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令和元年度第１回神戸市市民福祉調査委員会成年後見専門分科会 議事要旨 

 

◇ 日 時 令和２年２月３日（月） 午後１時58分～午後３時47分 

◇ 場 所 市役所１号館12階第１会議室 

◇ 報 告 （１）神戸市における成年後見制度等の利用状況について 

    （２）利用促進法への対応状況について 

◇ 協議事項（１）中核機関及び地域連携ネットワークについて 

（２）市民後見人について 

 

１． 分科会長等の互選 

 分科会長に種谷委員、副分科会長に植戸委員を選任。 

 

２． 報告（１）神戸市における成年後見制度等の利用状況について 

 事務局より資料３の説明。 

〇この成年後見制度利用支援事業は、平成30年と令和元年については、本人・親族申し立

ての後見報酬助成というのが始まったということだが、どういう方が利用しているのか。 

●生活保護受給相当の方で、預貯金が少ない方や、神戸市の場合は居宅の方で３カ月程度

の最低生活費を確保した上で、それに足らない場合、後見報酬に対する助成を行っている。 

○後見人の方は、制度をどうやって知るのか。 

●神戸市のホームページに掲載したり、関係する会議で伝えている。 

○障害者の地域生活支援センターでこれを利用しようということもるか。 

○この成年後見利用支援事業が何だろうと、今思っていた。 

●例えば申し立てするときの費用が、まず１つの助成の項目になる。それと、後見人に対

する報酬を被後見人が払うことができない場合に、行政が助成をするもの。 

○例えば裁判所がこの報酬額というのを決めたとしても、本人に資産がないので出せない。 

○例えば生活保護の方とか、もしくは生活保護ぎりぎりの方ということか。 

○その場合に、施設の方が月額１万8,000円、在宅の方は月額２万8,000円を上限に、この

事業を使えば費用を出してもらえるという制度。 

○なるほど、不勉強だった。障害のある方はお金ない方が非常に多いので、そもそも成年

後見に踏み入れるかどうか非常に私たちも悩むところ。 



※〇は委員の発言、●は事務局の発言 

－2－ 

○なので、やっぱり知らない。 

○もう少し広報が必要、申しわけないが。 

○知らないというところもあるので、どうしたものか。ただ、すごく増えると、それはそ

れで予算的に大変なことにはなるのだろうが。だが、広報はしていかないといけない。 

○それは障害者の総合支援法の地域生活支援事業の市の事業なので。 

○だから一番ネックになるのが、費用のところがやっぱり大きい。 

○だからつけなければ回っていかないような重度の方で、でも身寄りがおられないという

方で、お金がないというときに、これを利用していただく。 

○市長申立ての状況だが、平成30年度から数字が動き出したということもあって、資料３

を見ると、決して全国的に見ると突出して多い状態ではないと見えるが、今後の神戸市の

見通しというか、今後どのぐらいの規模に持っていくような見通しがあるか。 

●特に持っていくというところまではないが、やはり需要、ニーズそのものは増えてくる

と思っているので、それに対する対応ということをしっかりとやっていかないといけない。

これからも増えていくものだということを覚悟しつつ対応していくことを考えていかなけ

ればいけないと思っている。 

○今の現状の高齢者の中で数字的にどの程度の需要があるか、予算との絡みでもあるかと

思うが、年間この程度というものはあるか。 

●まだ計算というところまでは。 

○支援事業に戻るが、現在は助成は後見だけで、保佐、補助はやっていないと思うが、今

後はどういう方向か。 

●後見類型に加えて、保佐、補助も30年度から対象にしている。 

○申立て費用と、報酬、どちらもか。 

●神戸市長申立ては後見類型に限定はしきっていないが、後見類型がほとんどであり、申

立てに関する助成については市長申し立てだけが対象となっている。報酬に関しては後見、

保佐、補助も対象としている。 

○先ほど広報のホームページにとおっしゃったが、他にもチラシか何かはあるか。 

●チラシとか、そういうものは作っていないが、家裁が主催の会議や、弁護士会が主催す

るシンポジウムで、このテーマが議題になったこともあり、その場では私の口から拡充し

たことを伝えている。 

○では、私たちが利用者に説明するときは、ホームページを案内したらいいですね。 
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○これは市によって結構、基準が違う中、神戸市は広いと言い切っていいかな、少し広め

たから。他市は、後見に絞ってるところも結構多い。 

 

３． 報告（２）利用促進法への対応状況について 

 事務局より資料４の説明。 

（意見、質問なし） 

 

