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高齢者の日常生活と法制度
介護保険制度・成年後見制度の導入から 20 年を振り返る
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第一部

介護保険制度を中心に

救護義務の「反射的利益」として救済を受けること
ができるにすぎないとされた 2。

１．介護保険制度創設前史～社会保障制度の歴史
的展開～

（２）戦後憲法と社会保障法
日本で社会保障制度が整備されたのは、第二次大

（１）家制度と社会保障

戦後になってからである。まず、戦後における国民

明治民法 1の家族法の基本構造は、戸主権で統制

の困窮状態に緊急に対応するため 1946 年に旧生活

された「家」を軸とする家制度であった。この「家」

保護法が制定され、つぎに、戦争によって生じた孤

制度は、単なる庶民の家族生活を規律するものにと

児や身体障害者に対応するため 1947 年に児童福祉

どまらず、天皇を頂点とする日本帝国を支える基本

法、1949 年に身体障害者福祉法、1951 年に社会福

単位としての役割を担っていた。
「家」制度のもとで

祉事業法が制定された。また、生存権保障を明記し

は、戸主が「家」に関する決定権限と家産を独占す

た憲法 25 条のもと、1950 年に現行生活保護法が制

るが、その代わりに戸主は「家」の構成員である家

定されるとともに、
「国民皆保険・皆年金体制」を実

族員の生活を保障しなければならなかった。そのた

現するため、1958 年に国民健康保険法の全面改正、

め、日本社会では、家族の誰かが困ったとき、家族

1959 年に国民年金法の制定が行われた。そして、

が自己犠牲を払ってでも救済すべきであり、国家や

1960 年代には、高度経済成長による税収の増大を背

社会に救いを求めることは「恥」であるとの考え方

景に、1963 年に老人福祉法、1964 年に母子福祉法

が根強く生き続けてきた。こうした「家」を前提と

などが次々と制定された 3。

した私的扶養優先の考え方を前提にしていたため、

しかし、1970 年代半ばのオイルショックを機に経

日本で初めて公的扶助制度を定めた 1874 年の恤救

済成長が鈍化し始めると、社会保障制度の展開にも

規則では、所属する家のない貧民に対し、天皇や政

変化が生じた。社会保障制度における国の財政負担

府のお恵みとして公的扶助が与えられたに過ぎなか

を軽減するため、個人および家族の努力と責任が強

った。また、恤救規則に比べて対象者を大幅に拡大

調され、すでに崩れかけていた三世代家族を基盤と

した 1929 年の救護法においても、要救護者は公の

する「日本型福祉国家」が提唱されるなどした。他
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1890（明治 23）年に草案が完成し公布された（旧
民法）が、しかし民法典論争が起こり、旧民法は施
行延期となった。1893（明治 26）年、日本人 3 名が
起草委員となって、旧民法の修正作業が開始され、
1896（明治 29）年に財産法部分、1898（明治 31）年
に家族法部分が公布された（明治民法）。

方、急速に進展する高齢化に対応するため、1982 年
に老人保健法が制定されるとともに、1985 年には国
民年金法が抜本的に改正され、基礎年金制度が導入
された。さらに、1990 年には福祉 8 法の改正、1995

2

詳細は、小川政亮著作集編集委員会編『小川政亮
著作集 2 社会保障法の史的展開』
（大月書店、2007
年）13－330 頁など参照。
3
詳細は、小川・前掲書（注 2）331－394 頁など参
照。
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年には高齢社会対策基本法の制定が行われた。これ

いた。その後の減少速度は若干鈍化したものの、

らの福祉政策は、戦前からの社会的因習のもと、身

1992 年には 2.99 人と 3 人を割り込んでしまった。

寄りのない貧しい対象者のための限定的な施策であ

また、家族構成別に世帯数の推移をみると、特に

り、行政が福祉的措置の要不要の判断や内容を決定

1950 年代後半からの高度経済成長に伴う人口の都

する行政処分として実施されていた。また、福祉と

市集中によって、三世代世帯に代わって核家族世帯

いえば、これらの限定的な対象者のために、人里離

や単独世帯の数が増加してきた。特に 65 歳以上の

れた場所に施設をつくって、そこに入所させること

高齢者世帯については、子と同居する世帯が激減し、

だと長年にわたって考えられていた。

夫婦のみ世帯と単独世帯が増加しており、厚生省の
国民生活基礎調査によれば、1992 年には 65 歳以上

２．介護保険制度導入の背景 4

の高齢者の 39.3％が、夫婦のみまたは単独で生活し
ていた。もっとも、65 歳以上の高齢者の 57.1％は、

（１）高齢者の増加と家族形態の変化
日本の平均寿命は、戦前は男女ともに 50 歳に満
たない状態にあり、男女ともに 50 歳を上回ったの
は、1947 年と戦後になってからであった。その後、

成年子やその家族と同居しており、夫婦のみ世帯を
加えると、家族の誰かが主たる介護者の役割を担っ
ているのが通例であった。
いずれにしても、1992 年の国民生活基礎調査によ

平均寿命は飛躍的な伸張を遂げ、1970 年には男性

れば、介護を必要とする寝たきり高齢者の介護者は、

69.3 歳、女性 74.7 歳、1995 年には男性 76.38 歳、

女性が 86％、同居親族が 86％を占め、同居する子

女性 82.85 歳となり、世界的に最も高い水準となっ

の配偶者（いわゆる長男の「嫁」）が 33.4％を占め

ていた。そして、当時すでに、厚生省人口問題研究

ていた。これは、戦前の「家」制度の家意識の名残

所の推計によれば、2000 年には男性 77.3 歳、女性

の中で、法律上当然には扶養義務を負わない「嫁」

83.8 歳、2025 年には男性 78.3 歳、女性 85.1 歳に達

が、夫の親の主たる介護者としての役割を担ってい

するとされていた。このように、平均寿命が伸びて

たことを意味する。
「将来、誰に介護して貰いたいか」

高齢者が増加するからと言って、それが要介護高齢

を調査した結果でも、60 代以上の高齢女性は「嫁」

者の増加に直結するわけではない。しかし、加齢と

を頼りにしており、年代が若いほど配偶者や娘を挙

ともに要介護発生率が高くなる傾向にあることも事

げる者が多かった。

実である。特に 85 歳以上における要介護発生率は
かなり高率で、4 人に 1 人は介護が必要になると言

（２）家族の変容と福祉政策の展開

われていた。当時の厚生省の推計によれば、要介護

前述した「日本型福祉国家」といったワンパター

高齢者の数は、2000 年に 280 万人、2025 年には 520

ンの福祉政策は、家族形態の多様化、少子高齢化、

万人に達するとされていた。

女性の高学歴化と就労率の増加など、社会の変化に

この間の家族形態の変化は、家族規模と家族構成

対応することはできなかった。特に急激に進展する

の変化から見て取ることができる。例えば、平均世

少子高齢化は、高齢者介護を家族に期待し続けるこ

帯規模は、1955 年までは 4.9 人前後で推移し、戦前

とができない現実を突きつけたのである。その結果、

からの家族規模を概ね維持していた。その後、高度

単独世帯の要介護高齢者や貧しい要介護高齢者のみ

経済成長に合わせるように、家族規模は急激に縮小

を対象としてきた従来の福祉政策が見直され、一般

傾向をたどり、1975 年には 3.45 人にまで激減して

市民を対象とした市民福祉として理解されるように

4

詳しくは、本沢巳代子『公的介護保険－ドイツの
先例に学ぶ』
（日本評論社、1996 年）8－17 頁参照。

なった。老人福祉政策を社会的な介護ニーズに相応
しいものとするため、具体的な目標数値を設定した
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ゴールドプランや新ゴールドプランの作成、市町村

