ω

れたことなどにより︑申し立て
が増えたと考えろれます︒開年︑
5物の伸びを示
叩年と年約3 ・
しています︒
年の町歳以上人口の増加が
2・
84wですので︑高齢者の増
加を反映するものでした︒今後
は︑高齢者だけの世帯︑単身世
帯が急増すると考えられていま
すので︑その対策に力を入れな
砂ればなりません︒
介護保険制度との連携︑さら
に地域で支える体制を確立する
ととが大切と考えています︒
実際に後見が開始され︑裁判
所が後見監督をしている件数
は
︑ 5万6720件(閲年)で
す︒∞年が3669件でしたか

日本︑ ドイツの実情は
判断能力が衰えた人の権利擁
護のために後見人を選定する成

「社会で、パックアッフ。」は着実
いため︑結局︑州政府の負担とな
ります︒医師による鑑定費なども
ありますが︑ 6億8600万国ーの
ほとんどが︑職業世話人への報酬
です︒
その支出を抑えるため︑回年︑
世話法が改正されました︒時間単
位で支払われていた職業世話人の
報酬は定額制となり︑被世話人と
の面接が不十分な場合は︑解任の
理由となりました︒また︑日本の
任意後見にあたる予備的代理の制
度が導入されました︒代理人は︑
財産管理︑医療行為の同意など身
上監護にあたります︒費用は本人
負担となります︑不必要な世話費
を抑え︑判断能力が十分でなくな
った人をより多くの人で支える体
制が整いつつあります︒

m

ω

ω
(

ら︑乙の 年で日倍以上になっ
た乙とがわかります︒後見開始
後︑現在も継続している例は国
万件です︒親族ではなく︑第三
者の専門職(弁護士︑司法書士︑
社会福祉士)が後見人となり︑
報酬が発生している件数は2万
777件 年)で︑∞年の約
叩倍です︒また親族がいないた
め︑市区町村長の申し立てによ
るものが2471件
︑ 9必を占
めています︒
叩年の成年後見開始例では︑
鉛・ 5微を専門職が占めまし
た︒問年は︑ 6月までの集計で
すが︑ 品川に達しています︒少
しずつですが︑親族以外が後見
人になる割合が増えています︒
また東京︑大阪では社会福祉協
議会のバックアップを得て︑市
民後見人が受任している例もあ
り︑成年後見制度は︑社会全体
で支える制度へと変わろうとし
ています︒

の区分によって︑現金︑現物給
付を受ります︒
世話人は︑日常的な介護をす
るわけではありません︒施設や
家族などがきちんと介護を行っ
ているかを見守る立場にありま
す︒したがって︑介護保険を熟
知している必要があります︒そ
れによって︑はじめてしっかり
としたケアプランを作るととが
できるからです︒凶年の介護保
険法の改正では︑日本のケアマ
ネジメントの実践が︑大変参考
になりました︒また日本の地域
包括支援センターにあたる介護
支援センターをあらたに設置し
ました︒どのような支援が必要
か︑情報を二冗的に集めるとと
ができるようになり︑また施設
には︑定期的な報告を義務付け
ることによって︑情報の透明化
をはかるようにしました︒

介護施設の職員は︑利害関係
の対立が起とる可能性があるの
で︑世話人にはなれません︒入
居者によって評議会が組織さ
れ︑施設の運営に発言できる体
制ができていますが︑評議会に
は世話人も参加できます︒親族
には︑予備的な代理権が付与さ
れ︑介護度にあわせて︑月22
5田ーから685田ーまで現金給付
を受けています︒ただし週にH
時間以上介護にあたり︑叩時間
以上働いていないなどの条件を
クリアしなければなりません︒
代理人は︑要介護者が︑住宅
を処理して施設に入る︑閉鎖病
棟に入院する︑抗精神病薬の服
用が必要になるなどの時には︑
世話裁判所の決定に従います︒
緊急処置が必要であった場合
は︑事後に︑あらためて判断を
仰がねばなりません︒

