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【出席報告】

例会

【会長挨拶】

SAA 伊藤 武雄
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・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 91.40%
4/6メークアップ4名・高橋会員、木村会員、
林会員、小澤会員（理事会）

会長 笹川 英一

（ 名誉会員 3名

今月のロータリーテーマは「母子の健康」
です。先日のRLIで聞いた話ですが柏南ロー

タリーがグローバル補助金を活用してケニア
の妊娠中の母親と子供のために質の高い医療
点

鐘

会長

笹川 英一

ソ ン グ

我等の生業

お 客 様

やちまた司法書士事務所
司法書士 嶋田 健寿様

の提供をする為に医療機器や備品の寄贈、併
せてケニア保険局による医療従事者の研修の
実施などの国際奉仕活動をしています。その
きっかけはケニアの小学校や児童施設などで
教育支援の一つとして日本人演奏家によるコ
ンサートが開かれたときに、現地のティカ

【ニコニコボックス】

ロータリーとの交流をスタートさせたことが

◇この度の入院に際し大変ご心配を
おかけしました。 高橋 宏一会員

始まりだそうです。もう一つはグローバル補
助金奨 学生 「関まり子 」さん ( 千葉ロ ー タ
リ ー 推 薦 ) が イ ギ リ ス ロ ン ド ン の
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ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン大学院

【卓

話】

へ昨年９月より一年間の予定で留学し「ミ

やちまた司法書士事務所
司法書士 嶋田 健寿様

ズ・ウーマン・ヘルス」コースで「避妊」に
関する問題について研究しています。日本の
避妊に関する情報や技術は欧米に比べ遅れを
とっているそうで、日本女性が安全で効果の
高い避妊法に容易にアクセスできる社会。望
まない妊娠をなくし世界中の女性が安全に妊
娠・出産・子育てのできる世界を実現したい
と研究に励んでいます。現在は女性の活躍に

成年後見制度について
成年後見関係事件の概況 -令和３年1月～12月-

は目の見張るものがあります。今日の読売新
聞の記事に千葉銀行の女性活躍推進の取り組
みが厚生労働省から「プラチナえるぼし」に

１.成年後見制度

認定されました。銀行では全国で初めてのこ

成年後見制度は、従来の禁治産、準禁治産制度

とで「えるぼし」とは女性の勤続年数や管理

に代わるものとして、平成１２年４月１日に、

職比率などの評価基準を満たした企業を認定

超高齢社会を支える制度として、介護保険制度

する制度です。出産や子育て中でも活躍でき

と同時に施行されました。
禁治産制度は明治時代に導入されていたため、

る環境や現場が数多くなるといいなと思いま

現代の視点から見ると硬直的な制度でした。ま

す。以上です。

た、用語が差別的である、戸籍に記載される、

【幹事報告】

財産の散逸を防ぐことが主な目的であった等に

副幹事 川崎 尭信

より、あまり利用されなかったようであります。
成年後見制度は、個人の多様な判断能力、保護
の必要性に応じた対応は、旧制度に比べ、柔軟
な制度ではあります。
ただ、成年後見の実務においては、医的侵襲
を伴う医療行為の同意権や本人の死後事務にお
ける処遇など、今後も法改正等により、改善が
◎次年度会長幹事会のご案内
日時：2022年5月12日(木）18時～
場所：ホテル日航成田

期待される制度でございます。
２.制度の理念…成年後見制度の基本理念
成年後見制度では、次の基本理念を掲げてお

◎2023-24年度ガバナー補佐候補者の推薦に
ついて
締め切り：2022年6月23日(消印有効）

ります。

◎千葉黎明高校より学校だより等

…障害のある人でも特別視せずに自立した普通

①ノーマライゼーション

（ノーマル）な生活を営めるような社会を
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創ろう、共に生きる社会こそが普通（ノーマ