介護保険法の目的は、加齢に伴う要介護状態にあ

への権限移譲、高齢者保健・福祉計画の策定などが

る者が尊厳を保持し、残存能力に応じた自立した日

行われた。

常生活を営むことができるように、必要な保健医療

しかし、租税財源には限りがあるため基盤整備は

サービス・福祉サービス給付を行うことである（介

追いつかず、必ずしも入院が必要ではないにもかか

保 1 条）。そして、介護保険は、被保険者の要介護状

わらず、自宅で生活できない要介護高齢者が病院に

態・要支援状態の軽減・悪化防止のために必要な保

入院し、身の回りの世話をして貰う社会的入院の増

険給付を行うものであり、被保険者の心身の状況、

加をもたらした。また、高齢者介護は家族、特にい

その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択

わゆる長男の「嫁」が担うものとする社会的因習が

に基づき、適切なサービスが多様な事業者・施設に

根強く、老人福祉サービスの利用が介護忌避と見ら

よって提供されなければならないものである（介保

れることを恐れた家族が、病院を隠れ蓑に利用する

2 条）
。すなわち、新たに創設された介護保険制度の

ケースも少なからずあり、社会的入院に拍車をかけ

基本的な考え方は、①自立支援、②利用者本位、③

ていた。このような状況は、住み慣れた地域で安ら

社会保険方式の 3 点ということになる。

かに老後を過ごしたいという高齢者の願いに反する
ばかりでなく、膨張する老人医療費の原因としても
大きな問題となっていた。

（２）介護保険給付の利用と契約 7
新しく導入された介護保険制度は、基本理念の一
つである上記②利用者本位を実現するために、すな

5

３．介護保険制度の導入～措置から契約へ ～

わち「利用者による介護サービスの選択」8を可能と
するために、介護サービスは行政の判断と責任で提

（１）介護保険法の基本的な考え方

供される「措置」から、介護保険給付の提供事業者

このような従来の老人医療と老人福祉制度により

と利用者の間で締結される「契約」に従って提供

生じていた問題に対処するために、要介護高齢者の

される方法に転換された（措置から契約へ）
。これ

社会的入院の原因となっていた老人保健制度を廃止

によって民間介護事業者の参入が促進され、短期間

するとともに、従来の限定的な老人福祉制度のもと

で介護サービス基盤の充実を図ることができるとと

で租税財源をベースとしていた高齢者介護の制度は、

もに、所得水準や家族構成にかかわらず、要介護者

抜本的に改革されることとなった。その結果、医療

および家族介護者のための社会的支援が可能になっ

保障制度との関係をも考慮した上で、高齢者の介護

たのである。しかし、介護保険制度導入を含む高齢

を社会全体で支え合う仕組みとして、また民間活力

者介護問題について検討した老人保健福祉審議会は、

による介護市場の早急な量的拡大を図るために、介

その審議過程の中で、
「契約」という言葉を使うこと

護保険法が 1997 年 12 月 17 日に公布、2000 年 4 月

を慎重に避けていた。これには、当時の社会問題と

1 日に施行されたのである 6。

もなっていた有料老人ホーム契約の問題（介護サー
ビス提供の有無や料金、入居一時金の返還などが約

5

介護保険法制定後、その施行までの期間、要介護・
要支援高齢者が、従来の老人福祉制度における行政
措置の対象から契約の主体になったことを端的に表
現するため、
「措置から契約へ」という表現を用いた
のが始まりである（本澤巳代子「特集・民法の中の
「人間」福祉」法学セミナー529 号（1999 年 1 月）
56 頁）
。
6
介護保険導入までの議論状況について、詳細は、

本沢・前掲書（注 4）
、104－123 頁など参照。
7
介護保険と契約については、本澤巳代子「成年後
見と介護保険」民商法雑誌 122 巻 4・5 号（2000 年）
557－566 頁など参照。
8
老人保健福祉審議会における公的介護保険の内容
の変化については、本沢・前掲書（注 4）108－115
頁参照。
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款に明示されていない問題）9なども影響していたの

については、既に本研究年報第 3 号で詳述した

ではないかと思われる。すなわち、民間事業者との

で、本稿では、介護保険制度創設に伴って制定され

「契約」に対する福祉関係者や介護サービス利用者

たり改正されたりした法制度を中心に見て行くこと

の根強い不信感、
「契約」イコール弱者を食い物にす

とする。なお、成年後見制度については、三輪まど

る悪いものという考えからの反発を回避しようとし

か教授が詳述されるので、本稿では基本的に記述し

たものと思われる。

ないことをお断りしておく。

10の

実際のところ、
「措置」から「契約」に制度が変更
になったからといって、介護サービス利用の場面に

４．介護保険制度と消費者契約法（2000 年 5 月 12

おいて、自動的に利用者による自由な選択が可能と

日公布、2001 年 4 月 1 日施行） 11

なったという訳ではない。介護契約は一般のサービ
ス契約とは異なり、利用者が日常生活を営むために

（１）消費者契約法の目的と内容

必要なサービス提供を目的にするものであるから、

消費者契約法制定の目的は、消費者契約について

多様な事業者が提供する多様な介護サービスを「自

一般的なルールを定め、消費者と事業者との間の情

由」に試してみたり、
「自由」に介護サービスの利用

報量・知識量の格差を是正しようとするものである。

を止めたりすることができる訳ではない。そして、

事業者は、消費者契約締結にあたって、重要事項に

日常生活継続のために長期間の契約期間が前提にな

ついて、消費者の理解能力に応じて、情報提供を行

るとともに、高齢者の要支援・要介護状態の変化に

うように義務付けられる。事業者による情報の不提

よって、介護サービスの内容や利用頻度が変わる可

供や不実告知は、それがなければ消費者が契約締結

能性のある契約でもある。また、利用者が加齢のた

の意思決定をしなかった場合には、契約を取り消す

めに、あるいは知的障害や精神障害のために、介護

ことができる。これによって、例えば介護支援専門

契約の締結に必要な意思能力を十分に備えていなか

員がケアプランの作成依頼を受けた場合、介護サー

ったり、一旦締結した契約の内容を忘れてしまった

ビスなどの種類・内容、介護保険でカバーされるサ

りする危険性があるという意味においても、一般的

ービスの範囲と利用者負担、保険でカバーされない

な契約とは異なる側面を持つものである。それゆえ、

サービスの種類・内容・料金など、ケアプラン作成

介護保険法制定後から施行までの 2 年半近くの間に

とその後の包括的な介護サービスの継続的提供に関

は、消費者契約法の制定（消費者保護）、従来の社会

わる契約の重要事項について、要支援・要介護高齢

福祉事業法に代わる社会福祉法の制定および老人福

者とその家族が理解できるように説明することが義

祉法の改正、成年後見制度に関わる民法改正（高齢

務付けられる。したがって、単に契約書を交付する

者の意思能力・財産管理）など、「措置から契約へ」

だけでは足りず、また説明義務を尽くしたことの立

の制度転換に対応するための法制度整備が行われた

証責任は事業者が負うことになる。そのほか、消費

のである。

者契約法は、契約内容の適正化のために、消費者に

介護保険制度の当事者関係（保険者、被保険者、

不当に不利益な契約条項を不当条項として、その全

事業者）
（図表 1）および制度導入後 20 年間の変化
10

9

この問題について、下森定編『有料老人ホーム契
約』
（有斐閣、1995 年）は、欧米各国の法制度を参
考に、①消費者保護、②約款規制、③高齢者の意思
能力と財産管理の三つの側面から問題を検討してい
る。

本澤巳代子「地域が主体となった介護システムの
構築のあり方－介護保険制度誕生 20 周年と今後の
行方」労働問題研究所 IWHR 研究年報第 3 号（2021
年）1－13 頁参照。
11
詳しくは、本沢巳代子「介護サービスと消費者契
約－契約ルールをどう確立するか－」国民生活 1998
年 9 月号 16－21 頁参照。

