
魚沼市による身寄りのない人へ
の支援に関するガイドライン

とき：令和３年８月２６日（木） １４時～

場所：霧島市国分総合福祉センター／ZOOM

シンポジウム

「『身寄り』がなくても安心して暮らせる共生のまちを目指して」



魚沼市の紹介
・平成16年11月1日に６か町村が合併して誕生。

・人口34,904人（R3.3）

・世帯数世帯13,247世帯

・高齢化率32.9％（H27）

・障害者手帳所持者

身体1,413人、知的373人

精神400人

・自殺死亡率34.4‰（R1）

志布志市

人口31,479人

高齢化率32.9％

面積

946.8㎢⇔290.28㎢



〇ガイドライン策定の背景と経緯
〇ガイドラインの概要
〇支援シートの解説
〇今後の展望

本日お話しする内容



ガイドライン策定の背景と経緯
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利用者プロフィール

氏名：Ａさん（８８歳／女性）
居住状況：市営住宅で一人暮らし
身体状況：認知症・知的障害の疑い
親族状況：息子がいるらしいが所在不明

病院で延命治療の意向確認を迫られた

身寄りがないことで困った事例①
事例１

認知症はありながら福祉サービスを利用しながら一人暮らしをしていたＡさんが、肺炎を起こして病院に救急搬送さ
れた。成年後見人が就いていることで入院手続きは滞りなく済んだが、翌日、看護師から人工呼吸器設置の判断を成
年後見人に迫られた。

とりあえずの対応

看護師には、後見人には判断できないことを伝えた後、包括支援センターと市福祉課から集まってもらい、対応につ
いて協議した。また、これまでＡさんに関わった関係者に、「Ａさんだったらどう答えると思うか」を聞いて回り、Ａさんの
意思（推定）を病院に伝えた。

トラブル発生‼



・・・ＡＣＰの普及、互助組織の構築

※親族の同意がなければ治療ができないということとは違う問題
→「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関す

るガイドライン」で、身元保証人・身元引受人等がいないことを前提とした医療機関
の対応方法を示している。

事例の問題点

成年後見人に対する過剰な役割期待
・・・制度の正しい知識の普及

延命治療等に対する本人の意向が分からな
い（伝える人がいない）
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利用者プロフィール

氏名：Ｂさん（８０歳／男性）
居住状況：特養入所中
身体状況：認知症
親族状況：県外に長男夫婦がいるが関係拒否

親族の拒否があり亡くなった後の手続きが心配

身寄りがないことで困った事例②
事例２

酒癖が悪く、酔っては妻や息子にも暴力をふるっていた。それが原因で長男が中学３年生の時に離婚。それ以
来、家族との連絡はない。３年前に施設入所にあたり成年後見制度を申立てるが、長男に申立の意向確認の文
書を郵送したところ受け取りを拒否された。成年後見人が就いたことでなんとか施設入所はできたが、亡くなった
後の手続きをしてくれる人がいない。

とりあえずの対応

死後の意向を成年後見人が本人に確認。先祖代々の墓や檀家寺は確認できたが、火葬などの死後手続きを誰が
行うのか（長男がやってくれるのか）、解決されない課題が残された。

トラブル発生‼



事例の問題点

墓地埋葬法9条による市の対応が分からない
・・・本人の希望を確認した上で市との事前協議が必要

墓地埋葬法9条

死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わ
なければならない。

２ 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡
人取扱法（明治３２年法律第９３号）の規定を準用する。

この中で、死亡人においては死体の埋葬または火葬をするように定めています。また、死亡人の取り
扱いに要した費用については、遺留の金銭や有価証券をこれに充てること、それでも足りない場合で、
相続人や扶養義務者がいない時や明らかでない時には、遺留物品を売却してその費用に充てるもの
としています。



身寄りなし問題を考える勉強会
平成31年2月に成年後見制度の普及啓発を目的に「身寄りなし問題を考える」と題して
研修会を開催。参加者から“もっと深く勉強したい”という声から、連続勉強会を開催。

