で生き抜いてくれることを願ってやみません。 
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親の願い 

浜松市浜松手をつなぐ育成会 

安藤幸枝 

 

 つい最近のことである。自閉症の男子が通所施設の帰りのバスの中で大立ち回りをして数人の同乗し

ている仲間を傷つけた。原因はバスが予想外の渋滞にはまり動かなくなったことにいら立ってのことだ

った。本人はよほど我慢していたに違いないが、我慢が限界に達してパニックを起こした。薬も飲ませて

いたが時間的なこともあり効果はみられなかった。いつも周囲に気を配り、子どもの対応に細心の準備を

することのできるお母さんだったが、それだけに今回の落ち込み様は気の毒なほどだった。私の子どもも

被害を受けた一人だったので、私に対しても何回も謝ってくれた。関係者に謝り続けて最後に涙を浮かべ

てポツリと「生まれてこなければよかった」と言った。それは子どもに向けてというより母親の自分に向

けた言葉であっただろう。考えてみれば誰のせいということもない。あえて言うなら車が動かなかったこ

とが悪いのだ。どんなことでも受け止める側の考え方で白にも黒にもなる。「こんなことをしでかした（本

人の責任）」とみるか「こんなことをさせてしまった（周囲の責任）」とみるか。私たち親が最も心配なの

は、障がいがあるがゆえに起こることが本人の人格とすり替えられることだ。親なきあと、親に代わって

誰が本人の尊厳を叫び続け、守ってくれるのだろうか。 

ある入所施設の職員が「その人のためになると判断して『こういうことにお金を使いたい』と後見人に

相談したら、ダメだと言われた。残念だった。」と言った。事の正否はわからないが、身近に接している

職員が申し出た提案と、月 1 回の訪問の後見人のどちらがほんとうに本人の思いをくみ取っているか、

本人の生活の質をよくしようと考えているか。できれば親として詳細を聞いてみたかった。障がいは治ら

ない。でも環境によって落ち着ついて気持ちよく過ごすことができ、自分を素直に出していけることだろ

う。 

私の子どもは重度の知的障がいである。だから日常生活において親のやっていることをきょうだいに

託すことはむつかしい。どこかで第三者にお願いして自立させたいと思っている。その際にこれだけはこ

だわりたいと思っていること、それは関わってくださる人々が「何を大切に考えるか」である。本人の気

持ちを一番大切に思ってくれて、「子どもを愛しむ親の気持ち」でよりよい生活を送るために最善の選択

を模索していってほしい。制度や仕組みになじみにくいこのモヤモヤした概念をどうしたら共通の支援

の仕組みに落とし込んでいけるのだろうか。個人の考え方にはどうしても偏りができる。できればパーソ

ナルな支援を「チーム〇〇さん」というチームでやってもらえるといいと思う。それぞれの立場の支援者

が複数の眼で支援のタッグを組んでもらう体制ができれば、本人や親にとって安心につながっていくと

思う。何かが起こった時の支援会議ではなく、継続的に見守りも含めてなるべく本人の歴史を知っている

人が永く関わってくれる体制であるといい。もちろん成年後見人も、法的な立場の重要なチームの一人で

あると思う。私の娘は重度だが、心地よいかそうでないかは表情や仕草でたちどころに返してくれる。ど

の人が自分をしっかりと見てしっかりと聴いてくれるのかは肌感覚で的確に感じ取っている。だから好

きな職員さんに向ける笑顔は一味違う。月並みな言葉だが、娘には「本人らしく明るい笑顔がたくさん出

る生活」を送ってほしい。そして良き支援者を得て親なき後も安心して生活していける場を用意してあげ

たいと切に思っている。 
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親の思い 

浜松市浜松手をつなぐ育成会 

小田史子 

 

 次男は 1 歳半の検診で、社会的な発達に少し遅れがあると指摘をされた後、2 歳 2 か月の時に自閉症

との診断を受けました。知的障がいも併せ持っています。現在は 27 歳になり、日常の生活では、食事・

歩行・排泄など最低限の身辺的な事は自立していますが、言葉がなく、意思表示が困難、自分の命を守る

事はできません。 

診断を受けた頃は、自閉症とはどんな障がいなのか、どうやって育てたらよいのかわからず、母親にと

ってはとても苦しい時期でした。次男は何のために生まれてきたのだろう？生まれてきた良かったと次

男自身が思える日が来るのだろうか？と考えたりもしました。 

母親としては苦悩を抱える生活でしたが、その当時の次男はまだｋく、その年頃の子どもらしい表情

で、おいしいものを食べるとき、大好きなアンパンマンを見るとき、風を切って走っているとき、とても

かわいい笑顔を見せてくれました。この子の、この笑顔こそが生まれてきた喜びを感じている瞬間なのだ

と思いました。たとえ重い障がいがあっても、ずっと笑顔の生活を過ごさせてあげたい、これから先もこ

の子が笑顔でいられる人生を送れるようにと子育ての目標ができ、この子が存在する限り、生きている意

味や存在する理由があると思う事にしました。 

 言葉が出ない次男は、意思表示や表現がうまくできないので、本人の事を決めるときも母親である私が

考えて本人の代わりに決めてきました。次男が自分で選べるよう現物や写真カードを利用するなど工夫

もしてきましたが、説明できない状況の選択や決定の場面では、これまでの次男の体験や好みから判断

し、できるだけ混乱や不安なく過ごせる方に決めてきました。当然、想定内の事も想定外の事も起こり、

その経験を通じて本人の意思を確認してきたように思います。 

 このように何をするにも手助けが必要な子どもとの生活が続き、障がいのある子の子育ては親子の密

着度が強く、親離れ子離れはそう簡単にはできそうにありません。母親と子どもの人生が同じレールの列

車に乗っている気持ちさえします。しかし本来は、私は私自身、子どもには子ども自身の別のレールの人

生があるはずです。親子が同じレールの列車に乗っていて親が先に列車を降りるのではなく、親が元気な

うちに子どもを本来の子ども自身の列車に乗り換えさせなければいけないと思っています。乗り換える

列車の行く先に、次男が安心できる生活や環境や本人を支えてくれる人がいてくれるのか見極めなけれ

ばならないし、必要な物は用意しておかなければいけないと思っています。 

 ところが、親がいなくなった後の自分の子どもの将来の姿がイメージできず、何をどのように用意する

のかと考えるうちに、「親自身が考える子どもの幸せ」と「子ども自身が望む幸せ」とが一致しているの

かと思い、ふと立ち止まりました。「自分が望む幸せ」を言葉や表現ができない次男の気持ちをどうやっ

てくみ取るか？考えているうちに、次男の障がいがわかった時、親として次男に笑顔のある人生を送らせ

てあげたいと願っていた事を思い出しました。今の笑顔のある生活を続けられる事が、「親自身が考える

子どもの幸せ」と「子ども自身が望む幸せ」が一番近いのではと思います。 

 近い将来、私は自分が元気なうちに成年後見制度を利用しようと考えています。次男には兄と弟がいま

すが、本人のためにも、兄弟たちとその家族のためにも、後見人には兄弟ではなく第三者にお願いするつ
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もりです。できれば、福祉の制度や障がいのある人の生活を支援できる方に後見をお願いしたいと考えて

います。兄弟たちとも良い関係性が築けて、互いに相談できる関係であってほしいと願っています。 

しかし、後見制度の利用だけで本当に困らない生活ができるわけではないとも思っています。今後福祉

の制度やサービスがもっと充実したとしても、実際日常生活を送る上では、制度やサービスの隙間ができ

てしまうと思います。本人にとっては、その隙間にこそ支援が必要です。日常の生活の見守りや、ちょっ

と困ったときの手助けや声掛けなど、支援者する方にはお願いしたい事は山ほどあります。 

自己決定や自己選択の意志表示がうまくできない次男の気持ちをくみ取るのは親でも難しい事なので、

誰か一人の方に次男の人生まで背負わせてしまわないよう、複数の方に将来を託す事ができればと思い

ます。後見人と共に日常生活の支援者や兄弟たちを含めてチームでの支援をお願いできればと考えてい

ます。本人の健康の維持や命を守るための支援、財産管理を含め不安なく安心して暮らせる日常の生活の

支援、そして次男の人生に寄り添う支援をお願いしたいです。次男がずっと笑顔でいられる人生の伴走を

お願いしたいです。 

そのために、「親心の記録」に今の次男の幸せが何なのかという事と、次男を思う私の親心が伝わるよ

うに記入しておきたいと思っています。 

 動き回って大変だった幼児期、山あり、谷あり、嵐ありの学齢期を過ぎ、卒業後は毎日作業所に通って

います。これまでにたくさんの方に親子ともどもお世話になり、特に思春期の頃は、心にも壁にもたくさ

んの穴が開き、心もガラスも何枚も割れましたが、学齢期はたくさんの先生方に育てていただきました。

学校という環境や集団生活の中で、みんなと一緒に行動し、様々な経験をする事で、社会に出て働き生活

する力を育てて頂きました。今は毎日、仲間と一緒に作業をし、施設の行事にも参加し、とても良い笑顔

で過ごせています。27 歳の次男がこの先寿命を全うするまでには、今まで以上にたくさんの方にお世話

になるだろうと思うと、親としてはとても切ない気持ちです。 

 次男自身が生まれてきて良かった、楽しい良い人生だったと誰かに伝える事は残念ながら今後もあり

得ないという事はわかっています。でも、親がいなくても今と同じように安心できる生活を続けられ、い

つも笑顔で暮らす事ができれば、次男自身が自分の人生について感じている言葉の代わりになると信じ

ています。 

 親である私の代わりは誰もいません。私と同じ事をしてくれて、私と同じように次男の事を思ってくれ

る人は残念ながら存在し得ない、親心とはそういうものだと肝に銘じ、自分に言い聞かせつつも、両親が

亡くなっても、わが子の将来も「今現在の幸せ」がずっと続く事を祈っています。 

 

 

 



139 

 

 

  

「しずおかサポートファイル」と「親心の記録」について 

 数年前、静岡県手をつなぐ育成会で「しずおかサポートファイル」を発行する際に、育成会の役員で

あった事もあり、このサポートファイルの作成にかかわる事になました。子どもの成育歴、医療、福祉

などの情報をまとめ、支援の引き継ぎを記録するファイルです。このファイルに別冊で「親心の記録」

を作りました。 

 親なき後のための記録というと、親が高齢になっていよいよという時に、残していく子どものため

に記録するエンディングノートや遺言などを想像しますが、大震災や災害がいつ起こるかもわかりま

せんし、高齢でなくても思いがけない病気、不慮の事故などもないとは限りません。今考えられる範囲

で、残すべき記録や子どもの支援者の方に伝えるべき事を記入しやすいように考えて作りました。ま

た、「親心の記録」は、誰に？何を？お願いしておくかという事を具体的に記入するようになっていま

す。親なら誰しもわが子にはずっと幸せに暮らしてほしいと願うものですが、そもそも「幸せ」とは何

なのか、あまりにも抽象的で支援者には伝わらない。親が元気なうちに、両親、家族で「今のわが子の

幸せ」とは何かを確認し、将来わが子を託す方にそれを具体的に伝えるための記録です。 
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意思決定支援（支援付き意思決定）についての提言 
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〈意思決定〉支援の課題と展望 

 

愛知教育大学名誉教授  増田 樹郎 

 

Ａ．はじめに 

 昨今の障害のある人の支援に関連する法律の多くは、〈意思決定支援〉に触れている。その重要さに鑑

みるとき、支援の現場がこの概念の成り立ちや構成について無関心であることは許されない。「障害のあ

る人」という枠組みのなかに深く濃くパターナリズムが浸透し、彼らが〈意思決定〉する主体であること

から長らく遠ざけられた歴史がある。遅きに逸したとはいうものの、〈意思決定支援〉が語られはじめた

ことは、障害のある人の支援の本質を問い直し、発想の転換を促す意義があると言えようか。因みに、

「障害者の意思決定の支援に配慮する」という文言は、改正障害者基本法（第二十三条）、障害者総合支

援法（第四十二条第一項及び第五十一条の二十二第一項関係）等に記載がある。その点からすれば、〈意

思決定〉の支援は、すでに共通認識であるということができる。 

 他方、成年後見制度に比して、〈意思決定支援〉に関する社会的な関心度は低く、その適用や仕組みに

関心を寄せる人は少ない。その背景を慮れば、成年後見との制度的な違いが曖昧であり、日本での導入に

何か唐突な印象が拭えないからでもあろうか。 

 言うまでもなく、成年後見制度は、当初から〈意思決定〉能力の脆弱さや欠如を前提に制度化されてい

る。当該の本人が〈意思決定〉の主体であるというよりも、いかにその能力を補完し、代理し、代行する

かということに主たる関心があり、本人は〈意思決定〉の客体に据え置かれているということも特徴の一

つである。もとより、ヴァルネラブルな状況に生きる障害のある人の意思や意向をいかに適切にくみ上

げ、権利擁護としていかに具現化していくべきかという専門倫理や機能が適切に働いていることは言う

までもない。そうであったとしても、成年後見という制度が障害のある人の置かれたヴァルネラビリティ

をカバーできるわけでもなく、むしろそれゆえにこそ後見すべきだという論理が正当性をもっていると

も言えよう。 

 では、〈意思決定支援〉とは、こうした成年後見制度に対してどのような位置づけにあるというのであ

ろうか。成年後見制度を補完する役割であるのか、権利擁護の実質を裏付けていく機能であるのか。ある

いは障害のある人の支援の視点を転換していく契機になるのか。成年後見制度の視点をなぞっていくだ

けの意義しかないのか。障害のある人の支援の現在を検証するいくつもの課題が眼の前にある。 

 