４． 協議事項（１）中核機関及び地域連携ネットワークについて 

 事務局より資料５－１、５－２、５－３、５－４、５－５の説明。 

○資料５－４のペーパーのうち、広報機能は継続実施なので置いておく。相談機能として、

現状は一般相談を月曜日から金曜日まで９時から17時、専門相談として弁護士、司法書士、

社会福祉士、第１から第４火曜日13時半から16時半行っている。成年後見制度の利用手続

相談室も開催しているが、この点についての課題が、専門職をチームへ派遣する仕組みの

検討ということ。これについてどういうような形でやっていくのが一番いいのか、意見交

換できればと思うが。 

 現場は結構、ニーズはたくさんあると思うが、そこがなかなか上がってこない。現場の

方々も忙しいので、なかなかそこまで手が回らないというところもあるのかもしれない。

簡単に困ったときに相談できる体制というのができればと思うが。現場に近い方から、ど

うか。 

○地域包括はある程度24時間対応。家族から相談があるときは、土曜日や祭日が結構あり、

やはり月曜日から金曜日まででこの時間しか、ということだとなかなか、取り次ぎは地域

包括でできるが、実際に相談に動いてもらうとなると、少し難しい。やはりお仕事がお休

みのときに相談に来られることも多いので、その場合の対応というのをちょっと。 

○包括は土日も相談を受けているか。 

○センターごとに違うが、一応は24時間で電話での対応はするようにと言われている。電

話対応や、センターによっては土曜日とか、毎日開いているとこもあるし、祝日も開いて

いるところもあるので、その辺で結構連絡は入ってくる。 

○そこに専門職が相談で派遣されていくという体制ができたらどうか。 

○専門職の方が来ていただいて相談に乗っていただけたり、実際に説明していただけると

ありがたいと思う。 
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○それについてどういう体制がつくれるか。あったらいいなと思うか。 

 このケース、困ったな、どうしよう、ちょっと専門職のアドバイス聞きたいな、御家族

の方も一緒に支援のチームのヘルパーさんも、みんな一緒に聞きたいなと思ったときに、

何があったら便利か。 

○せめて電話とかで少し対応していただけると。 

○出張で行くというのも他市、京都と大阪でやっていると。例えば家に行きますとか、施

設に行きますという話があったら、それは使いたいと思うときが多々あるか。 

○今は数的にはそうないかもしれないが、お休みとってもらうなど予定を合わせてもらう

などしてお会いすることもあるが、もしそういうことができるのなら、もっと相談がしや

すくなると感じる。 

○このチームに派遣というのは、その当事者の方、家族、関係している人たち、チームで

すよね、そこに専門職が相談に出向きますということ。成年後見に関して。成年後見制度

を利用するかどうかということ、ヘルパーさんまで集まる場は必要か。 

○ケアマネでいいかな。 

○だからその家族、本人、ケアマネ、相談支援専門員、そういう人たちが直接専門職から

いろいろアドバイスいただきたいというのはあると思うが、ヘルパーなど、いわゆるサー

ビス担当者会議みたいなところに専門職が来てもらうのは、逆に突っ込んだ話や、お金の

話などが出てくるので。ヘルパーさんなどがいるところでは話しにくいかもしれないと思

う。だからケース・バイ・ケースだと思う。どういう集まりに来てもらうのかというのは。 

●大阪市では、保健福祉センターや地域包括、障害者の機関、相談支援センターなどの相

談支援機関が中心となってチームという形。こちらに専門職を派遣をするという形になっ

ている。確かにヘルパーまでは入っていないのかなと思う。月から金の午後、いつでも派

遣可能だというのが大阪市の状況。 

○チームと言うと、すごいチームを想像するが、多分、家族、本人、ケアマネか私たちの

ような相談支援専門員、あと役所の方くらいかもしれないと思う。私たちが迷うのは、日

常生活援助の事業を使うか、後見制度まで使うか、どちらでいくか迷う場面が多いので、

そういうときに来ていただいて、どう判断するか一緒に考えていただけるとありがたい。

家族や本人を連れて、なかなか出向くのが難しいときもある。 

○別の市だが、専門法律相談をやっていて、そこに地域包括の職員が来て相談があったケ

ース。息子さんとお父さんがいて、お父さんは認知症だが、息子さんが急に亡くなってし
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まったと。息子さんの賃借物件を家主に返さないといけないという状況が発生しているが、