開催日 テーマ 内容 参加者

令和元年
6月20日18:30～

成年後見制度 日常生活自立支援事業と成年後見制度の概要を学ぶ 42人

7月18日18：30～ 身元保証・身元引受
「新潟県における身元保証人等に関する実態把握調査
結果報告書」解説

39人

8月22日18：30～ 医療同意
「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困
難な人への支援に関するガイドライン」読み合わせ

43人

9月19日18：00～ 死後事務 横須賀市の終活支援について学ぶ 73人

10月17日18：30～ 振り返り これまでの勉強会を振り返りと今後の展望を考える 30人

■連続勉強会
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ガイドラインの概要



ガイドライン策定構成員・・・（21ページ） ※役職は策定当時

≪策定委員≫

氏 名 選出母体

布施 克也 一般社団法人小千谷市魚沼市医師会理事

井口 峰子
公益社団法人
新潟県看護協会うおぬま支部 支部長

樋口 賢二 社会福祉法人魚沼更生福祉会六花園 園長

鈴木 勝彦
社会福祉法人魚沼福祉会
特別養護老人ホーム 美雪園 園長

枝村 和枝 新潟県介護支援専門員協会 会員

竹内 隆志 新潟県魚沼地域振興局健康福祉部 部長

山之内 康浩 魚沼市消防本部消防長

小島 勉 魚沼市市民福祉部 副部長

下村 耕平 社会福祉法人魚沼市社会福祉協議会 事務局長

氏 名 所 属

北島 正子 在宅医療推進センター コーディネーター

佐藤 トモ子 魚沼市立小出病院地域医療連携室 地域医療連携科長

桜井 祐子
社会福祉法人魚沼福祉会
特別養護老人ホームうかじ園 生活相談員

大平 妙子 魚沼市社会福祉協議会介護福祉課 課長

勝 高太郎 うおぬま相談支援センター センター長

星 頼久 杵渕行政書士法人星事務所 行政書士

脇本 和則 魚沼市消防本部警防課救急係長

高橋 朋子 魚沼市市民福祉部市民課 課長

坂大 聡 魚沼市市民福祉部福祉支援課生活支援係 係長

星野 未菜美 魚沼市地域包括支援センター 社会福祉士

≪編集部員≫

氏 名 所 属

片沼 貴志 片沼・橋本法律事務所 弁護士

須貝 秀昭 身寄りなし問題研究会 代表

≪アドバイザー≫

ガイドライン .pdf


ガイドラインの目的・・・（1ページ）

１．本人の権利擁護支援
身寄りのない人がスムーズに医療・介護・福祉・その他のサービスを受けら
れるようになること

２．支援者の支援
身寄りのない人に関わる支援者の不安や負担を軽減すること

３．成年後見制度の普及啓発
成年後見制度の正しい知識の普及によって、
医療・介護関係者と成年後見人等との連携強化

ガイドライン .pdf


ガイドラインの基本的な考え方・・・（1ページ）

対応策を明記

１．対象者

ガイドラインの支援の対象である「身寄りのない人」とは

①家族や親族が全くいない人

②家族や親族がいても様々な理由で支援を受けられない人

・・・疎遠、関係を拒絶されている。
・・・遠方に居住

ガイドライン .pdf


ガイドラインの基本的な考え方・・・（1ページ）

対応策を明記

２．チームによる自己決定の尊重・意思決定支援

すべての支援は本人の意思に基づき提供されることが基本。意思疎通が困

難でも、本人には意思があり意思決定能力を有するということを前提に意思

決定を支援する。

その際、一人の支援者の独断ではなく、チームにおいて本人の情報を収集

し記録し共有することが大切。

ガイドライン .pdf


A：自宅で起こる問題

（１）災害時及び救急搬送時の緊急連絡先
（２）福祉サービスの利用契約やケアプラン等の同意
（３）預貯金の払戻しや公共料金等の支払いなど金銭管理
（４）葬儀や遺品の処分などの死後事務
（５）賃貸住宅への入居
（６）空き家の問題