Ｂ．〈意思決定支援〉の前提 

 「私たち抜きで私たちのことを決めるな Nothing About Us Without Us」とは、米国における自立生活運

動で用いられた文言であるが、広く普及したのは、2004 年に国連障害者デーの標語となってからである。

それ以前にも、障害のある人のヘルスプログラムに関する D．ワーナーの著書名となり、また 2001 年『障

害者の機会均等化に関する基準規則』（1993 年）の修正に際して、世界精神医療ユーザー・サイバーネ

ットワーク（WNUSP）がこの文言を提唱したことも看過してはならない。およそ四半世紀を経て、国連

における〈意思決定〉の支援論議と重なるようにして、この文言がキーワードとなったことは興味深い。 

 自立生活運動等が提示した視点つまり①障害のある人自らが「声」を挙げること、②障害の「当事者」

は障害のある人自身であるということ、③生活や人生に必要な〈情報〉が妨げられた状況は権利侵害だと
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いうこと、④生活等における〈選択〉は、生活の質（QOL）に深く関わっているということ、そして⑤〈自

立〉とは自らの人生に主人公として直接に関わること、の意義が詳らかになったとき、現代のサービス・

システムが作りあげてきた専門的な「マネジメント（管理）」が、障害のある人をして「エンパワーレス

（無力化）」に向かわせる社会的な装置でもあったということが明らかになったのである。 

 とは言え、重症であればなおさらに必要にして十分なサービスやケアを要するがゆえに、〈意思決定〉

に際しても「はじめに支援ありき」から論議が始まっていることには留意すべきである。「障害がある」

というニーズが何らかの支援を必要とするとしても、それは〈自立〉の「必要条件」であるとしても「十

分条件」を満たすというわけではない。支援という制度的枠組み（システム）が〈自立〉のすべてをカバ

ーすることなどできるわけもなく、むしろ当事者が自らの人生の設計図や生活の施工図を描いていくた

めにどのような支援が可能かというべきであろう。ニーズ主導であるか、サービス主導であるか、のバラ

ンスが問われているのである。 

 他方、〈意思決定〉の前提にはいくつか確認すべき課題がある。その一つは、法的能力からみた「権利

能力」と「意思能力」「行為能力」のとらえ方である。権利能力とは、個人（自然人）はすべて等しく権

利主体となることができるということである（権利能力平等の原則）。ただし、たとえ平等であるとして

も、実際の社会的活動においては、権利を遂行する能力にはさまざまな支障が生ずることもある。その想

定において問われるのが「判断能力」の是非である。判断能力には、意思能力と行為能力がある。前者は、

契約等の意味を理解し、自らの行為において自らで自由な〈意思決定〉のできる「精神的能力」である。

後者は、契約等の法律行為を単独かつ有効に行うことができる能力（適格性）である。両者ともに、その

能力に何らかの支障がある場合は、その行為を無効（たとえば責任能力の有無）とするか、「制限行為能

力者」とする場合がある。制限行為能力者こそが成年後見の制度化であることは論を俟たない。 

 言うまでもなく、ひとは誕生してより心身の成長をとおして、学習や経験を重ねていくなかで、多様な

判断能力を身につけ、自らの行為をとおして生活や人生をつくりあげていく存在である。自らの行為の意

味をとおして判断し、その結果に対する責任や義務を引き受けていく。そこには個人差があり、価値観が

あり、社会関係もある。行為能力からみれば、どのような背景や状況があるとしても、その結果を引き受

けるだけの能力や資格があるかどうかが問われるわけであり、いわゆる「失格条項」のようにそこに一律

に線引きをして能力の可否を分ける規準があることは周知のとおりである。他方、意思能力からみれば、

ある行為の意味や結果を判断するうえでは、個別にその正誤や評価が伴うわけであり、これを一律に取り

扱うとすれば権利能力を侵害する誹りを免かれることはない。意思が能力だけからではなく、決断と結果

から遡ってその是非が問われる所以である。 

 国連・障害者権利条約特別委員会に設けられたアドホック委員会（特定の目的のために設置される暫定

的な委員会）においては、「判断能力」概念について、心身の喪失・傷害・疾病を軸とした「医学モデル」

ではなく、必要な情報や人間関係の制約という社会的バリアを取り除くことに力点を置く「社会モデル」

のもつ意義もまた議論されたという。つまりは〈意思決定〉にともなう制限（代理・代行）には、二つの

モデルのもつ障害(者)観が輻輳しつつ色濃く影響していることが窺える。 

    

Ｃ．代理意思決定 Agency decision-makingの論点 

 前述の「行為能力」の制限つまり「法定代理」については、国連・障害者権利条約特別委員会における

〈代理意思決定〉論議をとおして、多様な論点が示されている。以下において、その論点のいくつかを検
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証してみることは、現行の成年後見制度を再考するうえでも大いに意義あることであろう。 

 〈障害〉もしくは〈障害のある人〉であることを前提とした〈代理意思決定〉には、ランダムにその論

点を挙げるならば、①法的能力を行使できないケースがある、②法的能力を制限したり、喪失しているケ

ースがある、③たとえ支援があるとしても意思決定できないケースがある、④支援の程度や状況に応じて

代理を要するケースがある、⑤虐待等に対して適切に保護される必要性がある、などの可能性があるとい

う。いずれも障害者支援の実際から導き出された課題である。換言すれば、まず障害のある人はその〈障

害〉ゆえにたえずヴァルネラビリティ（被傷性）のなかにあること、それゆえに権利侵害を受ける可能性

が高いこと、だから代理・代行することによって彼／彼女の最善の利益を担保できること、が示唆されて

いる。 

 さて、先述のとおり、法的能力における行為能力と意思能力は似て非なる論点がある。〈意思決定〉が

個別的であることは言うまでもないが、前者においては行為の結果からみて包括的に線引きができると

しているが、後者においてはケースバイケースという多様性や可能性がある。「代理」すべき一線は、二

つの能力の狭間でたえず揺れつつも「例外的」であることへの歯止めとして残すべきだという論点にほか

ならない。それは「最終選択肢」としての〈代理意思決定〉の仕組みのもつ正当性であり、治療・訓練に

対する同意、放任や搾取からの保護、権利と尊厳のための支援を実現する防波堤でもある。 

 他方、「代理」の裏面を見るならば、心身の障害を理由とする(絶対的)失格条項の規定、重大な過失を

犯す怖れに対する医療保護入院、結果責任を負いにくい触法障害者、さらには意思を確認しにくい高度な

意識障害など、障害の種別や程度、状況を根拠として、当初から代理行為を合法とする仕組みがあること

も否めない事実である。 

 〈代理意思決定〉の表裏にある論点には、障害のある人に対する二重の檻つまり障害のある人を社会の

差別から護るという論理と、社会を障害のある人から防ぐという論理が深く通底している。これが長く障

害のある人の〈意思決定支援〉の一角を占めてきた背景であり、たとえマージナルな位置づけであるとし

ても、それが障害のある人の〈意思決定〉において、「制限」付き支援が必要であるという主張を成り立

たせている理由でもある。 

  

Ｄ．〈支援された意思決定 Supported Decision Making〉の論点 

 障害者権利条約制定のための「特別委員会」第７回において、国際障害コーカス（（IDC,International 

Disability Caucus）は、「意思の存在が確認できない場合」(例：昏睡や意識障害等)と「意思の存在が確認

できても内容が確認できない場合」（例：重度の知的障害）の２様の事態を想定したうえで、支援には

０％から 100％の可能性の拡がりがあると説明している。この可能性は、意思決定能力を前提にしている

ことに由来している。 

 ただし、これが比喩であるとしても、100％の支援を想定した場合、その前提として意思が０％である

ということが言えるであろうか。あるいは 100％の意思決定が可能だとしても、０％の支援を想定するこ

とが可能だろうか。〈代理意思決定〉とのバランスにおいて、〈支援を受けた意思決定〉を検討するとい

う意図がこの論点にある。 

 しかし、あたかも障害のある人の意思決定の能力から「引き算」した後に、これを支援として「足し算」

するかのような発想、当初は 100％の支援を要するとしても、支援をとおして徐々に 99％、98％に減少し

ていくという発想、あるいは障害のある人の意思決定と支援者の支援とのバランスを前提にして意思決
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定に対する支援が可能だという発想は、どこで首肯できるのだろうか。こうした発想は、意思ないし意思

決定を、ガイドラインやマニュアルとして措定し得るという制度論や環境論に拠らなければ成り立つは

ずもない。制度や環境が整えば障害のある人の個別の意思あるいは意思決定を支援できる、つまりはその

レベルで意思あるいは意思決定をアセスメント指標として客観化できるとでも言いたいのであろうか。 

 さて、障害者権利条約特別委員会作業部会は、2004 年に〈代理意思決定〉に代わる〈支援された意思

決定〉を提案している。障害を「心身喪失」や「能力」の有無としてとらえる医学モデルを反省しつつ、

「自己決定」の能力や権利を認め、これを行使していく社会モデルへの転換である。もとよりこの背景に

は、WHO において 2001 年 5 月に採択された ICF(国際生活機能分類)の理念や構成が反映していること

は言うまでもない。 

 ICF の功績のひとつは、障害を偏に個人因子としてきた従来までの障害観（たとえば国際障害分類

ICIDH）から脱して、環境因子のもつ比重の大きさを詳らかにしたことである。つまり、ICIDH のもつネ

ガティブな概念構成（Impairment-Disabilities-Handicaps）に対して、活動(Activity)や参加(Participation)と

いう健康概念を用いて障害をとらえたことである。環境因子に力点を置くことで、〈意思決定〉における

環境（物理的・社会的な環境や人間関係も含む）の果たす影響や意義の重要性を認めることができる。他

方、障害を「否定形」ではなく、活動や参加の領域において多次元的にとらえることで、〈意思決定〉を

立体的な構成として理解することができる。たとえば意思する能力の有無や可否という平面的なとらえ

ではなく、活動・参加をとおしてこそ「意思する主体」が成り立っていることを示すことができる。 

 これを踏まえて、〈支援された意思決定〉の論点を俯瞰すれば、まず「選択」を基本的な権利として認

めることから始まる。ICF を援用すれば、活動は「行為」、参加は「関係」と読み替えることができる。

たとえ心身機能・身体構造(Body Functions ＆Structure)のうえで障害があるとしても、ひとは多彩に行為

し、多様な関係をつなぎつつ暮らしをつくっているが、その営みは無数の「選択」の連鎖にほかならな

い。 

 例示すれば、1980 年スウェーデンにおける社会サービス法は個人の自己決定権を基本原則として認め

ており、2005 年英国の意思決定能力法 Mental Capacity Act は、「能力がないという証拠がないかぎり」

で自己決定権を認めている。国際的には「自己決定権」の尊重の流れは、国別に程度の差はあるとして

も主流になりつつある。その点からすれば、まず「選択する権利」を認めることは、〈支援された意思

決定〉の前提としなければならない。 

 次いで、「能力」については、能力の有無を理由とする「排除」つまり〈意思決定〉の否定はこれを認

めないとする。前述の「代理意思決定」の課題をとおしてこの不合理さは明らかだが、国際障害コーカス

は、本人が困難をかかえていることで意思決定の権利が制限されてはならない、と主張しており、能力論

に付着するパターナリズムを強く否定している。 

 また、「障害の種類」については、これが能力に影響するとしても、この「評価」と「（意思決定の）

有効性」とは関連しないという。精神障害や知的障害の特性を〈意思決定〉の有効・無効に還元すること

に対する批判である。古くは 1970 年のスウェーデン（マルメ）における知的障害当事者の全国会議報告

を顧みるまでもなく、知的障害を理由とする〈意思決定〉の否定は今日もなお根深く続いている。 

 世界精神医療ユーザーネットワーク(WNUSP)は、「本人の権利を剥奪したり制限したりすることなく

支援を提供することは可能である」と主張している。権利を侵害しない〈意思決定〉の支援は可能であ

り、むしろ支援とは、権利の剥奪や制限に適切に対処することだと言い換えてもよい。とは言え、〈意思
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〔図① 〈意思決定〉の構成〕 