お父さんはできない。そもそもお葬式もできない、段取りできないというケース。調べて

みると、借金の督促状が息子さんに来ていたりということで、地域包括の方が専門相談に

来て、私が話を聞いて、一回行きましょうということで、別の日に自宅に行き、包括の職

員とケアマネジャーと本人がいて、そこで、相続放棄をしましょう、保佐の申立てを本人

でしましょうということを決めて、法テラスに持ち込んで私が処理するというようなケー

スがあった。こういうニーズは多分とてもたくさんあると思うが、それをどう拾えるか、

どのようにやっていくのがいいかということ。 

 あと、実は今のケースだと、法テラスが出張相談もお金は出してくれる。本人、お父さ

んは否定的な方ではなく、こういうのをやったらいいのではと言うと、わかりました、お

願いしますと言ってくれる方だったが、お金の管理を人にされることに拒否的な方がたく

さんいて、法テラスの相談を使いましょうと言っても嫌だと言う、そうすると法テラスか

ら出張相談を出してもらえないケースがある。本人が一応利用したいと言ってもらわない

といけない。そういうときに、例えばこれを使えて派遣してくれて、その費用も出しても

らえるとなると、専門職としても行きやすいと思う。どうですか。 

○現状、多分、各会派でも出張相談という仕組みはあると思う。社会福祉士で言うと、地

域包括や、親族や本人から相談があって訪問する。内容としては成年後見制度に関する必

要性などの相談だが、実際それがつながるかどうかというところの前段階で相談に行くシ

ステム。１回目は無料、一応、会派のほうから出るという仕組み、２回目以降は相談料を

いただく形になる。そういった、各会派である制度と新しく考えてるものとのすみ分けを

はっきりしないと、逆にわかりにくいと感じた。 

○私たちも派遣の制度や法テラスを利用するというのはあるが、やはりなかなか利用につ

ながらないのは、どうしてもいろいろな書類の提出が必要だから。神戸市にはアクセスは

多いと思うので、そこができるだけ重たくならないで、すぐに動けるような仕組みがあれ

ば、まさに私たちではなかなかできない部分として掘り起こしの需要はかなりあると思う

し、私たちもそういう制度であれば望ましいなと考える。 

○あと、やるとしても費用の問題があると思うんが、そのあたりはどうなっているか。 

●他都市の先進事例も確認します、費用面について。 

○出張して相談を受けるという話の前に、やはり専門職が受けねばならないというか、専

門職でないといけないステージがあろうかと思う。私は税理士会の中で相談コーナーを設
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けて、また相談室も常駐で対応しているが、事務局のメンバーが相談案件をまず整理して

くれて、これはやはり我々にという問題と、そうでない問題とをまず分ける。そういう意

味合いでの、現在でも常設の相談機能の中で、一般相談、月曜から金曜まで９時から５時

までしっかりとあると。専門職が動かねばならないステージに来ている相談だと思うが、

それが土日に窓口がないといけないかといえば、そういう問題ではないと思う。一般相談

から専門職相談に流れる１つのルートを明確につくって、それが時間的に的確にその相談

者に対して、この時間だけ待ってくださいというレベルで対応するのであれば、既存の仕

組みの中の工夫で、また予算の問題もあろうかと思うので、改善はできると思うし、神戸

市としての独自の方策は見出せるのではと感じた。 

○専門職を派遣して、例えば１日とか半日とか、もうずっといて、そんなにやることがあ

るかどうか、ないときもあるのではないかと思うので、その派遣も、場合によっては、派

遣じゃないが連絡がつくようにして、専門職が当番であるとか、そういう何かテレワーク

的な形でも良いのかと。 

○大阪のような、午後はいつでも対応ができるということは、電話があったら行きますよ

という体制が午後はあると。先生のおっしゃった感じかもしれない。待機日をつくるとい

うことであればあり得る。その日は一応、事務所にいて仕事をする日という形にしておい

て、お電話があったら行くよというのはあり得るかもしれない。 

○現状としたら、実際はもう運用されていると思う。要するに個人の方がそういうところ

と信頼関係ができて、何かあったらすぐに無料で対応しているというのがある。ただ、こ

れは組織もこういうことをやるという話なので、費用の問題も生じる。そこをどう調整し

ていくかということだと思う。 

○今の一般相談が月金の９時５時というのが、やはり改善の余地があるかなと思う。家族

介護されているとか、働きながら介護されているという方にとって、この時間帯に電話を

するのは、こういうややこしい相談事なので、何か休憩中にぱぱっと、５分、10分で済む

ような相談ではないので、やはりもう少し働いてらっしゃる方とか、お忙しい方も落ちつ

いて相談のお電話ができるような、土日や夜間、毎日じゃなくてもいいと思うが、それを

検討いただけたらと思う。いわゆる老老介護、ダブル介護、ひきこもり、さまざまな重た

い課題を持っている方は、相談したくても電話をかける時間すらないというような方もい

るので、月金９時５時というのを工夫していただけるとありがたい。 

○あと、私からのお願いとしては、包括の職員が相談したいと思って抱えているケースが
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多いと思うので、そこに出張して、アウトリーチしていける場があればいいなと思う。そ