︒z人

介護保険の基本は︑互いに助
け合うという連帯の原理と︑自
らできることは自分で行うとい
う補完の原理からなっていま
す︒ドイツでは︑在宅での利用
者が多く︑ 220万人が支援を
示前話
受けています︒介護保険によっ
て︑経済的支援︑助言が受けら ﹃乞晴世
れ︑社会保険に加入できます︒
保険料は︑給与総額の1 ・M W
品
出
で︑雇用者と被雇用者がそれ
ぞ
れ半額を負担します︒子どもが
いない場合︑さらに0 ・部修が 齢 刀 護
上乗せされます︒仕事をしてい 服旦不介
ない配偶者︑子どもは家族被保 劃 ト な
険者となり︑保険料は無料です︒ ツ 川
J 刊リ
要介護者とは︑身体・精神疾
患を患い︑少なくとも過去6カ
月以上日常生活に不自由を来
し︑支援を必要とする人と定義
されています︒介護度は三つに
区分され︑所得に関係なく︑そ
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日独ともに︑少子高齢社会を
迎えています︒労働力人口が減

との点でも日独は協力をす
べきだと思います︒
ベッカl 日独が歩みを
同じくしている人口動態の
変化は︑確かにシルバーマ
ーケット発展のチャンスで
す︒ドイツの世話法︑日本
の成年後見法には︑利用者
数など︑多くの違いがある
ことをシンポジウムから学
ぶととができました︒援助
を必要とする人の自己決定
と自立が何よりも大切で
す︒互いに利点を学ぶこと
が大切だと思っています︒
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に︑高齢者が経済の原動力とな
って︑新たなシルバーマーケッ
トが創出されているのです︒
在日ドイツ商工会議所は︑メ
ンバーを対象に︑四年に︑高齢社
会についてのアンケート調査を
実施しています︒それによる
と︑﹁今後
年におけるシル
バーマーケットをどのように考
えているか﹂の質問に対し︑大変
重要との答えが田修︑重要がお
胤初でした︒しかし︑﹁高齢者に絞
り込んだ市場調査を実施したと
とがあるか﹂の質問に関係がノ
ーと答え︑加瓜 Wが高齢者に特化
した商品の開発には︑まだ手を
付けていないとの回答でした︒
それ故︑私は︑ライバルが少な
い今とそが︑シルバーマーケッ
ト参入の絶好のチャンスである
ように思えてならないのです︒
M
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性は前者が回歳︑後者が印・ 5
歳︑ドイツの男性は邸歳と位・
1歳です︒日本は定年後も働い
ている人が多く︑ドイツは反対
に︑定年前に辞めてしまう人が
多いことがわかります︒
少子高齢社会における企業の
責任は︑年齢による差別を行わ
ず︑高齢者の雇用を創出し︑定
年を再考するととです︒ドイツ
では︑即歳以上が購買力に占め
る割合は叩俗であり︑日本では
印歳以上が︑個人の金融資産の
関係を占めているという事実を
忘れてはいけません︒
これほど高齢者が注目されて
いる時代はありません︒日本で
は︑紙オムツの年間売り上げは
1600億円で︑大人用と乳児
書
つ
用の売り上げがほぼ搭抗つ旨するま
でになっていますが︑このよう

支援事業によって︑介護保
険の枠内で費用を負担して
もらえる仕組みがありま
す︒地域包括支援センター
は権利擁護の役割を担って
います︒それをさらに強化
して︑成年後見につなぐこ
とができればと思います︒
コールバッハ日独はと
もに︑少子高齢社会を迎え
ています︒シルバーマーケ
ットには国境がありませ
ん︒企業は︑社会的責任を
忘れずに︑新製品の開発に
当たらねばなりませんが︑