決定支援〉論が引きずっているパターナリスティックなアプローチには、剥奪（制限）することは当事者

の権利を侵害することにはならない（護ることになっている）という撞着がある。「障害の種類」論には、

この課題が隠れてしまい正当化されてしまう論点がある。 

 〈支援された意思決定〉をめぐる論点のすべてを挙げることはできないが、〈支援された意思決定〉の

基本的な指針を挙げるとすれば、〈意思決定〉は人間性と尊厳に深く関わっているがゆえに、①権利の制

限を最小限にすること、②能力の有無や程度によって〈意思決定〉の可否を判断しないこと、③本人の生

活史や生活状況等の多様な情報を踏まえること、そのうえで④本人の意思とその背景にある本人の人生

観や価値観（希望・感情・信仰等）を見極めること、そして⑤「本人の最善の利益」を最優先として支援

すること、と要約できる。 

 ある意味では、〈支援された意思決定〉とは、〈意思決定〉を可能ならしめるための支援であり、支援

を要することが問題なのではなく、支援のあり方や方法が問われているというべきである。もとより〈意

思〉の代理・代行ではなく、行為や権利の制限・剥奪でもない。むしろ〈障害〉という条件や制約のなか

でも、障害のある人の自由最大化状況 (the least of restrictive alternative)をいかに具現していくのかという

ことであり、最小限の制約（最大の自由）のもとで障害のある人のインフォームドチョイス（説明に基づ

く同意と選択）の実際を支援していくことだと言えようか。 

 

Ｅ．「本人の最善の利益」のために 

 ところで、〈意思決定〉の支援とは、どのような構成として成り立つのであろうか。現在までの論点を

整理していくうえで、『臨床倫理の４分割法』を手がかりに、これを援用して説明してみよう。 

 言うまでもなく、〈意思決定〉の支援は、いつでも倫理的である。他者の〈意思決定〉に関わることは

いつも不確実性をともなうからである。〈障害〉の状態像もまた多様性に富んでいるがゆえに、本人の

〈している活動（実行状況）〉と、支援があれば〈できる活動（能力）〉との間に基準はなく、ときに支

援が無益であることもあれば、過失

であることもある。また変わりゆく

選好性や嗜好性が本人の意向を映す

場合もある。だからこそ、〈意思決定〉

は、〈代理意思決定〉であれ、〈支援

された意思決定〉であれ、利用者の存

在を証しするきわめて臨床倫理的な

課題を提起しているのだ。 

 さて、図①は臨床倫理の４分割法

を援用して、〈意思決定〉を構成する

４象限を詳らかにしたものである。

まずＡ）専門的支援は、〈障害〉があるゆえに支援を必要とし、成年後見制度に見られるように後見人等

の専門職が積極的に介入し、リスクマネジメントや社会適応支援をとおして、障害のある人の生活設計に

直接・間接に関与していくあり方である。この象限における課題については、すでに詳論している。 

 Ｂ）当事者の意向については、〈障害〉の有無や支援の可否を検討する以前に、〈意思決定〉を自己表

出（想い・願い等）や自己選択の機会としてとらえ、コミュニケーションをとおして当事者の意向を最優
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先する支援つまり〈支援された意思決定〉を実現していくあり方である。重症心身障害や意識障害がある

としても、可能なかぎり〈意思決定〉のための支援を求めていくあり方である。 

 Ｃ）QOL について考察するうえで、WHO の QOL の概念図を援用した図②を参照することは有効であ

ろう。生身の心身として生きるうえで、とりわけ病や障害があるなかで QOL を問い直すことは、〈意思

決定〉を可能としていくための十分条件であるといってよい。図②は WHO の「QOL を構成する要素（ド

メイン）」をもとに、各々の状況を説明したものである。こうした要素が輻輳しつつ〈意思決定〉の契機

につながっており、本人自身がこうした状態像 

どのように認識しているかどうか、あるいは認識せずともさまざまな影響をどのように受けているか、

〈意思決定〉の支援における重要なファクターであることは言うまでもない。 

  〔図② QOLを構成する要素〕 

Ｄ）公共の利益とは、〈意思決定〉の支援をめ

ぐる外発的な契機や条件である。たとえば、日本

における成年後見制度の実情（日弁連『成年後見

制度から意思決定支援制度へ』）をみれば、本人

の意思を尊重するうえでの「悩み」は、多い順か

ら①冠婚葬祭費、贈与等、②日常的なお金の使い

方、③医療行為、④必ずしも生活に必要でない物

品購入、が挙がっている。他方、後見人が最も重

視する情報等では、①本人のこれまでの生活歴

や経緯、②後見人が判断する客観的な本人の利

益、③本人に日常的に関わっている親族の意見、

が挙がっている。本人が生活するうえで本人の利益

に適う判断材料を、いかに客観的に組み立てていくかという苦心が浮き彫りになっている。 

  ４つの象限が示しているいずれの支援のポイントも、「本人の最善の利益」のためにという点では共通

している。そもそも主観的・内発的な情報（B・C）はアセスメントやマニュアルに馴染まない面もある。

だからこそ客観的・外発的な情報（A・D）が優先されて指標化・マニュアル化される危うさもある。 

 とは言え、〈意思決定〉の仕組みや過程を精緻化していくためのフレームワークこそが、日本における

『意思決定支援』であり、そのためのガイドラインである。いわゆる「意思決定支援責任者」「意思決定

支援計画」そして「意思決定支援会議」を三位一体的に組み合わせ、PDCA サイクルを繰り返すことで、

〈意思決定支援〉を改善し、フォローアップできるというわけだ。成年後見人等は、〈意思決定支援〉チ

ームとしての役割を期待されている。ガイドラインを見るかぎり、まず「責任者」の基本は「代弁」であ

る。その根拠づけが「計画」であり、派生するリスクをスクリーニングする機能が「会議」である。 

 ガイドラインを整理してみると、その項目の大半は４つの象限のいずれかに属していることからすれ

ば、〈意思決定支援〉がどこで成り立つかという説明にはなるが、〈意思決定〉の成り立ちには言及して

いない。残されている課題は、果たして〈意思決定支援〉の制度をとおして「本人の最善の利益」がどこ

まで担保されていくのかという検証作業であろうか。 

 

Ｆ．おわりに 

（下妻晃二郎「第１４回浜松オンコロジーフォーラム」2014 年資料） 
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 はじめに〈意思決定支援〉ありき、という日本における議論は、一見すると障害のある人の新たな支援

の仕組みであるかのような錯覚を覚える。意思決定支援ガイドライン（案）は、この概念を次のように定

義している。「意思決定に困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活等に関して自分自身がしたい（と

思う）意思が反映された生活を送ることが可能となるように、障害者を支援する者が行う支援の行為及び

仕組み」である。 

 前段の「意思が反映されて生活を送ること」と後段の「支援する者が行う支援の行為及び仕組み」は

〈意思決定支援〉が丸ごと包括する論理となっている。しかし、詳細をみると、つまりはニーズとサービ

ス（支援）、意思決定と意思決定支援（仕組み）、そして意思主体と支援行為、そして自己責任と支援責

任との関係（間）には、限りなく多くの課題が潜在していることには答えていない。 

 そもそも利用者が自らの存在証明を自らの手で行うことができないがゆえの〈意思決定〉の支援であ

る。とは言え、〈意思決定支援〉の根底に「能力」論があるのは否めない。とすれば、せめて障害のある

人に対する「能力」観を吟味し、支援が存在証明を強いるのではなく、支援をとおしてかぎりなく自由で

あることを代弁し、障害のある人がアイデンティティのなかに生きることができる〈意思決定〉の支援論

はないものだろうか。国連・障害者権利条約特別委員会の議論をとおしても、障害のある人の〈意思決

定〉について、深く濃く能力主義の障害観が染みつき、これをぬぐい去ることはできなかった。近代以降

に形づくった「身体(障害)の図式」や「精神(障害)の図式」そのものを揺り動かすだけの議論を経なけれ

ば、障害のある人の〈意思決定〉は、制度（的支援）論の域を出ることはないのかもしれない。 

 「私たちがそれらの経験（障害：筆者）に対して外部から、私たち自身が同じ状況にいたならばどのよう

に振る舞うかという想定をまったく度外視して、その経験や行動を眺める超然としたパースペクティブ

からアプローチしたとき」に「通訳不能」となるとゲイル・ワイスは指摘している。障害を「外なる他者」

ではなく、「内なる他者」の共体験として認めていくことが支援本来の契機であるのかもしれない。 
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障害者の意思決定支援をめぐって 

 

コミュニケーション・サポートセンターふくふく 高木紀子（臨床心理士） 

 

※ 意思がことばとして表現されるためには 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．意志とは？ 

人の心の中には、意思や意志として意識の上に立ち上がる前のものがある。意識の上に立ち上がると

いうことは、人間の場合言語化するということである。物事を考えるとき、たとえ口に出さなくとも頭

の中では「言語」で思考するものだが、それ以前に「なんとなくもやもやする」「なんとなく気持ちが

良い」など、なんとなく感じていてことばになっていないものがある。意志としてことばになって出て

くる部分はごく表面的な一部分にすぎない。寄り添う者としては、まずはこの意思となる前の感じを肌

で感じる、共に感じることが重要であると考える。 

ご本人が意思を外に出されない時に、支援者はご本人の意思を汲もうと悩む。主語は決して支援者で

は無く、「主語をご本人にして意志を想像する」ということはわかっているのだが、実際には支援者自

身の感じ方や価値観は大きな影響を与えてしまうため、大変に悩むのだ。 

ご本人の意思を外に出てきた部分だけでとらえることは難しい。意思になる前のもの（ことばになら

ないもの）を、あたかも自分のことのように感じ取った経験を重ねることが、ご本人を中心に考えるこ

との一番の助けになるのではないか。 

 

２．思いと表現のずれ 

 また、意志として立ちあがっていても、それを表現する手段は言語とは限らない。言語を持たない

方は、ちょっとしたしぐさや雰囲気、視線、行動表現など身体の諸機能を発揮させて思いを発して

いる。ご本人との関係を深めるためには、いかに声なき声を支援者がキャッチすることが出来るか

にかかっている。言語を持たない知的に重度の方の場合、ことばでは無く態度（行動）で示す。行動に

出してくれることで、支援者はそこから内面を慮ろうとするし、仮定した意思に従って周囲が支援した

結果のご本人の行動を見て、支援の内容を顧みて修正することが可能である。ところが言語を扱える

方の場合は、発せられる表面的な言葉に周囲が惑わされて真意を推し量れないことがある。言語表

現が出来るが故に、発した言葉の表面的な意味のなぞりのみで、支援者は語られたことばを聞いて

その人を理解した気になることが多い現状にある。 

表現

する 

理解 伝えたい

い 

感じる、わかる 

（ことばの前） 

意思（ことば） 

思考（ことば） 
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 以下のことがよくある。 

・ 相手の望む答えを探そうとする（支援者の思いを感じてしまう）。 

・ 何度も聞くと答えが変わっていく 

・ よくわかっていないが立派な言葉を使う 

・ ネガティブな発言をしない。 

これらは、「よくわからなくても周囲から攻撃されずに生きる術」として人生経験の中で学んできた

と推測される。自分では正確に理解できていなくても、相手の機微に敏感に対応し、望む答えを相手か

ら見つける。失敗経験の際に周囲から言われた言葉を覚えていて別の機会に使用する。NO の表現を否

定された経験、HELP の表現に助けてもらえなかった経験から、ネガティブな思いに蓋をしょうとす

る。 

支援者は、表面に出てくるものが内面と違う、ずれているかもしれないということを十分理解する必

要がある。 

 

３．後見活動において留意していること 

・ 支援しすぎない。ご自分の力を発揮されるように 

・ これまでの人生の歴史を知る：情報ではなく人生。頭の中で映像のように思い浮かべることが出来

る程度までの具体的な話を伺う。できるだけ細やかなエピソードを伺う。 

・ ご本人中心で考えることは当然だが、「自分（後見人）」を蚊帳の外に置かない。「自分」という存在

は無関係では無く、自分自身ももうすでのその方の人生に関わっている存在であることを自覚す

る。 

・ NO が言える関係～後見活動は完璧では無い方がいいのかもしれない。 

 

 

４．「意思」は変化していくもの 

 「これが意思かもしれない。試しにそう考え支援してみる」程度の柔軟性が必要なのではないか。き

っちりかっちりやるものでは無い。そもそも「意思」だと思っていたが、本当にそれで合っていたの

か？すでに意志が変わっていないか？と考える必要がある。普通人間はそうそう確固たる意志を強固に

持って生きていないのではないか。生きていくうちに変わっていって当然である。その時の意志が今の

意志ではないかもしれない、という振り返りと確認が重要であると考える。そしてその確認は一人です

るものではなく、取り巻く多くの人たちで都度都度考えることが重要なのではないか。 
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障害者の権利擁護 

