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第１ 「おひとりさま」の現状と課題 

 

 １ 「おひとりさま」とは 

「おひとりさま」という言葉は広く市民権を得ているが，一般に確立された明確な

定義はない。古くは，「家族を頼ることができない者」というネガティブなイメージで

語られることが多かったが，今日では，「家族に頼らず自立して生きるひとつのライフ

スタイル」としてポジティブに捉えられている。 

本稿では，実際に配偶者や子がいない者に限らず，親族を頼りにできない，あるい

は頼りにしたくない者を含め，独居で生活する高齢者を広く「おひとりさま」と捉え

て，そのニーズと課題を探り，「おひとりさま」がより充実した人生を送るための法的

支援の在り方を検討することとしたい。 

 

 ２ 統計から見る「おひとりさま」 

(1) 総人口に占める高齢者の割合 

日本の総人口 1 億 2,671 万人のうち，65〜74 歳人口は 1,767 万人（男性 843 万

人，女性 924 万人），75 歳以上人口は 1,748 万人（男性 684 万人，女性 1,065 万人）

となっている（2017 年 10 月 1 日現在）。 

65 歳以上人口の総人口に占める割合（高齢化率）は，1970 年に初めて 7％を超え，

1995 年に 14.6％，2017 年には 27.7％と，世界でも類を見ないスピードで進行して

いる。総人口が減少していく一方で，高齢化率は今後も上昇を続け，2036 年には国

民の 3 人に 1 人が高齢者となる見通しである1。 

(2) 一般世帯数に占める「単独世帯」の割合 

2015 年現在，日本の一般世帯総数のうち「単独世帯」が 34.5％を占める。これを

世帯主の年齢が65歳以上の一般世帯で見ると，「単独世帯」が全体の32.6％を占め，

さらに世帯主の年齢が75歳以上の一般世帯で見ると，全体の37.9％を占めている。  

今後，世帯の高齢化は急速に進行し，生涯未婚率の上昇ともあいまって，2040 年

には，世帯主の年齢が 65 歳以上の一般世帯で見ると，「単独世帯」は 2015 年の 1.43

倍に増加し，全体の 40％を占めると予測されている。世帯主の年齢が 75 歳以上の

一般世帯においては，更にその増加は顕著で，「単独世帯」は 2015 年から 1.52 倍に

増加し，全体の 42.1％を占めると予測されている2。 

(3) 高齢者の独居率 

日本の総人口に対する独居者の割合（独居率）を見ると，65 歳以上の男性では 2015

年の 14.0％から 2040 年の 20.8％へ，75 歳以上の男性では 12.8％から 18.4％ヘ上

昇が見込まれている。また，65 歳以上の女性では 2015 年の 21.8％から 2040 年の

24.5％へ，75 歳以上の女性では 25.6％から 25.8％へそれぞれ上昇が見込まれてい

る3。 

                                                
1 内閣府編「平成 30 年版 高齢社会白書」日経印刷（2018 年 7 月 1 日）－高齢化の現状と将来像（第１章第１

節１） 
2 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）2018（平成 30）年推計」－家族類型

別一般世帯数および割合（Ⅱ・３），世帯主が 65 歳以上および 75 歳以上の世帯の見通し（Ⅱ・４） 
3 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）2018（平成 30）年推計」－独居率の
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(4) 高齢単身世帯の傾向 

2016 年 6 月 4 日から 6 月 26 日に内閣府が実施した調査4によると，60 歳以上の

「単身世帯」の 68.8％が女性であり，配偶者との死別者が 60％を超える。そして，

うち 25.7％は子がいない。 

また，居住地域で見ると，単身世帯の約 30％が大都市に居住している。  

 

３ 「おひとりさま」が直面する問題 

(1) 高齢者の経済的事情 

平均等価可処分所得金額5で見ると，高齢者世帯の年間平均所得金額は，216.2 万

円となり，全世帯平均の 283.7 万円と比べて 67.5 万円低い。また，貯蓄現在高につ

いては，世帯主が 60 歳以上の世帯と全世帯の中央値（いずれも二人以上の世帯）を

比較すると，前者は 1,567 万円，後者は 1,064 万円と約 1.5 倍となっている。特に，

前者では，4,000 万円以上の貯蓄を有する世帯が 18.6％あり，後者の 12.6％と比べ

て高い水準となっている。なお，貯蓄の目的としては，「万一の備えのため」が最も

多い。 

また， 60 歳以上を対象とした調査では，経済的な暮らし向きについて「心配な

い」（「家計にゆとりがあり，まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆ

とりはないが，それほど心配なく暮らしている」の合計）と感じている人の割合は，

全体で 64.6％である。年齢階級別に見ると，年齢階層が高いほど「心配ない」と回

答した割合は高く，80 歳以上では 71.5％となっている。 

「団塊の世代」又はそれ以前の世代に当たる高齢者の消費は比較的堅調で，「おひ

とりさま」を主要なターゲットとするビジネスが増加していると言われている。 

他方で，65 歳以上の生活保護受給者は増加傾向にある。65 歳以上人口に占める生

活保護受給者の割合は 2.86％であり，全人口に占める生活保護受給者の割合

（1.67％）に比べても高い6。 

(2) 急増する高齢者の消費者トラブル・被害 

全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談のうち，2017 年度は 60 歳

代が 18.8％，70 歳以上が 20.2％となっており，各年代の中で 70 歳以上が最も多く

なっている。販売購入形態別に契約当事者の年代の割合を見ると，店舗外取引であ

る「訪問販売」，「電話勧誘販売」，「ネガティブ・オプション」，「訪問購入」の相談

は，70 歳以上が最も多く，特に「訪問購入」では 49.4％と全体の半数を占める7。 

その他，警察庁の統計によると，2018 年中の特殊詐欺の被害者のうち，65 歳以上

の割合は 78.1％，オレオレ詐欺の被害者に限ると 96.9％，金融商品等取引名目詐欺

                                                
動向（Ⅱ・８） 
4 内閣府政策統括官「平成 28 年 高齢者の経済・生活環境に関する調査」（2017 年 3 月／調査期間：2016 年 6

月 4 日～6 月 26 日）－世帯類型別にみた「高齢者の経済・生活環境」について（第３章３） 
5 平均等価可処分所得とは，世帯人員数の違いを調整するため，世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割っ

た所得。生活水準を考えた場合，世帯人員数が少ない方が，生活コストが割高になることを考慮したもの。な

お，世帯の可処分所得とは，世帯収入から税金・社会保険料等を除いたいわゆる手取り収入（内閣府編「平成

30 年版 高齢社会白書」より）。 
6 内閣府編「平成 30 年版 高齢社会白書」日経印刷（2018 年 7 月 1 日）－就業・所得（第１章第２節１） 
7 独立行政法人国民生活センター「2017 年度の PIO-NET にみる消費者生活相談の概要」（2018 年 8 月 8 日発

表） 
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でも 87.0％となっており，特に 70 歳以上の女性の割合が高い8。 

(3) 高齢者の孤独死 

地域社会の崩壊により，高齢者の社会的孤立や孤独死の問題も深刻化している。

東京都福祉保健局のデータによると，東京 23 区内における 65 歳以上の独居者の自

宅での死亡者数は 3,333 人（2017 年 1 月 1 日～12 月 31 日）であり9，15 年間で 2.4

倍に増えている10。 

また，60 歳以上の高齢者を対象とする調査において，孤独死を身近な問題だと「感

じる」とする者の割合が，独居者では 45.4％（「とても感じる」14.6％と「まあ感じ

る」30.8％の合計）に達している11。 

他方，全国の有料老人ホームを対象とした調査では，入所に際して第三者の身元

引受人を立てているかという質問に，介護付ホームでは 89.2％，住宅型ホームでは

82.2％，サービス付き高齢者向け住宅では 88.1％が「立てている」と回答しており，

身元引受人・身元保証人を立てることが困難である者にとって，それら施設への入

所の足かせとなっていることが分かる12。 

(4) 高齢者の抱える不安 

65 歳以上の独居高齢者を対象とする調査において，日常生活全般にどのような不

安を感じるかという質問（複数回答）に，「健康や病気のこと」との回答が 58.9％，

「頼れる人がいなくなること」が 13.6％，「だまされたり，犯罪に巻き込まれたり

すること」が 10.3％，「家業，家屋，土地・田畑などの財産や，先祖や自分のお墓の

管理・相続のこと」が 8.0％などとなっている。特に子がいない者では「頼れる人

がいなくなること」が 22.8％，「社会の仕組み（法律，社会保障，金融制度）が大き

く変わってしまうこと」が 15.9％と高くなっている13。 

また，財産の適正な管理や活用に不安が生じた場合に財産管理を委ねる相手につ

いては，「自分の財産なのであくまで自分で管理する」と答えた者の割合が 16.4％，

「子や他の親族に財産管理をゆだねる」が 67.0％，「弁護士などの信頼できる第三

者に財産管理をゆだねる」が 6.5％となっている。特に「弁護士などの信頼できる

第三者」と答えた者の割合は，子がいない者に限れば 16.7％と高くなっている14。 

さらに，持家に居住している 60 歳以上の者に対して，将来その家をどうするのか

尋ねたところ，「わからない」，「特に考えていない」と回答した者の合計は，単身世

帯の 48％，子のいない単身世帯では 61.4％となっており，持家の処分に関して展望

がないことが見てとれる15。 

                                                
8 警察庁「平成 30 年における特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」 
9 東京都福祉保健局「平成 30 年版統計表及び統計図表」－ 65 歳以上の一人暮らしの者の死亡場所（１７） 
10 東京都福祉保健局「平成 15 年版統計表及び統計図表」－65 歳以上の一人暮らしの者の死亡場所（１７） 
11 内閣府編「平成 30 年版 高齢社会白書」日経印刷（2018 年 7 月 1 日）－生活環境（第１章第２節４） 
12 公益社団法人全国有料老人ホーム協会「平成 25 年度有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関す

る実態調査研究事業報告書」（2014 年 3 月） 
13 内閣府「平成 26 年度 一人暮らし高齢者に関する意識調査結果（全体版）」－幸福感，不安に関する事項（Q1

～Q3） 
14 内閣府「平成 26 年度 一人暮らし高齢者に関する意識調査結果（全体版）」－将来の準備に関する事項（Q12

～Q17） 
15 内閣府政策統括官「平成 28 年 高齢者の経済・生活環境に関する調査」（2017 年 3 月／調査期間：2016 年 6

月 4 日～6 月 26 日）－世帯類型別にみた「高齢者の経済・生活環境」について（第３章３） 
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４ 「おひとりさま」ヘの支援 