この仕組みがこういう書類を出してください、そしたら要否を判定して派遣しますよとい

うようにどうしても重たくしてしまうと、その書類が、そもそも忙しいので、また別途つ

くらないといけないとなると、二の足を踏むということになるとよくない。ただ、何もな

いままいくと、ぐちゃぐちゃしてるので整理もされていないということになりかねないの

で、そこの兼ね合いというのはとても難しいと思うが、本当に抱えて困っている包括の職

員はたくさんいると思うので、そこには派遣できるような仕組みが本当にあったらいいな

と思う。そうすると費用の話も出てくるので、そこもあわせて検討いただければと。 

 ２つ目、制度の利用促進の課題で、市長申立案件のマッチングというところで出てきた

が、神戸市では成年後見判定部会というのがあって、そこでそもそも市長申立になじむの

かどうかというところを検討している。それとは別に、受任調整会議というのは、市民後

見人を候補者にすると決まった案件で、どの市民後見人さんにどの事案をやってもらうの

かというマッチングの会議。他市では、市長申立の事案については、例えば弁護士になっ

てもらったほうがいいとか、司法書士になってもらったほうがいいとか、社会福祉士にな

ってもらったほうがいいということを、意見として進めている市もあるということ。そこ

までではないが、その一部はやっているということだが、その点に関して意見や質問があ

れば。 

 そもそもこれはどうなってるのというところからでも全然構わない。 

○判定部会では、一応、専門職、弁護士なり司法書士なり社会福祉士なりか、市民後見人

かぐらいは大体一応意見をつけて結論を出してることが多いのではないか。私の部会では

そうしている。 

○それは、申立のときにどういう感じで書いているのか。 

●福祉的な専門職が望ましいとか、司法的な専門職が望ましいというような、職種までは

限定しない言い方で申立をしている。 

○次、家裁の酒井書記官にお聞きしたい。市長申立で受理されたときは、どういう流れで

選任までいくか。一般的な流れを説明いただいたら。 

○一般的に、まず申立していただいて、後見人になっていただく候補者が挙げられている

場合と挙げられてない場合があるが、挙げられていれば、専門職の方がつかれてることが

多いので、その場合は通常、その専門職の方についていただくことに不都合がなければ、

基本的にその専門職の方を現状は選任している。候補者がいない場合は、その方が持って
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いる課題、生活上の課題や、相続財産管理上の課題を加味した上で、まずどういった専門

職の方がいいのか、あるいは身近に親族の方で後見人にふさわしい方がいれば大体候補者

に挙がっているので、挙がっていなければ、もうそういう方は通常はいない。いなければ、

専門職の方にお願いすることになるので、その課題の内容に応じて、弁護士であったり司

法書士であったり、社会福祉士の方についてもらうことになる。どの職種の方を選ぶかと

いうのは、課題に応じて裁判官が判断することなので、この場で基準みたいなことは申し

上げられない。専門職団体に推薦の依頼をして、推薦いただいた方を選任している。 

 今のは一般的な申立で、市長申立の場合は、神戸市からの場合は、市民後見人の方を候

補者として挙げられている場合が割と多いので、その場合は適切に、事前にマッチングを

して本人との面会等も済ませていると聞いているし、市民後見人の方の場合は、セットで

社協に監督になってもらっているので、市民後見人を選任した後も、監督人が必要に応じ

て後見事務を支援してくれるという前提があるので、そのまま、受理面接の機会に裁判所

に市民後見人の方も来ていただいて、その適性について裁判所のほうで見た上で、最終的

に選任しているという流れ。 

○候補者がある場合と候補者がない場合で、審判開始決定までの時間はやはり違うか。 

○それはやはり全然違う。 

○その違いというのは、やはりもう候補者がいるときは、その方がふさわしくない事情が

ない限りはその方でいくというのが決まっているので、その方向でいくけれど、候補者が

ないと、どの方が、どの職種がふさわしいのかというところから検討しないといけないの

で、調査官が入るのか。 

○調査官が入る場合もある。 

○大体どれぐらい違うか。もちろん事案によると思うが。 

○事案によるが、候補者の人を挙げていただいていて、何も問題がない事案であれば、１

カ月ぐらいで終わる場合もある。候補者の人が挙がっていなければ、専門職団体への推薦

依頼のやりとりがや、その前提として、どういう課題があるのかを見きわめるために、申

立人等の面接をする時間もあるので、３カ月まではいかないが、２、３カ月はかかると思

う。 

○ということで、うまくマッチングが具体的にできて申立ると早くなる。 

○課題を抽出し、適切な専門職を選ぶという工程になるかと思うが、課題が抽出されてい

た場合であれば、もうそれでスムーズに済むのか。専門職までマッチングした上で出され
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たほうがやはりよりスムーズにいくのか。専門職を出すということは、いずれにしても、

その前提で選ぶために時間がかかるというところにおいては、多分、どこに置くかだけの

問題であろうと思う。マッチングまでやるということは、あらかじめ専門職団体のほうで

多分、推薦依頼があるような工程を１カ月ぐらいかけてやって出すということ。そこの期

間というのはトータルでいくと余り変わらないと思う。家庭裁判所の中でより円滑になる

かどうかというところはどうなのか。 

○課題の抽出を、事前にマッチングとか何もなく申立てられると、裁判所は、資料だけか

らしか判断できないので、そこでわかることは情報としてかなり限られている。やはり事

前に本人の身近にいる支援者の方たちを交えながら、どういうことが課題になっているの

かを丁寧に酌み取っていただいて、そこでまとめられたものを裁判所に申立てていただく

のがスムーズかと。なので、課題を抽出して、専門職の方とのマッチングをしていただい

て、事前に、申立てる前に本人と顔合わせをしているというところも大きいかなと思う。

裁判所に申立てた後だと、そういう過程をたどれないので、そういう意味では事前にマッ

チングしていただく意味は大きいかなと。 

○マッチングをするのであれば合うというところまでやってほしいということになる。 

○理想形としてはそうかなと思う。 

○現状、判定部会でも多分、課題抽出までやって、実際は専門職種まで挙げているが、挙

がり方としては、法律職、福祉職という分け方までの。そこは、要するにその流れより一

歩踏み込んで、そのマッチングまでされているほうが家庭裁判所としては望ましいという

ことか。 

○将来的な理想形としてはそうだと思う。 

○今回、中核機関を設けて、こういう機能をという意図だが、そのうちの１つはやはり家

裁がマッチングとか事前のいろいろな課題を抽出するということを、家裁の仕事というよ

りは、事前に実際に当事者、家族の方とか、よく知っている人たちが、そこまでやっても

らったほうが家裁としてはスムーズにいくからという意図も含まれているのか。 

○結果的にそういう面もあるのかもしれないが、もともとの理念としては、本人にとって

より適切な後見人を選ぶためにはどういう仕組みが必要かというところから議論が始まっ

ていると思う。裁判所には書面だけしかないので、書面だけで内容を把握できることとい

うのはなかなか限界があるので、そういう意味では日常から本人の身近にいる方々の情報

を的確に踏まえた上で、それを裁判所に提出していただく仕組みが望ましいと思う。 
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○専門職種を選ぶというところまでができれば、あとはたんぽぽか、リーガルか、ぱあと