～成年後見制度の意思決定支援について～ 

 

社会福祉士 藤田直利 

 

成年後見制度は、その人が人間らしく生きる手段のだと考えています。ですが成年後見制度を使うこと

によって本当にその人のためになるのかは、かならずそうとは言えません。成年後見人と被成年後見人と

の間で、管理的な立場になり、安易な決定をしてしまうことも多くあります。ですから、障害のある方の

意思決定支援も、成年後見人が「本当にこれで本人の為によいのか」「本人の意思かどれだけ配慮されて

いるか」など、試行錯誤しながら進めているのが現状です。 

そんな中、平成 27 年度厚生労働省の「障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進のあり方につ

いて」は一定の方向性を示してくれましたが、「人の意思とは」「障害を持つ方の意思決定」等がいかに難

しい課題か、示してくれたとも考えられます。 

一定の方向性を示してくれた点として、障害を持っている方の意思決定は、利用者・専門職同士・関係

者間、で検討する機会が少ないのが現状でした。厚生労働省の「障害者の意思決定支援・成年後見制度の

利用促進のあり方について」を見ると、いろいろな方の意見を聞いて、利用者の決定能力、自己理解、心

理的状況などを検討し、関係者の意思の疎通・情報の共有が示されている。これは、後見人が月に一回来

て、その人の理解が出来ていないのに、意思決定の代理行為している現状がある中、毎日合っている人か

ら「実はこんな風に思っていると思う」「こんな事を言っていることもあった」などの情報を関係者で共

有しながら、利用者の意思に少しでも近づくことが出来れば、前進し行くと思います。 

さらに、障害がある方の意思を掘り下げても、曖昧なところがあり、専門職も福祉職・法律関係などい

ろいろな人の意見があります。第三者的な立場で入ってもらい、アドバイスと聞くと、意思決定の過程が

深くなっていくと考えます。 

ただ、自己決定に支援が必要な障害者と言っても、精神障害・知的障害・重度の障害・軽度の障害など

課題の違いが広く、さらに、支援する側の専門職も「利用者の意思とは」「利用者の最善の利益とは」な

どの価値観や思考に、かなりの幅があるのが現状です。さらに、そもそも「人の意思」とは、自分で意思

決定できる人でも、支援が必要な人でも、時間や場面により異なる事が常であり、簡単にガイドラインや

システム化できなのが現状です。 

たとえば、「施設入所」か「在宅での生活」かその人の人生で重要な選択をする場合も、1.本人がどれ

だけ理解できているか。2.情報をどの様に伝えるか。3.本人が決定できる状況か。4.支援者の主観が入っ

ていないか。支援する側も意見が分かれ、本人が返って混乱してしまうことも多々あります。 

 この事から、後見人が人生を左右するような重要な決定を支援する場合、アセスメントをすることが必

要です。利用者さんの生活・財政的な状況・健康状態・支援体制・親族関係などを整理し、支援する側の

共通理解をする事と、利用者さんの意思決定に対して現実的かどうか、責任をどこまで持つか、など共通

課題も共有することが必要になります。そして、被成年後見人に対して意思決定をしてもらう上で、本人

へのリスクも含めた情報をどの様に伝えるかも、明確にする必要があると思われます。 
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 成年後見制度での障害のある方の自己決定支援のあり方は、平成２７年度の厚生労働省の審議会によ

り、ようやく始まったところです。コミュニケーションが苦手な利用者さんの自己決定は、具体的な方法

技術の蓄積や、マニュアルの整備がさらに必要と思います。 
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成年後見制度から改めて考える福祉現場の現在とこれから 

 

グループホームすてっぷ管理者 大橋正季 

  

1. 制度の背景・福祉現場からの告白 

 成年後見制度が導入された背景のひとつは言うまでもなく「権利擁護」ということだろう。その理由は

やはり、障がいを持った方たちの立場や権利が弱く、侵されやすいためであるが、残念なことに虐待や経

済的な搾取というニュースは後を絶たない。 

 福祉の現場といわれる場、利用者と支援者の関係には、実にユニークで様々な豊かなことに溢れてい

る。しかし、正直に告白すれば、障がいを持った方と支援者との間にはやはり奇妙な「力関係」が生じや

すいとも実感している。もしこの文章を読み、不安になられる親御さんがいたら申し訳なく思うが、そう

いった力関係が生じやすいということを、私たち福祉サービス従事者は自覚をする必要があると虐待防

止のための研修では必ず教えられる。利用者は日々の食事、楽しみ、こだわり、体重、様々な場面で支援

が必要とされるため、言い換えれば、ほぼ暮らしの全ての場面で支援者に「介入」されることとなる。 

入所施設、グループホームなどの生活施設では尚更である。いつも私が切ない気持ちになってしまう利

用者さんの言葉がある。「大橋さん○○してもいい？」という所謂「お伺い」だ。自販機に寄る、タバコ

を吸う、さもないことにそういう「許可」を求めさせてしまっている一因が、恐らく自分の態度や言動に

もあるのだろうと何とも言えない気持ちになる。 

 話しを成年後見制度に戻すが、この制度が近年推奨され始めた背景には、こうした力関係が生じやすい

状況への打開策という一面があり、成年後見制度にはある意味では福祉現場以上の権利意識が求められ

期待させてきた。 

 

2. 成年後見員制度に期待されたことと実情 

 では、実際の成年後見制度の状況はどうであろう。緊急時の介入や利用者の支援の輪が広がるなど確か

にこの制度の導入された意義は大きい。検討会の中で被後見人の方たちが「これからもずっと支えて欲し

い」と声を揃えておられたのも印象的であった。 

ただ、厳しい指摘になるかも知れないが、残念なことに上記したような「奇妙な力関係」という点につ

いては、後見人・被後見人の関係においても生じやすいと言わざるを得ないと感じている。それは金銭管

理ということについて特に言えることだが、利用者にとっては「お伺い」を立てる相手が増えたとも言え

るのかも知れない。それが権利擁護的には 2 重、3 重のチェック対策とも言えるのかも知れないが、少な

くとも後見制度に関わる方たちは、そうした力関係が生じやすい関係であることに対し自省的であり、自

覚的であるべきだと思う。（もちろんそんなケースは少ないであろうが）前途した「大橋さん○○しても

いい？」という問いかけに、時々「僕には分からないから後見人の○○さんに聞いてみてね」「○○さん

がいいって言ったらいいよね」と私はよく姑息な受け応えをしてしまうことがある。 

 よく成年後見制度のメリットのひとつに施設による経済的な搾取の予防が挙げられるが、この点につ

いてもレアケースではあるが成年後見制度の悪用のニュースもあり、2 重３重のチェックのはずが、2 重

3 重のリスクとなるという矛盾も孕んでいるとも言える。この点については近年、法人後見などの制度も
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拡張してきているようだが、いずれにしてもまだまだ未成熟な制度など言えるのかも知れない。何度も繰

り返し引用するが「生じやすい力関係」を解決する、超えていく、対等な関係ということを成年後見制度

に求めたが、やはりここでも・・・というのが正直な私の今の実感である。 

 

３ 改めて問われる「福祉・ケア」のあり方 

 最初に福祉現場での奇妙な力関係について、次にそれを補うための制度であるはずの成年後見制度で

も同様の関係に陥りやすいという事について言及した。福祉制度と後見制度、いずれも未成熟なものだと

すれば、障がいと呼ばれるものを抱えて生きる方々の未来は暗く感じてしまうかも知れない。ご家族とっ

ては、長年の「親亡き後」という課題に差した成年後見制度という一筋の光明にも暗雲が立ち込めてしま

ったと感じてしまわれるかも知れない。そこに追い打ちをかけるように昨年の相模原の事件が頭をよぎ

る。 

 ではそんな状況の中に打開策とまでは言えないまでも、今後向かうべき方向性のようなものまで全く

見えないだうか？そんなことはない。今回の検討会の中でも、特に当事者の方がたのお話し、ご家族の方

のお話しから、改めてそんな気持ちになることができた。 

 

3. 親御さんたちの言葉から福祉の「専門性」を問い直す。 普通の「言葉」を取り戻す。 

 近年の福祉サービスは言うまでもなく「専門性」の確立という流れであった。私が働き始めた 20 年前

に比べ、福祉現場で使われる言葉も随分「専門的」になった。それと引き換えに無くした言葉がある。今

回の検討会の中で 3 名の親御さんが書かれた文章を読み、改めてそれに気づかされた。 

3 名の親御さんは福祉の世界の制度や言葉も熱心に勉強されている方たちだが、共通して書かれ、使わ

れた言葉は「愛」と「幸せ」であった。福祉でも、成年後見でも外しがたい根源的なテーマであり、究極

の目的だ。しかし、今の福祉現場ではこの言葉は実はほとんど「死語」である。試しに自分の事業所の個

別支援計画、会議録を引っ張り出して見てみる。成年後見利用のガイドライン等も見てみる。皆無だ。お

三方が共通して書かれた言葉が、福祉現場では死語になっているというこの「乖離」は何であろうか？利

用者のニーズを書き出すとき「愛されたい」という欲求に焦点をあてたケアプランがないのはなぜだろ

う？ 

私たち福祉の世界の人間は、間違いなく、障がいを持った方たちの、またはそのご家族のためにと、「専

門性」を推し進め、相談、日中活動、生活施設、成年後見と分業化も果たしてきたが、何か大事なことを

置き忘れてきてしまったような気がする。 

「回る回るよ時代は回る♪」ではないが、時代は少し、行き過ぎた「専門性」の時代から「愛や幸福」

といった「根源性に関わること」に還りつつあるような気がしている。近年増田先生が提唱する臨床哲学

的なものや、浜松市のＮＰＯ法人レッツの取り組みが注目を浴び始めているのは、私たち福祉現場の人間

の心のどこかに、良質なサービスをどう適切に提供するかという単純な概念に行き詰まりを感じている

からではないだろうか？ 

 

4. これからの福祉施設のあり方 

 成年後見制度についての検討が主題ではあったが最後はやはり自分のフィールドである 

社会福祉法人、知的障がいを持った方々の生活支援に今回の検討会で感じたことをフィードバックさせ
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ていきたい。 

前途してきたように障がいを持った方の権利擁護や親亡き後の問題については、福祉施設だけに任せ

るリスクを回避しようと、成年制度をはじめ様々な仕組みが整備されてきた。今後大いに期待するところ

である。しかし、今回検討してきたようにまだ制度的にも、歴史的にも未成熟な点が多い。手前味噌にな

るかも知れないが、財産管理のシステムについても、権利擁護の仕組みについても福祉側、特に社会福祉

法人の近年の取り組みや整備はかなりの充実してきているように思う。権利擁護のためのチャック体制

を増やそうと、様々な制度ができてきたが、やはりその中で社会福祉法人、また実際の支援に関わる人間

の果たすべき役割、責任は分散されてきたというよりむしろ増してきたように感じている。 

 

5. 課せられた責任、期待にどう応えていくか。サービスではないのかも知れない。 

 今後そうした責任や期待にどう応えていくかを福祉現場の私たちは今一度真剣に議論しなければなら

ない。こうした議論になると主題は「どういうサービスや仕組みを作るか」ということになってしまいが

ちだが、今回はサービスや仕組みでは解消されなかったという今までの議論の流れもあり、そうした視点

は省く。前途した親御さんたちの文章に書かれていた不安に福祉現場で直接支援をするものとしてどう

答えることができるか考えたい。 

 私たち「福祉の専門家」と呼ばれる人間は４でも述べたように、どうしても利用者のことを「専門的な

言葉、視点」で語りたがる習慣のようなものがある。「客観的な立場や視点」が大事だと福祉系の学校で

は当然のように教わる。その利用者との同じ時間や思い出の中で自分がどう感じ、どんなふうに心が動か

されたかは主観的な想いは語ってはいけないという風潮がある。 

もちろん主体は利用者という大前提に配慮してのことなのだが、その配慮が逆に親御さんの「自分がい

なくなったら誰がこの子を愛してくれるのか」という不安にさせてしまっているならある意味では本末

転倒なのかも知れない。 

そんな反省を踏まえ、多くの福祉現場に関わる人間を勝手に代表して、主観的に、ありふれた言葉で、

何のデータにも頼らず言うのだが、親御さんが亡くなっても、私たちはしっかり利用者さんのことを愛せ

る自信がある。むしろ親御さんの想いの分までと殆ど全ての支援者が思うだろう。親御さんとは同じ愛で

はないかも知れないが、それでもやはり愛という言葉以外で語れない感情を私たちは確実に持っている。

恐らく親御さんの気持ちを私たち支援者がすべて理解することはできないだろうが、反対に私たち福祉

現場にいる人間の想いや覚悟のようなものは親御さんたちにも伝わりにくいのかも知れない。利用者さ

んが亡くなり、お別れをする時の支援者の引き裂かえるような気持ちや喪失感は、福祉サービスを提供す

る側とされる側という単純な関係からは起こらないものだ。日々利用者と向き合い、すったっもんだしな

がら付き合っている不思議な関係を、多くの支援者が大事に想っていることを、もっとありふれた言葉で

発信しても良いのではないかと今回の検討委員会を通して感じた。 

そして、そこにこそ、成年後見や相談支援にはできない所謂「臨床」に関わる人間の責務であるように

思う。そして、今一度その責務をしっかり果たせているのか、自分たちと利用者との関係を見つめ直して

いきたい。その責務は本当に大きい。最初に述べた生じやすい力関係にも今一度最認識、再チャックが必

要だとう。成年後見がそのために手を貸して下さるような関係になってくれることを心から願う次第で

ある。 

障害者の意思決定支援をめぐって ～福祉現場の立場から～ 
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浜松協働学舎根洗寮サービス管理責任者 美和勇一郎（社会福祉士） 