高度経済成長期からバブル期までに壮年期を過ごし，ある程度の資産を形成した「お

ひとりさま」は，趣味や旅行への消費意欲も旺盛で，親族を頼らない自由な人生を送

れている者もいる。しかし，将来の自己の財産管理や相続，お墓の管理に不安を持っ

ているものの，管理を委ねる適切な相手やその方法について十分に準備できていない

者が多い。また，旺盛な消費意欲を狙った消費者被害も跡を絶たない。 

他方，壮年期までに資産を形成できなかった「おひとりさま」は，公的年金の減少

や日本経済の停滞もあいまって，今後，経済的な厳しさが増すことが予想される。ま

た，「おひとりさま」は社会から孤立する危険性もあり，それに不安を抱いているが，

経済力のいかんに関わらず独居を解消することは容易ではない。 

今後，更に増加するであろう「おひとりさま」がより充実した人生を送るためには，

日常の困りごとを相談したい，財産管理を委ねたい，身元保証人を確保したい，遺産

の処分を決めておきたい，葬儀や納骨などの死後事務を委ねたいといった多様なニー

ズとその課題を適切に把握し，それぞれの問題に個別に関与・対応するにとどまらず，

将来のリスク管理を含む総合的かつ継続的なサポートが不可欠である。そして，「おひ

とりさま」への総合的かつ継続的なサポートのための方策は多岐にわたり，弁護士，

税理士，社会福祉士等の専門職，福祉機関，医療機関，その他関係機関が相互に連携

し，適切に役割を分担しながら，協働して支援していくことが求められている。 

 

第２ 他機関における「おひとりさま」への支援 

 

１ 社会福祉協議会や市町村の取組 

(1) 任意後見契約と公正証書遺言を組み合わせた「あんしんの三点セット」（品川区社

会福祉協議会（東京都）） 

品川区社会福祉協議会では，2002 年 6 月に「品川成年後見センター」を開設し，

「あんしんの三点セット」を事業化した。これは，①あんしんサービス契約（月 1

回の定期訪問による見守り契約や日常生活自立支援事業と同様の個別サービスを行

う），②任意後見契約（認知症等により判断能力が低下した後の財産管理や身上監護

を行う），③公正証書遺言作成支援（社会福祉協議会が遺言執行者を引き受け，死後

の葬儀や動産の撤去などを行う）の三つをセットにして，生前と死後をトータルに

サポートするものである。 

(2) 任意後見契約と委任契約による多様な支援を組み合わせた「やすらぎ生活支援事

業」（大分市社会福祉協議会（大分県）） 

大分市社会福祉協議会では，民生委員から，身寄りのない一人暮らしの高齢者に

ついて「入院・施設入所する場合に身元引受人がいない」，「緊急入院の際に，入院

中に必要な物を揃えることができない」といった相談が多くなったことから，2012

年 4 月に，財産管理，各種の定期的な支払，書類等の預かり等のサービスを行う「や

すらぎ生活支援事業」を開始した。利用者に判断能力が十分にあるうちは，やすら

ぎ生活支援事業（委任契約）で支援し，判断能力低下後は，任意後見制度によって

引き続き支援できるよう必ずセットで契約する内容である。 

(3) 市役所に終活情報を登録する「わたしの終活登録」（横須賀市（神奈川県））  
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横須賀市では，2015 年 7 月から，一人暮らしで身寄りがなく，収入・資産が一定

額以下の高齢者を対象とした「エンディングプラン・サポート事業」を開始した。

市が市民の抱える終活課題について相談を受け，葬儀，納骨，死亡届出人，リビン

グ・ウイル（延命治療の意思）に関する意向を聴き取り，支援計画を立てるもので

ある。死後の葬儀や埋葬については，生前に葬儀社と契約し（25 万円），それが実

行されるかを市の職員が見届ける。 

また，社会的に孤立する者が多く，緊急時に親族の支援を受けられない事例が多

いことから，2018 年 5 月から，「わたしの終活登録」という事業も開始した。同事

業は，エンディングプラン・サポート事業とは異なり，所得や年齢による制限はな

い。登録できる内容は，①本人の氏名，本籍，住所，生年月日，②緊急連絡先，③

支援事業所や終活サークルなどの地域コミュニティ，④かかりつけ医師やアレルギ

ー等，⑤リビング・ウイルの保管場所・預け先，⑥エンディングノートの保管場所・

預け先，⑦臓器提供意思，⑧葬儀や遺品整理の生前契約先，⑨遺言書の保管場所と，

その場所を開示する対象者の指定，⑩お墓の所在地，⑪本人の自由登録事項であり，

自分の意思で必要な項目を選んで無料で登録できる。本人に「倒れて入院」，「徘徊

して保護」など緊急事態が生じた時は，医療機関，消防署，警察署，福祉事務所及

び本人が指定した者からの照会に対して，⑨と⑩を除く登録情報を開示する。また，

死亡後なら，⑨はあらかじめ本人が指定した者へ，⑩は納骨や墓参の希望がある全

ての者に対して開示する。このように，市役所に緊急時に必要な情報を無料で登録

できることにより，関係機関や関係者にスムーズに本人の希望に沿った情報提供が

でき，地域コミュニティの連携も強化できるものである。 

しかし，死後の法的支援については，市で行うことができないため，死後に関す

る法的支援が必要な場合は，公正証書遺言の作成等を勧め，弁護士等を紹介してい

る。 

 

２ 一般社団法人しんきん成年後見サポートの取組 

一般社団法人しんきん成年後見サポートとは，東京都品川区内に営業店を持つ五つ

の信用金庫（さわやか信用金庫，芝信用金庫，湘南信用金庫，城南信用金庫，目黒信

用金庫）が品川区社会福祉協議会などの関連団体，有識者の協力を得て，2015 年 1 月

29 日に設立した法人である。これは，日本初の金融機関による成年後見事業の法人で

ある。 

成年後見人等の職務などを，公共的な非営利法人で安定的に行うこと，また，長年

にわたって地元で信頼関係を築いてきた信用金庫が母体となって，その職員ОＢ・О

Ｇの協力を得て支援業務に当たることで，トラブルのない安全な成年後見制度を利用

実現しようとすることが法人設立の意図である。 

かかる取組は，信用金庫の社会貢献活動の一環であり，今回の品川区での取組を将

来的には日本に約 260 程度ある信用金庫を通じて全国レベルに広げ，日本の高齢者問

題の解決に取り組もうとしている。事業内容として，①成年後見人，保佐人及び補助

人並びに任意後見人の職務を遂行する事業，②遺言執行業務の請負及びサポートを遂

行する事業，③高齢者や障がい者への生活支援事業，④高齢者や障がい者の福祉の増

進を目的とする事業，⑤地域社会の安全と健全な発展及び環境の保全を図る事業，⑥
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これらの事業に関する社会教育の推進を図る事業等が法人の目的として掲げられてい

る。 

  

第３ 身元保証を求められる現状と身元保証に代替し得る仕組み 

 

１ 病院や施設が身元保証人に求める役割 

 ほとんどの病院や施設は，入院・入所に際し身元保証人を要求することから，身寄

りのない者など，身元保証人を立てることが困難な者の多くは，病院や施設への入院・

入所に不安を抱えている。他機関が行う「おひとりさま」支援メニューには，身元保

証に代替するものとしての仕組みが用意されている。 

そもそも，病院や施設が身元保証人に求める役割は，本人の身体能力や判断能力が

低下した場合に，「支払の保証・担保」，「遺体引取り・居室明渡し（死後事務）」，「急

変時の入退院手続」など，病院や施設では対応できないことを行ったり，「医療同意」，

「サービス提供方法の選択・決定・相談」など，本人の意志決定が必要な契約等を本

人に代わって行ったりすることにある16。 

 

２ 身元保証団体の増加 

以上のような状況を踏まえ，近年では，身元保証に代替し得るサービスを取り入れ

た「身元保証等高齢者サポート事業」を行う民間企業やＮＧＯ法人等（以下「身元保

証団体」という。）が増加し始め，その数は数十～100 社程度に上るとみられる17。 

身元保証団体の事業内容は，「入院・入所費用の支払保証（連帯保証等）」，「緊急時

の連絡先」，「身の回り支援（入院・入所時の必要な物品の準備に関すること）」，「退院

支援（転院先・転所先の確保等）」，「医療同意（本人が認知症状等で自ら判断できない

場合に代わりに医療行為に関する判断を行うこと）」，「死後対応（死亡時の遺体・遺品

の引取り・葬儀に関すること）」，「入院計画書・ケアプランの同意」に大分され，本項

１で取り上げた病院や施設が身元保証人求める役割に対応したものとなっている。 

一方，利用者が負担する費用の種類及びその計算方式は多岐にわたっており，入会

金，毎月の会費，事務手数料，随時の身の回り活動費（1 時間の単価等で決められる），

契約期間を定めた上で更新する際の更新料等について，利用者との契約に基づき定め

られている。 

 

３ 身元保証問題の顕在化と国や企業の対応 

病院や施設における身元保証の問題は，2016 年 1 月に発覚した公益財団法人日本ラ

イフ協会の預託金流用問題とその後の同協会の破産に端を発し，大きな社会問題とな

った。 

これを受けて，内閣府消費者委員会は，「身元保証等高齢者サポート事業に関する消

費者問題についての建議」（2017 年 1 月 31 日）を取りまとめ，内閣府特命担当大臣

                                                
16 第二東京弁護士会「シンポジウム「身元保証問題について考える」のアンケート分析結果・提言」（2018 年

1 月 26 日）－アンケート結果から見えること 
17 内閣府消費者委員会「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての調査報告」（2017 年 1

月） 
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（消費者及び食品安全），厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出した。同建議は，三つ

の項目に分けられており，その内容は，それぞれ以下のようなものであった。 

(1) 消費者庁及び厚生労働省に対し，身元保証や死後事務等を行う身元保証等高齢者

サポート事業による消費者被害を防止するため，その実態を把握し，消費者が安心

して身元保証等高齢者サポートサービスを利用できるよう，必要な措置を講ずるこ

とを求めるもの 

(2) 厚生労働省に対し，病院や施設が「身元保証人がいないこと」を理由に入院・入

所等を拒む等の取扱いを行わないよう，措置を講ずること，身元保証人等に求めら

れる役割の実態を把握した上で，その必要性やそれに代わる既存の制度及びサービ

スを病院や施設，都道府県に周知することなどを求めるもの 

(3) 消費者庁，厚生労働省及び国土交通省に対し，消費者が身元保証等高齢者サポー

トサービスを安心して利用できるよう，サービスを選択するに当たって有用と思わ

れる情報提供を積極的に行うことを求めるもの 

同建議を受けて，国はいくつかの動きを見せている。 

まず，(1)の建議について，一人暮らしの高齢者等を対象とした身元保証や日常生活

支援，死後事務等に関するサービスを提供する新しい事業形態（身元保証等高齢者サ

ポート事業）の実態を把握するため，2017 年度厚生労働省老人保健健康増進事業の一

環として，「地域包括ケアシステムの構築に向けた公的介護保険外サービスの質の向

上を図るための支援のあり方に関する調査研究事業報告書」（2018 年 3 月，株式会社

日本総合研究所）が取りまとめられた。さらに，同事業の成果を踏まえ，厚生労働省

医政局は各都道府県宛てに通知18を発出し，身元保証人等がいないことのみを理由に

医療機関への入院を拒むことは医師法第 19 条第 1 項19に規定する「正当な理由」には

該当しないことの周知を呼び掛けた。また，介護施設等への周知についても別途通知
20がなされ，各市町村や地域包括センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に

