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第４章 施策における具体的な取組 

施策１ 中核機関の設置 

本市における権利擁護の支援や成年後見制度の利用促進をさらに推進するため、 

弁護士、司法書士、社会福祉士及び行政書士（以下「専門職等」という。）によ

る専門的助言等の支援の確保や、関係機関との連携を行う際の要となる機関とし

て、「中核機関」を設置することとします。 

中核機関は、地域において成年後見制度の利用が必要な方の支援を行い、専門

職等による助言の確保や各関係機関との連携・協力する体制を構築することによ

って、後述する「地域連携ネットワーク」の要となる役割を担います。 

本市では、令和４年４月１日から「えびな成年後見・総合相談センター」を本

計画の中核機関に位置付けることとし、以下の４つの機能に基づいて事業を行い

ます。 

 

国の計画における中核機関の４つの機能に基づく事業及び事業内容 

事業 事業内容 

① 広報機能 

関係機関への制度の周知啓発 

成年後見制度に係る講演会・研修会などの開催 

成年後見制度の普及啓発 

② 相談機能 

後見利用の一般的な事項に関する相談支援 

申立に関する相談支援 

専門職等による専門相談支援 

③ 
成年後見制度 

利用促進機能 

ア 受任者調整（マッチング）等の支援 

イ 市民後見人の育成と活動の支援 

ウ 日常生活自立支援事業等関連制度からのス

ムーズな移行 

④ 後見人支援機能 市民後見人や親族後見人の支援 
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本市では、平成２８年７月のセンター開設以降、以下の事業に継続して取り組

んできました。 

令和４年４月にセンターを中核機関として位置付けるにあたり、取り組んでき

た事業の継続と拡大を行い、国の求める中核機関の４つの機能をすべて満たす形

で、中核機関として事業を行っていきます。 

 

【国が求める中核機関の機能と、センターがこれまで取り組んできた事業】 

国が求める 

中核機関の機能 

えびな成年後見・総合相談センター 

機能 事業 

① 

広報機能 

成年後見推進機能 

権利擁護推進機能 

パンフレットの作成 

講演会の開催 

情報共有会議の開催 

② 

相談機能 

成年後見推進機能 

権利擁護推進機能 

総合相談機能 

日常的な相談体制 

専門職等による相談 

アドバイザリー派遣 

③ 

成年後見制度 

利用促進機能 

成年後見推進機能 

総合相談機能 

受任調整会議の開催 

市民後見人候補者名簿の

作成 

市民後見人のスキルアッ

プ研修の開催 

関係機関との研修の実施 

④ 

後見人支援機能 

総合相談機能 

成年後見推進機能 

日常的な相談体制 

専門職等による相談 

関係機関との研修の実施 

                 ※事業の内容は、令和３年４月時点のものです。 
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（１）広報機能 

事業番号 ① 事業 広報機能 

事業内容 〇関係機関への制度の周知啓発 

〇成年後見制度に係る講演会・研修会などの開催 

〇成年後見制度の普及啓発 

事業の 

方向性 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

〇パンフレットの配布 

〇講演会の開催  

〇情報共有会議の開催 

〇パンフレットの配布 

〇講演会の開催  

〇情報共有会議の開催 

〇パンフレットの配布 

〇講演会の開催  

〇情報共有会議の開催    

   

成年後見制度は、本人の生活を守りその権利を擁護するための大切な手段で 

す。地域連携ネットワークに参加する行政、関係機関、専門職等及び関係者(福

祉、医療、地域等の分野において本人の支援を行う者をいう。以下同じ。)は、

成年後見制度が本人の生活を守り権利を擁護する重要な手段であることの認識を

共有し、相談者や利用者への啓発活動を行います。 

本市では、地域における成年後見制度の理解が深まるよう、センターにおい

て、パンフレットの作成・配布、ホームページの活用、講演会や専門職等によ

る相談の開催など、様々な手法や媒体を活用して周知啓発を行っています。 

また、センターにおいて、行政、関係機関及び専門職等による情報の共有と

成年後見制度の効果的な利用促進を目的とする「えびな成年後見・総合相談セ

ンター情報共有会議」（以下「情報共有会議」という。）を定期的に開催して

おり、成年後見制度による支援を必要とするケースや制度の活用が有効なケー

スを共有し意見交換を行うことによって、権利擁護支援に対する意識を高め、

地域における成年後見制度の利用促進を図っています。 

今後も取組を継続することで、市民や関係機関をはじめとする地域全体に成

年後見制度の理解が図られることにより、権利擁護支援を必要としながらも自

ら声をあげられないケース等を発見し、支援につなげることを目指します。 
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（２）相談機能 

