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Q１５・Q１６　意見要望等

Q１５　当該施設で後見人等とともにやりたいこと、成年後見制度の活用が進むために必要と思われること

認知症状が進行される方々に対して、成年後見について早期から手続きしていくことを進めることができる
支援者が身近にいたらと思います。

身寄りがない方への啓発活動（広報）

成年後見制度の活用が進むには、障がい者や認知症の方々等に対する正しい知識や対応の在り方、福祉
に関する理解が必要と思います。

具体的なニーズの高まりを期待｡

・医療面での同意が出来るようになること。受け入れる施設病院からしたら必要と考えます。

・グループホームの場合、後見制度を利用する第一の目的は被後見人の財産管理ですが、その他身寄りが
ない場合、身上監護の職務として提供するケアプランの承認行為が発生します。又、被後見人が長期の入
院となった場合、退去の対象となり、実際に契約解除となれば身上監護の職務として病院退院後の転居先
は後見人が対応することになると思います。これらの職務を後見人がしっかりとこなせるようであれば、活用
も進むのではないかと思います。

・今後対象の方がいらっしゃった場合は、ご本人が後々の事を心配される事が軽減されるよう専門職の方の
お力や助言を頂きたいと思う。

・施設の移動や金銭管理について話し合いたい。
・活用が進むには多くの方が成年後見制度について理解する必要があると思う。

・現在介護施設では「看取り」までが対応の範囲である。しかし、死亡後に行う「事務処理」「葬祭」「納骨」「法
要」といった一連の流れがありこれをどこまで施設が、後見人が行うべきなのか。
ちなみに、葬式と納骨まで実施したことがある。

ニーズ調査

死後までのプラン
安心して任せられる状況作り

以前は身元引受人がいたが、現在は不在となっている為、退所が出来ない状況である。利用者の今後につ
いても不安がある為、市役所を通じて手続き中である。
現在、任意後見制度があるが、これを全面的に国民に知らせて早い段階での準備をしておくことが良好と思
われます。

キーパーソンが高齢であったり理解力が乏しく急変時や今後のことんいついて説明しても「施設に任せる」
「分からない」と言われるため

施設入居前に行政と本人様との間で制度の利用を進めていただいた方がよいと思います。施設職員から後
見人制度を活用するのは難しいです。

当施設の特徴として身寄りのない方重ねて介護が必要となった状態（重要な判断を自己決定出来ない）で
入居される方が多い。成年後見制度を知らない入所者さんが大半である。制度が必要となる中年期や高齢
期からの情報収集には限界があるように思う。教育課程（公民など）として学生時代に学ぶべきように思う。

将来に向けて本人を含めた生活設計があれば、本人も安心につながる

・金銭管理と相続
・成年後見制度の活用を進めるためには本人との信頼関係が必要だと思う

・成年後見制度の必要性や需要は高くなると思うが、手続き等が複雑なイメージがある
・家族間でこれまでの関係性により、必要なのに活用まで至らない

・こういう制度がある。どういう仕組みで成立している等は地道な普及啓発しかないと思いますが、そのよう
な啓発事業があることも知っていただく必要もあります。
・問題に直面しないと感心がないのが通常なので難しさはあると思います。

・身寄りがない方への対応を一緒に行いたい。
・本人が判断能力がある内から何らかの方法で関係性が築けたらいいと思う
・ただ判断能力がある方は中々成年後見制度に興味を示さない為、任意後見等の利用につながりにくい
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Q１５　当該施設で後見人等とともにやりたいこと、成年後見制度の活用が進むために必要と思われること

・成年後見人としての業務内容の改善（例えば身寄りのない方の金銭管理だけでなく、病院受診時等の許
可等）

・現在、入退院時に家族が県内におられない場合、施設でとりあえず対応中ですが、成年後見制度を上手
に活用されて本人ももっと安心した生活をしていくことが出来たら日々の不安がなくなると思います。意志
（思）のある方々は、相手との信頼関係が重要になってきますので、後見人になる方が被後見人と深く係わ
らないと成立しない制度だと思います。