関する相談を受けた場合の取扱いが示されたとともに，身元保証人等がいないことは

入所を拒否する正当な理由に該当しないことが改めて提示された。 

(2)の建議についても，2017 年度厚生労働省老人保健健康増進事業の一環で調査・

研究が行われ，「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求

める役割等の実態把握に関する研究（平成 29 年度総括・分担研究報告書）」（2018 年

3 月）が取りまとめられた。同報告書では，65％の医療機関において，入院時に身元

保証人等を求め，身元保証人は医療費の支払から日常生活のサポートまでを網羅する

家族と同様の役割を求められている実態があることが提示され，身元保証人等が得ら

れない場合にどのようなプロセスを経て入院に至っているのかヒアリング調査を行う

必要があるとの結論に達した。そして，その成果を踏まえ，2019 年度の同研究におい

ては，医療機関に勤務する職員を対象とする「身寄りがない人の入院及び医療に係る

                                                
18 「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」（2018 年 4 月

27 日付け厚生労働省医政局医事課通知） 
19 医師法第 19 条第 1 項「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、

これを拒んではならない。」 
20 「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について」

（2019 年 8 月 30 日付け厚生櫨同省老健局高齢者支援課・振興課通知） 
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意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」（2019 年 5 月）が作成された。

同ガイドラインは，身寄りがない場合にも医療機関や医療関係者が患者に必要な医療

を提供できるよう，対応の指針を定めているほか，現場での対応についてのヒアリン

グ調査を行って集めた好事例を示す内容となっている。また，介護施設等での実態に

ついても同じく調査が行われており，同事業の一環として，「介護施設等における身元

保証人等に関する調査研究事業報告書」（2018 年 3 月，みずほ情報総研株式会社）が

取りまとめられている。 

 

４ 身元保証団体に関する法的問題点 

(1) 事業内容に関する問題点 

身元保証団体の中には，本人の身体能力や判断能力が不十分になった場合に，本

人の代わりに医療同意することを事業内容とするものがある。 

しかし，医療に関する決定は本人の一身専属的権利である。したがって，アドバ

ンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）21に関与するなど，身元保証団体が事業内容と

して医療同意をなすことは，本人の意思を推定できる家族と同視できるほどの密接

な地位にある等の例外的な場合を除き，法的に問題がある。「人生の最終段階におけ

る医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」（2018 年 3 月改訂，厚生労働

省）も医療同意者として身元保証人を予定していない。 

(2) 契約締結の際の問題点 

① 本人の判断能力が十分にある場合 

提供されるサービスと対価の整合性の問題が考えられる。多くの場合，種々の

事業を利用する際に，会員料等の名目で金額が設定され，かつ別途サービスごと

の金額が設定されている。契約全体として，サービスとそれに対する金額との対

価性が不明瞭である。 

② 本人の判断能力が不十分な場合 

本人の判断能力が不十分な状態で契約が締結された場合，問題はより深刻であ

る。身元保証団体との契約は，本人が病院や施設に入院・入所等する状況になり，

判断能力も不十分な状態で急遽締結されることが少なくない。しかしながら，身

元保証等契約は，契約内容が複雑で理解するのに相当の判断能力が必要とされる

ものであることに加え，金額も高額である場合もあり，サービスと金額の対価性

の理解も求められる。判断能力が不十分な場合にこれらの内容をどこまで理解で

きるのか疑問である。加えて，仮にこのような場合にも契約に基づき医療同意を

行うような事態が起きれば，重大な権利侵害の危険性がある。 

(3) 契約成立後の問題点 

本人に判断能力がある間は，本人が契約の履行状況を監視・監督することは一応

可能である。しかし，本人の判断能力が低下し，本人による契約履行の監視・監督

が不可能になると，第一に，契約の履行状況について監視・監督者が全く存在しな

いこと，第二に，預けた金員についての保全義務が不完全であることが問題に挙げ

                                                
21 人生の最終段階の医療・ケアについて，本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセ

ス（厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」解説編より） 
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られる。 

① 監視・監督者の不在 

本人以外に監視・監督する者がいない場合においては，身元保証団体が提供す

るべき福祉サービス（財産管理・見守り等）が本人のために適切に提供されてい

るかを検証することができない。一方で，これら身元保証団体を監督する監督官

庁は現行法制度上なく，いわゆる業界団体としての自主基準さえない。成年後見

制度の利用がなされていれば，家庭裁判所による一定の監督権が行使される可能

性があるが，利用のない場合には，監督者等がいないまま放置されることになり，

本人保護に欠ける。 

② 預託金保全の不完全 

身元保証団体は事前に一定の財産を預かる仕組みをとっており，預かった財産，

いわゆる預託金の保全が必要となる。そして，身元保証団体の本来の財産と分け

て管理（分別管理）されることが不可欠であるが，それを担保する仕組みがない。 

 

５ ホームロイヤー等が身元保証により求められる役割を果たし得ること 

成年後見人やホームロイヤー等は，以下に記載するとおり，身元保証人に期待され

る役割を果たすことができることから，身元保証人不在の場合の代替となり得る。 

(1) 支払の保証・担保 

適切な金銭管理ができずに支払が滞る可能性のある場合や，本人の年金を親族の

誰かが不正に利用しているため費用を支払えないという場合，ホームロイヤー等が

本人の年金や収入を管理し，本人が使えるようにすることで支払を確保できる。 

(2) 遺体引取り等の死後対応 

 遺体の引取り，預り金の返還，葬儀のような死後対応については，「死後事務委任

契約」の利用により対応が可能である。また，本人の判断能力が不十分な状態にな

った時には，ホームロイヤー等が手配することで，同様の効果がもたらされる22。 

(3) 医療同意 

医療同意について，身元保証人に求められるべき役割ではないことは第２で述べ

たとおりである。本人の判断能力が不十分な場合の医療同意の問題については，ホ

ームロイヤー等（任意後見人を含む）が，医療・ケアチームと共に本人の意思の推

定に関わることができる23。 

(4) サービス提供方法の選択 

本人が理解できるように分かりやすい説明を行うこと，本人の状況を踏まえた場

所及び時間等に配慮し，本人の意思決定を支援することを優先すべきであり，この

ような場面に，ホームロイヤーや成年後見人等が立ち会うことが有効である。 

(5) 急変時の入退院手続 

緊急時の入退院手続の支援は，ホームロイヤーや成年後見人等によって対応が可

能である。 

(6) 緊急時の連絡先 

                                                
22「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」（2016 年 10 月 13

日施行） 
23 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」（2018 年 3 月改訂） 
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ホームロイヤーや任意後見人等が選任されている場合には，事前に病院・施設側

と緊急時の対処方法を検討し，合意しておくことが可能である。 

 

第４ 「おひとりさま」への法的支援のスキーム 

 

１ 「おひとりさま」の抱える不安と総合的かつ継続的な支援の必要 

家族や親族の支援を受けられない，又は受けない「おひとりさま」にとって，身近

な人に自分の支援を期待することが困難な時代となってきている。しかし，人は年齢

を重ねるにつれて心身が変化し，高齢になれば誰かの支援が必要になるものである。

例えば，身体能力や判断能力の低下によって，自分で適切に財産を使えなくなったり，

生活上の手配ができなくなった時には，財産管理を適切な人に委ねたり，自分に代わ

って手続をしてくれる人を確保しておきたいと考える。まだ身体能力や判断能力が低

下していない段階でも，専門家に財産管理を委ねたり，生活上の困りごとを専門家に

相談したいと考えることも少なくない。また，何らかの病気に罹患して病院に入院す

る必要が生じた場合に身元保証人をどうするかや，一人暮らしをしていて振込め詐欺

などの被害に遭わないかなどといった不安を抱えている者も多い。さらには，遺され

る財産の処理や葬儀など，死後の事務処理を第三者に委ねることができないかと考え

ることもある。 

このように，「おひとりさま」の抱える不安は生活全般に関係し，総合的な支援を行

う必要があるため，弁護士が相談を受ける際も，単に法的スキームをもって対処する

にとどまらず，本人を支援する他機関との連携を図ることが必要不可欠である。 

また，「おひとりさま」は，将来の財産管理やその後の生活設計など，死後のことも

含めて自分で準備しなければならない。その後の人生で変化していく自分の姿を見据

えながら生活設計を立てていくことになるため，弁護士は，長期にわたって本人の状

態を見守り，本人の意向や気持ちに寄り添いながら，変化していく本人の状態に応じ

て支援の内容を検討し直したり，助言をしたりする必要があり，継続的な支援が求め

られている。 

 

２ あるべき法的支援の観点 

(1) ホームロイヤー契約 

法的支援の中心として考えられるのはホームロイヤー契約である。ホームロイヤ

ー契約は，ホームドクター（かかりつけ医）の仕組みと同様，法的に相談したいこ

とがあれば，信頼できる弁護士にすぐに相談できるという仕組みである。本人がす

ぐに弁護士に相談できるようにしておくためには，弁護士が本人の状態や状況を随

時把握できる見守りが必要である。見守りを行う契約をするということは，契約締

結時から継続的な関係を有することによって信頼関係を構築するという意味もある。 

(2) 本人の意向や状態に即した様々な契約形態 

ホームロイヤー契約は，本人の意向や状態に合わせて，①見守りのみを契約する

場合，②見守りと財産管理を組み合わせて契約する場合，③任意後見契約を締結し

て発効するまでの間に定期的な見守りや法律相談を行うことを契約する場合などが

考えられる。任意後見契約は，判断能力が低下するまでは効力が発動しない制度で
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あるため，判断能力はあるが身体機能が低下して，身体が動かず銀行に行けないと

いうような事態には対処できない。そのため，そのような対応が必要な場合には，

通常の委任契約（任意代理契約である財産管理契約）と任意後見契約を組み合わせ

て契約しておき，判断能力が低下した時点で，通常の委任契約から任意後見契約に

基づく事務処理へ移行させる必要がある。いずれも，弁護士は定期的な見守りを行

って，本人の意向や状態を確認し，どのような対応をすれば本人の望む生活スタイ

ルや環境を整えることができるかを助言しなければならない。このホームロイヤー

契約は，見守りを行ったり，相談相手となってくれたりする家族や親族が身近にい

ない「おひとりさま」にとっては大きな意味を有する。また，これらに加えて，死

後の財産の承継を適切に行うべく遺言書の作成や遺言執行者の依頼を受けるほか，

死後の事務処理を本人の生前の意向に沿って行えるよう，遺体の引取り，死亡届の

提出，葬儀や埋葬に関する事務，関係機関への通知，住居の明渡しや動産の処分な

どといった内容の死後事務委任契約をホームロイヤー契約等に付加して締結するこ

とも考えられる。 

  (3) 任意後見契約 

任意後見契約は，本人（委任者）が受任者に対し，認知症や知的障がいなどによ

り事理弁識能力が不十分な状態になった時に，生活，療養看護，財産管理に関する

事務の全部又は一部についての代理権を付与する契約である。同契約は本人が契約

を締結する能力があるうちに，本人が適切と考え信頼できる者に，判断能力が不十

分になった場合に自分に代わって自分の希望する事柄を行う権利を与えておくこと

ができるものであり，本人の意向に沿う点において優れている。「おひとりさま」が

将来を予測して，自らの判断能力が十分でなくなった場合のことを心配することは

当然であり，その「おひとりさま」の気持ちに沿うものである。 

委任事項は財産管理に関するものと身上監護に関するものがあり，それらの事務

を行うに当たり，任意後見人は本人の意思を尊重し，その心身の状態及び生活の状

況に配慮する必要がある（任意後見契約に関する法律第 6 条）。そのため，任意後見

契約発効後，任意後見人に付与された代理権の行使によって，本人が望んでいたこ

とが実現される内容でなければならない。そのために検討すべき観点を，以下に述

べる。 

① 事実行為に関する委任 

     任意後見契約は，委任できる事項が法律行為に限られ，事実行為を委任するこ

とはできない。例えば，本人が通院同行などの事実行為を委任したいとの希望を

有することも有り得るが，その場合，任意後見契約とは別に委任契約を締結する

必要がある。ただし，常に通院同行を行うことの委任を受けることは弁護士の日

常業務を考えると困難であるため，医師から病状に関する説明を聞いたり，それ

に関する意見を医師に述べたりしなければならない場合に限定して，委任を受け

ることは可能であると考える。 

 ② 医療行為に関する同意 

本人が病気になった際に，自分で医療行為に同意できない病態の時や意識を失

うなどして同意できる状態にない場合を想定して，受任者に対し医療行為に関す

る同意権を付与できるかが問題になる。医療行為は本人の身体に対する侵襲を伴
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う行為であり，身体という法益に対する決定を成し得るのは本人のみであること