事業番号 ② 事業 相談機能 

事業内容 〇後見利用の一般的な事項に関する相談支援 

〇申立に関する相談支援 

〇専門職等による専門相談支援 

事業の 

方向性 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

〇市民からの相談受付 

〇関係機関からの相

談受付 

〇専門職等による相

談受付 

〇市民からの相談受付 

〇関係機関からの相

談受付 

〇専門職等による相

談受付 

〇市民からの相談受付 

〇関係機関からの相

談受付 

〇専門職等による相

談受付 

 

中核機関は、成年後見制度の利用に関する相談に対応する体制を構築します。 

首長からの申立を含め、権利擁護支援が必要なケースについて関係者及び市民

からの相談に応じ、申立に関する支援を行います。 

また、地域における権利擁護支援の情報を集約するとともに、必要に応じて

専門職等の団体の支援を得て、成年後見制度の利用の必要性の精査と、権利擁

護に関する見守り体制についての調整を行います。 

本市では、センターの総合相談機能を生かし、関係者及び市民からの相談に

対応しています。今後も総合相談を継続し、本人の生活を守り、権利を擁護す

る観点から、本人の意思決定を支援するために必要な情報提供を行います。 

また、市内の関係機関とも連携して、後見類型だけではなく、保佐・補助類

型の利用の可能性や成年後見制度の利用以外の方法での権利擁護支援も考慮し

て総合的な相談に応じます。 
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（３）成年後見制度利用促進機能 

事業番号 ③ 事業 成年後見制度利用促進機能 

事業内容 〇受任者調整（マッチング）等の支援 

〇市民後見人の育成と活動の支援 

〇日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行 

事業の 

方向性 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

〇受任調整会議による成年後見人等候補者の調整 

〇市民後見人名簿登録者のスキルアップ研修の実施 

〇日常生活自立支援事業を行う機関との定期的な連絡調整 

 

 ア 受任者調整（マッチング）等の支援 

中核機関は、専門職等の団体及び法人後見を行う法人と連携するととも

に、市民後見人候補者の名簿を整備することによって、円滑に後見人候補

者の人選を行います。中核機関が後見人候補者を推薦するに当たっては、

本人の状況や抱える課題等に応じて、後見人を含め、親族や関係者による

本人の支援体制を考慮し、適切な後見人候補者の選定を行います。 

本市では、センターで定期的に開催している「えびな成年後見・総合相

談センター受任調整会議」（以下「受任調整会議」という。）において、

受任者調整を行う必要があるケースについて、それぞれのケースにふさわ

しい専門職等又は市民後見人などを成年後見人候補者として検討していま

す。 

今後センターにおいて受任者調整を行う際には、本人の状況等に鑑み、

市民後見人や専門職等による後見だけでなく、法人後見、複数の専門職等

による後見又は専門職等から親族後見人へのリレー形式での後見など、本

人の課題や状況を考慮して候補者を幅広く検討することによって、課題解

決や意思決定支援が最大限可能となるマッチングを行うよう努めます。 
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また、本人に後見人になるにふさわしい親族がいる場合、本人の状況に

応じて当該親族と相談や申立支援を行う等の方法によって、当該親族が円

滑に後見人に選任され、その活動を行うことができるように支援を行いま

す。 

上記の後見人候補者の適切な推薦や後見人への支援のため、必要に応じ

て家庭裁判所に後見人候補者の情報を提供する等、司法との連携協力に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えびな成年後見・総合相談センターのパンフレット（抜粋） 
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 イ 市民後見人の育成と活動の支援 