身寄りのない人への具体的な対応・・・（2ページ～）

B：病院・施設で起こる問題

（１）緊急連絡先
（２）入院費及び施設利用料の支払い
（３）日用品等の準備・購入
（４）入院計画書やケアプラン等の同意
（５）医療行為（手術、予防接種など）の同意
（６）退院・退所の際の居室の明け渡し及び退院・退所先の確保
（７）亡くなった際の遺体の引き取り及び居室の明渡し 対応策を明記

❖判断能力の状態

①本人の判断能力が十分
な場合

②本人の判断能力が不十
分で成年後見制度を利用
している場合

③本人の判断能力が不十
分で成年後見制度を利用
していない場合

ガイドライン .pdf


身寄りのない人への具体的な対応・・・（3ページ～）

（１）災害時及び救急搬送時の緊急連絡先（３ページ）
事前の備えが大切！
・自宅に緊急通報装置を設置する（介護福祉課：025-792-9755）
・災害時に避難が難しいことを登録しておく（防災安全課：025-792-9214）
・緊急連絡先や持病などを登録しておく（うおぬま・米ねっと事務局：025-788-0485）

A：自宅で起こる問題

（２）福祉サービスの利用契約やケアプラン等の同意（４ページ）
① 相談機関職員が分かりやすく説明し、本人が契約する。
② 成年後見人等が本人の意向を確認した上で、代理で契約する。
③ 必要に応じて、成年後見制度または日常生活自立支援事業の利用を検討する。
（福祉支援課：025-792-9767／魚沼市地域包括支援センター：025-792-9760／

魚沼市社会福祉協議会：025-792-8181）

（３）預貯金の払戻しや公共料金等の支払いなど金銭管理（４ページ）
①本人が自ら管理する。必要に応じて、日常生活自立支援事業や任意後見制度の利用を検討する。

（魚沼市社会福祉協議会：025-792-8181）

② 成年後見人等が本人に確認した上で、代理で支払う。
③ A－（２）－③と同じ。

ガイドライン .pdf
身寄りのない人への支援に関するガイドライン.pdf


身寄りのない人への具体的な対応
A：自宅で起こる問題

（５）賃貸住宅への入居（５ページ）
大家や民間の不動産会社などに、保証人不要を求めることは困難であり、今後、新たな住宅セーフティネット制度の促進
を検討する。

（６）空き家の問題（５ページ）
事前に空き家対策を検討する。
・空き家バンクに登録する。（地域創生課：025-792-9752）
・あらかじめ遺言及び死因贈与契約を結んでおく。（新潟県弁護士会：025-222-5533／

新潟県司法書士会：025-244-5121／新潟県行政書士会：025-255-5225）

（４）葬儀や遺品の処分などの死後事務（４ページ）
①あらかじめ遺言及び死後事務委任契約を結んでおく。（長岡公証人合同役場：0258-33-5435）

②後見類型の場合、成年後見人が一部の死後事務を行うことができる。
③火葬などを行う者がいない時は、市町村が行う。（福祉支援課：025-792-9767）



身寄りのない人への具体的な対応
B：病院・施設で起こる問題

（１）緊急連絡先（５ページ）
①友人・知人もいない場合は、支援シートを活用して関係者間で役割等を確認しておく。
②成年後見人に緊急連絡先として求める役割を説明して、連絡先となることを依頼する。
③関係機関と支援シートを活用して、緊急時の役割等を確認しておく。また、民生委員・児童委員が把握している場合も
あるので、本人と相談の上で連絡を取る。（民生委員児童委員協議会事務局：025-792-8181）

（２）入院費及び施設利用料の支払い（６ページ）
①原則本人が支払う。本人が経済的に困窮している場合は、生活保護の申請を検討する。

（福祉事務所：025-792-9767／生活困窮者自立支援窓口：025-792-8181）

②成年後見人等が本人に説明した上で、代理で支払う。
③A－（２）－③と同じ。

（３）日用品等の準備・購入（６ページ）
① 本人及び緊急連絡先の方が準備できない場合は、有償ボランティアや介護保険外のサービスで対応する。
② 成年後見人等が、有償ボランティア及び介護保険外のサービスを調整する。
③ 本人の意思が確認できずサービスの契約ができない場合は成年後見制度の申立てを検討する。