から，本人の一身専属的権利と解されている。一身専属的権利であるから委任す

ることができないと解するのか，一身専属的なものであっても自己の意思で委任

するため，否定する根拠はないと解することも可能であり，この点の解決を図る

必要がある。いずれにせよ，医療行為が必要な場合で，本人が同意できる状態に

ある場合には，医師などの医療関係者と共に本人がその意向を表明するように意

思決定支援し，同意するかしないかを決定できない状態にある場合は，ホームロ

イヤーや任意後見人は本人に関係した他の支援者や医師などの医療関係者と共に，

本人の意思を合理的に推定する作業に関与する。そのため，本人が医療行為につ

いてどのような希望を持っているかを事前に把握しておく必要がある。また，本

人の希望は時間の経過や医療技術の進歩とともに変化するものであるため，継続

的に把握すべきである。 

本人の意思確認ができる状況に応じた医療・ケアの決定方針については，厚生

労働省が「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラ

イン」（平成 30 年 3 月改訂）を作成している。このガイドラインを参考にしなが

ら，「おひとりさま」が認知症や意識不明になった場合を想定し，あらかじめ医療

についての方針（手術の有無，延命治療の有無等）を定めておくことが必要であ

る。なお，本人の要望はあらかじめ公正証書で定めることができる。 

③ 延命治療に関する委任 

     身体に関する法益が一身専属的な権利であることから委任することの可否が問

題になる。この点，尊厳死宣言公正証書によって対応を検討することが可能な場

合もある。 

④ 判断能力低下後の配偶者や子の成年後見開始審判申立て 

本人の判断能力が十分ある時は，配偶者や子の面倒を見ることに問題はないが，

判断能力が低下し，十分に面倒を見ることができなくなった場合を心配し，自分

に代わって，成年後見開始審判の申立てを行いたいと希望することがある。委任

することが可能か否かは，申立てが一身専属的権利か，任意後見人が申立権者に

なり得るかによって決せられるものと考えられる。まず，申立てが本人にしか処

分できない法益に関するものとは言えないため，一身専属的権利とは考えられな

い。また，任意後見人は申立権者に規定されていないが，申立ては法律事務であ

り，任意後見人への委任が可能であること，家事事件手続法第 22 条は「法令によ

り裁判上の行為をすることができる代理人のほか，弁護士でなければ手続代理人

となることができない。ただし，家庭裁判所においては，その許可を得て，弁護

士でない者を手続代理人とすることができる。」と，代理人の範囲を緩やかに定

めていることから，任意後見人にも申立権があると考えることができる。 

⑤ 取消権の委任 

任意後見人に取消権が付与される仕組みはない。ただし，任意後見人には財産

管理権があるため，財産管理権の範囲内で取消権を行使することが可能である。

例えば，詐欺や強迫による取消し（民法第 96 条），消費者契約の申込みや承諾の

取消し（消費者契約法第 4 条），クーリングオフによる取消し（特定商取引法第 9

条・第 9 条の 3）は，任意後見人が取消権を行使することが可能である。なお，
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法務局では「意思表示の瑕疵による取消権」が代理権目録に記載されている場合，

これを受理し登記する扱いとしている。 

(4) 死後事務委任契約  

死後の事務処理には様々な内容があり，本人の生活や希望に合わせてその内容を

決めなければならない。典型的な事務としては，病院や施設からの遺体の引取り，

葬儀・火葬・納骨，動産の処理や家屋の明渡し，公共機関への死亡届，病院や施設

への支払，死亡を知らせるべき人への連絡といった事実行為である。これらの中で，

特にその方法について本人の意向や希望があるのは，葬儀や納骨に関する事務であ

る。本人が希望する葬儀や納骨の方法が取れるよう，あらかじめ，本人と共に寺社

やお墓の管理者に照会を行うなどして具体的に決める必要がある。なお，遺体の献

体を大学病院に申し出たいと考える人もいるため，献体をしようと考える大学病院

への照会を行うとともに，大学病院との関係を協定書で交わす内容を検討する必要

がある。献体に関しては，事故に遭った場合など遺体の引取りができない場合を定

めていることもあるため，火葬，納骨をどうするかについて，本人と相談し，本人

が決めた内容を契約に反映すべきである。 

また，死後のサービスとして死亡届出を役所に行う場合，届出人の地位が問題と

なる。届出人は法定後見制度を利用している本人の後見人，保佐人，補助人及び任

意後見人であれば届出が可能であるが，任意後見受任者や財産管理人は，不可能で

ある。そのため，届出ができない地位にある場合は，届出ができる地位にある者を

確保しておく必要がある。なお，届出ができる地位にある者が誰もいないことが推

定される場合は，その旨を死亡診断書の提出とともに説明すれば，市区町村は死亡

を戸籍に反映させる処理を行う。 

(5) 遺言書の作成・遺言執行者への就任 

生前，財産は計画的かつ安心・安全な生活のために使いたいと考え，残った場合

にも自分の考える使途のとおりに使いたいと考えている場合が多い。例えば，兄弟

姉妹や子はいるが，兄弟姉妹や子ではなく，世話になった者に残したいという場合

や，社会的に関心のある分野に役立てたいとして，親のいない子のために使いたい，

ユニセフに寄付したい，自分がその活動に共感できる社会福祉法人に寄付したいな

どと考える者もいる。それを実現するためには，遺言書を作成することが有効であ

る。遺言書を作成するに当たり，自筆証書遺言とするか公正証書遺言とするか，本

人の希望する結果の実現のためには，どのような内容にする必要があるか，遺贈に

よる税金の賦課の有無などについても助言することが必要になる。なお，作成の際

に遺留分を侵害する遺言内容の場合，遺留分権の侵害が争われる可能性は否定でき

ない。本人が争いを可能な限り避けたいと希望する場合も十分に有り得るため，遺

言書の中に，遺留分権利者に放棄を依頼する条項を盛り込むこと，遺留分減殺の対

象財産を指定し，遺留分減殺請求を受けたものが価格弁償をできるように金融資産

を取得させることといった方法を助言することも必要である。 

(6) 尊厳死宣言公正証書 

「尊厳死」とは，回復不能な末期状態の患者に対し，人間としての尊厳を害しな

いで死を迎えさせるために延命治療を開始しない，又は開始した延命治療を中止す

ることを指し，患者となる立場の人から，尊厳死を望む人も増えている。危急時に
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本人の意向を確認することは不可能であるため，あらかじめその意思を書面で残す

ことになるが，これを「リビング・ウイル」と呼ぶ。 

なお，リビング・ウイルに関して，法的効果を定めたものはない。他方，尊厳死

は医師の義務違反が問われる場面でもあることから，尊厳死の根拠が検討されてい

るが，定説はなく，医療現場ではガイドラインを策定して，考慮されるべき観点や

遵守されるべき手続について示している。 

ガイドラインは，厚生労働省や日本学術会議，日本医師会などがそれぞれの分野

で策定しており，厚生労働省のガイドラインを参考にしている医師も 28.6％いる24。

植物状態になる前に適切な説明を受けて決定された意思が確認されれば，その意思

が尊重されるべきであると考えられるため，リビング・ウイルは有効ではあるが，

それはあくまで，適切な説明を受けたことを前提とし，有効と考えられるものでな

ければならない。つまり，病気の種類や内容，病状，治療内容，治療の効果，予後

等を想定した上でなければ有効ではないと考えられる。現在，公証役場で尊厳死宣

言公正証書が作成されているが，その内容は，本人の意向を十分に反映したものに

する必要があり，いつ，どのような時に作成するのかも含め，検討することが必要

である。 

(7) 事業承継に関すること 

本人が会社経営に関わっている場合，高齢により会社経営から退き，後継者に事

業を承継するための手続が必要となる。承継するに当たり，後継者の選定を含め，

株式や事業用資産の分散を防ぎ，後継者が事業を安定して行えるように基盤を整え

る必要がある。また，それまで構築してきた金融機関や取引先との関係を円滑に引

き継ぐ必要があるため，税金対策を検討することも忘れてはならない。 

議決権割合と可能な決議や権利行使に関して言えば，議決権の 3 分の 2 以上の株

式を承継者が保有できるように手配することが望ましく，方法としては売買，贈与，

遺贈が考えられる。事業用資産の承継に関しては売買，贈与の方法が有り得るが，

その場合は，売買資金の工面や税金対策を考えておかなければならない。 

事業承継に関して言えば，ハード面での対策だけではなく，ソフト面すなわち経

営理念や方針を具体的に伝達するための具体化，顧客先，事業関係の連携先も含め

た関係を伝達できるように助言することも必要である。また，親族間で承継者が見

つからず第三者への事業承継を検討する場合には，各都道府県に設置されている「事

業引継ぎ支援センター」に相談をして譲渡先を探すという選択肢もある。 

 

第５ 弁護士による実践例 

 

１ 「おひとりさま」への支援例―将来型の任意後見契約・死後事務委任契約・公正証

書遺言 

(1) 本人の状況と相談の契機 

本人は 70 代の女性で，本人が単独で所有する住宅で一人暮らしをしている。子が

いるが，ある時期から疎遠になり，全く交流がなくなっていた。 

                                                
24 厚生労働省「平成 29 年度人生の最終段階における医療に関する意識調査結果（確定版）」 
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70 代を迎えたことを契機に，死後の事務処理を誰に任せたら良いかを考え始めた。