 

１ 意思決定支援の実際 

 私は障害者支援施設のサービス管理責任者をつとめている。利用者の多くが重度の知的障害者、強度行

動障害と言われる障害のある方たちである。排泄や食事面においても介護が必要な方も、危険の認知度も

十分でない方も多い。言語でのコミュニケーションが可能な方は少なく、発語のない方も多い。そのよう

な方たちへの意思決定支援はどのように考えるべきか。 

 まずは、利用者との関係構築、コミュニケーションであると考える。 

 重度知的障害のある利用者に対し、支援者は外出する際は手をつなぎ歩く。この行為こそがコミュニケ

ーションの機会である。同じ方面を向き、足幅をあわせ、同じ空気を吸い、同じ虫の音や植物の臭いを嗅

ぎ、そこにはおのずと相互のコミュニケーションが生まれているのではないか。排泄支援や食事支援も散

歩と同様、コミュニケーションの場である。利用者はそこに明確な意思を出している。支援者はそれを感

じ取ることができる。 

「浴槽から出てください」と支援者が伝えても、本人が出たくなければ必死に風呂のふちにしがみつ

く。食べたくないものを口に運ばれたら舌で押し返す。これらは。言語以上にわかりやすい意思表明であ

る。 

しかし支援者がそれらの場面において、コミュニケーションの意義や本人の意思をくみ取ろうとしな

ければそこには「意思決定支援」は存在し得ない。たんたんと支援者のペースと支援者の思いで事が運ば

れれば、意思決定支援などは成立のしようもない。。 

 発語のある方であっても「言葉＝意思」なのかといえばそうでない場合もある。「この食べ物は大嫌い

だ。」でも実際は嫌いというのは本当に好まない「not like」ではなく、その背景にはそういわざるを得な

い、大好きと言えない理由があるのかもしれないのである。 

意思決定支援とは、まず利用者との関係性の構築からしか始まらない。利用者のことを知ろう、利用者

の立場に立とうという思いなくして成り立たない。そのためには利用者それぞれに合わせたコミュニケ

ーションの工夫やスキルが支援者に求められる。 

 

２ 現状の成年後見制度への考察 

（１）事例から 

 本来 20 歳を過ぎれば、本人の選択や責任で法律行為等を行うということは言うまでもない。それらが

困難な知的や精神に障害のある人の場合、親等が代行をしている現状がほとんどである。私自身親が代行

することをすべてが悪いとは言わないまでも、これが望ましい状況であるとは思わない。親にすべての責

任を押し付けてきた社会のあり方は問題なのである。 

親に代わり本人の権利を擁護する社会の責任が必要ではないかと考える。現状においてそれは成年後

見制度といえる。 

 しかし、現状の成年後見制度には検討すべき課題がいくつかあるが、今回は意思決定支援と関係するこ

とに絞り事例により考察してみたい。 

成年後見審判の申し立てのタイミングが緊急時、相続が必要となったとき、経済的虐待を受けている場

合等があるが、事例は「重度知的障害のある 50 歳代の男性（後見類型）、母子家庭で、母親が急逝して、
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兄弟との相続協議が必要となったケース」とする。そして、家庭裁判所からぱあとなあに候補者の推薦を

求められた場合とする。 

社会福祉士である専門職後見人は、本人とはまったく関わってこなかった。突然候補者として業務の依

頼を受けるわけである。日ごろ多くかかわり、本人を理解しているのは、家族・施設等の支援者である。 

 しかしこのような状況であっても成年後見候補者は後見人として選任される、そして、現行の後見類型

では、代理権が全面的に後見人に付与される。それでいいのだろうか。果たしてこれでよいのだろうか。 

（２） 権利擁護支援における意思決定支援のあり方への提言～複数後見の活用 

私も親の会や保護者の集まる場で成年後見制度の話は幾度となく行ってきた。しかし、申し立てを実際

に始めることへのハードルは高い。そのハードルとなっているのは、①費用面、②申し立ての煩雑さなど

が考えられる。 

①に関しては、成年後見制度利用支援事業の充実や１０万円程度費用のかかる精神鑑定が必要とされ

るのが全申立者の１割弱ほどとなり、大幅に費用負担は減っている。 

②に関しては、弁護士や司法書士に申し立てを委託することができる。しかしながら申立人は一定の費

用が必要となる。その費用とは様々な立場の方がいるであろうが、決して安価ではない。申立人の相談先

として障害のある人の場合、障害者相談支援事業所があげられているが、現実は相談支援事業所によっ

て、相談員によってその力の差もある。私が属する障害者支援施設やグループホーム、いわゆる生活支援

施設の利用者への支援には、計画相談が導入され担当相談支援専門員がついているとはいえ、きわめて消

極的である。当事業所のように障害者支援施設の管理者、サービス管理責任者、相談員らが成年後見利用

支援の活用をしない限り進んでいかないのが現実ではないだろうか。 

 事例のように後見人を付けなければいけない時期として、障害のある本人が相続人となる遺産分割協

議が発生した時が多い。その協議・手続きを自分で行うことが難しいため、法定代理人を立てる必要があ

るからである。経験上、成年後見制度申立に関する相談も、この時が最も多い。 

急な申し立てにより成年後見人候補者を立てた場合、親族が後見人になっても、第三者が後見人になっ

ても課題は多い。親族後見においては、後見人は一度選任されれば、遺産相続協議を終えても解任される

ことはない。その後の成年後見業務を十分に履行できていない面があると感じている。とりわけ事務面で

苦労されるケースが多い。施設に定期報告作成の助力等を依頼してくるケースが増えている。 

事務業務の代行自体はたやすいが、こうした事務業務の「丸投げ」は被後見人に対する「権利侵害」で

はなかろうかと懸念する。 

第三者後見人においても利用者のキーパーソン（母）がなくなり、本人の情報を得られにくくなり、か

つ初めての対面では関係構築が困難であり、かつ重度知的障害のある人の後見人に就任しても、本人の思

いを理解するには多年の時間を要するだろう。本人と一心同体になるとは言わないまでも、意思が理解で

きる関係まで近づけるのであろうか。 

現行制度を前提に考えるとき、下記のとおり成年後見制度の利用を提案したい。 

 それは親族（家族）後見人と第三者後見人がチームを組む複数後見がよりベターな権利擁護支援になる

のはないかということである。 

選任された後見人にとっても、本人の重要なキーパーソンが亡くなり、これから後見人を受任してほし

いと言われても、本人の今までのエピソード等は全く分からず、手探りで本人の意向を確認しながらの後

見人業務となる。本人と限られた面会の中で関係を構築していかなければいけないのである。 
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そうなることが予測できるのであるから、次のように考えるとよい。親（家族）がまだ元気なうちに親

族と第三者がペアになった複数の成年後見審判申立てを行い、親（家族）が元気なうちは第三者の後見人

を頼らず後見業務を行う。そのなかで事務業務等分からないことや相談したいことがあれば第三者後見

人の支援を受けながら業務をすすめていく。第三者後見人も本人との関係をその間に構築していけばよ

い。そして、次第に親（家族）が後見業務を行うことがしんどくなってきたときにその業務割合を少しず

つ第三者後見人に移行していく。 

親と第三者後見人と我々のような福祉支援者がタッグを組み、さらに計画相談支援事業所の相談支援

専門員等も必要に応じきっちり関わることで、より丁寧な権利擁護や意思決定支援が提供できるのでは

ないだろうか。 
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事例１  

キーワード 

関わりのある親族がない 1000万円以上の預貯金 発語がない 権利擁護 精神的支え 

●関わりのある親族もいない施設入所の知的障害のある人（後見） 

対 象 者 ：Aさん 女性 60歳代 知的障害 

生活状況：障害者支援施設に入所（日中 生活介護事業所利用 2人部屋）。 

障 害 名 ：精神遅滞・言語障害（発語なし。自傷・他害あり。ＡＤＬほぼ自立）障害支援区分４ 

療育手帳Ａ判定。 

経済状況：年金・遺族厚生年金と障害基礎年金合算で障害基礎年金 1 級相当額を受給している。

住民税非課税世帯である。預貯金は総額 1000万円以上あるため経済的にはまったく困らない。 

親族状況：幼少期に両親協議離婚、障害児入所施設に入所した。時折面会に来てくれた祖母も約

30年前に死去。 

 

支援経過 

障害者支援施設の施設長は、親族が身近にいない利用者には権利擁護や契約時等の問題から成年

後見の必要性を感じていた。施設の相談員から浜松成年後見センターに相談が寄せられ、市長申立

てにより、センターが後見人として選任された。 

現在、通常行っている支援としては以下の通りである。 

【財産管理】 

 施設に通帳は預けず、本人小遣いとして２万円毎月面会時預ける（衣服購入等あり必要であれば

２万円以上の場合もある）。余ったお金は使用明細書とともに返金してもらい、預金に入金する。 

 施設利用料は銀行引き落としとしている。 

 通帳等貴重品は銀行貸金庫にて管理している。 

【身上監護】 

 行政等からの書類の確認、申請書類を作成し代行する。 

 サービス実績の確認（実績報告書への押印等）。 

 月に最低 1度は訪問、面会し、担当者から近況の報告受ける。 

 本人と面会し、本人の状況を確認するとともに、面談を行う。 

 必要に応じ関係機関（入所する施設、行政、医療、特定相談支援事業所）と連携し応る。 

 

考察 

後見人が就任するまでの 20年以上の間、Ａさんのもとを誰も訪ねては来なかった。そのような中、

成年後見人であっても月に一度でも誰かが訪ねてくれることは、Ａさんには影響がとって大きい。 

繰り返し訪問することで、Ａさんは後見人が訪問することを心待ちにするようになった。しかし

ながら、少しずつ関係性が構築されてきてはいるといえ月に一回の面会だけでは、言葉でコミュニ

ケーションを交わすことができず意思を明確に表現できないために、Ａさんの思いを受け止めるこ

との難しさを感じている。 
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今後、意思決定支援が求められようになるが、重度知的障害のある人との関係性の作り方、コミュ

ニケーションの方法など身上監護の在り方が検討されるべきである。 

Ａさんの施設での権利擁護の状態や適正な福祉サービス提供を確認することは、福祉施設の支援

の質の向上という面でも後見人が就任することは有意義である。後見人には、福祉施設のサービス

評価の視点も求められる。サービス等利用計画や個別支援計画が真に本人中心で作成されているか、

その計画に基づいて本人の権利や生活が守られているかをチェックする目をもつもとが問われる。 

Ａさんは 1,000 万円以上の預貯金を有している。Ａさんが亡くなれば法定相続人にその財産は相

続されるが、全く関わりのない親族が財産を相続することに心情的には抵抗がる。 

そのため、Ａさんの生活の質が高まるような好みの衣服や家財をたくさん購入したいと思うが、

入所施設での生活ではその必要もなく、財産を本人のためにどう活用するかが課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例２   

キーワード                                         
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アルコール依存症 親族遠方在住 入退院の繰り返し（筋萎縮側索硬化症） 車椅子生活                         

施設入所後住所地特例 受任当初生活保護受給・廃止 要介護３ 報酬申請                  

●アルコール依存症で精神科入院歴４０年（後見） 

対 象 者 ：Ｂさん 男性 ８０代（S１０） アルコール依存症             

生活状況；40年間精神科病院に入院～特別養護老人ホームに入居 

家族状況：姉と２人兄弟、両親は早くに他界した。唯一の親族の実姉は平成２６年に病死している

が、Ｂさんには知らせていない（姪叔父がショックを受けそうなのでとのこと）。              

経済状況：障害基礎年金と生活保護受給                                            

親族関係：甥と姪がいるが遠方に在住 

入院の経緯：入院の昭和 40年（30歳）頃から頻繁に飲酒、病的酩酊となり、興奮・暴力行為で自

宅では手に負えず、昭和 51年２月から H市の精神科病院に入院となった。以降平成２８年８月迄

４１年間の精神科入院生活を送った。                                               

 