4
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部または一部を無効としている。さらに、契約条項

（案） 12は、基本契約書（権利・義務等基本的事項

は明確かつ平易な言葉で表現されねばならず、その

を定める）
、契約書別紙（サービス内容・料金を定め

意味について疑義がある場合には、消費者に有利な

る）
、重要事項説明書（連絡先・サービスの概要・事

解釈が行われることになっている。

業者の概要・苦情窓口の表示など）の 3 部構成とな

このように消費者契約法は、介護保険制度の創設

っている。特に契約開始時および変更時に基本契約

によって、高齢者介護が行政措置から消費者契約へ

はそのまま維持した上で、要支援・要介護者の状態

と抜本的に変更される中、要支援・要介護高齢者と

に応じて柔軟に提供する介護サービスを簡単に変更

その家族の権利を護るために非常に重要な意味を持

できるように、契約書別紙方式が採られたことは特

つものであった。しかし、医療契約は消費者契約で

徴的であった。この東京都版モデル契約書は、1999

はないと主張する日本医師会等の反対にあい、消費

年 12 月に「相談・苦情対応マニュアル」と一緒に

者契約法の制定が介護保険法施行に間に合わないこ

都内の区市町村に配布され

とになってしまった。その結果、次に述べる社会福

体に大きな影響を与えることとなった。

13、その後、全国の自治

祉法の中に、福祉サービスの適切な利用に関する詳
細な規定が設けられることになった。なお、消費者

５．介護保険制度と社会福祉法（1999 年 7 月 16

契約法は 2006 年に改正され、紛争解決のため消費

日公布、2000 年 4 月 1 日施行）

者団体訴訟制度を導入（2007 年 6 月から運用、2008
年と 2013 年に対象拡大）するとともに、2016 年と

（１）社会福祉法の制定と目的

2018 年には、取り消しうる不当な勧誘行為の追加、

社会福祉法は、1951 年に制定された社会福祉事業

無効となる不当な契約条項の追加などが行われてい

法が福祉施策の対象を限定的に捉えていたのに対し、

る。

国民全体を対象とした上で、個人が尊厳を持って家
庭や地域でその人らしく生活できるように支援しよ

（２）介護契約とモデル契約書
消費者契約法によって一般的な契約締結過程や契

うとする「社会福祉基礎構造改革」の実現を図るも
のである。すなわち、社会福祉事業法の改正により

約内容の適正化についてルールができたとしても、
介護サービスや施設入所などに関する契約の個々の
条項について想定される紛争の発生を未然に防止す
るためには、事業者・消費者・行政が協力して契約
書のモデルを作成することが有効である。実際にも、
日本弁護士連合会が契約書モデルを作成・公表した
が、契約に不慣れな社会福祉法人および要支援・要
介護高齢者とその家族には分かり難く、使い辛いも
のであった。そのため、東京都は、介護保険のサー
ビス利用者保護の観点から契約書のモデル作成と相
談・苦情体制の整備、これらに関連した権利擁護事
業の具体的内容を検討するための委員会（東京都利
用者保護制度検討委員会）を設置した。この検討委
員会の作成した介護サービス利用のモデル契約書

12

具体的には、主として社会福祉法人等が提供して
きた訪問介護、介護老人福祉施設、通所介護、短期
入所生活介護および新たに導入された居宅介護支援
について、モデル契約書（案）が作成された。しか
し、医療法人が運営する介護保健施設・介護療養型
医療施設に関わる契約書モデルは、都の意向もあっ
て作成されなかった。
13
福祉契約研究会（代表：本澤巳代子）と東京都は、
2003 年に都内の訪問介護事業者を対象とした「介護
保険のサービス利用契約に関するアンケート」を実
施するとともに、2003～2004 年に契約書サンプリン
グ調査および訪問聞き取り調査を行った。調査結果
について、詳しくは、新井誠・秋元美世・本沢巳代
子編著『福祉契約と利用者の権利擁護』
（日本加除出
版、2006 年）63－95 頁参照。なお、研究会メンバー
であった三輪まどか教授が、2016 年に小規模ではあ
るが、東京都モデル契約書に関する事後調査を行い、
先の調査結果と比較検討を行っている（三輪まどか
『契約者としての高齢者』（信山社、2019 年）69－
93 頁）
。
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誕生した社会福祉法による社会福祉制度は、介護保

が構築されたのである。

険制度の基本的な考え方である①自立支援と②利用

福祉サービスの利用援助事業としては、成年後見

者本位の 2 点で共通しており、
「措置から契約（選択

制度を補完するものとして設けられた地域福祉権利

14の

擁護事業（2005 年に新たに制定された障害者自立支

利用）へ」という大きな制度変更を意味している
である。

援法によって、日常生活自立支援事業に名称変更）

社会福祉法の目的は、福祉サービス利用者の利益

がある。この地域福祉権利擁護事業は、介護保険法

保護、地域福祉の推進、社会福祉事業の公明かつ適

施行の半年前（2019 年 10 月 1 日）に開始された要

正な実施の確保、社会福祉を目的とする事業の健全

支援・要介護認定のために、社会福祉法の施行に先

な発達を図ることであり、そのために「社会福祉を

駆けてスタートしたものである

目的とする事業」の全分野における共通的基本的事

ス利用援助事業は、①比較的軽微な法律行為を含む

項を定めるものである（社福 1 条）。そして、福祉サ

福祉サービスの利用援助、②それに付随した日常金

ービスの基本理念は個人の尊厳の保持であり、福祉

銭管理や書類等の預かりの援助、③それらに関わる

サービスの内容は、利用者の心身の健全育成・能力

苦情解決制度の利用援助（社福 82 条）などを行う

に応じた自立した日常生活支援に資する良質かつ適

ものであり、都道府県社会福祉協議会または一部業

切なものでなければならないと規定している（社福

務委託を受けた基幹的社会福祉協議会の実施事業で

3 条）。

ある（社福 81 条）
。これらの援助を利用するために

15。この福祉サービ

は、社会福祉協議会と福祉サービス利用者との間で、

（２）福祉サービスの適切な利用（社福第 8 章）

福祉サービス利用援助契約

16が締結される必要があ

福祉サービスの利用が「措置」から「契約」へと

る。この契約に定められた援助サービスが、社会福

制度変更されたことを受け、福祉サービスの適切な

祉協議会の専門員や生活支援員によって提供され、

利用のため、情報の提供等（第一節）
、福祉サービス

利用者は利用料を支払うことになる。そのため、利

の利用の援助等（第二節）が必要とされている。情

用者本人が最低限の契約能力を有していることが必

報提供等としては、①事業者および国・地方公共団

要であり、契約能力の有無を契約締結審査会が判定

体の情報提供の努力義務（社福 75 条）
、②利用契約

するとともに

申込時における契約内容等の説明の努力義務（社福

することになっている（社福 83 条以下）。

17、運営適正化委員会が継続的に監督

76 条）
、③利用契約の成立時の書面交付義務（社福
77 条）
、④福祉サービスの質向上のための措置等の

６．介護保険制度と老人福祉法の改正

努力義務（社福 78 条）
、⑤誇大広告の禁止（同 79
条）が規定されている。これらの規定は、適切な事

（１）介護保険制度導入と老人福祉法
2000 年の介護保険法施行によって、老人福祉法に

業者と適切な契約を締結するための消費者保護的観
点によるものである。そして、適切な事業者を選択
し適切なサービスを選択できるように、介護サービ
ス情報公表システムが構築されるとともに、契約内
容の履行が適正になされていることを担保するため
に、福祉サービスの質に関する第三者評価システム
14