子の配偶者や孫とは交流があり，同人らに任せることも考えたが，面倒を掛けたく

ない，子との交流がなくなっている以上，子の配偶者や孫に任せない方が良いと考

え，信頼できる第三者に任せることができないかと考えるようになった。 

本人は誰に相談して良いか分からなかったため，隣人に相談したところ，地域の

権利擁護機関に相談したら良いと助言を受けた。そこで，権利擁護相談機関に電話

して専門相談を予約し，弁護士に相談した。 

(2) 相談から契約締結まで 

弁護士は，本人と共に契約内容の検討を始め，死後事務委任契約に併せ，任意後

見契約の説明をした。本人は，判断能力が低下した場合や，病気により日常生活自

立度が低下した場合に備え，死後事務委任契約のほか，将来型の任意後見契約を締

結することにした。また，本人の葬儀を執り行う寺や供養の方式を特定し，死後事

務委任契約も併せて締結した。任意後見契約を発効すべき状態か否かの確認と日常

生活における困りごとに対応するために，面談等を行うことも同契約の内容である。

併せて，公正証書遺言を作成し，本人の希望する遺贈方法を定めた。 

  (3) 契約締結後の対応 

現時点では任意後見契約を発効する状態ではないため，見守りを続け，日常生活

上の困りごとがないかを確認している。 

 

２ 「おひとりさま」への支援例―死後事務委任契約 

(1) 本人の状況と相談の契機 

本人は 80 代の女性である。市営住宅で一人暮らしをしている。夫は二十年以上前

に死亡し，二人の間に子はいない。姉が存命であるが，相続をめぐる争いなどがき

っかけで二人の間に交流はなくなった。本人は気力，体力ともに自信があったが，

80 代に入り歩行が困難になったことから，死後の事務処理が気になるようになり，

信頼できる第三者に任せておきたいと考えるようになった。そこで，実家不動産の

件で知り合っていた弁護士に相談をしようと考え，連絡をとった。 

(2) 相談から契約締結まで 

連絡を受けた弁護士は，本人が歩行困難になっていたことから，自宅で相談する

こととし，自宅を訪問した。本人から処理すべき死後事務の内容について聴取する

と，火葬手続，自宅内動産の処理を行ってほしい旨のニーズがあり，火葬手続に関

しては，通夜や告別式は行わず，直葬としたいとの希望を聴き取った。財産管理契

約や任意後見契約の締結については，本人が特に必要を感じるような状態ではない

こと，お金がないことから消極的であり，どうしても不可欠の死後事務委任契約の

みの締結を希望された。そのため，亡くなるまでに判断能力が低下した場合には，

法定後見制度を利用することとした。 

弁護士は，直葬の場合にも葬儀社への手配が必要であることから，一般的に要す

る費用を調査の上，本人と再度，面談して契約内容について協議した。葬儀に要す

る費用を預かった上，報酬に関しては，本人の財産管理人名義で開設した口座に予

納してもらい，毎年，同口座の管理状況を報告することにした。 

(3) 契約締結後の対応 
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その後は，法定後見制度の利用の必要の有無と安否の確認のため，月に 1 回，本

人から弁護士又は法律事務所に，本人の状態について電話をもらうことにした。本

人の危急時で，本人から連絡ができない場合には，民生委員又は新聞店から連絡が

入るよう手配も行った。 

 

３ 将来，「おひとりさま」になることが予想される障がい者への支援例―財産管理契約 

(1) 本人の状況と相談の契機 

本人は 40 代の男性で，軽度の知的障がいがある（療育手帳の等級はＢ２）。現在

は，60 代後半の母との二人暮らしをしている。 

母は，若い時の病気が元で，判断能力は十分あるが日常生活に自信がなく，また，

親亡き後を心配して，子の財産管理とともに，子が安心して生活できるよう，弁護

士による支援を望んでいた。ただ，前身の禁治産制度に対する抵抗感から，成年後

見制度の利用にも消極的であった。そこで，母は交流のあった療育手帳の認定機関

である更生相談所の職員に相談することとした。同職員は弁護士会が行っている財

産管理契約を母に紹介し，弁護士会を通じて弁護士の派遣を受けた。 

(2) 相談から契約締結まで 

母を交え，本人と弁護士が顔合わせを行った後，複数回の面談を行い，財産管理

契約の内容と弁護士会がそれに関与する仕組みを説明した。財産管理契約は，母が

本人のために財産を管理し，行政の支援機関と共に本人の身の回りの手配を行える

うちは発効させず，母ができなくなった時に発効するという条件付発効型とした。 

  (3) 契約締結後の対応 

契約が発効するまでの期間は，定期的に訪問し，本人と母の様子を見守りながら，

必要な助言25を行った。また，既に死亡した父の兄弟の相続が発生し，本人が代襲相

続した際には，母と本人から相談を受けて代理人に就任し，遺産分割協議を行うな

どした。その後，本人は 50 代，母も 80 代後半となって，母の日常生活自立度が低

下したことから，財産管理契約を発効させた。発効後は，定期的に本人と会って日

常生活の様子を確認し，財産管理を行っている。財産管理の中では，本人は母と共

に生活しているため，母の健康状態や生活状況も確認しながら，母に必要な支援も

併せて検討している。 

 

４ 高齢者－ホームロイヤー契約 

(1）本人の状況と相談の契機 

本人は 80 歳代の女性で，夫と二人で自宅にて暮らしている。子はおらず，重度の

障がいのため，寝たきり状態の夫を介護しながら生活している。夫の介護には介護

保険などの公的サービスを利用していたが，元々利用していた事業所が，入院先の

手配や自費で行う保険外サービスなど，新たなサービスを導入して支援するように

なった。さらに，二人には子がいないこともあり，本人に対しても遺言を書くよう

勧めるなどしたことから，当該事業所に不信感を抱くようになった。そこで，夫の

                                                
25 例えば，母の身体能力の低下により介護保険サービスの利用や日常の相談相手としてのコミュニティソー

シャルワーカーの利用など。 
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遺言書作成で面識のあった弁護士に相談したところ，地元の弁護士を紹介し，対応

することとなった。 

  (2) 相談から契約締結まで 

紹介を受けた弁護士が本人と面談し現状での問題点を確認したところ，本人には

十分な判断能力があり，本人による財産管理は可能であるが定期的な訪問等が必要

であるとの判断に至った。そこで，ホームロイヤー契約を締結し，個別の法的課題

には別途契約し対応することとして，定期的な見守り等を行うこととなった。 

元々利用していた事業所に関しては，弁護士が本人の代理人として保険外サービ

ス等に関する契約を解除する意思表示をし，遺言書等の作成は行わない旨も通知し

たことで，事業所との関係を断つことができた。 

また，弁護士から地域包括支援センターに連絡し，必要な支援の有無等について

も確認してもらった。 

(3) 契約締結後の対応 

毎月 1 回本人宅を訪問し，健康面の確認や困りごとの有無を確認し，医療機関と

のやり取りで困ったことがあれば代わりに連絡するなどの対応を行った。 

その後，夫が亡くなり，相続手続については生前に作成された遺言書に記載の遺

言執行者により進められたが，相続手続を進める際の助言や，相続財産取得後の金

融機関とのやり取りについては，弁護士からも助言を行った。  

その後も，定期的な訪問を継続し，体調面及び判断能力等について確認しており，

近時は，本人が町内会の役員を割り当てられ，体調面から継続して対応できないた

め辞任したいとの相談を受け，辞任方法等について助言を行った。今後は，必要に

応じて後見制度の利用を検討する予定であるほか，遺言書の作成や死後事務委任契

約についても，本人の意向を確認しながら対応していく方針である。 

   

５ 「おひとりさま」の信託利用事例の紹介 

(1) 利用前の状況 

本人は 80 代の女性であり，数年前に特別養護老人ホームに入所した。本人には，

外国人と結婚し，海外で生活していた一人娘がいたが，数年前に病気で亡くした。

その娘には子が二人おり，いずれも海外で生活している。国内に本人と近しい親族

はなく，年の離れた友人が本人の相談に乗るなど支援をしている。 

(2) 相談を受けた際の課題 

施設に入所する前，本人が居住していたマンションは，施設への入所後，誰も管

理していない状態になっていた。本人は，死後に海外で暮らしている二人の孫とひ

孫に財産を遺す希望があった。二人の孫のうち一人には発達障がいがあり，金銭を

渡すと無計画に使うことが予測され，本人は，その孫の子であるひ孫の学費は確保

したいと考えている。そのため，その発達障がいがある孫には一度に多額の金銭を

渡すことは避け，自分の死後に，マンションを現金化し，その金銭を孫らに渡した

いと考えていた。 

(3) 弁護士とつながる契機 

本人は，以前，配偶者が亡くなった際，マンションの相続登記手続きを行った司

法書士に，上記(2)の希望を伝えた。その司法書士は，本人の希望を実現するには民
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事信託を利用することが適切と考え，以前，信託研修で知り合った弁護士に信託の

組成について相談した。 

(4) 信託の組成 

弁護士は，本人が入所している施設を訪問し，本人の判断能力及び本人の希望を

慎重に確認した上で，信託契約書を作成した。受託者は，日頃から本人の相談に乗

っている年の離れた友人に依頼することとし，信託口口座は，受託者の職場近くの

信用金庫で開設することとした。 

(5) 信託契約のポイント 

① 本人のための財産管理及び孫らのための財産承継を信託目的とした。 

② 信託終了前に受託者が亡くなった場合に備え，受託者の子を後継受託者に指定

した。 

③ 信託事務において，信託財産は，本人の介護費等，孫のための生活費，ひ孫の

ための学費及び本人の墓地の費用等に使うこと並びに本人の死後に，マンション

を売却することを明確にした。 

④ 前述のとおり，友人を受託者としたため，受託者には報酬を支払うことにした。 

⑤ 発達障がいの孫には一度に多額の金銭を渡さないように，具体的な給付方法と

して，年 100 万円を分割給付することにした。 

⑥ ひ孫が成人した時には，ひ孫が発達障がいの孫の世話を始められると想定し，

ひ孫が満 18 歳になった時に，信託を終了することにした。 

(6) 「おひとりさま」が民事信託を利用する場合の留意点 

信託においては，信託業法により，弁護士らが業務として受託者になることは認

められていない。そのため，民事信託の受託者には委託者の親族がなることが一般

的であるが，「おひとりさま」の場合，周りに親族がおらず，受託者の成り手を確保

することが課題となる。本人が，経済的に余裕がある場合は，相当額の信託報酬を

負担することになるが，信託銀行や信託会社を受託者にするという選択肢もある。 

 

第６ 弁護士が取り組む上での課題 

 

１ 本人の意向を反映した契約にするためのポイント 

(1) 表面的な相談の解決だけにとどまらない対応 

例えば，本人からの相談を受けた時点では，死後の事務処理契約の締結のみを相

談されたとしても，本人だけでは解決できない法的な問題が生じると，専門職に相

談したいという希望が出てくるかもしれない。また，病気などで身体能力や判断能

力が低下した際に，何らかの支援が必要となることも考えられる。そのため，最初

の相談内容に対する助言や解決だけにとどまらず，他にも困りごとはないか，想定

される事態への対応を本人がどれくらい認識しているかなどについてもヒアリング

を行い，助言を行うことが必要である。 

(2) 本人をよく知る 

より本人に適した契約を提案するためには，本人の現在の生活だけではなく，こ

れまでの経歴や生活歴についても把握する必要がある。そして，本人がこれからの

生活において，どのような環境で，どのような生活を望んでいるか，認知症や病気
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になった場合，どこで，どのように生活しようと考えているのかなど，本人の経歴