市民後見人は、成年被後見人、被保佐人及び被補助人（以下「被後見人」 

という。）の生活課題を解決するにあたり、地域に住む身近な存在として

本人の立場を理解し、地域に根差したきめ細かい対応を行えるという強み

があるため、地域と連携して本人の支援に取り組み、地域福祉の推進を支

える役割の一端を担うものとします。 

中核機関は、市民後見人養成講座等を通じて成年後見制度や地域福祉に

関する幅広い分野の知識や技術、活動上の倫理を身につけた者を市民後見

人として名簿に登録し、後見人として活動を行う際の支援を行います。 

本市では、市民後見人養成講座を実施し、それを修了した者を市民後見

人候補者名簿に登録しており、現在も複数の市民後見人が後見人を受任し

て継続的に後見活動を行っています。 

また、本市では、市民後見人候補者名簿登録者に対し、センターにおい

て定期的なスキルアップ研修を行っております。 

今後は、受任中の市民後見人についても、それぞれと情報共有の機会を

設けることによって、後見人の選任の前後を問わず、継続的なサポートを

行っていきます。 

今後も引き続き、市民後見人の育成及び活動の支援に取り組んでいきま

す。 
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ウ 日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行 

日常生活自立支援事業は、判断能力が十分でない人が福祉サービスの利

用手続や金銭管理において支援を受けるサービスであり、利用開始に当た

り医学的判断が求められないこと、生活支援員等による見守り機能を生か

して本人に寄り添った支援が可能であることなどの特徴を有しています。 

本市では、関係機関と連携・協力する中で、日常生活自立支援事業等の

関連制度と成年後見制度との連携強化に努め、日常生活自立支援事業の対

象者のうち保佐・補助類型も含めた成年後見制度の利用が望ましいケース

を早期に発見し、必要に応じてスムーズに成年後見制度の利用に移行でき

るように努めます。 
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（４）後見人支援機能 

事業番号 ④ 事業 後見人支援機能 

事業内容 〇市民後見人や親族後見人の支援 

事業の 

方向性 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

〇市民後見人や親族後見人からの相談受付 

〇市民後見人との定期的な個人面談の実施 

 

中核機関は、親族後見人や市民後見人からの日常的な相談に応じるとともに、 

専門的知見が必要であると判断された場合において、専門職等による支援を受

けることができるよう、専門職等の団体の協力を得ながら、意思決定の支援、

身上保護を重視した後見活動が円滑に行われるよう支援します。 

また、本人に身近な親族及び関係者がチームとなって日常的に本人を見守り、 

法的な権限を持つ後見人と共に本人の状況を継続的に把握し適切に対応するこ

とができるよう、地域における体制作りを推進します。 

本市では、センターの総合相談機能を生かし、親族後見人や市民後見人から 

の日常的な相談に対応し、必要に応じて相談者と専門職等の相談の場を設ける、 

又は、相談者の個人情報に配慮しつつ家庭裁判所に情報を提供する等の方法に

よって、親族後見人や市民後見人が円滑に本人の支援が行えるよう、後見活動

の支援を行っていきます。 

 また、関係機関に対し、成年後見制度についての研修の機会や情報共有の場

を設けることによって、後見人と本人に関わる関係者がチームとなって本人を

継続的に支援することの重要性を周知し、後見人が関係者と共に円滑に本人を

支援することができる体制作りに努めていきます。 
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（５）その他の機能 

（１）から（４）までの４つの機能が充実することにより、成年後見人等

や本人を支援する関係者が不正を発見した際の相談先が明確になり、専門職等 

と連携した見守り体制を構築できることから、不正防止の効果も期待できます。 

成年後見制度における不正事案は、成年後見人等の理解不足・知識不足か

ら生じるケースが多くなっていますが、市内の関係機関の連携強化や本人を支

援する関係者での見守り体制を整備することで、成年後見人等が孤立すること

なく日常的に相談等を受けられるようになり、不正の発生を未然に防ぐことが

できます。 

また、見守り体制が構築されれば、仮に成年後見人等が本人に対する経済

的虐待や横領等の不正行為に及んだとしても、本人を支援する関係者がその兆

候を早期に把握して市内の関係機関と連携して対応することが可能となり、被

害を最小限に食い止めることにもなります。 
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施策２ 地域連携ネットワークの構築 