身寄りのない人への具体的な対応
B：病院・施設で起こる問題

（４）入院計画書やケアプラン等の同意（７ページ）
①本人が行う。
②本人と成年後見人等に説明し、成年後見人等が本人の代理で署名する。
③支援を尽くしても本人の意思を確認できない場合は、その旨をカルテ等に記載する。

（５）医療行為（手術、延命治療など）の同意（７ページ）
①医師等から十分な説明を受けた上で、本人が最終的な治療方法を選択し同意する。
②・③「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」の考え方を踏まえ、慎重な判断を行う。
（厚労省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html）

（６）退院・退所の際の居室の明渡し及び退院・退所先の確保（７ページ）
①入院・入所に関わった支援者と、本人の意向を確認する。
②上記に成年後見人等を加え相談する。
③成年後見制度の利用を検討する。

（７）亡くなった際の遺体の引き取り及び居室の明渡し（８ページ）
A―（４）と同じ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html


まとめ・・・おわりに（８ページ）

•チームによる支援

チーム作りのツールにしてほしい！

身寄りのないことで起こる問題は多岐にわたり、また、そ
れぞれの背景や事情などによっても対応は異なります。残
念ながら、本ガイドラインでそれらすべてが解決できるわけ
ではありません。最終的には、その人に関わる関係機関の
皆様方が、力を合わせて知恵を出し合いながら、個別に対
応することになるでしょう。そこで大事になるのがチームに
よる支援です。本ガイドラインは、本人を支えるチーム作り
のツールとしてもご活用いただけるものと思っております。

また、チームによる支援を進めるうえでは、本人の意思
決定を支援するという視点を忘れてはなりません。その支
援が真に本人の意思（希望）に基づくものであるためには、
また、身寄りのない人の権利を擁護するという本ガイドライ
ンの目的にかなうためには、常に本人を中心に置き、本人
の自己決定を尊重する姿勢が極めて重要です。

今後は、本ガイドラインを活用した支援の事例を検証し、
より現場に即したものになるよう見直していきたいと考えて
おります。ぜひ、多くの関係機関の皆様方から、本ガイドラ
インをご活用いただき、身寄りがなくても安心して暮らせる
地域づくりを推進していただくことを期待しております。

•関係者で作り上げていくもの
より現場に即したものに改良してい

きたい！

そのためにも使ってください！

•権利擁護、意思決定支援

単なるhow-to本ではなく、意思決定

支援のきっかけにしてほしい！

ガイドライン .pdf


《参考資料》

・身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガ
イドライン（平成30年5月・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班）

・「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン（平成29年2月・半田市
地域包括ケアシステム推進協議会）

・新潟県における身元保証人等に関する実態把握調査結果報告書（平成30年9月・
新潟県立大学）

・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン（平成30年
6月・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（平成30
年3月・人生の最終段階における医療の普及・啓発のあり方に関する検討会）

・意思決定支援を踏まえた成年後見人等の事務に関するガイドライン（平成30年3
月・大阪意思決定支援研究会）

・これからの治療・ケアに関する話し合い－アドバンス・ケア・プランニングー（平成
30年・神戸大学）



支援シートの解説



支援シート
「身寄りなし問題」の本質は、これまでの日本の医療・介護・福祉が家族による支援を前提としてきたことと、本
人の希望や“本人ならこう言うだろう”といった推定意思を伝える仕組み（これも家族の機能）がないことです。
そうした、これまで家族に求められてきた機能・役割を、本人を支えるチームで代替えすることにより、身寄り
がないことにより起こる問題の解決を目指すシートです。

意思決定支援

❖重度の認知症や知的障害があっても、本人には意思があり、意思決定能力を有することを前提として関
わります。

❖本人が判断するために必要な情報を、本人が理解できる分かりやすい言葉や文字、図や絵などで説明し
てください。その際、支援者側の価値判断を挟まず、本人にとっての利益・不利益を一緒に考えていく姿勢が
大切です。
❖本人が安心して意思を表明できるよう、支援者の態度や人的・物的環境の整備に配慮してください。