や生活歴に沿って本人の希望を聴き取る必要がある。 

ここでは，本人の望む生活を送るために，どのようなことが起き得るのか，起き

た時に本人の望む選択肢は何か，その選択肢を採用した場合，費用はどの程度かか

るのかを予測して助言することがポイントである。 

(3) 本人の変化を見守る 

本人の心身の状態や意向，環境の変化を確認し，その時の状況に応じた対応・助

言が必要である。そのため，定期的に本人の状態や意向を確認するフォローアップ

を行うのがよい。ホームロイヤー契約や任意後見契約を締結する場合には定期的に

面談することが定められているが，遺言書を作成し，遺言執行者に就任している場

合にも，電話や訪問での定期的なヒアリングや手紙でのやり取りも有効である。ま

た，本人に近しい人との関係や支援に関わっている機関との関係の構築も変化を見

守る上で有効である。 

(4) 虐待や消費者被害への対応 

高齢者や障がい者は心身の機能の低下のために虐待を受ける危険性が高い。「お

ひとりさま」は，何らかの形で本人の面倒を見ている養護者からの経済的な侵奪を

受けていると思われる場合が多々見られる。しかし，本人の判断能力が低下してい

るがため，それが経済的侵奪だと認識できない場合がある。また，高齢になると，

外出する機会が減り，自宅において一人で過ごす時間が多くなるため，電話や訪問

による詐欺被害が多くなっている。 

日常的に本人の様子を確認できる内容を盛り込んだ契約を締結することによって，

このような虐待や消費者被害を防ぐことや，発見して，その後の対応をすることが

可能である。 

(5) ライフプランノートの作成 

ライフプランノートは，これまでの生活歴を確認し，今後の生活への希望や困り

ごとを整理するためのものである。確認漏れがないように定形のものを利用する方

が良いが，ライフプランノートの作成が目的ではないため，全てを聴き取って書き

出すより，本人の生活歴や経歴を確認した上で，今後の希望する生活スタイルを引

き出すことが重要である。本人の希望を実現するに当たり，夫婦のいずれかを先に

亡くす，認知症になる，病気になる，認知症や病気によって自宅での生活が困難に

なる，死亡するなどといったあらゆる場面を想定し，どのように対応するのが本人

の希望に沿っているかを本人と共に検討する必要がある。 

(6) 本人とつながりの深い人との関係構築 

ごく簡単な生活上のお願いであれば，身寄りのない「おひとりさま」であっても，

友人，知人，近隣の方など身近な人に頼ることができるが，病院や施設入所の手続

まではお願いできない，又はお願いしたくないという者も多い。そのような場合は，

弁護士との契約を締結するなどして，そういった事態に備えることになる。弁護士

との契約は法律行為を中心とした一定の事項に限られるため，日常生活における付

き合いや緊急時の連絡を含め，弁護士以外の方と連携する必要がある場合もある。

そのため，本人が親しくしている方と面談するなどし，連絡方法を確実に決めてお

くなどの工夫が必要である。 
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(7) 関係機関との関係構築 

高齢者や障がい者の生活には，自らを支援してくれる機関の存在が欠かせない。

そのため，これらの関係機関の役割を説明するとともに，同機関との関わりを促し

たり，相談に同席したりすることが必要な場合もある。また，関係機関との関わり

ができた際は，その機関の担当者との顔合わせや連絡方法を確実なものとする必要

がある。 

 

２ 関係機関との連携の必要性 

以下のように，関係機関には，「おひとりさま」に関する課題について，法律の専門

家である弁護士に対するニーズがあり，連携していく必要がある。 

(1) 地域包括支援センター 

地域包括支援センターとは，介護保険法第 146 条の 46 に基づき市町村が主体と

なって設置している機関で，地域住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な

援助を行うことにより，その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ

とを目的とする。同センターには，保健師（又は地域ケアの経験を有する看護師），

社会福祉士（ソーシャルワーカー），主任介護支援専門員（主任ケアマネージャー）

といった３職種の専門家が配置されており，介護予防支援及び包括的支援事業（①

介護予防ケアマネジメント業務，②総合相談支援業務，③権利擁護業務，④包括的・

継続的ケアマネジメント支援業務）を行うこととされている。従来は，成年後見制

度の利用や高齢者虐待対応において弁護士や弁護士会との連携構築を図るべきとさ

れてきた機関であった。 

高齢者をめぐる様々な問題を総合相談支援業務の中で取り扱う同センターには，

一人暮らしの高齢者に関する一定の相談ニーズがある。 

具体的には，「判断能力の低下に伴い，財産管理や必要な日常生活の手配ができな

くなった」というような成年後見制度につながる相談が多く見られる。そのほか，

「残る財産を疎遠な親族ではなく特定の人に贈与したい」，「一人暮らしで緊急入院

しなければならない場合に，誰が関わってくれるのか分からない」，「妻と二人で暮

らしているが，自分が死亡した場合の妻の将来が不安である」，「一人暮らしで身寄

りがないが，施設に入所するに当たって身元保証人を要求されていて困っている」

といった相談が寄せられている。これらは法的に解決すべき課題であるため，同セ

ンターは弁護士から直接の助言を得られるよう，本人に対して，法律相談を紹介す

ることも考えられるが，同センターが関与して，直接，弁護士の助言を得られる場

を設定することが，より本人の便宜に資し，その後の支援を行う同センターにとっ

ても有益である。そのため，同センターは，日頃から顔の見える関係であり，高齢

者の特性や支援に理解がある弁護士に速やかに相談をつなげたいというニーズを有

している。 

(2) 社会福祉協議会 

社会福祉協議会は，社会福祉法第 10 章第 3 節に基づき組織される民間団体であ

り，地域福祉の推進を図ることを目的とする。全国，都道府県，特別区，政令指定

都市の区，市町村といった単位で設置されており，原則として社会福祉法上の社会

福祉法人格を有する。 
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同協議会の活動分野は多岐にわたるが，特に地域福祉の分野では，何らかの支援

を必要とする人たちへの見守りなどによる支え合いや，地域社会の共通問題の解決

に向けた活動を始め，ホームヘルプサービスや配食サービス，移送サービス等の在

宅福祉サービス，ボランティア活動等，それぞれの地域に根ざした地域福祉の実践

などにも取り組んでおり，「福祉サービス利用援助事業」（日常生活自立支援事業）

も担っている。また，近時は，自治体から生活困窮者自立支援事業を受託し，実施

主体としての役割を担う地域も現れている。 

同協議会は，これらの事業を通じて，地域の高齢者に対する支援に関わっており，

その中で「おひとりさま」への法的支援との関係での相談ニーズを有する。特に，

日常生活自立支援事業に関連では，保有する財産が多額で同事業では対応できない

場合や，本人の身体能力や判断能力の低下により同事業では対応できなくなった場

合などに，法的な支援が必要となる。 

(3) 障害者相談支援事業所 

障害者相談支援事業所は，障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営む

ことができるよう市町村に設置される機関である。障害福祉サービス等の利用計画

の作成，地域移行支援のほか，障がいのある人の福祉に関する様々な問題について，

障がいのある人などからの相談に応じ，必要な情報の提供，障害福祉サービスの利

用支援等を行うといった権利擁護のために必要な援助も行う。障がい者の日常に関

する様々な相談に応じることから，その中には「一人暮らしで親族がいない，又は

頼れる親族がおらず，親の遺産を相続して生活しているが，財産を本人のために適

切に利用できずに悩んでいる」，「就労して年金と給与で生活しているが，将来に

おける入院時の手配や退院後の環境調整，死後の事務処理をどうするか考えておき

たい」といった法的に解決すべき課題を含んだ相談も寄せられる。そのため，その

ような相談を受けた際には，地域包括支援センター同様，日頃から顔の見える関係

であり，障がい者の特性や支援に理解がある弁護士に速やかにつなげたいというニ

ーズを有する。 

(4) 金融機関 

ここでいう金融機関は，都市銀行，地方銀行，信用金庫，信用組合，信託銀行，

保険会社，証券会社など，様々な業種，規模の金融機関が想定される。これら金融

機関は高齢者との関係で預金取引や保険契約，証券取引を行っており，それら金融

取引を通じて，資産の運用管理，資産面からのライフプランの相談，又は事業承継

などの相談に関わり，そのようなニーズに対応する商品開発も行われている。 

金融機関との契約者の中には，一定の割合で「おひとりさま」が含まれている。 

高齢者の預金は適切に保護される必要がある一方，本人が自らの預金をスムーズ

に引き出し，活用できる必要がある。しかし，金融機関は引き出しに応じた結果，

後に責任を追及されるリスクを避けるために，本人が自らの預金をスムーズに引き

出し活用できることを推進することは困難である。実際に通帳の紛失が続くなどし

て判断能力が低下している兆候が見受けられると，成年後見制度の利用を勧め，利

用がされない限り，取引を認めないというケースもある。 

他方，金融機関は後見制度支援信託の利用により，著しい預金の流失や相続によ
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る預金の流失が起こり，預金残高の確保が難しい状況にある。そこで，本人の財産

の保護を図るとともに，その財産が本人のために適時適切に使われるよう引き出し

を可能とし，かつ金融機関のニーズにも合う仕組みが検討されるべきである。 

そのための方法としては，金融機関と連携し，本人の財産や生活を見守るホーム

ロイヤー等の業務を行うことが考えられる。既に紹介した京都弁護士会，広島弁護

士会及び大阪弁護士会の金融機関との連携はその一例であり，第二東京弁護士会や

関東弁護士連合会の取組，これから進んでいくホームロイヤーの取組について金融

機関に広報することが考えられる。 

(5) 公証人役場 

公証人は，任意後見契約公正証書や遺言書，死後事務委任契約，尊厳死宣言公正

証書，終末期医療に関する事前指示書などの作成に関与しているが，実際にそれら

に基づき事務が行われる場面に立ち会うことがない。そのため，それらの事務を実

施する際に問題となる点について，公証人に対する情報提供も含め，事前同意に関

係する場面や信託活用の実際といった点について意見交換するとともに勉強会を行

うなどして，本人の希望や意向に沿った公正証書作成ができるよう働き掛ける必要

がある。 

それとともに，任意後見契約に関する相談が公証人に入った場合は，弁護士を紹

介することで受任につなげるといった連携を考えることもできる。                            

(6) 施設 

① 施設の種類 

高齢者が利用する施設には，介護保険 3 施設（特別養護老人ホーム，介護老人

保健施設，介護療養型医療施設），有料老人ホーム，サービス付き高齢者向け住宅，

グループホーム，軽費老人ホーム，ケアハウス，養護老人ホームなどがある。 

② 入所者が求めることに対する対応 

このような施設に入所する「おひとりさま」が，自分の財産管理や死後の事務

処理に不安を感じ，「第三者に任せたい」と考えたとしても，利益相反のおそれが

あり，本来業務に当たらないため，施設や施設運営法人等の代表者にそれを委ね

ることはできない。そのような場合，本人が信頼できる専門家である弁護士に委

ねられる道筋が確立していることは，本人の意向や利益にかない，施設にとって

もメリットがある。ただし，委ねられる弁護士は施設とは独立した地位にあるこ

とが必要であり，本人のために助言し，法律行為を行う者であることを明示する

ことが求められる。 

③ 身元保証問題 

これらの施設が，入所に際して身元保証人を求める実情があることやその理由，

実際に身元保証人に求める役割については第３で触れた。この点については，同

項で紹介したとおり，身元保証に代替し得る制度や仕組み（ホームロイヤー契約

や成年後見制度等）を利用することができるため，施設に対して，同制度や仕組

みの説明を行うとともに，適切にその処理を行う必要がある。 

(7) 病院 

① 病院の抱える問題 

多くの病院では，身体能力や判断能力が低下した「おひとりさま」について，
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本人に必要な治療の説明方法や医療同意の取り方が分からない，退院した後の生

