高 齢 者 の 権 利 を 守ります

ご存じですか？ 成年後見制度
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を保護し、支援する
ための制度です。選任された支援者が法律行為の契約などを代理します。

次のような行為が支援されます
財産管理

身上監護

本人の預貯金・不動産などの
財産管理や契約など

生活の維持・向上のための医療契約・介護
サービス利用契約・申請などの法律行為

左記のような法律行為など
を、支 援 す る 人（成 年 後 見 人 等）
が本人に代わって行ったり、不
利益な契約について取り消した
りすることができます。

高 齢 者 の 権 利 を 守ります

高齢者虐待防止
と 成年後見制度

現在 の判断能力の違いにより、成 年 後 見 制 度は
任 意 後 見制度 と 法定 後見 制度 の２ つ に分か れま す

判断能力が不十分になる前に将来に備えておく

任意後見制度

現在は判断能力のある方が、あらかじめ「誰」に「どのような支援をしてもらうか」を自分自身
で決め、契約しておく制度です。
対象者

支援する人

権利

判断能力がある方

任意後見人

本人との契約で定めた行為

本人の判断能力が不十分になってからの申請

法定後見制度

利用する方の判断能力に応じて、支援する人（成年後見人等）が家庭裁判所により選ばれます。
対象者

支援する人

権利

後見

判断能力がない方

成年後見人

本人が行うすべての法律行為。日常生活に関する行為（日用
品の購入など）
は除く。

保佐

判断能力が著しく
不十分な方

保佐人

本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為。ま
た、
本人が行った重要な法律行為に関する取り消し。

補助

判断能力が
不十分な方

補助人

本人の同意を得た上で、本人が選択して家庭裁判所が定め
た範囲の法律行為。

利用の流れ

まずは、
本人や親族等が本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。
その後、
裁判所の審判などを経て、
成年後見人等が支援を開始します。

ご自身や家族の金銭管理・法律的な手続きなどに不安がある方は、まずは
地域包括支援センターへ相談しましょう。適切な関係機関への紹介を行います。

「高齢者が虐待にあった」「高齢者が悪質な訪問販売の被害
にあった」など、高齢者やその家族等が不安に思う事件が後
を絶ちません。
高齢者の虐待防止と成年後見制度について理解を深め、み
んなが安心できる社会をつくっていきましょう。
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高齢者虐待防止のために
知っておきたいこと

認知症を正しく理解しましょう
虐待を受けている高齢者の 6 割に認知症の症状がみられるという調査結果もあります。
認知症の方の介護では、その言動に戸惑ったり、混乱したりすることもあると思います。家族や身近な人が認知症

高齢者虐待を防ぐポイントは、
早期発見と介護負担の軽減です。
近所の見守り、日常的な声かけなど、地域ぐるみの対応や社会サービス
を活用することが解決の糸口となります。

こんな行為は「高齢者虐待」
です
暴力をふるう
（身体的虐待）

侮辱や脅迫、無視する（心理的虐待）

●殴る、
ける、つねる、
たたくなどをする

●悪口を言う、
罵倒する、
恥をかかせるなどの言葉

●ベッドに縛りつけるなどの身体拘束

●意図的に無視をする

放っておく
（介護･世話の放棄､放任）

現金を渡さない（経済的な虐待）

●食事を与えない、
入浴をさせないなど

●年金や預貯金などを勝手に使う

●適切な介護や支援の制限

●日常生活に必要な現金を
渡さない・使わせない

になったときにも落ち着いて対処できるように、
認知症を正しく理解しましょう。

認知症とは

早期診断が重要です

認 知 症は、単にもの忘れがひどくなった状 態ではな

●早期治療することで回復することもあります

く、脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などの

●進行を遅らせることができることもあります

障害がおこり、普通の社会生活が送れなくなった状態を

●早期に診断することで、記憶や意志がはっきりしてい
るうちに、本人自身がさまざまな意思表明をできます

いいます。

認知症にみられる症状
認知症になると記憶障害や判断力の低下が起こるほ
かに、人によっては、怒りっぽくなったり、不安になった
り、異常な行動をとることもあります。
認知症の方の介護は、何度も同じことを聞かれる、一
生懸命に介護をしても暴言を吐かれるなど、一般の介護
以上に大変な面があります。介護のストレスを緩和する
ためにも認知症の症状を理解しておくことが大切です。

性的な暴力をふるう（性的虐待）
●本人がいやがる性的な暴力・いたずら

高齢者虐待に気づいたら

●下半身を裸にして放置する

虐待を発見したとき、虐待の疑いがあるときは、地域包括支援センター

気づかないうちに
虐待になっているかも…？
虐待している人の半数以上、虐待されている約 3
割の人に自覚がないという調査結果が出ています。
相手のことを思いやっているつもりが、虐待につ
ながっていることもありますので、高齢者への対応
の仕方をもう一度見直してみましょう。

や市の担当窓口に連絡しましょう。早期に発見して、第三者が介入するこ

こんなことも虐待です
はいかい

●認知症で徘徊するので、
部屋から
出さない

とで、
深刻な事態になることを防ぐことができます。
虐待を受けている高齢者自身も連絡できます。家族に遠慮したり、恥ず
かしがったりせずに連絡することが大切です。

●認知症で何度も同じことを
聞かれるので、つい怒鳴ってしまう

通報者は不利益を受けないように法律で定められています。

●転ぶと危険なので、
ベルトなどで固定し続ける

●川越市地域包括支援センター：お住まいの地域ごとに設置されています

●失禁しないようにと水分をあまり与えない
●失禁したことに罰を与えたり、ののしったりする

地域で暮らす高齢者のみなさんを保健・医療・福祉・介護など様々な面から総合的に支える機関です。
どうぞ、一人で抱え込まずにご相談ください。
名

頑張りすぎないことも必要です

頑 張 り す ぎ な い ポ イ ント

称

所在地（川越市）

TEL

FAX

地域包括支援センター

キングス・ガーデン

石原町 1-27-7

299-6760

229-5855

地域包括支援センター

小仙波

小仙波町 3-16-13 B02

227-7878

227-6106

地域包括支援センター

連雀町

連雀町 31-2

229-5332

227-4026

地域包括支援センター

よしの

鴨田 3355-1

298-7807

223-3603

●地域の公的サービスを利用する

地域包括支援センター

たかしな

砂新田 4-1-4

291-6003

291-6004

ります。介護の負担を軽減するためには、介護保険

●気分転換をする

地域包括支援センター

みずほ

中台南 1-19-4

241-3676

247-7101

などのサービスをうまく利用することが大切です。

●一人で抱え込まないで仲間をつくる

地域包括支援センター

だいとう

南台 2-11-4

249-7766

249-7768

●介護に関する知識を深め、情報を集める

地域包括支援センター

かすみ

かすみ野 2-1-14

234-8181

234-8182

地域包括支援センター

みなみかぜ

吉田 204-2

239-0003

234-6132

高齢者虐待の原因のひとつには、
「介護疲れ」があ