三輪まどか「社会福祉基礎構造改革と社会福祉法
の誕生」本沢巳代子・新田秀樹編著『トピック社会
保障法 第 16 版』
（信山社、2022 年）211 頁参照。

15

地域福祉権利擁護事業について、詳細は月刊福祉
82 巻 14 号（1999 年）の特集などを参照されたい。
16
全国社会福祉協議会によって、福祉サービス利用
援助契約標準様式（3 種類）が作成された。詳しく
は、全国社会福祉協議会『地域福祉権利擁護事業の
基盤整備にむけてⅡ－事業推進マニュアル』
（全国社
会福祉協議会、1999 年）参照。
17
契約締結能力の判定について、詳しくは、全国社
会福祉協議会『契約締結判定ガイドライン』
（全国社
会福祉協議会、1999 年）参照。
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従った市区町村の福祉の措置に関する義務は、福祉

に総合的かつ専門的な機能をもった地域包括支援セ

の総合的実施から支援体制の整備等に変更された。

ンターが市区町村に設置されることになった（介保

すなわち、福祉の措置の実施者である市区町村（老

115 条の 46）ことから、老人介護支援センター等に

福 5 条の 4）は、65 歳以上の者が心身の障害のため

関する条文は削除された。

日常生活を営むのに支障がある場合、その心身の状
況や環境等に応じて、自立した日常生活を営むため

（２）有料老人ホーム（介護保険の特定施設）と

に最も適切な支援が総合的に受けられるように、福

老人福祉法

祉の措置の積極的な実施に努めるとともに、居宅に

介護保険法施行によって、有料老人ホームは介護

おける介護等および老人ホームへの入所等の福祉の

保険の特定施設であり、その提供する特定施設入居

措置や介護保険給付など、老人の福祉の増進を目的

者生活介護（入浴・排泄・食事等の介護、その他の

とする事業を行う者の活動の連携および調整をはか

日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話）

るなど、地域の実情に応じた体制の整備に努めなけ

は、介護保険の居宅サービスとされた（介保 8 条 11

ればならず、引き続き居宅において日常生活を営む

項）
。その結果、介護保険制度の導入後、有料老人ホ

ことができるよう配慮しなければならないとされた

ームは、高齢者の多様なニーズに対応しうる居住系

のである（老福 10 条の 3）。その結果、老人福祉法

サービスとして、都市部を中心に著しく増加した。

による福祉の措置は、認知症で介護保険の要支援・

さらに、2005 年の介護保険法改正の際には、食事の

要介護認定の申請をすることができない者、保険給

提供を有料老人ホームの必要条件から除外したり、

付の利用を望まない者など、やむをえない事由によ

定員規模要件（10 人以上）を廃止したりして、有料

り介護保険給付の利用が著しく困難であるときに、

老人ホームの設置・運営をしやすくした。

職権で実施する例外的なものとなり（老福 10 条の 4、

もっとも、有料老人ホームの設置者は主として民

11 条）、できるだけ速やかに介護保険制度の利用へ

間企業であるから、サービスの質の確保が十分でな

と移行させることになった（図表 2）。このように、

い、設置企業の経営状態によっては事業の廃止・休

福祉の措置が介護保険給付に対して補足的なものと

止の可能性があるなど、入居者保護の観点から問題

なったため、その費用も、介護保険給付を受けられ

があると以前から指摘されてきた

る者については、その限度で支弁しなくても良いと

2005 年の介護保険法改正に伴って、老人福祉法に有

され（老福 21 条の 2）
、措置権者である市区町村は、

料老人ホームに関する諸規定が設けられた（老福 29

それ以外の措置費のみを支弁するにすぎないことに

条）
。例えば、有料老人ホームの設置者は、都道府県

なった（老福 21 条）。

知事に対して、法定事項の事前届出、変更があった

18 。そのため、

また、福祉の措置の実施者である市区町村は、老

場合における 1 か月内の届出、事業を廃止・休止す

人福祉に関する実情の把握に努めるとともに、必要

る場合の事前届出をするように義務づけられた。こ

な情報の提供・相談および必要な調査・指導を行う

のほか、帳簿の作成・保存、提供する介護等の内容

とともに、これらに付随する業務を行わねばならな

などに関する情報の入居者・入居希望者に対する開

いとされている（老福 5 条の 4 第 2 項）
。これら情

示、前払金の算定基礎の書面による明示及び保全措

報提供・相談・指導は、介護保険給付の適切かつ有

置も義務づけられた。これらの義務に違反した場合、

効な利用にかかるもの、その他特に専門知識および

入居者に対する不当な処遇や運営上入居者の利益を

技術を必要とするものについては、老人介護支援セ

害する行為をした場合には、都道府県知事は設置者

ンター等に行わせるものとされていた（老福旧 6 条
の 2）が、2005 年の介護保険法改正によって、さら

18

詳しくは、下森・前掲書（注 9）参照。
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に改善措置を命ずることができ、その際には改善を

くない。それゆえ、経済的虐待の定義には、養護者

命じた事実を公示しなければならいとされた。なお、

が高齢者の財産を「不当に」処分したり、財産上の

有料老人ホームの必要条件から食事の提供を除外し

利益を「不当に」得たりすることと明記されている。

たことに関連して、都道府県知事は、食事や介護の

その意味では、社会福祉法の権利擁護事業や成年後

提供を委託された者に対しても質問や立入検査を行

見制度の財産管理とも関係しているということにな

うことができるものとされた。その後も、2011 年の

る。

法改正では、入居後 3 カ月以内の契約解除や入居者
の死亡による契約終了の場合、前払金から家賃等を

（２）高齢者虐待防止法による対応策 19

控除した額を返還すること、権利金を受領しないこ

高齢者虐待防止法は、高齢者の虐待防止、虐待を

とが義務付けられ、2017 年の法改正では、都道府県

受けた高齢者の保護、養護者に対する支援のため、

知事による事業停止命令の創設、前払金の保全措置

国および地方公共団体、国民、保健・医療・福祉関

義務の対象拡大などが行われた。

係者などの責務を定めている（高虐 3 条－5 条）
。そ
の上で、養護者による高齢者虐待の防止および養護

７．介護保険制度と高齢者虐待防止法（2005 年 11

者に対する支援等として、市区町村は、高齢者およ

月 9 日公布、20006 年 4 月 1 日施行）

び養護者に対して相談・指導・助言を行うとしてい
る（高虐 6 条）
。さらに、市区町村は、養護者の負担

（１）高齢者介護と高齢者虐待防止法の目的と内

軽減のため、養護者に対する相談・指導・助言、そ

容

の他必要な措置を講じるとともに、養護者の心身の

高齢者虐待防止法の目的は、高齢者の尊厳保持に

状態からして、養護の負担軽減のため緊急性がある

とって高齢者虐待を防止することが重要であること

と認められる場合には、高齢者が短期間養護を受け

を前提に、虐待を受けた高齢者の保護、高齢者を介

るために必要となる居室確保の措置を講じるとされ

護する養護者に対する支援のための措置等を定める

ている（高虐 14 条）。

ことにより、高齢者虐待の防止等に関する施策を促

養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢

進することである（高虐 1 条）。そして、高齢者虐待

者を発見した者は、速やかに市区町村に通報する努

防止法は、養護者（高齢者の世話をしている家族・

力義務があると規定されているが、高齢者の生命・

親族・同居人など）による高齢者虐待（第二章）、養

身体に重大な危険が生じている場合には通報義務が

介護施設従事者等（介護保険法や老人福祉法にいう

あるとされている（高虐 7 条）。これらの者からの通

養介護施設（介護老人福祉施設等）または養介護事

報や高齢者自身の虐待の届出を受けた場合、市区町

業（居宅サービス事業者等）に従事する職員）によ

村は、速やかに当該高齢者の安全確認および事実確

る高齢者虐待（第三章）に分けた上で、虐待行為を

認を行うとともに、対応について協議することにな

①身体的虐待、②介護・世話の放棄・放任、③心理

るが、生命・身体に重大な危険が生じている恐れが

的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待に分類している

ある場合には、老人福祉施設等に当該高齢者を一時

（高虐 2 条 4 項、5 項）
。特に高齢者の場合、ある程

保護する（高虐 9 条）とともに、虐待を受けた高齢

度の財産や預貯金、老齢年金などがあるため、児童

者のために必要な居室を確保するための措置を講じ

虐待にはない⑤の経済的虐待が挙げられている。し

る（高虐 10 条）
。さらに、市区町村は、高齢者の生

かし、同居家族の場合には、日常生活や高齢者介護
にかかる費用のために、悪気なく高齢者の財産を処
分したり、預貯金や年金を使ったりすることは珍し

19

詳しくは、本澤巳代子「Ⅵ 福祉現場が変わる」
増田幸弘・三輪まどか・根岸忠編著『変わる福祉社
会の論点 第 2 版』223－239 頁参照。
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命・身体に重大な危険が生じている恐れがある場合