協力・フリlドリッヒ・工 l ベ ル ト 財 団 東 京 事 務 所

ワイマIル共和国初代大統領フリードリッヒ
.エ Iベルトの遺志を継ぎ1925年に設立さ
日独政府間協議を元に198
れた財団で①民主主義と多元主義の政治・社会 3年に設立された財団で︑人文
教育を行う②才能のある若い人々に高等教育と 科学︑社会科学︑自然科学の各
研究の道をひらく③国際理解・協力に貢献する 分野におけるさまざまなシンポ
ーーととを目的にさまざまな活動を行ってい ジウムや会議などの文化事業を
る︒東京事務所は︑国際対話︑すなわちドイツの 行っている︒また︑ドイツ青少
民主的な労働運動や政治活動を共通の立場で議 年計画による=一つの日独青少年
論することを目的に1967年に設立された︒
交流事業も実施している︒

制度と介護保険は︑規定の
上では接点はありません
が︑実務上では緊密な関係
にあります︒介護保険を利
用している人が被後見人で
もある場合は︑一部の自治
体では︑成年後見制度利用

少︑社会の活力が落ちていくと
とを危倶する人たちもいます
が︑新たにシルバーマーケット
が創出され︑高齢者を意識した
商晶開発が︑新しい技術を生み
だす可能性すらあります︒
2015年の防歳以上の高齢
者人口の総人口に占める割合
は︑日本がお物︑ドイツ加物と
予測されており︑日本の高齢化
が︑少し先行しているようです︒
高齢者の就労率をみると︑日本
では師歳以上であっても加・‑
物が働いていますが︑ドイツで
は3 ・
9物です︒的SM凹歳では
日本国・ 84如︑ドイツ釘・ 8
4w
で日独が近づきます︒
公式に決められている定年と
実質の定年の平均は︑日本の男

‑さらなる協力必須
シュパlネンフリユ￨ゲ
ル日独両国は︑福祉の領
域をテIマに︑毎年︑意見
交換会を開いています︒ド
イツでは︑日本の地域包括
支援センターをモデルに介
護支援センターを作り︑地
域で支える仕組みを作り上
げたいと思っていますの
で︑来年は︑乙の地域力を
テlマに大いに話し合いた
いと思っています︒
新井実は︑日本成年後
見法学会でも︑地域包括支
援センターの機能を強化し
て︑成年後見制度を普及さ
せていきたいと議論をして
いるところです︒成年後見

iまたはへリコプ安ーでカトマンズへ(ルヲラを経由しな
iい場合があります)。午後は自由行動。〈カトマンズ
i泊>0
終日自由行動(フライト予備日)<カトマンズ
i泊>D出発まで自由行動。 I
深夜]カトマンズ発昂*
iホテルはご出発まで利用できます。 D
(
途中乗り継
iぎ)[午後]成田着、着後解散。

目目/歩程=約3時間。ナムチヱパザ ルから眺め
のいい急登を登り、飛行場があるシャンポチェの丘
へ。東には宮ムセルフ、北にはアマダブラムを手前に、
ローツ工、そしてその向こうにエベレストの姿が。標高
880m、エベレストやアマダブラムを望む絶景の
約3，
ホテルエベ・レストヒユーに到着。〈ホテルエベレスト

年後見制度がスタートして叩
年︒﹁措置から契約の時代﹂へ
と大きく方向転換をした日本の
福祉の目玉政策であったが︑利
用者は別万人にも達せず︑さま
ざまな問題を抱えている︒世界
初 の 国 際 会 議 ︑ ﹁2010年 成
年後見法世界会議﹂に出席のた
め来日したドイツ法曹関係者も
出席し︑成年後見のあり方をめ