活支援を行う者がいないといった問題を抱えており，そのような問題に適切に助

言することが求められている。 

特に，入院することにより本人の抱える課題（適切に財産管理できない，退院

後，施設入所が必要だが，その手続を行う者がいないなど）が顕在化することが

多いが，病院が対応できない課題であるため，弁護士などの専門家に委ねたいと

いうニーズがある。 

② 身元保証問題 

施設と同様，病院や医療関係者に対しても身元保証に代替し得る制度や仕組み

（ホームロイヤー契約や成年後見制度等）に関する説明を行うとともに，適切に

その処理を行う必要がある。 

 

第７ 各弁護士会の取組 

 

第６では個々の弁護士の取組例を紹介したが，ホームロイヤー等の活動は一定期間，本

人との信頼関係に基づき継続されるべきものであり，かつ，本人の財産を預かるものであ

るため，本人の信頼を確保すべく，各弁護士の活動を支援するためのスキームを弁護士会

が作る必要がある。ここでは，現在，取組の進んでいる弁護士会の取組例を紹介する。 

    

１ 第二東京弁護士会の取組－ホームロイヤー制度の創設 

(1) 制度概要 

第二東京弁護士会では，2017 年 10 月にホームロイヤー制度を弁護士会規則によ

り創設した。制度の内容としては，弁護士会として三つのメニュー（見守りのみ，

見守りと財産管理，任意後見）を用意し，それぞれに弁護士報酬基準や契約書式を

定めた。また，契約時は弁護士会がホームロイヤーとなった弁護士に対して定期的

な報告を求め，第二東京弁護士会の相談センター等を通じて契約に至ったものが対

象となる。依頼者の契約締結能力があることが前提であり，全ての契約時には受任

弁護士以外の委員が立会い，依頼者が契約内容を理解していることを確認している。 

(2) 弁護士会がホームロイヤーに取り組む理由 

    第二東京弁護士会には，高齢者・障がい者を対象とした法律相談センター「ゆと

り～な」があり，財産管理契約及び任意後見契約もメニューとして予定され，財産

管理については弁護士会が監督することになっていた。しかし，契約件数としては

低迷し，時代の流れもあって法定後見の受任件数ばかり増加した。しかし，本人の

意思決定支援・尊重を考えれば，自分自身が後見人を選ぶことのできない法定後見

は最後の手段とも言える。 

一方，任意後見契約は分かりにくく，元気な者にとっては手続や費用の面で敷居

が高く感じられることも事実であった。そこで，将来的には任意後見契約の選択肢

があるとしても，最初からその選択肢のみを提案するのではなく間口を広げて，単

純な見守りという契約から始める発想に転換した。それは，弁護士との信頼関係を

構築し，色々な相談を受け，時にはライフプランノートを共に作成しながら，将来

の人生設計を立てるものであり，いずれそこに財産管理や任意後見を組み込んでい
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くなどして弁護士を活用してもらうものである。見守りをしながらの助言や活動は

法定後見を数多く受任してきた弁護士にとっては馴染みがあり，スキルの活用もで

きると考えた。 

    なお，見守り契約は，毎月 1 回の安否確認に 1 時間程度の相談であれば，1 か月

1 万円，2 か月に 1 回程度であれば 1 か月 5,000 円と費用も分かりやすく，多くの

方が利用しやすい価格設定にした。まさに個人版顧問契約である。 

(3) 弁護士会が監督する理由 

    このように間口を広げたことで，多くの弁護士が「ホームロイヤー」と名乗れる

ことになるが，実際，後述のように，予想以上の反響26があり，それなりの受任件数

につながっている。 

    しかし，法定後見の場合もそうだが，受任件数の増加に伴い懸念されるのは，弁

護士の「不祥事」である。圧倒的多くの弁護士は真面目に誠実に取り組んでいるが，

1 件でもホームロイヤーが依頼者の能力の低下に乗じて財産を着服するようなこと

があれば，ホームロイヤー制度はもとより弁護士全体の信用を失墜させかねず，家

庭裁判所の監督がある法定後見以上にその不安は大きい。 

    そこで，月額 5,000 円の見守り契約であったとしても，その後，財産管理契約に

移行することも見越して，当初から弁護士会で案件として把握し，定期的に報告さ

せることを制度として義務付けることにした。 

    弁護士会を通さない契約についての監督は不可能だが，少なくとも第二東京弁護

士会のホームロイヤー制度は，「不祥事を起こさせない」という固い決意を持って取

り組んでいる。 

(4) 実績と今後の課題 

    実績としては，2019 年 3 月末時点で合計 31 件の契約が締結されている。見守り

契約のみが 14 件，その他，見守りに財産管理を加えたもの，任意後見契約を締結し

たものがある。見守り契約から入る場合が多いが，契約者の約半分が，既に財産管

理契約を締結していることは，「ホームロイヤー」制度の分かりやすさが理由である

と推測される。なお，自宅で独居生活をしている方は 14 人，男女比は大体半々で，

年齢は 40 代から 90 代の方であり，老若男女問わずに利用されている。 

    今後はさらに，金融機関，高齢者・障がい者施設，お寺等を通じて広報を重ね，

元気なうちから将来の準備をすることで，「安心を提供し続けたい」と考えている。 

 

２ 関東弁護士会連合会の取組－ホームロイヤー制度の普及 

(1) ホームロイヤー契約書書式集の作成 

① 関東弁護士会連合会の高齢者・障がい者に関する委員会は，「おひとりさま」が

対象となることの多いホームロイヤー制度の普及を活動方針の一つとしている。

具体的には，「おひとりさま」の意思決定や意思実現に役立つホームロイヤー制度

を普及するために，弁護士が利用できる契約書の書式集として，ホームロイヤー

契約書書式集を作成した。 

                                                
26 単純に件数のみならず，自治体や社会福祉協議会にこういう制度が欲しかった，案内がしやすいと言われる

ことが多々ある。 
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また，管内の弁護士にホームロイヤー制度が十分に認知されていなかったため，

同委員会は，弁護士に対して，ホームロイヤー契約書書式集の配布，実際のホー

ムロイヤー契約を行っている事案の紹介，同契約書書式集の解説を行うホームロ

イヤーセミナーを実施することとした。 

   ② ホームロイヤー契約書の作成に際しては，弁護士会の監督制度を構築している

第二東京弁護士会のホームロイヤー制度が不祥事防止に有用と思われる一方で，

小規模弁護士会では，マンパワーの関係で第二東京弁護士会のような監督制度を

採用することが難しいとの意見もあった。 

そこで，小規模弁護士会においては，一定の監督効果を期待する仕組みとして，

弁護士 2 名体制でホームロイヤー業務を行う契約書を作成することとした。つま

り，依頼者は先任弁護士及び後任弁護士とホームロイヤー契約を締結し，先任弁

護士が主としてホームロイヤーの業務を行い，後任弁護士は先任弁護士に対する

監督を行い，先任弁護士が死亡等の理由により業務を行えなくなった場合には，

後任弁護士が新たに先任弁護士となってホームロイヤー業務を行い，新たな後任

弁護士の推薦を弁護士会に対して求める制度である。これは，後任弁護士による

監督により不祥事防止への効果を期待するものであり，依頼者より先にホームロ

イヤーを行う弁護士が死亡した場合の後任弁護士に対する不安の声を解消するこ

とが可能かつ有用であると言える。 

また，後任弁護士の推薦は，ホームロイヤー業務の監督に比べて弁護士会の負

担が少なく，小規模弁護士会においても検討可能であると思われる。 

③ さらに，ホームロイヤーを行う弁護士が死亡等により業務を遂行できなくなっ 

た場合の対応として，複数の弁護士が所属する弁護士法人との契約が考えられる。 

つまり，同契約では依頼者との間の契約主体は個々の担当弁護士ではなく弁護

士法人であるため，担当する弁護士がホームロイヤー業務を遂行できなくなった

場合は，同一弁護士法人における別の担当弁護士がホームロイヤー契約を遂行す

ることができる。 

そこで，同連合会では，ホームロイヤー契約書書式集において，弁護士法人用

の書式も用意した。 

(2) ホームロイヤーセミナーの開催 

同委員会では，ホームロイヤー制度の普及を進めるために，管内の全ての弁護士

会に対して，ホームロイヤーセミナーの実施を要請した。 
その講師は同委員会から派遣することとし，講師以外のセミナーの運営は同連合

会内の各弁護士会が担う形式により，同連合会内の全ての弁護士会においてセミナ

ーが実施された。 
セミナーの内容は，ホームロイヤー契約書書式集を配布し，実際のホームロイヤ

ー契約を行っている事案を紹介するとともに，同契約書書式集の解説を行うもので

ある。このようなセミナーの開催により，従前，ホームロイヤー制度が議論されて

いなかった弁護士会において，ホームロイヤー制度の構築に向けた弁護士会内規則

の作成を検討することとなった例もある。 
(3) 今後の課題 

① 「おひとりさま」の希望を実現するために，ホームロイヤーは一つの対応策で
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はあるが，市民等においてホームロイヤー制度が認知されているとは言い難く，

今後，市民等に対する広報活動を行う必要がある。そのための方策として，ホー

ムロイヤー制度のパンフレットを作成し，社会福祉協議会や地域包括支援センタ

ーへパンフレットの配置や，市民向けのホームロイヤーセミナーの開催等が考え

られる。そのため，同委員会や管内の各弁護士会に対して，市民向け広報を行う

際に活用可能なパンフレットの提供や，市民向けホームロイヤーセミナーの実施

を検討している。 
   ② 今後は，管内の各弁護士会において市民等に向けた広報を行うことで，関東近

郊全体でホームロイヤー制度が普及することを期待したい。そのためには，管内

の各弁護士会において，広報活動，監督体制27及びホームロイヤーに関する規則の

作成を検討するチームを立ち上げることが望ましい。 

 