後見制度利用の経過 

主治医より「症状も落ち着いているので、介護申請をして施設入所を検討してほしい」と助言が

あり要介護申請となった（平成 28年８月）。                                   

若くして入院となった為、障害年金を受給、不足分を生活保護受給で入院費支払いをしていた。

病院から老人施設への移行を検討する際 保証人や実際に動ける親族なし（親族は神奈川在住の甥

と姪のみ）で、通帳管理や郵便物の管理も病院で管理しているため、後見制度利用の必要性あり

と、精神科病院相談員より浜松成年後見センターが相談を受けた。                                                                                                                                                                           

                             

支援経過 

初回相談は、平成 25年 11月精神科病院相談員を通しての相談であった。             

平成 26年７月、家裁へ後見申立てを行った。申立人は姪（但し申立人は重度の障害により予備

審問同席できず、その旨家裁へ上申した。）主治医の診断書は後見類型であった。審判の結果、セ

ンターが後見人に就任した。                                    

受任当初は、被後見人は近隣市の生活保護受給者であったが、半年後預金が 100万円超えたため

に生活保護が中止となった。生活保護が中止になると収入は障害年金のみとなり、預金があっとい

う間に少なくなっていった。タイミング悪く本人の失禁状態がひどくなり、紙おむつ代金が月々２

～３万円の自費負担が発生し、入院費用が高額となり預金残高を気にする日々となった。                                        

その他主治医より「腹部の膨満感に疑問があるため他科受診をして下さいと」のことで、内科受

診したが、結果は長い間の座位姿勢（入院病棟での日中の姿勢）のために腹部の内臓の位置が変形

したとのことであった。預金も少なくなり、要介護申請で要介護度３となったため施設入所を検討

して、特別養護老人ホームへ入所となった。特別養護老人ホームはオムツ代金込みの為病院の支払

いの約半額の支払いとなった。                                                                                                             
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後見報酬については、預金が少ないため当市の報酬助成金制度を利用申請しようとしたものの当

市と近隣市の見解の相違があり、結果は助成対象ではないとのことであった。その為、報酬につい

ては、Ｂさんの預金が出来た時に分割での支払い予定となっている。 

                                                                                    

考 察                                         

当ケースについてはＢさんの親族が遠方であることと、姪については重度の障害を抱え、甥は入

退院の繰返して居る状況で支援は望めない困難ケースである。 

精神科の入院生活が長きにわたるケースであったが、親族の支援があれば 40年間の入院生活が

短縮され、施設入所の時期が早くなったことと推測される。Ｂさんには頼れる親族も少ないうえに

遠方在住で重度の障害があり、支援が望めない。当ケースのような親族の支援が望めない場合は、

行政の支援が必要であると痛感した。 

受任当初は生活保護受給中であったが、半年後の生活保護中止以後は全ての歯車が逆回転とな

り、行政からの支援が遠のき生活全体が不安で一色となってしまった。 

Ｂさんの生活の総合的な支援が必要となったケースであるが、逆にセンターの後見支援ゆえに行

政の支援を遠ざけてしまったのではないかとも反省する。行政との支援連携のあり方の検討を要す

るケースである。 
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事例３ 
キーワード                                         

児童相談所 発達障害 人格障害 Ｂ型就労 ギャンブル依存 障害者更生相談所 

精神保健センター 依存症治療施設 生活保護 救護施設 司法と福祉の連携 保佐解除               

●ギャンブル依存から窃盗事件を起こしたＣさん（保佐） 

対 象 者：Ｃさん 男性 30歳代 発達障害、人格障害、依存症 

住まいの状況：依存症治療施設で共同生活（収監前）。 

経 済 状 況：障害基礎年金（月額６万５千円）、生活保護（月平均５万円前後）。施設の責任者

から１週間分のお金をもらうとパチンコやスロットに走り、財布はいつも空だった。 

親 族 状 況：兄弟は６人あり、上４人とは母親が違うためか没交渉。Ａ県に母親がすぐ上の兄と

暮らしているが、本人は何年も前から見放されている模様。父親は行方不明。 

保 佐 解 除：被保佐人のＣさんが現金を盗んで逮捕起訴され、裁判で懲役 1年の実刑判決を受け

る。出所後「自分は自由に生きたい、保佐人はやめてほしい」と訴えた。 

 

支援に至る経過 

Ｃさんは幼少時、母親と兄の３人でＡ県Ｔ市の公営住宅に暮らしていた。生活保護の相談を受付

けた当時の担当者によれば、兄弟は落ち着きなく走り回っていたという。 

母親は大のパチンコ好きで、そこでのＣさんの役割は球拾いだったらしい。その頃の体験が長じ

てパチンコやスロットが大好きな、そして喧騒の中に安住を求める彼を作ったといえる。 

小学校、中学校ともに不登校気味で、登校しても静かに座っていることができず、ますます勉強

と無縁になり、教師の指示がすぐにはわからないので生返事で従わないと思われ、あるいは聞こえ

ないふりをしていると受取られた。たまりかねた中学一年時の担任が母親を説き伏せて児童相談所

に連れて行き、そこで漸く障害が認定された（当初は精神発達遅滞、のちに発達障害、療育手帳

Ｂ）。 

中学卒業後は、仕事に就いても永続きしない兄の指示でコソ泥の見張りをし、やがて自分一人で

万引きをするようになった。ある時小型家電を万引きして警備員に見つかり、障害ゆえに反省の態

度も見せないことから警察に通報された。取調べ時にも心証が悪く、初犯にもかかわらず鑑別所送

りとなった。さらに２年後、換金目的で高級時計を万引きし、余罪もあったことから少年院送りとなった。 

成人となり、少年院を出て一旦Ａ県Ｔ市の母親のもとへ戻ったが温かく迎えられることはなく、

間をおかず、いわば放浪の旅に出て、数ヵ月の後当市で保護された。ここで漸く本格的に福祉の手

が差し伸べられることになった。 

まず、障害者更生相談所が関わり、司法と福祉をつなぐＮＰＯ法人の支援により障害者施設に入

所することとなった。 
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支援経過 

受入れた施設ではこれまでの経緯を整理したところ、Ｃさんの将来に至るまで多くの関係者によ

る支援の必要性を感じ、成年後見制度の利用が望ましいと判断して、多分野にわたるスタッフを抱

え、調整能力にも実績のある浜松成年後見センターに相談した。 

浜松成年後見センターでは、施設側の意向を踏まえつつ、Ｃさん自身の自己決定が何よりも大切

であると考え本人申立てとし、また、意思表明のできるＣさんの場合は保佐相当とみて、保佐人に

は後見センターが就任した。 

Ｃさんは知的障害者施設で暮らし、半年後にはグループホームに移り、就労継続支援Ａ型に就職

した。しかし、給料を得るとすべてパチスロで使い切ってしまい、ギャンブル依存が再発した。そ

の後、本人も依存症を治したいと希望し、精神保健センターで開催されるギャンブル依存症のピア

カウンセリングに通うようになった。給料は保佐人としてセンターが管理したが、金銭をめぐる本

人と保佐人であるセンターの諍いが続いた。ギャンブル依存症によるトラブルが繰り返され、その

後、本格的な依存症治療のために依存症治療施設に移り、Ｔ県にある精神医療センターに３カ月近

く入院して情動抑制を図る条件反射制御療法を受けた。退院後も依存症改善プログラムにより治療

を続けていたが、ギャンブル依存が全治することはなかった。パチスロしたさに、依存症治療施設

の同居人の現金３万２千円入りの財布を盗んで出奔、被害届により手配され、パチンコで金を使い

果たして店を出たところパトロール中の警察官の職務質問を受け任意同行の末逮捕された。 

裁判ではセンターのスタッフも情状証言を行ったが、懲役 1年の実刑判決が下り、ＣさんはＳ刑

務所に収監された。刑務所にセンターの担当者は何度も面会に出向き、刑務所の社会福祉士と連絡

を取り合って、出所後の支援の方向性を本人とともに話し合った。しかし、刑務所内で知り合った

友人の誘いがありＹ市で溶接工として働きたいという本人は希望して、福祉の支援を拒絶した。前

回の事件の際に支援にあたったＮＰＯ法人のスタッフも説得を試みたが、自由に暮らしたいという

気持ちは強く、出所後は自活して暮らすための更生指導を刑務所としても行うことになった。 

 Ｃさんは 1年の刑期を終え出所したが、その後センターを訪れ、保佐人もやめてほしいと申し出

があった。他県に引っ越して、自由に暮らしたいと、保佐の解除を強く要求した。 

 主治医（精神科医）とも相談したが、医師は本人の意思を尊重し「保佐の必要なし、自立が可

能」と診断書を作成した。診断書を添えて保佐解除の審判申立てを行い、しばらくして保佐解除の

審判が下りた。現在はＹ市で生活保護を受給しながら、就労を目指しているところである。 

 

考察 

放浪の末当地にたどり着き、施設で保護された環境での暮らすようになるまで、多くの関係者が

介在し、関係者の調整役としてもセンターが役割を担った。しかし、ギャンブル依存症の根は深

く、再犯を許してしまった。本人申立ての際に被保佐人になることを一旦は納得をしたものの、気

持ちも変化し、「自分の金をなぜ自分で使えないのか」と怒りをあらわにするようになった。そし

て再犯するに至った。 

権利を侵害されたり生活の危機の際は積極的に支援を求めるが、成年後見制度を実際に利用して

みて窮屈さを実感して申立てをしたことを後悔する利用者も少なからずいる。後見人等が権限を振

りかざしても本人が納得できない場合、どう対応すべきか悩むケースである。 
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事例４ 

キーワード 

知的障害 障害者就労支援作業所 ヘルパー派遣事業 訪問看護サービス事業 

介護保険制度 

●高齢の父親と生活を過ごす知的障害者の D さん（後見） 

対 象 者 ：D さん 60 歳代後半 男性 知的障害者 

生活状況：父親（90 歳台）と 2 人暮らし。 

障 害 名 ：知的障害者 療育手帳 B 介護保険要介護１ 

経済状況：障害者年金等月額 8 万円程度 父親の年金月額十数万。預金は本人名義で 500 万円程度あり。 

 

後見制度利用経過 

幼少期より発達障害傾向にあり、左足も歩行が何とかできる状況であった。特別支援学校卒業後は民間

企業に就職した事もあったが、長くは勤める事はできなかった。その後、障害者就労支援作業所で長く就

労作業をしている。就労支援作業所では主に自主製品を担当し、まじめに通勤していた。数年前に 65 歳

になり、介護保険の申請をしたところ要介護 1 の判定を受けた。 

 母親は、20 年ほど前に他界し、以後父親と 2 人で生活している。父親との関係は良好で、2 人で助け

合いながら生活している。十数年前、高齢の父親との生活に不安があると、D さんのグループホームへの

入所が検討されたが、父親と生活したいと希望し実現しなかった。父親は現在 90 歳台で、足腰の衰えが

進み、認知機能の不安も出て、介護保険要介護 1 と判定された。現在の介護保険サービスは父親のデイ

サービスと買い物・掃除・食事の家事援助ヘルパーを派遣している。 

 今後の施設サービスの利用が検討されるため後見制度の申請に至った。 

 

支援の経過 

 D さんは、今生活を続けていきたいと希望している。父親がそんなに遠くない時期に自分の世話がで

きなくなることを受け入れられずにいる。父親は D さんが先に施設等に入れなければ、自分が施設等に

入ることはできないと思っている。 

 後見人は、D さんが体力的に衰え、作業所での就労や自宅での生活に支障が出てきている事を自覚し

てもらうため、説明や話し合いを重ねた。さらに、父親の認知症が進み生活そのものが成り立たなくなる

為、父親の支援も兼ね合わせて検討する必要がでてきた。 

 D さんの障害者相談支援事業所及び包括支援センター等と協議を重ね、現在の生活支援をさらに充実

させるため、介護保険制度の活用を進め、訪問看護師に投薬管理及びヘルパー派遣回数の増やす事や、シ

ョートステイの利用により施設サービスに入りやすい環境を整えることを確認した。 

 しかし、D さんの足腰の衰えはさらに進行し、自宅で転倒、父親が D さんを抱き起すことが出来なく

なり、近所の民生委員に助けを求める事態になった。この時、D さんは「たまたま、倒れたところが狭く

挟まってしまった。倒れる事はもうない」と自分の歩行について自覚することができずにいる。 

 数日後こんどは、就労支援作業所で足に痛みがでて歩行ができない状況になる。病院で検査の結果、骨

には異常がなく打撲であった。ただ、ヒザには転倒した擦り傷が、な個所もあり、何回も転倒していると
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思われる。この時も、アパートの 2 階には上がることができずに支え抱えるようにして自宅に戻る。 