判断能力が衰えた人に対する
︑
支援法として2000年4月
成年後見法が施行されました︒
任意後見は︑将来に備え︑あら
かじめ後見人を決めておく制度
です︒法定後見は︑判断能力の
衰えた関係者の申し立てによ
り︑家庭裁判所が適任な援助者
を選任する制度で︑判断能力に
応じて︑後見︑保佐︑補助の3
類型があります︒
申立件数の9割が後見です︒
叩年にわずか6693件であっ
た申し立ては︑凶年には2万7
397件と︑ 4倍超となり︑こ
の叩年の累計では悶万件にのぼ
ります︒障害者自立支援法が成
立するなど福祉関連法が整備さ
地にある世話人協会が︑名誉世話
人の養成︑教育にあたっています︒
近年︑ドイツで大きな問題とな
っているのは︑世話件数の増加が
年133品初であるのに対して︑費
用が年4S日物の割合で増え続け
ているととです︒ 2005年に5
億円であった世話費が︑開年には
6億8600万円にまでなりまし
た︒例えば︑失業保険の申請や破
産の申告は複雑です︒しかし世話
人の選任は安易にできるため︑そ
れらの手続きのために︑世話人を
選任する例もあったほどです︒世
話人に頼りすぎるきらいがあった
のです︒
職業世話人に対して本人が︑そ
の費用を支払うことになっていま
すが︑部品 Wの人に支払い能力がな

人︑司法書士5200人な
ど計1万8000人です︒
ドイツでは︑世話人協会が︑
名誉世話人の養成︑教育に
あたると聞きましたが︑日
本では︑後見人としての力
量を高めるため︑それぞれ
の団体が研修機関を設けて
います︒
新井後見開始に伴う欠
格事由︑ととに選挙権はく
奪が問題となっていますが
ドイツではいかがですか︒
マイヤI すべてのこと
を世話人に依頼するまでは
選挙権を失うことはありま
せん︒本人が︑財産︑住居︑
健康の管理ができなくなっ
た時点で︑投票ができなく
なります︒

高齢者が経済の原動力に

ぐって日独シンポジウムを聞い

m
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制ができあがっていた︒ぞえるようになったのです︒が︑ドイツの世話法は後見
れがそのまま︑数字に表れ北野わが国の任意後見だけの1類型です︒
ているように思います︒制度は︑公証人が公正証書マイヤ￨一人の判事が
マイヤl 世話制度は却で契約書を作成︑原本を保扱う世話法の審理数を決め
年の歴史があり︑今後も監管︑法務局に登記をしますておくことで︑職務の負担
督件数は増えると予測してから︑委任契約との違いはを調整しています︒ただ世
います︒医師が︑この制度明白です︒しかし︑まだ制度話法の審理は︑大変手闘が
のけん引役を果たしてきまの趣旨が周知されず︑漠然かかるため︑希望する判事
した︒臨床の場ではインフと知ってはいても︑実際のは︑あまり多くないという
ォlムド・コンセント(説手続きは知らないという人実情があります︒裁判所が︑
明と同意)が不可欠です︒がほとんどのようです︒最世話人の中から本人にふさ
医師が︑判断能力が落ちた近の年間契約数は7000 わしい人を選びます︒
患者の治療に際し︑世話人︑件︑後見嗣度の発足から叩北野田本の家庭裁判所
あるいは代理人をつげると年︑現在までの契約総数はは︑ 3類型になっているだ
とを要求し続けてきたので 4万2000件ほどです︒け審査は容易かもしれませ
す︒終末期医療や認知症︑ドイツでは即万件を超えてん︒さらに家庭裁判所調査
精神疾患︑また閉鎖病棟へいると聞き驚いています︒官の協力も得られます︒
の入院など︑代理人の判断日本の成年後見法は︑判断大貫現在の日本の専門
が重要なものとなり︑やが能力に応じて後見︑保佐︑職後見人は︑弁護士320
て社会が世話人を必要と考補助の3類型からなります O人︑社会福祉士3500