なあかに振って、推薦まで受けてということはできるが、実際難しいと思うのは、課題が

財産管理上の課題であるときに、弁護士か司法書士か、これは難しい。今、何となくどっ

ちと言わずに、その司法的な課題であるとか、財産管理上の問題とか言ってるのは、それ

も大きい。何とも言えなくて、それを裁判所に決めてもらうと。だから、そこはもし線が

引けたらもちろん、先に専門職団体で推薦を得てというプロセスはできると思うが、ただ、

難しい。 

○確かに訴訟継続してますと言ったら、弁護士って言いやすいが。そういうケースばかり

ではない、むしろレア。 

○弁護士会と司法書士会での詰めた話し合いの結果ぐらいでないと線が引けない話かなと。 

○なかなか詰められないが。どうやって詰めましょうか。 

○そもそも専門職団体のマッチングは想定しているのか。一応課題としては上がっている

が。当面は多分、中核機関ができた後、市民後見人に対するマッチングというのが中心で、

なかなか専門職団体のマッチングというのは、専門職団体への推薦はあると思うが、マッ

チングとはなかなか想定が難しいとは思う。どのあたりまで。この今、中間年で、あと２

年後、中核機関、その後、当面というところは、この後見人支援のところにもかかわって

くると思うが。 

●今、いろいろな意見が出ていることを、私たちも専門職の皆さん方に相談をしないと、

方向性が見えないと思っていて、この会議の中でいろいろと教えていただければと正直思

っている。 

○ちなみに市民後見人の受任の要件はあるか。 

●後ほど、資料６で説明をしようと思っていたが、今、現状でいうと多額の資産とか負債

がないであるとか、あとは親族間の紛争とか、権利侵害がないとか、施設入所、もしくは

入所を予定されている方といったような、財産管理や、身上監護に困難性がないと判断さ

れるケースを受任している。 

○司法書士が今のところ選任数として一番多く選ばれているというのは、まさにその中間

にあって、社会福祉士さんとも重なり合うところがあって、それほど身上監護が複雑では

ないが、財産が少なくて、ただ日々通う、いわゆる面談中心の財産管理が非常に小さい案

件が、うちの団体にも相当来る。結局、重なり合う部分の中間にあるがゆえに。 

団体がマッチングするときに、本当にきっちりと適性を一つ一つを判断して、きっちり
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みんなが納得できるような話になるのであれば非常に意味があると思うが、非常にみんな

が気を遣い合って、機械的に、結果的に弁護士会、リーガル、社会福祉士会と順番回しの

ようになると意味がないというか、真の目指すべき形と逆行するような形になるので、な

かなか本当に難しい議論のような気はする。やはり大阪でもそういう動きがあるというこ

とを聞いたり、やはりみんな団体、そんな気遣い合いながら集まって話すと。非常に慎重

に物事を考えながら、やはり市民後見とか、そういうところのマッチングに、まず。やれ

るところを先にやったほうがいいのかなと思う。 

●千葉のやり方が、あえて個人のマッチングまではせずに、行政が主催する受任調整会議

で団体のマッチングまでしている。その団体のマッチングをする会議に、各専門職団体で、

家裁から依頼があったときに、推薦の役割を担う方が、その行政の主催する受任調整会議

に入っている。家裁としては団体に速やかに推薦依頼が出せるので、好評と千葉から聞い

ている。専門職団体からしても、いずれ家裁から来るものが、行政の主催する調整会議で

あらかじめ情報が得られるので、いずれ来るものだとして準備ができる。家裁に、こんな

やり方でいきますと話を通しているらしく、スムーズにいっているようだ。個人がいいの

か団体がいいのかというのはそれぞれあるとは思う。 

○申立てのときに、ぱあとなあです、リーガルです、たんぽぽですと言って申立てをする。

イメージが湧かない、正直。どうですか、千葉方式。 

○もちろん団体だけでも調整していただくのはすごくありがたいことだとは思うが、先ほ

どの話だと、そもそも団体を選ぶのが難しということだったと思う。もう団体まで選べて

いるなら、あとはもう推薦までというのは、そんなに時間がかからないのかなと思ったと

ころだが、あえて千葉が団体までしかしていないというところは何か理由があるのか。 

●個人までいくとなると、やはりもっと調整会議の中に個々人の司法書士さんとか弁護士

の先生とかの情報がないと選べないと思う。それは団体の中で順番なのか、こういうのが

得意な先生がいるとかいう情報の中で調整いただくというやり方だとは思うが。 

○ぱあとなあさんとリーガルさんで、どういう感じで推薦依頼対応しているか。 

○リーガルサポートは推薦依頼を受けてから、神戸などでは会員が集まって、問題、課題

を、家裁から来ている情報を分析した上で、できるだけ受任件数が少ない人、それから過

去にややこしい案件を受けてくれた人などのバランスをとった上で推薦をということで、

月２回、集会を開いている。緊急の案件に関しては、家裁から緊急案件ということで送っ

てもらったら、これはメールなどで、運営委員会、選考委員が中心になって緊急で担当者
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を決定するという別ルートの対応をしている。 