25.9％、子 19.9％、子の配偶者 22.5％であった。こ

には、地域包括支援センターの職員等の福祉専門職

れに対し、2019 年の国民生活基礎調査では、同居家

員をして、当該高齢者の住所または居所に立ち入り

族は 54.4％と減少するとともに、子の配偶者が 7.5％

必要な調査・質問をさせることができ（高虐 11 条）
、

と激減している（図表 5）
。子の配偶者の多くは「嫁」

必要に応じて、市区町村長は警察署長に援助を求め

であったことからして、介護保険制度による介護の

ることができるとされている（高虐 12 条）。なお、

社会化は、日本社会の古い家制度的な因習を払拭す

老人福祉法上の措置として、当該高齢者を老人福祉

ることに大きく貢献したと言えよう。

施設等に入所させた場合、市区町村長・当該施設の

同様の変化は、養護者による高齢者虐待の場合、

長は、虐待を行った養護者について、当該高齢者と

虐待者の被虐待高齢者との続柄にも表れている。例

の面会を制限することができる（高虐 13 条）
。

えば、厚生省老健局の 2006 年度調査結果

21によれ

ば、被虐待者が虐待者と同居している割合は 84.2％

８．
介護保険制度導入後 20 年の変化と残された課

を占めており、虐待者の被虐待者との続柄は息子が

題

38.5％、夫 14.7％、娘 14.5％、妻 5.1％、息子の配
偶者（嫁）10.7％であった。これに対し、2020 年度

（１）介護保険制度導入後 20 年の変化

の調査結果では、同居割合 88.4％、虐待者の続柄は

冒頭でも書いたように、介護保険導入前の日本社

息子が 39.9％、夫 22.4％、娘 17.8％、妻 7.0％、息

会では、戦前の家制度の名残である家族主義ゆえに、

子の配偶者（嫁）2.8％であり、いわゆる「嫁」の割

また行政が租税財源で行う福祉事業に対する偏見ゆ

合が激減している。

えに、家族規模の縮小・高齢者の急増にも拘らず、

さらに、介護の社会化による変化は、高齢者虐待

高齢者介護は家族が担うものと言われ、高齢者本人

の相談・通報者の内訳の変化にも表れている。厚生

の意思に沿わない社会的入院が隠れ蓑として乱用さ

労働省老健局の 2006 年度調査結果によれば、全国

れたりしていた。このような事態は、介護保険制度

の市区町村で受け付けた養護者による高齢者虐待に

の導入によって、介護サービスの利用が増加し一般

関する相談・通報総数 18,390 件のうち、相談・通報

化したこと、それによって社会的認識も大きく変化

者が「介護支援専門員・介護保険事業所職員」41.1％、

したことによって確実に改善されてきている。例え

「家族・親族」13.4％、
「被虐待高齢者本人」12.1％

ば、厚生労働省老健局は、これまでの 20 年間に、
「65

であった。これに対し、2020 年度の調査結果では、

歳以上被保険者数が約 1.6 倍増加するなかで、サー

介護保険サービスの利用状況が加味されているので、

ビス利用者数は約 3.3 倍に増加。」介護保険制度は

2006 年度の結果と単純に比較はできないが、介護保

「高齢者介護になくてはならないものとして定着・

険サービスを受けている場合には、相談・通報者が

発展している。
」としている（図表 3） 20。

「介護保険支援専門員」58.2％、
「介護保険事業所職

こうした介護の社会化に対する認識が定着してき

員」10.6％と多くなっており、介護保険サービスを

ていることは、要介護者からみた主な介護者の変化

過去も含めて受けていない場合には、相談・通報者

としても表れている。例えば、介護保険制度がスタ

が「警察」19.0％、
「家族・親族」14.3％が多くなっ

ートした翌年である 2001 年の国民生活基礎調査の
結果（図表 4）によれば、主たる介護者のうち同居
家族が 71.1％を占めており、その内訳は配偶者
20

「介護保険制度の概要 令和 3 年 5 月」
https://www.mhlw.go.jp/content/000801559.pdf

21

厚生労働省老健局「平成 18 年度における高齢者虐
待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する
法律に基づく対応状況に関する調査結果」
（2007 年
12 月 19 日）参照。最新の令和 2 年度調査結果まで、
毎年の調査結果も参照されたい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22753.html
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サービスの利用契約を締結すること（権利擁護）と

ている。
これらの調査結果を見ても、介護保険制度導入後

は、法的に意味が異なるにもかかわらず、介護サー

20 年の間に、日本社会における高齢者介護のあり方

ビス現場では、両者の区別が付いていないというこ

が大きく変化したことは明らかである。特に、家制

とである。こうした状況は、介護保険制度導入当初

度の名残として続いてきた「長男の嫁」問題は、高

から現在まで改善されることなく続いている。

齢者介護の場面では、ほぼ払拭されたと言っても良

さらに、昨年、別稿に記したように、介護保険法

いであろう。ただし、私が制度導入時から指摘して

の改正は当初は 3 年に 1 度とされていたにもかかわ

きた家族介護者の介護の社会的評価と介護保険給付

らず、2005 年の法改正以降、3 年ごとの介護報酬改

22は、未だ解決されないまま残

定と一緒に法改正されるようになり、事業者側の主

のあり方という問題

張によってサービス内容の複雑化をもたらした。そ

っていると言える。

の結果、当初は可能であった自分で介護計画（セル

（２）介護保険制度導入後 20 年の残された課題

フプラン）を立てることは困難となり、地域包括支

既述のごとく、介護保険制度の導入によって、介

援センターの支援や介護支援専門員の支援がなけれ

護サービスが「措置」から「契約」に変わるのに合

ば、介護保険給付としての介護サービスの利用は、

わせて、介護サービス利用契約の意味や内容を理解

高齢者本人にも家族にも難しいものとなってしまっ

するための助言・支援などのために、福祉サービス

た。それゆえに、介護サービスの利用契約と言いな

利用援助事業の新設や成年後見制度の改正が行われ

がら、権利擁護が中心的な意味を持つようになって

たが、その意味は高齢者本人のみならず、家族や福

しまっている。しかし、介護保険による介護サービ

祉関係者などにも十分に理解されているとは言い難

スの利用契約をベースに、その範囲を超える上乗

い。福祉分野では、家族は介護者ないし扶養義務者

せ・横出しのサービス（全額自己負担）の利用契約

として特別な存在と位置づけられ、家族は家族であ

の締結は可能であるから、介護事業者との契約締結

るがゆえに、当然に高齢者本人の代理権を有してい

だけでなく、家族介護者との介護委託契約の締結な

るかのような幻想がまかり通ってきた

23。
すなわち、

ども可能である。あるいは、介護保険の給付の中に

介護サービスの内容について情報や知識の格差ゆえ

家族介護者の介護を含め、金銭給付を支給するとい

に、介護サービスの利用契約締結にあたって、介護

うことも可能である。ただし、こうした議論は、社

サービス利用契約者本人に対する支援が必要である

会保険における当事者の関係性、特に現物給付と金

ということ（消費者保護）と、本人の判断能力が認

銭給付における当事者関係の違いなど

知症等によって十分でないため、介護サービスの利

いなければ、正しく行うことはできないということ

用にあたって、本人から代理権を与えられた者、ま

でもある

24を理解して

25。

たは家庭裁判所によって成年後見人等に任じられた

第二部

がゆえに代理権を有する者が、本人に代わって介護

成年後見制度を中心に

22

本沢・前掲書（注 4）175－180 頁。介護保険制度
導入時における家族介護者支援に関する議論および
家族介護者支援の必要性について、詳細は、増田雅
暢『介護保険はどのようにしてつくられたか－介護
保険の政策過程と家族介護者支援の提案』
（TAC 出版、
2022 年）を是非とも参照して頂きたい。
23
2000 年 3 月 28 日の厚生省介護保険制度実施推進
本部老人福祉局企画課長通知は、このような幻想が
厚生省においても蔓延していたことを示している。