ドイツの世話法は︑少子高齢社
会においては︑なくてはならない
法律で︑現在130万人が世話を
受りています︒世話とは︑民法に
規定された法的な世話を意味しま
す︒例えば美容師の世話人は︑そ
の美容師の日常生活の支援をする
のであって︑本人に代わって髪を
カットするのではありません︒選
任されている世話人はお万人︑ 3
分のーが職業世話人で︑残りが︑
親族と市民後見人からなる名誉世
話人です︒ドイツでは︑精神障害
や知的障害の子どもが凶歳で成人
すると︑世話人を依頼するととが
多く︑初歳を超えると︑多くの認
知症の患者さんが︑世話を受ける
ととになります︒世話官庁︑世話裁
判所が︑実際の運用にあたり︑各

た︒︻岩石隆光︼

「世話法」で 1
3
0
万人を支援

村申し立てもありますが︑
‑申請ためらう例も
機能していないケ lス︑が少
新井成年後見制度の利なくありません︒また国の
用状視は︑ドイツの130 補助策として︑成年後見制
万件に対して︑日本はげ万度利用支援事業があります
件です︒が︑基本的には本人負担で
大貫ドイツは︑職権申あるために申し立てをちゆ
し立て主義ですが︑日本は︑うちよしてしまう︒制度が
本人あるいは4親等以内のスタートして 年たち︑市
親族による申請主義をとっ民後見人の養成も始まって
ています︒判断能力が落ちいますが︑まだまだ後見人
た状態で後見を依頼しなけの確保が難しいという状祝
ればならない︑決心がつかです︒ ζれに対して︑ドイツ
ず︑申請がスムーズにいつでは︑世話法がスタートし
ていない例が相当あるのでた時点で︑名誉世話人とい
はないでしょうか︒市区町う市民後見人による支援体
司会 I l l i ‑ ‑ I l ‑ ‑ I l l i ‑ ‑ I l l i ‑ ‑ ‑
ウルリッヒ・ベッカI マックス・ブランク外国・
国際社会法研究所所長
新井誠日本成年後見法学会理事長筑波大学教授
パネリスト
フロlリアン・コlルバッハ
トlマス・マイヤl
マティアス・フォン・シユパlネンフリュlゲル
北野俊光弁護土
大貫正男司法書士

ドイツ日本研究所経首・経済研究部
フローリアン・コールバッハ部長
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ドイツ連邦司法省卜ーマス・マイヤ一課長
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ビュー泊 >9
トレツキング4日目/歩程=約2時間。
カトマンズ。着後専用車にてホテルへ。〈カトマンズ i植村直己さんをエベレストに案内した伝説のシェル
トレッキング 1日目/歩程=約3時間。カ卜‑
:
t パ、ベンパ・テンジンさんと面会、記念品の贈呈。植
泊 >8
ンスら(圏内線)ルクラ。歩いてパクディンの村へ。 i村さんも滞在したヲムジュンの村を訪問。〈ホテルエ
卜レッキング2日目/歩程=約6時 iベレストビュー泊 >0
ト
レ'
:
1キング5目目/歩程=約
〈口 γジ泊 >8
問。パタディンから標高約 3400m
にあるシェ )vパの i1時間。シャンボチ工へ下ります。下山はシャンボ

里ナムチェI~ザールヘロ〈ロッジ泊>Ðトレ・yキング3: チ工の正からセスナでルクラへ。ルクラ与(圏内線)
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昼4・
タ5回付き(機内食は除く
宿泊:(カトマンズ)ホテルヒマラヤ、ホテルエへ必レスト、または同等
@食事朝7・
ヲラス {シャンポチエ}ホテルエベレストビュー {ナムチェバザールとパヲテeイン)ロッジ .添乗員同行
.利用予定航空会社:キャセイパシフィック航空

l+

。ベンパ・テンジンさんは高齢のため、本人の体調によって面会中止と止ることもあります。なお、面会中止の場
合
で
も
う7ムジュンの村は訪問しますo
。最高点は標高約3
，
8
8
0
m
(
ホテルエベレストビュー)と主りますので高山病に対する注意が必要です。
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