○神戸市で言うと今300名ぐらいの社会福祉士が、研修を受けて名簿登録をしている。家

裁から推薦依頼があったものは、メールで公募をかけて、そこから手挙げ方式。一応、推

薦基準があって、手を挙げたから、全てその方が受けられるというわけではないが。なか

なか大変な案件なので、ずっと手が挙がらないというのが往々にしてあるというのが現状

であるが。 

○弁護士会は、たんぽぽは基本、推薦依頼が来ると、推薦対応している弁護士が名簿、

300ぐらいかな、その中からこの先生に依頼したいと思うというので、チームで対応して

いる。すると何人かの先生が、それは荷が重いのではないかとか、若い先生だったら、と

か言いながら、この先生でいいのではというような返事が返ったら、その担当者が電話を

して、推薦依頼をして、それで受けていただけるということであれば対応するということ

で、全部メール対応している。 

というのが、３士会の対応のそれぞれだと思う。なので、今の話、前倒しにするかどう

かということで、多分できるのはできると思うが、先ほど書記官もおっしゃったように、

じゃあ決められるかという話も確かに残るかもしれない。 

○時間を一番早くしようと思うと、申立てのときに弁護士会に推薦依頼していますと、そ

れだけ書いて、申立の審査と弁護士会の人選と同時にいけたら、時間は一番早い。ただ、

３団体のどこ行くかが。 

○なかなか。 

○それを誰が決めるのというのが一番難しい。 

○ということで、何となく課題は見えてきた。 

○話は外れるが、推薦依頼が来た場合、その対象者の方には個人情報はお知らせするのか。

大阪で知っている方は、するかしないかだけ聞いてきて個人情報は言ってくれないという

ことを聞いたことある。 

○個人情報は抽象化されている。 

○裁判所からの推薦依頼は、利益相反する場合もあるので、必要最低限ですけど、一応。 

○必要最低限の、この先生が申し立て代理人とか、そういうのは書いてある。そうすると、

そこの事務所の先生には頼めないのでとか、そういうのはある。 

○リーガルサポートは選考委員というのがいて、その人がリーガルサポートに推薦依頼が

来たものを加工する作業、要するに全部、情報の個人情報を全部外した状態に加工して、
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配付用の資料に１回書きかえて集会では配付すると。受任した人に家裁から来た推薦依頼

書を最後お見せして、利益相反とか見当たらないですかというところを確認いただいた上

で、問題ないということで推薦をするという仕組みにしている。 

○課題の３点目で、後見人支援ということで、後見人支援の仕組みの検討というところだ

が、親族後見人相談会を大阪などはしていると。８回でしたか。これはまだ神戸ではやっ

ていないということ。意見があればぜひお願いします。 

○その相談会は、朝から晩まで、申込んだ人の相談を受けていくイメージか。 

●大阪で言うと、午前か午後かで２時間程度、区役所が会場のことが多いが、全区役所じ

ではなく、要は大阪市全体で区はたくさんあるが、全体で８回、平成30年度はやっていた

と。 

○１人30分とか、そんな感じか。 

●１人当たり時間までは。２時間枠があるので、ぜひお越しくださいねという広報がされ

ている。 

○ちなみに大阪は結構、皆さん、来られているのか。人数としては。 

●数までは聞けていない。 

○相談の種類について、いわゆる法律相談会というのは各所で開かれている。別にこれ自

体を利用しようと思って、わざわざそれだけのためにやる必要はない。成年後見に特化す

る部分としては、例えば財産目録のつくり方や、報告書の作成方法、我々が市民後見人の

養成とかで、よく研修でお話しするような、一定特化した分野に関する相談。もしくは居

住用不動産について成年後見に関する判断で迷ったときとか、そういう相談は理解できる

が。どういう相談が現実的に多いのか。 

●大阪は、これから自分の家族のために後見人になろうかなと考えている方であったり、

自分の家族に後見人が必要ではないかと悩んでいる方、既に御家族の後見人として活動さ

れている方を対象にしている。２時間の中で18人の方が参加されていると。成年後見制度

申立て前の方が参加者の半数以上という形。 

○前であれば、今、社協がやっている専門相談がある。親族後見人を支援するということ

になると、一般相談と後見相談とが色分けが変わってくるのかなという。 

○どういう目的でやるかということは、検討しないといけないのかもしれない。既に相談

は一応できる体制にはなっているから。 

○勘違いして、後見人受任されている方の集まりだと感じた。でも実際はこれから申立て
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ましょうという一般の。逆に受任者の中での悩み事をどうしてるのかということで、これ