後見人になった人が財産を勝手に使い込みのケースがある為、自身や後見人によるトラブル防止

成年後見制度のより一層の世間への周知・理解促進が必要と思う

・判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合の事を考えて、財産管理や医療介護などについ
て信頼できる方と任意で契約を結んでおくことがいいと思います。

・本人の思いを第一に希望通りになるよう心がけたい。

・本人の意思決定が少しでも出来るうちに早くから検討し、家族の場合は関係性を構築しておくべき。突然
話を持ちかけきょうだい関係が悪くなり、もう関わり合いたくない打ち切った人達がいた。

・縁故者とのコミュニケーション。

・どのようなタイミングで制度とかかわるべきか難しく、相談できる連絡体制の整備が必要かと思います。ま
た、特養等に申し込む段階では担当ケアマネージャー等で検討して入所前に活用していただけるとありがた
いと思っています。

・申請手続きが複雑。
・市町村で協力して下さっているが、家族がいる方等へは利用を進めにくい。
・本年４月まで補助人の方に関わっていただいていました。入所者の状況や臨終時の対応など早い時期か
ら相談し、情報交換していけたので心強かったです。

現在のところ成年後見制度を必要とされる方がおられずあまり考えたことがないのですが、今後必要なこと
もあるかと思いますのでスタッフと共に考えていきたいと思います。

成年後見制度について詳しく知らない人が多いため、説明会を開いたり、各市町村に窓口を設ける等、成年
後見人制度について理解を深める場が必要。

手続き（費用を含め）が分かりづらい

利用者の自己実現。成年後見制度の活用が進むには
　・制度理解深める
　・相談対応・支援体制の充実

これだけ高齢化が進めば、このような制度の受容も増えることが予想されるので、終活みたいに事前に意思
確認みたいなもの？や動きがあってもいいのかなと思うところもあります。

意見の交換会のような会があれば、様々な情報も得られ、他の方はどのように活用されているのか知ること
が出来ると思う。

・制度活用のメリットの周知（本人、家族）
・手続きの見直し、簡略化

経済的な負担の軽減　支援者の制度理解の向上

先ずは、成年後見人制度の理解が必要であると感じる制度を知らない方が多い。申し立ての費用や手間が
かかり負担する部分が多い事があり手続き等事務処理の簡素化など必要かと思います。

・成年後見制度について知っていただく機会と取り組み

・費用負担の軽減
・内容のわかりやすい説明と制度の周知

・後見人登記に関わる事務手続きの簡略化
・後見人・被後見人という立場性によって真逆になりますが、被後見人やその支援者側からすると後見人へ
の事務費の支払いを軽減すると良いと考える
・成年後見制度に関する社会的認知度のアップ。その為の市民講座（学習の場）等のより一層の開催等々
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が出来ると思う。

・制度活用のメリットの周知（本人、家族）
・手続きの見直し、簡略化

経済的な負担の軽減　支援者の制度理解の向上

先ずは、成年後見人制度の理解が必要であると感じる制度を知らない方が多い。申し立ての費用や手間が
かかり負担する部分が多い事があり手続き等事務処理の簡素化など必要かと思います。

・成年後見制度について知っていただく機会と取り組み

・費用負担の軽減
・内容のわかりやすい説明と制度の周知

・後見人登記に関わる事務手続きの簡略化
・後見人・被後見人という立場性によって真逆になりますが、被後見人やその支援者側からすると後見人へ
の事務費の支払いを軽減すると良いと考える
・成年後見制度に関する社会的認知度のアップ。その為の市民講座（学習の場）等のより一層の開催等々



Q１５　当該施設で後見人等とともにやりたいこと、成年後見制度の活用が進むために必要と思われること
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Q１５　当該施設で後見人等とともにやりたいこと、成年後見制度の活用が進むために必要と思われること