❖支援を尽くしても本人の意思を確認できない場合は、家族等（法的な意味での親族関係のみでなく、本人
が信頼を寄せ、本人の利益を考え支える人をいいます）から本人の意思を推定できる情報を収集し、それを
基本として本人にとっての最善の方策を検討します。ただし、これは代理代行決定で、意思決定支援とは区別
して理解すべきです。



Assumptionとは？
・感情、意見、行為の根っこにある前提、価値観、信念

・「こうあるべき」「こういうもの」

・自分にとっては「当たり前」で気づきにくい

コミュニケーション不全の原因に！

相手と自分の中にあるAssumptionの違いを知り双方
の長所と短所を認めること
※同意・共感はしなくてOK！



トーキングマットの基本的な使い方
1.獲得目標に沿ったテーマとスケールの内容を決め、本人に説明。
2.テーマに合わせたオプションカードを対象者に1枚ずつ渡し、任意の場所においてもらう。カードに
関連する質問も適宜行う。
3.置かれたカードの意味と置いた場所の変更の有無を確認する。
4.同意を得て写真撮影。ケア記録等に綴じておく。



支援シート

※ガイドライン
（１）在宅時に起こる問題

①災害時及び救急搬送時の緊急連絡先（３ページ）
②福祉サービスの利用契約及びケアプラン等の同意（４ページ）
③預貯金の払戻しや公共料金等の支払いなど金銭管理（４ページ）

（２）入院・入所から退院・退所までに起こる問題
①緊急連絡先（５ページ）
②入院費及び施設利用料の支払い（６ページ）
③日用品等の準備・購入（６ページ）
④入院計画書やケアプラン等の同意（７ページ）
⑥退院・退所の際の居室の明渡しや

退院・退所先の確保（７ページ）

緊急連絡先に関すること

サービスの方針に関すること

利用料の支払い等金銭管理に関すること

入院・入所の準備に関すること

退院・退所に関すること

役割分担シート（様式１）

福祉サービスの利用や入院・入所の際に、本来なら家族等に依頼する役割を、本人を支える支援チームで
分担することで、身元保証人等がいなくてもスムーズにサービスを利用できるようにするものです。
本人の意思に基づく支援であることが重要ですので、会議は原則本人参加で行います。
聞き取った内容をまとめ、本人と支援チームに配布し共有します。

【役割項目】

支援シート/②（様式１）役割分担シート.pdf


支援シート

“もしもの時”の意思確認シート①（様式２-１）
自身が望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組みを
「人生会議（ACP：アバンス・ケア・プランニング）」と呼びます。
そうした話し合いのきっかけにするためのシートです。

“もしもの時”の意思確認シート②（様式２-２）

本人が亡くなった後の、葬儀や遺品の整理などについて、前もって本人の希望を聞き取り、もしもの時に葬
儀を行う人（喪主等）に伝えるためのシートです。

死後事務確認シート（様式３）
本人が亡くなった後の諸手続きについて、事前に支援チームで役割を決めておくためのものです。

※これらのシートは、支援者の関わりが継続していることが前提です。中には一旦シートを作成しても、その後
に支援者の関りがなくなる人もおり、そうした方から聞き取った意思や情報をどのように管理し、いざという時
に伝えられるかは今後の検討課題です。

※ガイドライン
（２）入院・入所から退院・退所までに起こる問題

⑤医療行為（手術、延命治療など）の同意（７ページ）

※ガイドライン
（１）在宅時に起こる問題

④葬儀や遺品の処分などの死後事務（４ページ）

支援シート/③（様式２-１）意思確認シート①.pdf
支援シート/④（様式２-２）意思確認シート② .pdf
支援シート/⑤（様式３）死後事務確認シート.pdf


心臓や呼吸が停止した時

□
人工呼吸や心臓マッサージ等、生命維持のための
最大限の治療を希望する

□ 人工呼吸器や心臓マッサージ等は希望しない

食事を口から食べられなくなった時

□
高カロリー輸液や胃瘻（いろう）などによる継続的な
栄養補給を希望する

□
継続的な栄養補給は希望しないが、点滴などによる
水分補給は希望する

□
点滴などによる水分補給も行わず、自然に最期を迎
えたい

“もしもの時”の意思確認シート①（様式２-１）

自身が望む医療やケアについて、前もって考え、繰り
返し話し合い、共有する取り組みを
「人生会議（ACP：アバンス・ケア・プランニング）」と呼びま
す。
そうした話し合いのきっかけにするためのシートです。