は税理士会は数が少ないが、年に２回、受任者の協議会を行っており、ステージはばらば

ら、監督人の方もおられれば、後見人もおられる。こういう問題で自分が困った面があっ

たという報告と、その対応策で間違いはなかったかどうかいうこと、あわせて今後のこと

で一定ルール化できるものはしていこうということを図るために行っている。お尋ねした

いのは、３士会では、受任されている方々が集まって持ち寄るような場はあるのか。 

○まず、私ども専門職団体としては、支援委員会という委員会があるので、そこに会員が

業務で迷ったことに関しては相談できる。文書で上げていただいたら、文書で委員会で検

討した結果を回答するという委員会を設置している。先ほど説明した月に１回開く、地区

選任集会というのは、前半に選任をして、後半はフリーディスカッションの場を設けてい

るので、どんなつまらないことでも聞いてくださいという、そこに集えば経験者がいろい

ろ答えてくれるという場を設けているのが、専門職向けの対応。あとは一般向けには電話

相談を毎日やっている。 

○社会福祉士会の中では、各エリアに分かれて、例えば神戸ならエリアで年間４回の会、

受任していたり、受任してなくても、の中での交流会、勉強会というのをしている。それ

以外にもう少し大きな勉強会や研修会等を通して、受任している会員の中での交流、勉強

会を結構頻繁にやっている。 

○弁護士会も一応、研修をしたり、メーリングリストがあって、困ったらメーリングリス

トに投稿してくださいねと言っています。ただ、なかなか投稿のハードルは高いらしく、

余りメーリングリストは利用されていないが、多分、個別に先輩弁護士をつかまえて聞い

たりということが多い気がする。 

○後見人支援と言うと、既に成年後見センターで個別にいろいろと困ったと言ったら、相

談を受けていると思うが、特にやっぱり親族、市民後見人さんの場合は、その後見人とい

う重い仕事、しかも利害が絡むとか、法律の難しい問題で、相談、困ったなと思ったら、

すぐに相談できるということがすごく大事だと思う。一方で、定期的に研修、勉強みたい

なものも、新しい制度の動きを学ぶとか、そういうことも。だから支援と言っても、個別

に困ったことがすぐ相談できるという部分と、定期的に何か勉強とか研修とかというよう

な、二本立てが必要なのではと感じました。 

 親族の方、例えば本当に自分が後見人をやっているが、親族のもめごとですごく自分が

責められているとか、そんなややこしい話は、勉強会まで待てない、今すぐという。だか



※〇は委員の発言、●は事務局の発言 

－15－ 

ら９時５時じゃなくてというのはそこなのだが。 

特に市民後見の方、親族後見の方って、本当に皆さん、こういう意味では素人さんなの

で、本当に荷が重くてどうしようという、１人で抱え込んでしまう方もおられると思うの

で、そういう場合は本当に身近にすぐに相談できて、ある程度アドバイスがいただけると

いうものは継続的にやっていただいて。それ以外の勉強みたいなものもあってもいいのか

なと思った。 

○私は親族後見人で、今、就任中の後見人に特化した相談会、あったほうがいいと思う。

というのは、やはりすごく悩まれるのは形式面。書類の作成とかで、例えば家庭裁判所か

らすれば、ここを押さえてほしいというところが専門職であればわかるが、そこらがわか

らずに悩んでしまってつくれない。これは物すごい悩みになるという人が多いので、そこ

は誰かがサポートしてあげれば、そんなに大した問題じゃないことが多い。なので、やは

り特に提出書類を手伝ってあげるような、後見人相談会はあったほうがいいと思う。 

○市民後見人の支援は今もされていると思う。今は、親族後見人まで支援というのがなく、

今後の方向性として親族後見人も今後ふえていく方向性があって、そこで中核機関が機能

すれば、後見人支援として親族後見人を支援するという方向性だが、なかなかその中核機

関が難しいというところ。親族後見人に監督人をつけるという方向性を家庭裁判所からも

聞いていて、その布石として親族後見人に、今まで社会福祉士が監督人というのはほとん

どなかったが、そういう相談もあって、いわゆる中核機関が後見人支援として機能するま

で、福祉職が監督につくという方向性も出てきているところだと思う。親族後見人の支援

は物すごく大変だと思う。実質、複数後見人で親族と専門職がついたほうがまだよいとこ

ろがある。書類のことなどいろいろ悩みはあるがやはり親族でやりたいという方も、支援

には多分かなり時間もかかるし、今からふえていくと大変なところだと思う。支援の仕方

は多分、社協さんがノウハウを持っていると思うが、考えていかないといけないと思う。 

○皆さんの意見を踏まえて、事務局にまた課題を検討してもらいたいと思う。 

○５－４のところで１点だけお聞きしたい。今のお話は中核機関を前提としてというお話

だったが、中核機関はどうするかというところを聞きたい。先ほど中核機関の幾つかの市

町の具体例が出て、ここのところは既に中核機関であるということを前提にしているが、

曖昧なまま推移しているところが非常に気になっている。どこに行けば中核機関になるの

か、今既に中核機関だと言っても何か遜色ないほどの実態があると。 

 せっかくこの場なので、中核機関としてどう神戸市の中で位置づけることを考えている
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のか、まさに資料５－４のこの現状を踏まえてというところをお聞きしたい。 