 自宅に戻っても、高齢な父親だけでは生活が成り立たないと判断して、療養型医療施設に緊急入院し

た。D さんは、歩行できなくなっては入院も仕方がないと思っていたが、歩行できるようになれば自宅に

戻るつもりで、入院生活をしている。 

 後見人は D さんの希望や D さんの父親の想いも組み入れながら、２人が一緒の施設に入れないか施設

を検討し、市内の老人施設を探し、施設入所の申込みをする事にした。 

 

考察 

 D さんは自分の置かれた状況を判断することができず、周りからの説明も理解できない。今までの生

活の変化や、父親との生活がなくなる事に対して、受け入れられずにいる。さらに、D さんの ADL の急

激な低下や、父親の認知の進み方もあり、早急な対応が求められたケースである。 

 本人の意思決定を尊重しながらも、早急な対応をしなくてはならない場合、関係機関の連携と情報の共

有化が重要であった。このケースの場合には、障害者支援と高齢者福祉の連携、さらに父親の支援グルー

プとの連携もあり難しい場面も多かった。 

 緊急に対処しなくてはならない場面と、本人の意思尊重のバランスをいかに取るか、考えなくてはなら

ないケースであった。 
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事例５   

キーワード                                         

統合失調症 妄想 地域移行支援 地域定着支援 ホームヘルパー 精神科訪問看護 

支援会議 連携 ケアマネジメント                                         

●精神科病院を退院して一人暮らしに戻った E さん（後見） 

対 象 者 ：Eさん 男性 60代 統合失調症             

生活状況：公務員を 20年近く間続けていたが、40歳のときに統合失調症を発症し、入退院を繰

り返し、1年後に退職。同時期に離婚、以後ひとり暮らしを続けてきた。 

親族状況：母、兄が実家で暮らす。兄は経済的援助を続けてきたが、自分も年金生活となったの

で、もう支援は難しいと思っている。              

経済状況：障害基礎年金と公務員共済年金（12万円程度）                                            

相談の経緯：電気代、ガス代を滞納したために電気ガスが止められ、食事を作ることができなくな

って栄養失調の状態となり、圧迫骨折で起きられなくなった。兄が救急車を呼び、入院となった。

入院時も妄想、暴言が続いため、兄の同意で精神科病院に医療保護入院となる。近年は入った年金

はすぐ使い果たし、医療費もないために精神科の通院、服薬も中断していたために病状が悪化して

いて、2年の入院治療が続けられた。                                             

支援に至る経過：病状も安定してきており、担当医は退院を考えるようになった。そこで、相談支

援事業所による地域移行支援が開始され、退院後の生活支援のプログラムが検討された。金銭管理

の支援がなければ、再度同じような状況になると予測できるため、財産管理の支援について浜松成

年後見センターに依頼があった。 

 

後見制度利用までの経過 

 成年後見の支援が必要であると判断して、浜松成年後見センターを後見人候補者として、兄が申

立てを行った。２ヶ月後、保佐の審判が下された。審判に至るまでの間に、相談支援事業所が中心

になり地域移行についての支援チームづくりがすすめられ、担当医・病院相談室ＭＳＷ・相談支援

事業所（地域定着支援）・居宅介護事業所・訪問看護・浜松成年後見センター・地域活動支援セン

ターの関係機関が連携することとなった。 

退院後は、ヘルパーや訪問看護の支援を受けながら自宅で生活する・平日の昼間は、地域活動支

援センターに通いピアカウンセリングや精神保健福祉士との面談を行う・財産の管理、金銭管理の

支援はセンターが行う・自宅での生活状況は相談支援事業所が地域定着支援の導入により把握する

とともに必要な場合は緊急に出動するとした。支援チームのコーディネートは相談支援事業所が担

当し、問題が発生した場合は支援会議を招集することになった。 

                                                                                                                                                                     

支援経過 

退院して、一人暮らしが再開されたが、退院して２ヶ月がたった頃から、Eさんは自分でお金が

自由に使えないことに不満が溜まってきた。退院をしたがために後見審判の申立には同意したもの

の実際に通帳が手元にないことを体験すると「こんなはずではなかった」と思うようになった。こ
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の頃から毎日のようにセンターに「通帳を返せ！泥棒！」と電話で怒鳴ったり、通帳のあった銀行

支店に「俺の通帳を返せ！」と怒鳴り込んだりする日が続いた。Eさんと面談して後見制度の説明

をするが、そのときは納得するがしばらく経つとまた同じ行動を繰り返した。銀行支店からはセン

ターに苦情が繰り返され、地域定着支援を担当する相談支援事業所とも協力して、銀行に理解を求

めるように依頼した。                                                                                    

 Eさんは、入院前に固定資産税やカードローンの返済を滞納していて、センターから分割して滞

納分を返済することとした。その返済分と光熱費、医療費、電話代等を合わせると、Eさんに手渡

す生活費は月に４万円程度で、全額を渡すとすぐに使ってしまう（カニや刺身が好物で高額な食品

を購入してしまっていた）ので、口座を新たに開設し、週に一度１万円を振込み Eさんがカードで

引き下ろすという方法を用いたところ、カードが手元にあるという安心感からか、センターや銀行

に対する苦情や暴言は消えていった。 

 通院や服薬を怠ると、妄想が頻繁となり「自分は天皇の子だということがわかった」「自分の庭

からガソリンが出てきた」「映画に出資して３億円の配当がある」という内容をセンターに電話で

話すこともあった。こうしたことがあるたびに、病院や相談支援事業所と連絡を取り、訪問看護の

回数を増やし怠薬を防止したり、受診の間隔を短くして病状の安定を図ったりするようにチームで

対応した。ホームヘルパーに対するセクハラ行為もあったため、すぐに男性ヘルパーに代わるよう

に相談支援事業所が対応した。自ら自動車の購入申し込みをしたり、訪問セールスにすぐ乗じてし

まい電話契約を結んだりという小さなトラブルがあるが、その都度関係者が競技して対応し、現在

まで退院後４年近くになるが、一度も再入院することもなく、自宅での生活が続いている。 

  

考 察                                         

精神科病院から地域生活への移行が促進されているが、病状が安定しているからと地域へ戻して

しまうのは、生活に困難性を抱える人に対しては「放り込み」に等しい。そのために、退院時には

必要な支援体制を構築して、慎重に地域移行をすすめなければならない。ケアマネジメントの手法

で支援が実施される。このケースはケアマネジメントの体制、すなわちチーム支援が上手く整備さ

れ、関係者の連携のもとの支援で地域生活が継続しているケースである。 

福祉サービスとして整備された「地域移行支援」「地域定着支援」の果たした役割が大きい。後

見人の立場からも支援を要請するケースが増えると考えられ、成年後見の従事者はこの制度を熟知

しておく必要がある。 

法的支援については成年後見センターが担当するが、後見人は支援チームのコーディネート役と

して活動する立場ではなく、本人の代理人、代弁者として支援チームの一員として参画するという

姿勢が大切である。障害者の地域生活支援の場合は相談支援事業所、高齢者の支援の場合には地域

包括支援センターがそれぞれ支援チームの要となり、連携の態勢が構築されるのである。高齢者の

ケアマネジメントでは、医療福祉の分野と同様に成年後見支援も不可欠のことになってきたが、障

害福祉保健分野では実践例が少ないのが実情である。今後、連携事例を積み重ねていくことで、地

域の障害者のケアマネジメント体制の充実が図られるだろう。 
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事例６   

キーワード                                         

知的障害 相談支援 グループホーム 単身生活 犯罪被害 安心 単身生活                                    

●地域で自立生活をして、犯罪被害にあったＦさん（保佐） 

対 象 者 ：Fさん 男性 20代 知的障害             

生活状況：グループホーム居住  

親族状況：両親、妹（障害者施設入所）父から虐待を受け福祉施設で保護された経験がある。 

経済状況：障害基礎年金 2級（65,000円）、給料 60,000円                                    

相談の経緯：6歳から入所した障害児施設を 15歳の時に退所して自宅に戻る。しかし、父よりひど

く殴られるという虐待を受け、再度施設で保護される。20歳で施設を出て、グループホームに入居

して就労継続支援Ａ型に就職し、1年後パートタイムで企業に就職した。収入も増え、生活面も安

定していたのでアパートでの一人暮らしを始めた。 

 

後見制度利用までの経過 

 グループホームを出てアパートで単身生活を始める。単身生活が始まった時から、単身生活をす

る障害者の支援として相談支援事業所の地域定着支援が開始された。月に 1回アパートを訪問して

相談面接を行うとともに、日常生活の困るごとに対応する支援であり、相談支援専門員がアパート

での生活や就労先の状況を把握し、問題が起きた際は介入支援する体制がつくられた。 

 ある日、相談支援専門員がアパートを訪問すると、部屋は荒らされ、テレビや電子レンジ、エア

コンが持ち去られていることを発見した。 

本人の話では、2週間前から見知らぬ若い男から「犬をあげるから買わないか」とバス停で声を

かけられ、「犬を飼うから部屋を見せてほしい」と言ってアパートまでその男を連れて行ったとの

こと。Ｆさんのアパートで、二人でビールを飲んだりゲームをしたりするうちに仲良くなり、その

男はその日からアパートに住みつくようになった。Ｆさんを巧みにだまし、Ｆさんのカードを使い

ＡＴＭで現金を引き出させ、また携帯電話７台の契約をさせていたことが判明した。そして、家財

を盗んで逃亡したとのことであった。Ｆさんは人が良く、すぐ人を信じてしまう性格なので、そこ

に付け込まれたのである。男から暴力も受けていて怖くて誰にも相談できなかったという。 

相談支援専門員と以前住んでいたグループホームの管理者が警察に相談に行き、被害届を出し

た。警察の捜査で犯人が特定され、男は逮捕された。 

しかし、Ｆさんは男からの報復を恐れ、また同様の被害にあうかもしれないという不安から、ア

パートで一人で暮らすことができなくなってしまった。また、男に職場も知られていると恐れ、仕

事も辞めてしまった。その結果、アパートは引き払い、しばらく障害者支援施設の短期入所を利用

して、その後以前住んでいたグループホームに戻ることになった。 

今後同様の被害にあわないためと、携帯電話の問題の処理をするために、相談支援事業所が成年

後見制度の利用をＦさんに勧め、Ｆさんの本人申立てで保佐の審判が下され、弁護士が保佐人に就

任し、財産管理と身上監護の支援を行うことになった。 
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考 察 

 知的障害者がこうした悪質な犯罪被害にあう事件は多い。障害者の地域生活が拡大していると同

時、被害にあうリスクも高まっている。自分で危険を防止することが困難な人に対してはリスクマ

ネジメントが丁寧に準備されることが重要になる。被害を予防し、安心を保障する仕組みとして成

年後見制度はきわめて知的障害者当事者が、自ら権利を守ること（セルフアドボカシー）の力を身

に着けること、被害に合ったらヘルプが出せることが大切である。また、支援者も常に被害に合っ

ていないか、不利益を受けていないかとチェックする目が求められる。そして、権利擁護支援は利

用者の安心な生活と人生を実現するための守護神である自覚が必要であり、困ったときはいつでも

相談を受けられるという関係性づくりも求められる。 

現在Ｆさんはグループホーで暮らしているが、Ｆさんはもう一度アパートでの暮らしをしたいと

就職を目指しているところである。保佐人の存在だけでは安心を担保することは不十分であり、Ｆ

さんにかかわる支援者と連携して、Ｆさんが安心して地域生活を送ることができるきめ細かな支援

体制の構築が課題である。 
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横浜市「後見的支援制度」視察研修報告 

 

「横浜市後見的支援」を知るために 

社会福祉法人横浜共生会・地域生活支援センター南海を訪ねて 

 

視察日：平成 29年 6月 30日（金） 

訪問者：高木誠一 

 

１ 横浜市後見的支援制度とは 

障害福祉サービスが充実してきた現在でも、地域で暮らす障害のある人やその家族は様々な不安を抱

えている。その不安を解消するために、平成 21 年度、横浜市では「後見的支援推進プロジェクトチーム」

を立ち上げ、8 回にわたり検討会が行われた。その結果、地域で障害のある人を支えていく「横浜市障害

者後見的支援制度」が横浜市独自の事業として施策化された。 

平成 22 年 10 月から 4 区でこの制度は実施され、その後、各区に広がり、平成 29 年 3 月には全区で

の実施となった。訪問したのは、最後に設立された地域生活支援センター南海である。 

 以下は横浜市社会福祉協議会の資料からの抜粋である。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

横浜市障害者後見的支援制度とは?17 

・どんなことをしてくれるの? 