ご家族の理解が難しいので説明会もしくは、情報共有出来る機会が欲しい

・制度の理解
・本人の望まれる生活の実現

・成年後見制度の説明があれば。

・利用者の将来について

・成年後見制度を知らない方の為に説明会等を開催して欲しいです。

・連携を密に、連絡しやすい関係の構築。
・成年後見制度について積極的なアピール
・分かりやすい使いやすさ

・この分野が進展しにくかった理由は、ニーズがないのではなく、司法と福祉の連携が難しかったことや、障
害者総合支援法の分野ではない民法に存在すること。また、事務手続き上も一定の事務量が必要になるこ
と。これらの改善や、権利擁護支援が必要な人は自分に必要な制度に自分の力だけでつながることが難し
いことを踏まえての活用の促進には
・ニーズの調査
・制度のメリットを身近な具体例から説明しメリットを実感できる制度・運動の改善または利用する可能性を
自分事として感じていただくなどの広報などが必要だと思う。
・また障害年金などで生活する施設利用者などは、後見人等への報酬支払いが困難であり何らかの助成措
置が日知用なのではないか

・親族以外の後見人による医療同意の法整備が必要
・後見人報酬の個人による差をなくし、一定程度の報酬が見込めるようになることで後見人のなり手が増え
ると思う。

・身寄りがいない方で包括支援センターに相談に行くが動きが悪い。
・申請から決定まで時間がかかり過ぎる。
・役割や業務範囲が分かりにくい。

地域移行時に一緒に支援をお願いしたり、成年後見制度の手続きにかかる費用が高額である

・市町村長申立を数名行っているのですが、なかなか手続きが進まないようです。
・市町村長申立の手続きが速やかに進むようになればいいと思います。
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Q１６　意見要望等

Q１６　権利擁護センターへの要望意見

・現状ではコロナウィルスの影響もありむずかしいですが、落ち着いたら後見人や制度に関する研修・セミ
ナー等開催していただけたらより深く理解できると思いますので、ご検討の程宜しくお願い致します。

・出張相談会や研修等の機会を増やしていただきたい。

・地域連携ネットワークの機能促進

・入所者の今後が心配なので相談に乗って貰いたい

・身寄りのいない方、独居の方への関わりを多くして施設入居がお互いに安心できる状態で進むようにして
欲しい。

・一事業所としては大したことはできませんが、協力できることはさせていただきます。

・啓発事業、今後、需要も増えると思われ大切な仕組みではないでしょうか。頑張ってください。

・いつもお世話になります。また研修等をお願いすると思いますので、その時はご協力お願いいたします。

・当施設では金銭関係の管理のみ権利擁護センターだけの活用となっております。施設を立ち上げて10年
が経過しました。これからは１人暮らしの方、身寄りがない方等、沢山の問題を金銭管理だけでなく、身元引
受人等家族の代理としての業務もして頂けるのかお伺いしたいところです。

・赤の他人に依頼する方が良いのかと思うことがあるので、信頼できる人を紹介して下さると助かるかもしれ
ない。

・権利擁護サービスの充実を図るとともに、地域福祉の発展に努めてください。

・過日、当施設利用者様の件で様々手厚く対応してくださり、ありがとうございました。御礼申し上げます。

・親による心理的虐待・ネグレクト・経済的虐待を受け、成年後見制度の利用を進めていたが、親の同意を
求めることが必須であった。このことが本人の権利擁護に繋がるのか疑問に感じた。

・財産分与等で保護者の方から相談を受けたりしますが、誰にとってどんなメリットデメリットがあるか不明
確、又は使い勝手が悪いように感じます。当施設を利用している方で制度を利用している方していない方ど
ちらもトラブルはありません。

・福祉サービス更新時に市から利用者への通知をしてほしい。本人は認知や障害があり、ご自身で申請す
ることやサービス期間を把握することは困難である。

・市町村長申立の手続き等がスムーズに運ぶように、市との連携を取っていただくことは出来ないのでしょう
か。