地域連携ネットワークは、全国どの地域においても、必要な方が、本人らしい

生活を守るための制度として成年後見制度を利用できるよう、地域における相談

窓口を整備し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みです。行政、中核

機関、地域の関係機関、関係者等が連携して地域連携ネットワークを構築するこ

とにより、中核機関と共に先の中核機関の４つの機能の実行に努め、本人及び後

見人の支援を行います。（具体的な役割は、次ページに記載のとおりです。） 

本市では、センターにおいて、成年後見制度を含めた権利擁護について、各地

域の課題の検討や個人情報に配慮した形で具体的な事例の概要を共有する情報共

有会議を定期的に開催しています。 

今後は、これまでに培った協力体制を発展させることによって、権利擁護に間

接的に関わる関係者等を広く含んだ地域のネットワーク体制の強化に取り組みま

す。 

地域連携ネットワークは、その体制の中に、後述する「チーム」及び「協議会

」の仕組みを持つものとします。 

 

    地域連携ネットワークイメージ図（厚生労働省作成資料から抜粋） 
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地域連携ネットワークの具体的な役割 

１ 権利擁護支援の必要な人の発見と支援 

    行政、中核機関、関係機関等が行う相談や地域における見守り活動によ

り、権利擁護に関する支援が必要な方（財産管理や必要なサービスの利用

手続を自ら行うことが困難な状態であるにも関わらず必要な支援を受けら

れていない方、虐待を受けている方等）の早期発見に努め、速やかに必要

な支援に結びつけます。 

 

２ 早期の段階からの相談・対応体制の整備 

早期の段階から、任意後見や保佐・補助類型といった選択肢を含めた

成年後見制度の利用について、個々の事情に応じた適切な権利擁護支援

の相談ができるよう、市内の関係機関や中核機関などの地域における身

近な相談窓口を有効に活用します。 

また、本人の意向や個人情報に配慮した上で、行政、中核機関、関係

機関等が相互に権利擁護支援に関する具体的な事例の情報を共有するこ

とで、制度の利用が必要と思われる人を早期に発見し、支援につなげる

ことができる体制を整備します。 

 

３ 意思決定支援・身上保護を重視した支援体制の構築 

成年後見制度を、本人の自己決定権を尊重し、身上保護を重視した本

人らしい生活を守るための制度として利用できるよう、本人の意思、心

身の状態及び生活の状況等を踏まえた運用を可能とする地域の支援体制

を構築します。 
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（１）「チーム」 

事業番号 ⑤ 事業 「チーム」 

事業内容 〇後見人と本人に関わる関係者が「チーム」として本人を継続的に

支援することの重要性の周知啓発 

事業の 

方向性 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

〇地域包括支援センター、障がい者相談事業者、民生委員等の 

チームに関わる関係者への広報（パンフレットの配布など） 

 

「チーム」とは、協力して日常的に本人を見守り、本人の意思や状況を継続的

に把握し、必要な対応を行う仕組みです。 

具体的に「チーム」とは、地域における本人の見守りを行う親族や地域関係者、 

本人に介護保険や障がい福祉サービスを提供する事業者や本人と継続的に関わる

一次的相談事業者など、本人の支援を行う親族及び関係者で構成されます。成年

後見制度の利用開始後においては、それらの親族及び関係者に後見人が加わる形

で、個々のケースにおいて多方面から広く本人の支援を行います。 

これらの親族、関係者及び法的な権限を持つ後見人が、定期的に本人の見守り

を行い、本人の希望や必要に応じてその情報を共有することによって、本人の意

思や状況をできる限り継続的に把握し、「チーム」として本人の支援を行うこと

を目指します。 

本市では、センターにおいて、「チーム」に関わる関係機関、関係者等に対し、 

後見人と本人に関わる関係者がチームとなって本人を継続的に支援することの重

要性の周知啓発を行います。 
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  「チーム」イメージ図 

（「市町村成年後見制度利用促進基本計画策定の手引き」から抜粋） 
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（２）「協議会」 