病気が治る見込みがなくても、以下のような延命治療
を希望しますか？

もしもの時の意思確認シート（当初の案）

①希望する治療やケアについて相談している人はいま
すか

②“もしもの時”に治療やケアの判断を任せても良いと
思える方はいますか

③回復が難しい状態になった時、どのような治療を望
みますか

※あなたの考えに沿った治療やケアを
受けるために、あなたが大切にしている
ことや望んでいることを、まずは自分自
身で考え、周囲の信頼する人たちと話し
合い、共有することが重要です。そうした
取り組みを「人生会議（ACP：アドバンス・
ケア・プランニング）と呼びます。

支援シート/③（様式２-１）意思確認シート①.pdf


支援シート活用のタイミング

“もしもの時”の意思確認シート①（様式２-１）

“もしもの時”の意思確認シート②（様式２-２）

死後事務確認シート（様式３）

高齢だし、またいつ体調を
崩して延命治療の判断が
必要になるか心配だわ
（ケアマネジャー）

本人が望む医療や介護を提供
してあげたいから元気なうちに

思いを聞いておこう！
（ＭＳＷ）

近所の人から、この人が亡く
なったら、市が葬式してくれる
の？という相談があった

（市役所職員）

身寄りがないから、ある
程度のことは自分がやら
なきゃだよな。。。
（成年後見人）

本人から自分が亡くなった
後の相談を受けた
（民生委員）

役割分担シート（様式１）

入院することになったけ
ど身元保証人がいない

（病棟看護師）

支援シート/③（様式２-１）意思確認シート①.pdf
支援シート/③（様式２-１）意思確認シート①.pdf
支援シート/③（様式２-１）意思確認シート①.pdf
支援シート/③（様式２-１）意思確認シート①.pdf


魚沼地域（十日町市・魚沼市・南魚沼
市・湯沢町・津南町）の病院や診療所、
調剤薬局、介護施設、訪問看護などを
ネットワークで結び、患者及び利用者
の診療情報や介護情報等を共有する
仕組みです。

この仕組みを利用することにより、効
率的に安全・安心な医療を提供するこ
と及び、救急搬送時の迅速な治療につ
なげられるという効果も期待されます。

うおぬま・米ねっと（http://uonuma-mynet.org/）



①意思決定支援

②終活サポート

意思決定支援研修会を開催

好き嫌いを聞いてもらえる経験を通して、自分の意思を
伝えることに慣れてもらう

「社協巻（まき）」プロジェクトの推進
つながりの再構築

今後の展望

①意思決定支援とは？

基本的な考え方を学ぼう

〒946-0011 魚沼市小出島1240番地2
☎ 025-792-8181 | FAX 025-792-8812 |  chiikifukusika@uonuma-shakyo.or.jp

②トーキングマットって
なんだろう？

意思決定支援ツール

「トーキングマット」を

紹介します

③トーキングマットを
使ってみよう！

「トーキングマット」を

使って会話をしてみよう

〈講師〉
一般社団法人
日本意思決定支援ネットワーク

うまく思いを伝えられなく
ても、誰しも自分の意思
を持っています 意思決定支援研修会

【申込み・お問い合わせ】 社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会

10月８日

（金）

９月16日

（木）

認知症や障害のある人の好みや希望を引き出す

コミュニケーションスキルを学びます

参加費：無料

定員：30名

会場：小出ボランティアセンター

※全３回 受講した方へ “終了証” をおわたしします

申込み：８月20日(金)まで

８月27日

（金）

どなたでも
参加できます!!

13:30～15:30 13:30～15:30 13:30～15:30

魚沼市市民フォーラム資料から（2019.11.16）