●今の成年後見支援センターが一番、中核機関としてふさわしい機能を持っているだろう

と思っている。その上で、右側の将来像、課題というのがあるだろうと思って、ここを埋

めていくことによって、中核機関のほうに移行するということを想定している。あとは、

運営に関する費用の面だとか、体制の面だとか、そのあたり今のままというわけにも多分

いかないだろうなと思っているので、そこをどう整備、確保していくことを考えていかな

いといけないと思っている。 

○現状は中核機関としては不足しており、中核機関を目指した活動をしているという理解

でよろしいか。考えようによれば、今、上がってきたところに比べれば、かなりうちのほ

うが先進的に進んできている状態で、既に他市は中核機関を宣言していると。これはもう

卵が先か、ニワトリが先か的な、中核機関と名乗るからこそ、前に議論が進んでいくとい

う考え方も一方であり、それをニワトリを、まず中核機関というものに育つところまで育

ててからやるんだという考え方もあるかと思う。神戸市の現状における中核機関というも

のの目指す形は、中核機関を目指していく、今の中核機関は中核機関ではないという理解

でよろしいか。 

●今の成年後見制度、社協に十分によくやっていただいている。皆さんの御協力も得なが

らやっていると思っているので、中核機関と名乗れないこともないが、ただ、例えば市長

申立てがもう一つ、伸びきっていないとか、これからのニーズを考えると、もっと充実を

図っていく必要があると考えている。その中で、制度上求められている中核機関を名乗る

ことによって、体制整備や内容の充実を図っていきたいという方向性でありますので、ぜ

ひこんなふうになったら、より充実するという観点でも御意見いただけたらと思う。 

 

５． 協議事項（２）市民後見人について 

 事務局より資料６の説明。 

○私は市民後見部会の委員もしておりまして、非常に神戸市のこの市民後見のモデルとい

うのは全国的に比較してもかなり先進的な仕組みを採用している。私は全国のリーガルサ

ポート本部に行っているが、全国でもかなり評価の高い仕組みであり、できるだけ大事に

していってほしいという思いがある一方、やはりセンターの事務局の方々の体制を見ると、

非常にいっぱいであると。明らかに人員がちょっと不足している状態の中で、中核機関の

ために、今後足らないと状態を埋めていくのは、社協さん、センターさんを中心に物事を
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やっていくにはかなり大変なのではないかと考えている。このあたりはやはり、より予算

をつけていただかないと、もう理想にはかなり厳しいところがあるかと思う。私としては

ぜひ、物事を大きくするような取り組みをお願いしたいなと感じている。 

○私も同じで、後見人を自分がやるほうが楽。後見監督人というのは、自分は言わなけれ

ばいけないけれど動けないので、その兼ね合いというのがとても難しいところがあるので、

そのことを社協の職員さんが、今、物すごく大変な思いをして、少ない数でやってらっし

ゃるので、本当に大変だと思う。今後少なくとも人はもう少し要るのではないかと、今ま

で見てきている中で思うので、ぜひお金を落としてあげていただければと思う。 

○市民後見人というのは基本的には無報酬というのを聞いているが、実際、報酬付与の申

立てはやっているか。 

○やってないです。 

○全くの無報酬ということか。 

○神戸に関してはやっていない。他市によっては認めてらっしゃるところもあるが、神戸

ではそれをやらないという前提で引き受けていただいているので、やっていない。そこは

いつも議論に、これ、無償でいいのか、こんな大変なのをという議論はいつも重ねてはい

る。 

○山口先生が精神の方のことをよく御存じかと思うので、今、後見人を、この制度、仕組

みをどうするかというお話が中心だったが、割と認知症高齢者のことを想定してのことも

多かったかと思うのだが、精神障害の方を想定したときに、この今の仕組みだとか、これ

からの動きを聞いていただいてて、何かもし御意見があれば。精神の方の特性や状況を踏

まえると、こういうこともあったほうがいいというのが、もしあればお聞きしたい。 

○精神科病院に入院している人は、高齢化して、親が亡くなったとか、兄弟は全然タッチ

してくれないとかいうことがたくさんあるので、自分としては後見人がついてくれたほう

がありがたい。 

○実際後見人をつけられた方はおられるのか。入院中の方で、それこそ親族がいない場合

は。 

●市長申立てになる。 

○やはり高齢の方、家族と過ごしてこられて認知症になられた方とは随分違う背景がある。

知的障害の方も、家族とずっとベタッという方も多いが、入院されている精神障害の方と

いうのは全く反対みたいな感じ。 
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○知的の施設に入所されている方もそうかと思うが、市長申立までがなかなかハードルが

高いという話は聞いたことがある。後見立てなくても支援は回っていくので、本当に立て

るべきか、行政のほうからも言われたりして、財産管理もそんなに多くないとやはり。た

だ、施設側とか、恐らく病院側としても第三者の目があったほうがいいと思うが、申立て

がもう少しできやすかったらいいと思う。 