事業番号 ⑥ 事業 「協議会」 

事業内容 〇成年後見制度を含む権利擁護支援に関する地域課題の検討 

〇本計画の進捗状況の確認 

事業の 

方向性 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

〇情報共有会議における地域課題の検討 

〇運営委員会における本計画の進捗状況の確認 

 

「協議会」とは、専門職等の団体や関係機関の協力・連携体制を強化するとと

もに、地域における課題の検討及び計画の進捗状況の確認を行う合議体のことを

言います。 

本市では、センターにおいて定期的に開催している情報共有会議で各地域の課

題の検討や個人情報に配慮した形で具体的な事例の概要の共有を行っています。

今後、当会議を「協議会」に位置付け、課題や具体的な事例の概要の共有を行う

ことによって、本人や本人を支援する関係者の支援を行えるような地域の体制作

り及び専門職等の団体や関係機関の協力・連携体制の強化推進に取り組むととも

に、地域課題の検討を行います。 

併せて、センターの運営について定期的に協議を行う「えびな成年後見・総合

相談センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）」を、情報共有会議と

共に海老名市の「協議会」に位置付け、運営委員会において、本計画の進捗状況

の確認を行います。 

情報共有会議及び運営委員会が役割を果たすことによって、海老名市における

「協議会」の機能を担うものとします。 
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【海老名市における「協議会」のあり方】 

市町村は、促進法及び国計画に基づき、専門職等の団体や関係機関が連携体制

を強化し、自発的に協力する体制作りを進める合議体として、「協議会」を設置

する必要があります。 

「協議会」は、必ずしも１つの会議体である必要はなく、複数の会議体を活用

して国が求める役割を果たすことができます。 

海老名市では、情報共有会議及び運営委員会の２つの会議体を併せて「協議会

」とし、それぞれの役割に応じた議題及び構成員で国の求める「協議会」として

の役割を果たします。 

  

 協 議 会 

情報共有会議 運営委員会 

役割 地域の課題の検討 計画の進捗状況の確認 

事務局 中核機関 

（えびな成年後見・総合相談センター） 

構成員 地域包括支援センター、 

障がい者相談支援事業者、 

行政職員 

その他センターが必要と認めた機関 

（司法書士、社会福祉士、行政書士）

弁護士、司法書士、 

社会福祉士、行政書士、 

学識経験者（市内福祉団体代表）、 

行政職員 

その他 弁護士が事務局として参加 横浜家庭裁判所がオブザーバーとし

て参加 
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施策３ 成年後見制度の利用支援 

本人の意思決定を尊重し、成年後見制度の適切な利用を支援するため、以下の

事業を行います。 

 

（１）市民後見人の活用 

事業番号 ⑦ 事業 市民後見人の活用 

事業内容 〇新たな市民後見人の養成 

〇市民後見人を後見人候補者とする受任者調整 

事業の 

方向性 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

〇市民後見人の養成

講座（基礎研修）

の実施   

〇市民後見人の受任

者調整 

〇市民後見人の養成

講座（実践研修、

実務研修）の実施 

〇市民後見人の受任

者調整 

〇市民後見人養成講

座修了者の名簿登

録      

〇市民後見人の受任

者調整 

 

より多くの成年後見制度の担い手を育成するため、市民後見人の活用に取り

組み、その資質の向上を図ります。 

本市では平成２４（２０１２）年度から市民後見人養成講座を開設しており、 

令和２（２０２０）年度までに１１人が修了し、令和３年４月時点で６名が市

民後見人候補者名簿に登録しています。本計画の期間において、新たに市民後

見人養成講座を開催し、市民後見人の更なる養成を行います。 

また、今後成年後見制度の利用が拡大することによる専門職等の後見人の不

足に対処するため、法人との複数後見や専門職等から市民後見人へのリレー形

式での後見など、受任の方法を幅広く検討することによって市民後見人の積極

的な活用を図ります。 
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（２）成年後見制度の利用に関する助成制度 

事業番号 ⑧ 事業 成年後見制度の利用に関する助成 

事業内容 〇成年後見制度に係る報酬費用の助成対象の拡大 

〇審判申立に係る費用の助成 

事業の 

方向性 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

〇要綱改正による報

酬費用の助成対象

の拡大 

〇審判申立に係る費

用の助成 

〇報酬費用の助成の実施 

〇審判申立に係る費用の助成 

    