24

詳しくは、増田・前掲書（注 22）186－247 頁参照。
例えば、介護保険の利用契約を約款と批判し、介
護に関する社会保険制度のないアメリカ法をベース
に、家族介護者との介護契約を主張するものとして、
樋口範雄「家族の高齢者介護義務と社会保障－私的
自治と契約の役割」家庭の法と裁判 27 号（2020 年）
29－35 頁がある。
25
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１．認知症高齢者と意思能力

理等を行うこととなる。

わが国における 65 歳以上の高齢者は、3,640 万人

意思能力に関して、2020 年 4 月施行の民法 3 条の

（2021 年９月 15 日現在推計）
、総人口に占める割合

2 は「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思

は 29.1％と、過去最多となっている

能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効

26。なかでも、

認知症高齢者は年々増加するとされており、2017 年

とする」と定めている。この規定は 1896（明治 29）

9 月に改訂された、厚生労働省「認知症施策推進総

年以来約 120 年ぶりの債権法改正によって設けられ

合戦略（新オレンジプラン）
」では、2012 年で 462

たものであり

万人、2025 年には 700 万人が認知症となると推計

かった。しかしながら、この改正によっても、意思

されている

27。

30、成年後見制度導入時には存在しな

能力の定義については明確になっておらず、いかな

認知症高齢者にとっての問題の一つに、契約（法
律行為）の主体となりうる前提としての意思能力が

る能力が意思能力なのかについては、不明なままで
ある。

低下していくという問題がある。意思能力は、わが
国の民法、とりわけ契約法理における大前提であり、

２．禁治産制度から成年後見制度へ

法律行為を行うためには意思能力が必要であり、こ

成年後見制度は、2000 年、従来の禁治産・準禁治

うした能力があるからこそ、契約の自由、ひいては

産制度を改めた民法と任意後見法の制定によって、

私的自治の原則が保たれていると言っても過言では

導入された。従来の禁治産・準禁治産制度では、禁

ない

28。

治産では後見人を、準禁治産では保佐人を置き、前

一般に、意思能力は「自己の行為の法的な結果を

者には広範な代理権を、後者にはかなり限定された

認識し、判断することができる能力」と定義され、

権限によって、禁治産・準禁治産宣告を受けた本人

「行為能力制度に関する規定中の『事理を弁識する

を保護する制度となっていた

能力を欠く常況』という文言が、意思無能力の状態

は、定型的・硬直的な措置・運用しか認められず、

29。
したがって、

高齢社会への対応、障害者の福祉の充実という観点

この能力を前提に、介護保険における介護サービス

から、より柔軟で弾力的な制度への転換が求められ

契約を締結したり、種々の買い物のための金銭の管

ていた

にあることを指している」とされる

32。そのため、2000

31。この制度のもとで

年の法改正および法制定

によって、
「自己決定の尊重、残存能力の活用、ノー
26

総務省統計局ウェブサイト「統計トピックス№129
統計からみた我が国の高齢者－「敬老の日」にちな
んで－：1．高齢者の人口（令和３年 9 月 19 日）
（https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1291.
html）
（2022 年 5 月 5 日閲覧）
。
27
厚生労働省パンフレット「認知症施策推進総合戦
略(新オレンジプラン) 〜認知症高齢者等にやさし
い地域づくりに向けて〜平成 29(2017)年 7 月改訂
版」
（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujou
hou-12300000-Roukenkyoku/kaitei_orangeplan.pdf）
（2022 年 5 月 5 日閲覧）1 頁。
28
詳細については、拙著『契約者としての高齢者』
（信山社、2019 年）12 頁。
29
法務省ウェブサイト「法政審議会民法（債権関係）
部会第 10 回会議（平成 22 年 6 月 8 日開催）部会資
料 12−2 民法（債権関係）の改正に関する検討事項（7）
詳細版」
（https://www.moj.go.jp/content/0000487
59.pdf）
（2022 年 5 月 5 日閲覧）18 頁。

マライゼーション」を掲げた成年後見制度が導入さ
れ

33、成年後見人等は主に、被後見人等の財産管理

と身上監護を担うこととなった。
新しい成年後見制度では、従来の後見・保佐に加
え、補助も加えた法定後見制度と、
「本人が契約の締
結に必要な判断能力を有している間に、自己の判断
能力が不十分な状況における後見事務の内容と後見

30

法務省ウェブサイト「法の一部を改正する法律（債
権法改正）について」
（https://www.moj.go.jp/MIN
JI/minji06_001070000.html）
（2022 年 5 月 5 日閲覧）。
31
小林昭彦＝大門匡『新成年後見制度の解説』
（金融
財政事情研究会、2000 年）4-5 頁。
32
小林＝大門・前掲書（注 31）5 頁。
33
小林＝大門・前掲書（注 31）5 頁。
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をする人（任意後見人）を、自ら事前の契約によっ
て決め」る任意後見制度が導入された