３ 京都弁護士会の取組－りそな銀行及び三井住友信託銀行との連携 

京都弁護士会は，2018 年 11 月 21 日に三井住友信託銀行との間で「成年後見制度相

談利用協定」を締結し，同協定に基づき，成年後見制度に関する相談やその利用を希

望される同銀行の顧客に弁護士を紹介する「『成年後見制度』取次ぎサービス（京都

弁護士会ご紹介制度）」の準備を開始した。 

2019 年 1 月には，同行の職員を対象とした成年後見制度に関する勉強会や弁護士を

講師及び相談員として，同行の顧客を対象とした成年後見制度をテーマにした講演会

及び相談会を行った。また，同年 3 月には，弁護士会会員を対象とした同制度の概要

や相談・依頼に応じる際の留意点に関する研修会を行った。 

同行と協議を行い，この連携の中で弁護士の行う業務は，任意後見契約（及びこれ

に付随する見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約）の締結，又は，法定

後見の申立て28の代理の受任であること，顧客の要望に沿うことが重要であることか

ら，相談は顧客の希望により銀行店舗内又は顧客の自宅内で行うことがあることや自

分と合う弁護士が見つかるまで何度でも紹介を受けることができる制度とし，銀行と

連携した事業であることから，少なくとも初回の相談に銀行職員が同席すること，紹

介制度を長く継続するため，連携先の銀行に対する最低限の業務上の配慮29を心掛け

ることとした。 

なお，弁護士が同行からの推薦案件の配点を受けるには，①上記研修会を受講する

こと，②京都家庭裁判所からの推薦案件の後見人名簿に登録していること，③弁護士

職務経験 1 年以上であること，④弁護士賠償責任保険に加入していることを条件と

している。 

また，2019 年 4 月 3 日に同制度の運用を本格的に開始することについて，マスコミ

にプレスリリースをした。今回の協定を皮切りに様々な金融機関との連携を進め，任

意後見契約のメリット等を広く周知するほか，任意後見等を含め，本人の権利擁護の

観点から早い段階から相談できる体制の整備を進めていく。 

４ 広島弁護士会の取組－財産管理制度に関する広島銀行との連携 

                                                
27 第二東京弁護士会のような監督体制を採用すること，又は弁護士 2 名の契約体制を採用すること等。 
28 後見人等の候補者となることは可能。 
29 受任結果の報告，遺言作成等，銀行と重複する業務を受任する場合の事前相談等。 
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(1) ＜ひろぎん＞あんしん預金設立の経緯と目的 

広島弁護士会では，1998 年 7 月から，高齢者・障がい者等の財産管理を当会会員

が契約により行い，これを広島弁護士会が支援及び監督する制度（通称「あんしん」）

を開始した。当時，禁治産・準禁治産制度の時代であり，任意後見制度もなかった

ため，「あんしん」では，現在の任意後見制度を先取りした契約類型（要保護状態に

至った時から財産管理等を着手する類型）を採用している。制度立ち上げ当初は，

契約件数も堅調に伸びたが，その後，現在の成年後見制度と任意後見制度が施行さ

れ，後見人等の権限が法律によって，改めて明確にされた。 

他方，財産管理契約という民法上の契約形態により，受任者である弁護士が委任

者である本人の財産の入出金等を行うことに対して，金融機関の窓口において戸惑

いや混乱がみられたため，この実務的支障を解消する必要があった。また，「あんし

ん」は広島弁護士会の監督を前提にする制度であり，弁護士の不祥事防止の仕組み

は整えられていたものの，より実効力ある不祥事防止体制を構築する必要性も議論

された。 

そこで，「あんしん」における預金の新たな管理体制として，2001 年 7 月に広島

銀行との提携により構築された制度が＜ひろぎん＞あんしん預金である。 

(2) ＜ひろぎん＞あんしん預金の利点と概要 

① 預金をめぐる権利関係の明確化 

当時の銀行実務では，原則として，個人が個人の代理人名義の口座を開設する

ことは認められていなかった。そのため，財産管理契約を締結して弁護士に預金

管理を委ねているケースにおいても，預金管理を委任者本人名義で行うか，受任

弁護士名義の預金を設けて行う方法しかなかった。しかし，委任者本人名義のま

までは，受任弁護士による預金払戻手続等に支障が生じやすく（とりわけ委任者

本人の判断能力が失われている場合など），また，受任弁護士名義の預金を設けた

場合は，預金の権利者が不明確になりやすいという難点が生じた。本預金は以上

の難点を解消したものである。 

② 預金（金銭）管理の円滑化と不正の防止 

本預金を利用すれば，受任弁護士は本人の代理人として預金口座から，委任者

の意思を尊重しつつ受任弁護士の判断において，預金払戻しができるため，スム

ーズに預金管理及び金銭出納業務を行うことが可能となる。また，受任弁護士は，

通常は 500 万円以下の残高しか認められない「子口座」しか利用できないため，

受任弁護士による不正が起こりにくい仕組みとなっている。 

③ 内容と仕組み 

ア 「親口座」として，委任者が広島銀行で普通預金口座を開設する（全店舗で

開設可能。既に開設されていれば，既存口座の利用可能）。 

イ 「子口座」の開設は，委任者と受任弁護士が子口座を開設する店舗に来店し

て行うことが原則である。 

ウ 子口座からは子口座の通帳と登録済みの代理人印鑑があれば，受任弁護士が

自由に入出金でき，日常的な出金ニーズに機動的に対応できる。 

エ 子口座の残高上限は子口座開設時に設定するが，上限は年間 500 万円。年 1

回残高不足分が親口座から振り替えられる。    
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(3) ＜ひろぎん＞あんしん預金の意義 

これまでの利用実績はさほど多くない。その原因として，従前の禁治産・準禁治

産制度の不備を補うべく構想された「あんしん」は，その後，現在の成年後見制度

及び任意後見制度の施行により，存在意義が相対的に低下したことにあると推測さ

れる。しかし，その後の後見制度支援信託制度や後見支援預金の普及状況を見るに，

＜ひろぎん＞あんしん預金のアイディアは今後も参考にされるべき価値を有すると

考えられ，法定後見制度の利用前や任意後見契約発効前の財産管理において利用さ

れる意義は大きい。 

 

５ 大阪弁護士会の取組 

(1) 財産管理契約の仕組み 

大阪弁護士会では，財産管理又は身上監護を自ら十分にできない人のために，支

援弁護士をあっせんして支援する仕組みを整えた。支援対象は，判断能力が低下又

は喪失し，その意思能力が十分ではないため，本人による支援弁護士の監督を期待

できないため，本人の監督能力を補う制度を整えた。 

財産管理契約は，本人のあっせん申込みから始まり，大阪弁護士会の高齢者・障

害者支援センター運営委員会にて，支援弁護士とケース担当小委員会委員 2 名を選

定し，支援弁護士にて財産管理の適否や介護面，生活面でのチェックを行った上で

契約内容を検討し，担当小委員会委員の同席の下，本人の判断能力をチェックして，

契約締結に至る。契約締結時に既に要援助状態にあれば，即時発効型，要援助状態

になってから初めて発効する条件付発効型がある。 

契約後，本人が要援助状態になった後に重要な財産の処分を行う場合には，同委

員会の承認を要することとし，支援弁護士が 4 か月ごとに報告書を提出し，小委員
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会委員は，その報告書をチェックして，支援弁護士を監督する機能を有する。 

成年後見制度が発足した 2000 年に，同契約と法定後見制度，任意後見契約の役割

について整理し，本人に契約締結能力がなければ，法定後見制度の利用になり，本

人に契約締結能力があれば，財産管理契約又は任意後見契約の選択が可能である。

任意後見契約は，本人の事理弁識能力が不十分になって以降，家庭裁判所が任意後

見監督人を選任することによって効力が発生するものであるため，任意後見発効以

前の財産管理を希望する場合には，財産管理契約を締結することが可能である。 

また，財産管理契約と任意後見契約を組み合わせて，財産管理契約から任意後見

契約に移行させることも考えられる。さらに，任意後見契約を利用したくない本人

のためには，財産管理契約を締結することも可能である。どう選択するかは，本人

の意向や，受任者（任意後見人）が本人のためにいかなる事務を行う必要があるか

を検討して決定する必要があると考えている。同契約の利用は法定後見制度の普及

とともに少なくなったが，「おひとりさま」の支援等において，任意後見制度を利用

する前の判断能力がある場合でも財産管理を専門家に委ねたいというニーズに応え

るものであり，今後もそのニーズに応えるとともに，弁護士会による監督制度につ

いて更に検討すべきである。 

(2) りそな銀行との連携 

大阪弁護士会は，2009 年 3 月に，りそな銀行と提携して，法定後見制度の利用や

任意後見契約を希望する顧客に弁護士会の推薦する弁護士を紹介する制度として，

「成年後見に関する弁護士紹介」制度を整えた。その動きは他行にも及び，近畿大

阪銀行（2010 年 2 月）と三井住友信託銀行（2011 年 7 月）と協定書を交わした。 

りそな銀行との協定は近畿弁護士会連合会管内の四つの弁護士会や関東でもなさ

れ，2009 年当時は 2 桁代の紹介実績があったが，その後の実績は減少している。そ

の要因として，銀行側の事情では，現場担当者への定着が低いこと，顧客の同意書

の取得を必要としているが，行内での手続の煩瑣であることが主である。また，顧

客の相談費用の負担も要因として考えられる。 

他方，金融機関としては，金銭信託でカバーできる程度の能力低下を超えた能力

を補う必要があり，顧客の利益のためにも必要な制度であることの認識がある。制

度の利用を促すべきとの意識はあるため，銀行のニーズや課題に弁護士会が対応し，

顧客向けの説明会への参加や，制度を利用しやすくするために助言をすべきと考え

る。 

  

第８ まとめ 

 

超高齢社会となった今，核家族化が進み，生涯未婚率も高まる中，老後を任せる親族が

いない，又は頼らない「おひとりさま」が増えている。そのような「おひとりさま」の悩

み，心配ごとや意向に照らし，弁護士が行うホームロイヤーや任意後見契約等の取組は，

その人が最期までその人らしく生活するために必要かつ有効な法的支援である。それは，

「おひとりさま」が，元気なうちに自分の将来のことを考え，「おひとりさま」であるが

ゆえの悩みや心配ごとを解消するために必要なことを信頼できる第三者に委ねておきた

いと考えているからだと言える。 
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そして，その支援としては，日常的な相談ごとに始まり，判断能力等が低下した時の財

産管理（任意後見契約の締結），遺言書の作成及び執行，死後の事務処理と，切れ目なく

行うことが求められており，本人の変化に気付いて助言するためには，見守りが必要で

ある。それは，本人との信頼関係の構築のためにも有意義であることから，ホームロイヤ

ー契約は見守りを中心としている。 

また，ホームロイヤー契約等は消費者被害や虐待の防止にも効果的であり，身元保証

に代替する手段にもなり得ることに加え，金融機関との取引が適切かつスムーズに行わ

れるためにも重要な役割を果たすため，有用性を社会に発信し，浸透させていく必要が

ある。 

さらに，現在十分に利用されていない任意後見契約の利点を分かりやすく広報し，利

用につなげることに加え，運用上の問題を解消し，ホームロイヤー等の活動に欠かせな

い関係機関との連携を深めることを一層進めていく必要がある。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「障がい者」等の表記について 
  「障害者」を「障がい者」，「障害」を「障がい」と表記することについては，これを

相当とする意見，これを不相当とする意見があり，そのいずれかに統一することができ

ません。当連合会の文書では，各方面の意見に基づき，「障がい者」，「障がい」の表記を

使用することがありますが，これに統一するものでも，その使用を推奨するものでもあ

りません。 
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