障害のある人を支援している人や地域の住民の方などが、制度に登録をした人を日々の生活の中で気

にかけたり定期的な訪問をしながら、日常生活を見まもります。 

障害のある人とその家族の、将来の希望や漠然とした不安などの相談をお受けします。 

生涯にわたり障害のある人によりそいながら、その人の願う地域での暮らしが実現できる方法を一緒

に考えます。 

・できないこと 

身体介助や家事援助などの直接支援(食事作りや入浴、買い物などの手伝い) 

お金や大事な書類のお預かり 

入院時の身元保証と手術などの医療同意 など・・・ 

・利用できる人は? 

日常の見まもりを希望する障害のある人(とその家族) 

将来の生活について相談したい障害のある人(とその家族) 

実施区に住んでいる 18 歳以上の障害のある人が登録対象です。 

・費用はかかるの? 

この制度の利用には、費用はかかりません。 

 

 

                                                   
17 横浜市社会福祉協議会  http://www.yokohamashakyo.jp/siencenter/koukensien/#03 
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どんな仕組みなの?（別図） 

 

図 後見的制度の仕組み18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
18 横浜市社会福祉協議会 http://www.yokohamashakyo.jp/siencenter/koukensien/data/koukensien2013.pdf 
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後見的支援の担い手は？ 

・あんしんキーパー 

本人に何か困ったことがあった時に、「後見的支援室」に連絡する手伝いをします。（主に近隣住民、

民生委員などが担当する） 

・あんしんサポーター 

日中活動の場、暮らしの場などを定期的に訪問します。 

・あんしんマネジャー 

これまでの本人の暮らしや将来の希望と目標を聞き取り、本人の見まもり体制をつくります。また、

定期的な訪問をしながら後見的支援計画がうまく進んでいるか本人と一緒に点検をします。 

・担当職員 

あんしんキーパーとして協力してくれる人を増やしていくなど、この制度を地域に広めていきます。 

 

どこが運営するの？ 

障害者後見的支援運営法人（主に相談支援事業を行っている社会福祉法人） 

 

障害者後見的支援運営法人の役割は？ 

 横浜市障害者後見的支援制度の受付・利用登録を行います。 

 あんしんマネジャーと一緒に、一人ひとりの障害のある人とその家族の悩みごと、これからの安心に

つながる地域生活や見まもり体制を考えます。 

 あんしんサポーターの雇用・研修を行います。 

 あんしんキーパーの募集・登録を行います。 

 障害のある人の希望に応じて、日中活動の場、暮らしの場などへ訪問します。 

 横浜市障害者後見的支援制度の推進・普及啓発を行います。 

 成年後見制度についての案内をします。 

 

３．後見的支援の仕組みについて検討から（「後見的支援推進プロジェクト報告書」より）19 

 

不安の所在(現状の分析) 

後見的支援の仕組みについて検討を進める中で、次の３つの現状と不安の所在を示している。「横浜市

障害者プラン（第 2 期）」策定のために行ったグループインタビュー等では、「親に何かあったときが心

配」、「親がいるうちから本人の生活を見守ってくれる人がほしい」や「ケアマネージャーのような存在が

ほしい」等の声が寄せられたという。また、横浜市が 20 年に実施した「入所施設待機者調査」によれば、

「地域で安心して生活するために特に重要だと思う支援」として、「日常生活全般の見守りがあること」

が上位に挙げられていたという。 

これらの調査から、「親なき後」に対する不安には、住まいや、医療ケアなどを確保できるかどうかな

どといった個別具体的な不安もあるが、「日常生活の見守り」のような、生活全般に対する漠然とした不

                                                   
19「後見的支援推進プロジェクト」報告書～「将来にわたるあんしん施策」～平成 22 年 3 月 
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安が大きいことが明らかになり、また、精神障害者からは、「家族の他に、常に自分のことを理解してく

れる人が身近にいてほしい」との意見も寄せられたという。 

報告書では「生活全般に対する漠然とした不安」を下記のようにまとめている。 

（１）日常生活の見守りに対する不安 

一つ目は、親によって全面的に支えられて

きた本人の日常生活の支援・見守りがなくな

ることに対する不安である。近年、役所や地

域生活支援センターなど相談ができる機関も

増えてきたが、相談をするためには、まずそ

の場所に行き、その先で、本人がどうしたい

のかなどの意思を伝えることが必要になる。

親は本人と一緒に、また直接意思表示をする

ことが困難な本人に代わって、これらのこと

を行ってきたといえる。例えば、進路等を決

定するときには、通所先などの情報を集め、

そこから本人の希望に基づき、進むべき道を

本人と共に決定している。また親は、本人が地域の中で健やかに育っていけるよう、隣近所から始まり、

地域の人とのつながりも作っている。 

障害の種別・状況や生活環境によって親との係わり、関係性は異なるが、① 親は、障害のある本人の

生活全般のコーディネートをしている。 ② 必ずしも親が障害のある本人の思いを 100%代弁している

とは言い切れないが、可能な限り、本人の希望と目標に基づく支援をし、生活の見守り役を果たしてき

た。という。また、精神障害のある方々からは、家族や地域との関係がうまくもてず、一人孤立し、急に

寂しく感じたり、不安になる時があるとの意見が寄せられたという。 

（２）本人の自立（自律）した将来像が描けないことへの不安 

二つ目は、本人の自立（自律）した将来生活が描けないことに対する不安であるという。プロジェクト

では「親や本人が将来に対して何となく、漠然とした不安を抱えているにも関わらず、具体的な困りごと

ではないため、その不安を相談する人がいないのではないか。」「区役所や地域活動ホームなどの相談機関

はあるが、相談員は直面する具体的相談への対応に忙しそうで、漠然とした不安は相談しにくいのではな

いか」「 障害者本人をこれまで全面的に支えてきた親が急にいなくなって、はじめて相談機関に相談が持

ち込まれることも多い」との意見もありましたが寄せられた。入所施設待機者調査でも「障害のある人や

その将来について相談できる人がいるか」という質問に対して、約３割の人が「いない」と回答していて

「相談者がいない人ほど将来に対する見通しをもてない状態の人が多い｣との結果もでており、将来に対

する漠然とした不安については、相談できる人の有無が大きな鍵となるということが考考えられるとい

う。 

（３）本人の権利擁護に対する不安 

三つ目は、本人の財産管理や人権等、権利擁護に関する不安であるという。日々の暮らしの中では、福

祉サービスを利用する際の契約や、相続、一般的な財産管理などの法的手続きが必要な場面があるが、本

人だけでは、自分の意思をうまく伝えられずに、不利益を被ったりするのではないかという心配や、実際
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に被害を受けてしまうことなども起きる。親は、日常生活の中で、本人の微妙な変化に気を配り、不当な

扱いを受けていないか、困った状態になっていないかなど、本人の権利が守られるようにしているともい

える。また、契約や財産管理は、親が行っていることも少なくないが、本人が 20 歳を過ぎると、親であ

っても契約や財産管理などの「法律行為」をすることはできない。こういったことに対応する本人の権利

を守る法的な仕組みとして、成年後見制度があるが、利用があまり進んでいない状況であるという。 

障害者の成年後見は、財産管理よりも、本人が自分の望む人生を実現するために、障害特性を含めた本

人の理解をしていることが重要で、それがなければ、なかなか本人の後見を委ねきれないという家族の意

向が多く寄せられたという。 

 

感想 

横浜市障がい者後見的支援制度を担当する地域生活支援センター南海を訪問して話を伺ったが、相談

支援事業（市の委託事業）と一体で運営していること、成年後見制度とは全くの別物であることが説明さ

れた。 

相談支援事業では福祉サービスの利用の相談、直近の困っていること、生活の解決すべき問題などには

対応しているが、遠い将来の人生の設計に関する相談や家族の変化に伴い必要な支援を準備しておくと

いう機能は薄いため、制度としての相談支援事業とは別に、家族に長期間にわたって寄り添い、声を聴く

という支援が、やってみて大切だということが実感でき、本人や家族の地域生活を支える仕組みとして有

効であることが強調されていた。 

相談支援事業や成年後見制度は、解決課題があって必要性に迫られ利用する制度にあるのに対し、検討

会の報告にもあった漠然として不安に対し、時間をかけてともに寄り添いながら答えを見つけていくと

いう新しい形の支援であることを感じた。 

 横浜市を模した制度を浜松市においても実現できることを期待したいが、浜松成年後見センターにお

いても、市民サポーターの立場で、通常の業務とは異なる視点で家族の相談を常時受けていく仕組みが望

ましいと考える。 

 「障がい者」は確かに、生活ニーズを抱える支援を必要とする人々であるが、同じ市民の目線で、福祉

や司法の制度からいったん離れて、生活や人生の相談を受け、当事者や家族とともに考えていくという取

り組みの必要性を強く感じた。 

地域生活支援センター南海の後見的支援のパンフレットには下記のように記されている。 

 

１ 障がいのある人とその家族を定期的に訪問し、将来の希望や漠然とした不安などの相談をお受けします。 

２ 生涯にわたり、障がいのある人によりそいながら、その人の願う地域での暮らしが実現できる方法を一緒

に考えます。 

３ この制度に登録した人の日々の生活の見守り体制を考えます。 

  

当事者と家族ともにあゆみ、悩み、考える人の存在は、支えの大きな力となるのだろうと思う。 
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参考 

 

 「親亡き後」の支援のあり方を示した図である。この３つの要件が整備されていくことはもちろん必要

であるが、人は制度利用のために生きているわけではなく、制度や仕組みを超えて、本人や家族を理解

し、いつでも相談にのることのできる「人」の存在がより重要ではないか。 

 

 

参考図20 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
20 独立行政法人のぞみの園 志賀利一資料 引用 
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最後に（まとめとして） 

 本研究は、障害者の権利擁護のあり方をめぐって成年後見制度のもつ今日的な課題について議論を重

ねてきた。4回にわたる検討委員会では、もちろん制度のあり方の検討も行われたが、むしろ権利擁護の

実践のありかた、特に権利擁護に従事する支援者がどれだけ、ことばを出さない本人の理解ができるの

か、人間としての尊厳が大切にされるのか、本人の意思を汲み取ってもらえるのかという点での議論が中

心となった。 

冒頭にも述べたが、「権利擁護」とは憲法 13 条に定める「すべて国民は、個人として尊重される。生

命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の

上で、最大の尊重を必要とする。」個人の幸福追求の権利行使の支援、すなわち積極的な権利実現という

性格がその本質である。 

個人の幸せとは、個人としての尊重と個人の意思の尊重の保障によって実現されるものである。成年後

見制度のあり方を検討する視点としては、権利擁護のもつ権利実現という積極的な性格と制度や実践を

照合しながら、その個人の「（主観的）最善の利益」を実現していくための本来的な目的を明確にしてい

くことが求められるのであり、本研究はその「最善の利益」を求めていく道筋がおぼろげながら浮かんで

きたのではないか。 

成年後見度の理解を、危機介入モデルから権利実現支援モデルへ転換していくための取り組みが、実践

現場で問われている。 

増田教授の本研究のアンケート結果に対する総括として下記のことが述べられている。 

 

医療制度への信頼は医師自身が担保している面もある。医療が持っている本質とは何か。患者にしてみ

れば個々の医者との出会いがある。医師もまた、患者の病気を癒して、その人なりの人生を支えていくと

いうことに使命感がある。これが医療の本質でもある。制度や報酬という見えるものの是非や課題だけに

目を奪われると、見えないところでしっかりと支えている営みを見失ってしまう。 

成年後見制度は、制度をめぐる見えるものの課題はいっぱい出てきたが、成年後見という支援を通して

しか見えないもの、医者が命の癒すところに立って仕事しているのと同様に、成年後見が何を支え、どこ

に立って仕事をしようとしているのかをしっかりと提案していくべきである。 

 

成年後見制度の支援の本質とは何か、これをさらに議論して明らかにして広く社会に表明することが

我々に課せられた責務であると考える。 

検討会で寄せられた委員の発言ではひとつ一つがさらに深めていくべき課題が示されている。本研究

は終了となるが、関係によりさらに議論を重ねていきたい。 

「役に立たないものは不要である」という優生思想はまぎれもなく、私たちの中に、社会に根強く存在

する。支える側が苦しくなると、支援の対象者を減らそうとする動きは簡単に起きてしまう。権利擁護を

担うものの覚悟と共生の思想と哲学が鋭く問われる。 

 

浜松成年後見センター 高木誠一 

 



179 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 11月 31日発行 

作成 特的非営利活動法人浜松成年後見センター 

（公益財団法人みずほ福祉助成財団助成事業） 

〒432-8001 浜松市西区西山町 808-72 

電話: 053-485-8770 FAX: 053-522-8123 