34。いずれの

変わらず多いが、数を伸ばしているのは保佐であり、
約 10 年前の約 3 倍となっている。一方、補助の利

制度でも、
「本人の意思能力」が重要なポイントとな

用は約 2 倍、任意後見の利用は 1.8 倍と伸び悩んで

っている。法定後見制度の保佐と補助については、

いる。

「自己決定の理念に即した柔軟かつ弾力的な制度と

先に本澤教授が示したように、日本は明治から続

するため、本人の申立てまたは同意を要件としたう

く「家」制度が存在し、介護は主に「嫁」が担って

えで当事者が代理権等の範囲を申立てにより選択す

きた。介護だけではなく、それに付随する認知症高

35、任意後見制度におい

齢者の財産管理や財産に関する法律行為は、同居す

ても、本人の契約締結能力を前提とした制度となっ

る配偶者や子などの家族が事実上担ってきたことを

ている。すなわち、制度を利用するかしないか、利

指摘するものもある

用するとしたらどのように利用するかは、本人の意

保険施設に対する、契約にまつわるヒアリング調査

思に大きく委ねられ、かつ、それができる能力を備

でも、介護サービス利用契約書への家族による代行

えていることが前提となり、そのことを「残存能力

署名が行われている事実があった

の活用」としている。加えて、法定後見制度を利用

治時代の名残のある世代において、成年後見制度を

するか、任意後見制度を利用するかという選択にお

利用することへのインセンティブが働かないことも

いても、「基本的には当事者の意思に委ねられてい」

指摘できよう。

る途を広範に認め」ており

38。実際、筆者らが行った介護

39。このような明

36、制度の選択に関してもまた、本

また、成年後見制度導入時に目指したのが「残存

人の意思とそれをするための能力の有無が大きくか

能力の活用」であれば、補助や任意後見が活用され

かわっている。

てしかるべきであるが、20 年を経過した今でも、そ

るとされており

のような状況にはなっていない。このような状況を

３．
成年後見制度の利用状況からみる 20 年の変化
こうして導入された成年後見制度であるが、その

踏まえ、後述のように成年後見利用促進法が制定さ
れることとなる。

利用状況はいかなるものであろうか。20 年の推移を
見てみたい

37。

（２）申立人と本人の関係
次に、申立人と本人の関係について見てみると、

（１）利用者
成年後見制度の利用者については、2010（平成 22）

2006（平成 18）年を除き、例年、子の割合（黒塗り
つぶし部分）が最も高いが、2007（平成 19）年から

年より公表された。2010 年の利用者総数は 14 万 349

目立ちはじめているのが、市町村長による申立て（黒

人であったが、2021（令和 3）年では 23 万 9,933

地白水玉部分）である（図表 7）
。市町村長申立ては、

人と 1.7 倍となっており、着実に増えている（図表

2010（平成 22）年から 10％の大台にのった後、2021

6）
。内訳を見てみると、割合としては成年後見が相

（令和 3）年には 23.2％と、本人（20.8％）
、子（20.9％）

34

小林＝大門・前掲書（注 31）20-21 頁。
小林＝大門・前掲書（注 31）20 頁。
36
小林＝大門・前掲書（注 31）22 頁。
37
以下の図表 6 から図表 9 は、毎年公表されている
裁判所ウェブサイト「成年後見関係事件の概況」
（h
ttps://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/ko
uken/index.html）より平成 12 年から令和 3 年分の
数字を抽出し、筆者がグラフを作成した。
35

38

冷水登紀代「成年後見制度の現況と展開」国際公
共政策研究 24 巻 1 号（2019 年）19 頁。
39
本澤巳代子教授を主任研究者とする福祉契約研究
会が実施した厚生労働科学研究費政策科学推進研究
事業「福祉契約と利用者の権利擁護に関する法学的
研究 平成 17（2005）年 4 月」
。本研究会について
は注 13 を参照。
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を抜いて、最も多い割合となった

金受取という 3 つに細分化されている）が 62.5％と

40。

そもそも市町村長申立ては、老人福祉法 32 条に

最も多く、介護保険契約（黒格子柄部分）が動機と

基づき、高齢者の「その福祉を図るため特に必要が

なったものは 2.0％とわずかであったが、2021（令

あると認めるとき」に法定後見開始の審判等を家裁

和 3）年には介護保険契約と身上監護（現在は身上

に対して請求することができる。
「その福祉を図るた

保護）を合わせて 38.0％となっており、財産管理処

め特に必要があると認めるとき」とは、本人に 2 親

分計 49.6％と比較しても遜色ないほどの割合となっ

等内の親族がない（または音信不通の状況である）

ている（図表 8）
。
この点、成年後見人等は、そもそも「成年被後見

場合、3 親等・4 親等の親族が明らかでない場合で
あって、介護保険サービス等の利用やそれに付随す

人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を

る財産管理など日常生活上の支援が必要と判断され

行う」（民法 858 条）のであるから、当初のように

41。なお、法制定当初は、
「成年後見制

財産管理のための制度ではなく、財産管理・身上監

度は、私法上の法律関係を規律するものであり、本

護の双方のための制度として機能するようになった

人、配偶者、四親等内の親族等の当事者による申立

ことを指摘することができる。

る場合を指す

に基づく利用に委ねることが基本となる」として、4
親等の親族までの確認を求める通知が発出されてい

（４）成年後見人等と本人との関係

たが、親族調査の事務負担の問題もあり、2005（平

最後に、成年後見人等と本人との関係について見

成 15）年通知により 2 親等の親族の有無を確認する

てみると、大きな変化が見て取れる。2002（平成 14）

よう改正された

42。この改正により、市町村長申立

年当時

44、本人の成年後見人等は家族や親族が担う

てが行いやすくなり、2007（平成 19）年あたりから、

ことが多かったが、2021（令和 3）年には専門職（司

市町村長申立てが目立つようになったと考えられる。

法書士、弁護士、社会福祉士の順で多い）が多くな

また、先に本澤教授が記述された、家族・親族によ

っている（図表 9）
。専門職後見の割合が家族・親族

る高齢者虐待の場合にも用いられている

43。

後見の割合を超えたのは、2012（平成 24）年のこと
である。

（３）申立ての動機

この分岐点においては、家庭裁判所が選任した成

さらに申立ての動機について見てみると、2000

年後見人 A により財産を管理されていた X が、A に

（平成 12）年では、財産管理処分計（黒ベタ部分：

は知的障がいがあり、財産管理能力がないにもかか

現在は預貯金等の管理・解約、不動産の処分、保険

わらず、担当家事審判官が A を X の成年後見人とし
て選任した上、その後の後見監督を怠ったために、

40

なお、市町村長申立ての割合がはじめてトップと
なったのは 2020（令和 2）年のことである。
41
「
『民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神保
健及び精神障害者福祉に関する法律及び知的障害者
福祉法の一部改正について』の一部改正について（平
成 17 年 7 月 29 日）
」
（障障発第 0729001 号、障精発
第 0729001 号、老計発第 0729001 号）
。
42
厚生労働省ウェブサイト「成年後見制度における
市町村長申立に関する実務者協議第 1 回（Ｒ2.10.6）
資料 2：市町村長申立に関する現状について」
（http
s://www.mhlw.go.jp/content/12203000/000680305.
pdf）
（2022 年 5 月 6 日閲覧）スライド 11。
43
厚生労働省ウェブサイト（注 42）スライド 5。

A に財産を横領され損害を被ったと主張して、Y（国）
に対し、国家賠償法 1 条 1 項に基づいて、損害賠償
を請求し、231 万円の損害賠償が認められた事案が
存在する（広島高裁平成 24 年 2 月 20 日判決／提訴
は平成 21 年） 45。この広島高裁判決により、
「家事
44

2000（平成 12）年および 2001（平成 13）年の成
年後見人等と本人との関係については、子、兄弟姉
妹、配偶者、その他親族、弁護士、知人、法人、そ
の他親族外という統計の取り方であり、ここでは除
外している。
45
詳細については、拙稿「後見監督責任に関する一
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審判官の成年後見人の選任や後見監督が被害を受け