①任意後見

ル）であり、理想的な社会であるとする理念

…本人の判断能力が十分なときに、先を見越

②自己決定の尊重

して自身の援助者になってもらいたい人と、

…判断能力が不十分でもできる限り、本人の

予め必要とされる法律行為の代理を依頼する

意思を尊重しながら支援すべきであるとする

契約をしておくもの

理念

②法定後見

③現有（残存）能力の活用

…本人が未成年であるか否かで分かれる

…一時的にでも能力が回復するならば、可能

成年の場合、本人の判断能力に応じ、その類

な限り引き出して活用すべきであるとする理

型は三種類

念

本人の判断能力の減退程度が重度な場合は、

④身上保護の重視

後見

…本人の生活全般に配慮しながら、生活の質
４.成年後見関係事件の概況

を支援していくことを重視すべきであるとす

本日の資料である「成年後見関係事件の概

る理念

況-令和３年１月～１２月-」を基に昨年の状

私は、専門職成年後見人として、ご本人
（成年被後見人、被保佐人、被補助人）の健

況をご説明致します。

康状態や財産状況、周囲の環境や親族関係な

①申立件数について
上記３②のとおり、法定後見には三類型ご

ど、様々な事情を踏まえ、多岐にわたる業務

ざいますが、圧倒的に後見件数が多いです。

に携わっております。

この傾向は、以前と変わりありませんが、近

そして、その業務を遂行するうえで判断に
迷う場面も少なくありません。そのような場

年では保佐、補助の割合も伸びています。

面では、基本理念に立ち返り、思案すること

これは、成年後見制度利用促進法が平成２８

も度々ございます。いわば、正答の無い業務

年５月１３日施行され、その基本理念が定め

であるともいえるでしょう。

られたこともあるかと推察します。

そうであるからこそ、ご本人を取り巻く関
②終局区分について

係者と共に、ご本人を支援していくことが重

成年後見（後見／保佐／補助）開始事件は、

要であると考えております。

申立ての後、その殆どが認められる「認容」
で終局します。

３.成年後見の概要・種類

ただ、開始に至るまでに、本人が死亡した

成年後見制度では、次の類型がございます。
┌任意後見

場合、申立ての取下げがあった場合等、認容

└法定後見┬未成年後見

以外で終局する事案も少数ございます。
なお、申立ての取下げは、原則認められませ

└成年後見 ─ 後見／保佐／補助

ん。
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③審理期間について

親族以外の成年後見人が増え始め、昨年では

申立ての後、審理期間は概ね２ヶ月間以内で

約８割、第三者が成年後見人に選任されてい

審理は終了しています。

ます。第三者成年後見人の職種を見ると、弁
護士、司法書士、社会福祉士、この三業種で
８割を占めます。

④申立人と本人との関係について

千葉家庭裁判所管内では、この三業種を

親族による申立てが全体の過半数を占めま
す。親族以外の申立人としては、市区町村長

「専門職成年後見人」としており、これ以外

によるものが最も多く、これを「首長申立

の業種は、前述の親族後見人に類似する成年

て」といい、近年増加傾向にあります。

後見人＝一般の方々、として選任する審判と
なります。

⑤本人の男女別・年齢割合について
５.成年後見制度の理解

男女別で大きな差はございませんが、年齢

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を

割合では、７０歳以上の割合で全体の過半数
を占めます。これは開始原因として、認知症

サポートする制度ですが、本人の全てをサ

に起因するためであることが要因でしょう。

ポートすることはできません。しかし、成年

しかし、７０歳未満や若い世代（２０歳代や

後見制度により、補える点はございますし、

３０歳代）でも一定数はあります。これは、

制度趣旨を理解したうえで利用することは、

開始原因として知的障害等が挙げられていま

本人の一助となります。
制度利用検討の際は、専門家へ相談するこ

す。

とが、本人支援につながるものであると考え
ております。

⑥申立ての動機について
預貯金等の管理・解約、身上保護が、その
理由として最も多いですが、介護保険契約、
不動産の処分、相続手続、私が取り扱う案件
としては、これらが動機となっている相談が
多く寄せられます。

⑦成年後見人等と本人との関係について

親族：親族以外の割合では、２：８の割合
です。約１０年前の統計では、６：４とあり、
親族が成年後見人に選任される事件が過半数
ございました。しかし、この頃より、

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 川崎 尭信
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