成年後見制度の利用者に対する支援を拡充させるため、成年後見人等への報酬

助成について必要な見直しを検討します。 

本市では、海老名市長が家庭裁判所に後見開始の審判申立（保佐及び補助開始

の審判申立を含む。以下同じ。）を行ったケースについて、「成年後見制度に係

る報酬費用の助成に関する要綱」に基づき、被後見人が生活保護法の被保護者で 

ある場合等には、成年後見人等に支払う報酬を助成し、後見人が適切に身上保護、 

財産管理を行い、被後見人の生活を守ることができるよう支援しています。 

   今後、成年後見制度の利用促進に取組むにあたり、報酬の助成を行う申立種別

や生活保護法の被保護者等に限っている対象者の要件を見直し、報酬の助成を受

けられる被後見人の範囲の拡大を図ります。 

また、後見開始の審判申立に係る費用の助成制度を新設し、申立費用の助成を

行います。 
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（３）意思決定支援 

事業番号 ⑨ 事業 意思決定支援 

事業内容 〇関係機関に対する意思決定支援の重要性の周知啓発 

事業の 

方向性 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

〇意思決定支援をテーマとした研修会の実施 

 

   成年後見制度をはじめとする権利擁護支援は、意思決定の中心に本人を置いた

意思決定支援の理念に基づいて行う必要があります。権利擁護支援を行うにあた

っては、厚生労働省、最高裁判所等による意思決定支援ワーキング・グループ作

成の「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」に則り、本人の意思決

定に必要な情報を提供すること及び本人の意思や考えをできる限り尊重した支援

を行うことが重要です。 

本市では、市内の関係機関に対して、意思決定支援の重要性を周知啓発するこ

とによって、より一層意思決定支援の理念を重視した権利擁護支援が行えるよう

な体制作りに取り組みます。 

また、関係機関との連携・協力によって、補助や保佐類型を含めた成年後見制

度や日常生活自立支援事業の利用などの権利擁護支援が必要なケースの早期発見

に努めることで、継続的かつ長期的に本人の意思を汲む支援が可能となります。 
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「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度利用促進基本計画においては、後見人が本人の特性に応じた適切な配
慮を行うことができるよう、意思決定支援の在り方についての指針の策定に向けた検
討を行うこととされています。（中略） 
 これを受けて、最高裁判所、厚生労働省及び専門職団体をメンバーとするワーキン
グ・グループが立ち上げられ、令和元年５月以降、このワーキング・グループにおい
て、指針の策定に向けた検討を進めてきました。（中略）利用者の立場を代表する団 
体からのヒアリング等を行い、最終的なとりまとめに向けた検討を進めてきましたが、 
「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」が完成しましたので、これを公
表します。 

（最高裁判所ホームページから抜粋）
https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp5/ishiketteisien_kihontekinakangaekata/index.html 

 
◇ガイドラインにおける意思決定支援及び代行決定のプロセスの原則◇ 
(1) 意思決定支援の基本原則 
第１ 全ての人は意思決定能力があることが推定される。 
第２ 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなければ、 

代行決定に移ってはならない。 
第３ 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能力がない 

と判断してはならない。 
(2) 代行決定への移行場面・代行決定の基本原則 
第４ 意思決定支援が尽くされても、どうしても本人の意思決定や意思確認が困難な場

合には、代行決定に移行するが、その場合であっても、後見人等は、まずは、明
確な根拠に基づき合理的に推定される本人の意思（推定意思）に基づき行動する
ことを基本とする。 

第５ ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意思等が本人に
とって見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合には、後見人等は本人の
信条・価値観・選好を最大限尊重した、本人にとっての最善の利益に基づく方針
を採らなければならない。 

第６ 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点からこれ以上意
思決定を先延ばしにできず、かつ、他に採ることのできる手段がない場合に限
り、必要最小限度の範囲で行われなければならない。 

第７ 一度代行決定が行われた場合であっても、次の意思決定の場面では、第１原則に
戻り、意思決定能力の推定から始めなければならない。 

（「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」より一部抜粋） 