用促進基本計画を立てることとなった。その後、こ

た被後見人との関係で国家賠償法１条１項の適用上

の 2 つの組織は関係機関で組織される成年後見制度

違法となるのは、具体的事情の下において、家事審

利用促進会議と有識者で構成される成年後見制度利

判官に与えられた権限が逸脱されて著しく合理性を

用促進専門家会議となることも併せて決まった

48。

欠くと認められる場合に限られる」と示され、本件
においても違法性が認められている。こうした事情

（２）成年後見制度利用促進基本計画の策定

を踏まえ、裁判所（家事審判官）が成年後見人等を

①第１期（平成 29 年度〜令和 3 年度） 49
成年後見制度利用促進基本計画は、2017（平成 29）

選任する際、知識、経験、倫理を有する専門職を積
極的に選任しようと考えるのはやぶさかではないだ

年 3 月 24 日に閣議決定された。基本計画のポイン

ろう。

トは、第 1 に、利用者がメリットを実感できる制度・

しかしながら、福祉的視点を持たない専門職後見

運用の改善、第 2 に、権利擁護支援の地域連携ネッ

人による後見業務が、財産管理に偏っており、身上

トワークづくり、第 3 に、不正防止の徹底と利用し

監護について、本人の意思を尊重せず、本人の利益

やすさとの調和であり、意思決定支援や診断書のあ

を考慮しないことを批判する声も多くなってきた。

り方、中核センターを核にした地域連携、後見制度

そこで、2019（平成 31／令和元）年、最高裁判所は

支援信託に並ぶ（あるいは代わる）財産管理の方策

全国の家庭裁判所へ向け、親族後見を優先する通知

について、国および都道府県・市町村が取り組んで

を出している

46。今後、このグラフがさらに変化し

いくこととされた。
2020（令和 2）年 3 月には、成年後見制度利用促

ていくことも予想される。

進専門家会議による「成年後見制度利用促進基本計

４．利用が進まない成年後見制度

画に係る中間検証報告書」が提出され、利用者がメ
リットを実感できる制度として、適切な後見人等の

（１）成年後見制度利用促進法制定の経緯

選任のための検討の促進や診断書の在り方等の検討、

３.（１）で示したように、成年後見制度の利用が

高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支援の在り

進まない状況の中で、2016 年 4 月「成年後見制度の

方についての指針の策定等の検討、成果の共有等が

利用の促進に関する法律」
（成年後見利用促進法）が

なされ、実際、診断書に関しては 2019（平成 31）

制定された

47。同年、成年後見利用促進法

13 条 1

年より、
「本人情報シート」による本人の情報提供や

項に基づき、内閣総理大臣を会長とする成年後見制

成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引き

度利用促進会議および、有識者で構成される成年後

の作成がなされている。また、地域連携のネットワ

見制度利用促進委員会が設置され、成年後見制度利

ークについても 2020（令和元）年 10 月時点で 1741

考察――後見監督に関する 3 つの裁判例を素材とし
て――」アカデミア社会科学編第 12 号（2017 年）
91-111 頁。
46
拙稿「9 章 社会福祉」新田秀樹＝本沢巳代子『ト
ピック社会保障法 2022 第 16 版』
（信山社／不磨書房、
2022 年）225 頁。この通知について報じた朝日新聞
朝刊 2019 年 3 月 19 日記事では、
「専門職不評で利用
低迷」との見出しがついている。
47
制定の経緯および法の内容については、櫻井幸男
「利用促進法における成年後見制度の現状と課題―
―利用促進基本計画の審議過程に焦点をあてて――」
横浜法学 30 巻 1 号（2021 年）397-432 頁。

市区町村中、中核機関 160 自治体（9.2%）、権利擁
護センター等 429 自治体（24.6%）
、市町村計画の策
48

厚生労働省ウェブサイト「第１回 成年後見制度
利用促進会議：参考資料」（https://www.mhlw.go.j
p/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokush
ougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000212900.pdf）
（2
022 年 5 月 7 日閲覧）
。
49
厚生労働省ウェブサイト「第一期成年後見制度利
用促進基本計画等」（https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000202622_00028.html）
（2
022 年 5 月 7 日閲覧）
。
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定については 134 自治体（7.7%）と少しずつ進ん

継続し、地域社会に参加できるようにするため、地

でいることも報告された。加えて、不正防止に関し

域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主

て、日常生活に用いない大口の金銭を金融機関が管

体が連携するしくみとされており、権利擁護が必要

理し、その出金等に家庭裁判所の指示書を必要とす

な場面（虐待など）で、関係機関につなぐ役割、成

る仕組みである後見制度支援預貯金制度ができたこ

年後見申立ての支援、実際の後見業務の支援（チー

とも報告されている

50。

ム）が謳われている。このような地域連携ネットワ

②第２期

ーク作りは、成年後見制度が、一部のお金持ちのた

以上の中間報告を踏まえ、第 2 期成年後見制度利

めの財産管理の制度ではなく、また、自分たちの暮

用促進基本計画（以下「第 2 期計画」
）が 2022（令

らしからかけ離れたものではなく、もっと身近な、

和 4）年 3 月に閣議決定された。第 2 期計画では、

生活に寄り添った制度へと大きく転換できる 1 つの

「尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への

契機であるようにも思える。

参加を図る権利擁護支援の推進」を基本的な考え方
として掲げ、第 1 に、成年後見制度の見直しに向け

５．未来の成年後見―高齢者を中心に

た検討と権利擁護支援策の総合的な充実、第 2 に、

最後に、第 2 期計画を踏まえ、高齢者を中心に地

成年後見制度の運用の改善、第 3 に、後見人等への

域連携ネットワークのあり方について私案を提示し

適切な報酬の付与、第 4 に、権利擁護支援の地域連

てみたい。第 2 期計画は、高齢者や障害者、子ども

携ネットワークづくりの推進を挙げ、それぞれにつ

を支援する団体等とのネットワークがどのように構

いて工程表や KPI（評価指標）を作成している

築されるべきか、また誰が何を担うのかについて、

51。

特に、2018（平成 30）年の厚生労働大臣を本部長と

成年後見（権利擁護）の視点にとどまる。成年後見

する「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部が提

制度を定める民法等が地域共生社会の理念のもと、

唱する「地域共生社会」の実現へ向け、2020（令和

社会福祉法や介護保険法等のような改正がなされる

2）年に社会福祉法、介護保険法、老人福祉法が改正

のであれば、高齢者の生活や介護、医療などに着目

2 期計画でも「地

して、地域連携のネットワークや関係者の役割が整

域共生社会」の実現へ向けた権利擁護支援と支援の

理されるべきであろう。その際、次のようなものが

ための地域連携ネットワークが提唱されている（図

想定される（図表 11）。

されたところであるが

52、この第

表 10）
。

市町村や介護事業所・施設、医療機関、中核団体、

この地域連携ネットワークは、各地域において、

専門職団体が連携し、本人や身近な家族（成年後見

現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域

人）のサポートを行う。成年後見人は、家族・親族

に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を

内での対立等や問題がない限り家族・親族がなるこ
とを原則とし、それを専門職団体や市民後見人が後

50

厚生労働省ウェブサイト「成年後見制度利用促進
基本計画に係る中間検証報告書」（https://www.mhl
w.go.jp/content/12201000/000609007.pdf）
（2022
年 5 月 7 日閲覧）
。
51
厚生労働省ウェブサイト「第二期成年後見制度利
用促進基本計画」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/se
isakunitsuite/bunya/0000202622_00017.html#第二
期計画本文）（2022 年 5 月 7 日閲覧）。
52
本沢巳代子「11 章 社会保障」新田秀樹＝本沢巳
代子『トピック社会保障法 2022 第 16 版』
（信山社／
不磨書房、2022 年）276 頁。

見監督するか、あるいは事務的なサポートを行う。
事務的なものについては、今後、ICT や AI などを
活用し、例えば、財産管理のためのアプリケーショ
ンや本人の状況を入力することで認知症の状況や身
体能力などの AI による将来予測、また、紙ベース
ではなくデータベースでの後見事務の報告などが考
えられてもよいであろう。市役所の関与をもう少し
高め、近年増加傾向にある市区町村申し立てを介護
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保険にも組み込むとともに、市民後見に対する助成

い連携ができるのではないだろうか。

を図る。中核機関についても、監督機関を置き、家

第 2 期計画では、成年後見制度自体の見直しも予

庭裁判所ではない、後見庁のような専門機関を配置

定されている。今後の議論の行く末に注目していき

し、監督・支援を行う。このような形で連携ネット

たい。

ワークを構築し、本人をサポートできれば、よりよ

図表 1

図表 2

介護保険制度の仕組み

やむを得ない事由による措置から契約への移行
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図表 3

図表 4

要介護者から見た主な介護者（2001 年国民生活基礎調査）
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図表 5

要介護者から見た主な介護者

図表 6

成年後見制度利用者数の推移
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図表 7

申立人と本人との関係

図表 8

申立ての動機

19

本澤巳代子・三輪まどか IWHR 研究年報 4 号(2022)

図表 9

成年後見人等と本人の関係

図表 10

第 2 期計画の基本的考え方

資料出所：厚生労働省社会・援護局地域福祉課 成年後見制度利用促進室「第二期成年後見制度利用促進基本
計画 の策定について」
（https://www.mhlw.go.jp/content/000917337.pdf）
（2022 年 5 月 7 日閲覧）スライド
7。
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図表 11

高齢者の権利擁護の仕組み（私案）

資料出所：筆者作成
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