
 

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 

 

日時： 令和２ 年２ 月３ 日（ 月）    

午後２ 時00 分～４ 時00 分     

場所： 市役所１ 号館12 階第１ 会議室 

 

 

議 事 次 第 

 

１ ．  開 会 

 

２ ． 分科会長等の互選 

 

３ ． 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 

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 

  （ ２ ） 市民後見人について 

 

５ ． 閉 会 

 

 

              資     料 
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参考資料１    神戸市市民福祉調査委員会条例 等 



植戸　貴子 神戸女子大学健康福祉学部　教授
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澤井　靖人
（公社）成年後見センター・リーガルサポート　常任理事
同兵庫県支部相談役（司法書士）

新庄谷　誠  近畿税理士会　成年後見支援センター　運営委員

田中　知惠子
神戸市障害者地域生活支援センター連絡協議会　会長
（ちゅうおう障害者地域生活支援センター）

種谷　有希子
兵庫県弁護士会　副会長
（高齢者・障害者総合支援センターたんぽぽ）

伴野　光男
（一社）コスモス成年後見サポートセンター兵庫県支部　支部長
（行政書士）

村上　英樹 シルバー法律研究会（弁護士）

山口　健也 向陽病院　院長（精神科医）

酒井　健一  【オブザーバー】神戸家庭裁判所　主任書記官

市民福祉調査委員会 成年後見専門分科会　委員名簿

（50音順・敬称略）　

令和２年１月22日現在

資料１



保健福祉局生活福祉部長 常深　幸子

保健福祉局生活福祉部くらし支援課長 中野　善文

保健福祉局高齢福祉部担当課長（介護保険課長代理） 丸山　佳子

保健福祉局障害福祉部障害者支援課長 奥谷　由貴子

神戸市社会福祉協議会事務局長 伊藤　正

令和２年１月22日現在

市民福祉調査委員会 成年後見専門分科会　事務局名簿
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神戸市における成年後見制度等の利用状況等について 

 

○成年後見支援センタ ー相談件数 
   

  H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 

来所等 1,098 1,036 1,395 1,383 1,261 1,284 1,244 

専門相談 78 40 96 83 91 112 125 

 

○市区町村長申立件数 
       

  H 12 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 

全国 - 5,046 5,592 5,993 6,466 7,037 7,705 

神戸市 0 48 34 45 54 61 60 

大阪市 - 282 254 245 213 224 235 

全国（ ※）  8,956 34,548 34,373 34,782 34,249 35,737 36,549 

※申立件数全件 

 （ 任意後見含む）   

   利用者数 210,290 218,142 

う ち兵庫県 

う ち神戸市 

9,090 

2,703 

9,814 

2,940 

 

 

 ○市長申し 立て・ 市民後見人養成の状況（ H30 年度）  

 

候補者 受任実績

神戸 60 56 4 107 81

札幌 40 24 16 86 15

仙台 35 30 5 22 18

さ いたま 97 84 13 24 2

千葉 28 19 9 108 9

横浜 265 234 31 73 56

川崎 97 84 13 32 29

相模原 57 51 6 32 12

新潟 59 54 5 91 ※

静岡 47 43 4 0 0

浜松 26 25 1 0 0

名古屋 84 64 20 124 51

京都 104 93 11 82 48

大阪 235 193 42 240 189

堺 55 54 1 71 28

岡山 103 86 17 19 ※

広島 75 71 4 0 0

北九州 15 11 4 34 ※

福岡 47 44 3 34 ※

熊本 53 39 14 4 ※

市民後見人養成

※法人後見のスタ ッ

フ と し て活動

申立件数 高齢 障害

資料３  



 

○成年後見制度利用支援事業 

 

 

 

件数 金額 件数 金額 件数 金額

認知症 3 16, 714 25 4, 636, 407 28 4, 653, 121

知的・ 精神 3 16, 704 12 2, 520, 919 15 2, 537, 623

認知症 5 26, 546 27 4, 724, 705 32 4, 751, 251

知的・ 精神 0 18 4, 179, 502 18 4, 179, 502

市長申立 5 28, 220 41 7, 347, 875 46 7, 376, 095

本人・ 親族申立 - - 54 10, 657, 521 54 10, 657, 521

計 5 28, 220 95 18, 005, 396 100 18, 033, 616

市長申立 1 5, 394 16 2, 917, 842 17 2, 923, 236

本人・ 親族申立 - - 53 11, 688, 060 53 11, 688, 060

計 1 5, 394 69 14, 605, 902 70 14, 611, 296

市長申立 5 27, 882 20 3, 440, 067 25 3, 467, 949

本人・ 親族申立 - - 62 12, 651, 604 62 12, 651, 604

計 5 27, 882 82 16, 091, 671 87 16, 119, 553

市長申立 0 0 10 1, 906, 600 10 1, 906, 600

本人・ 親族申立 - - 48 9, 860, 476 48 9, 860, 476

計 0 0 58 11, 767, 076 58 11, 767, 076

（ 単位： 円）

認知症

知的・ 精神

30年度

R1年度
( 12月末)

認知症

知的・ 精神

28年度

29年度

合計申立費用助成 後見報酬助成



 

国の利用促進に関する対応状況（ 欠格条項の改正）  

 

１ ． 背景 

 ・ 成年後見制度の利用の促進に関する法律第 11 条第２ 項には、「 成年被後見人等（ 被保佐人含

む） であるこ と を 理由に不当に差別さ れないよう 、 成年被後見人等の権利にかかる制限が設

けら れている制度について検討を 加え、 必要な見直し を行う こ と 」 が規定。  

 ・ 国においては、 様々な分野において存在する成年被後見人等の権利の制限が設けら れている

制度の見直し に取り 組むため、 内閣府に「 成年後見制度利用促進委員会」 が設置さ れ、 議論

が重ねら れた。  

・ こ れら の経過を 踏まえ、「 成年被後見人等の権利の制限にかかる措置の適正化等を 図るための

関係法律の整備に関する法律」 が令和元年６ 月に公布、 施行さ れた。  

 

２ ． 改正の内容 

・ 法改正内容と し て、 成年被後見人（ 被保佐人含む） の人権が尊重さ れ、 成年被後見人等であ

るこ と を 理由に不当に差別さ れないよう 、 成年被後見人等を 資格・ 職種・ 業務等から 一律に

排除する規定等（ 欠格条項） を 設けている各制度について、 心身の故障等の状況を 個別的、

実質的に審査し 、 制度ごと に必要な能力の有無を 判断する規定（ 個別審査規定） が設けら れ

た。  

 

３ ． 神戸市の対応 

 ・ 2019 年６ 月 14 日の法律の施行を 受け、 本市においても 、 関連する条例・ 規則・ 規程等につ

いて、 個別審査規定を 設けるため、 改正を 実施。  

 

  〇改正の例 

   神戸市心身障害者扶養共済制度条例における年金管理者について 

   《 制度概要》  

・ 障害のある方を 扶養し ている保護者が、 掛金を 納めるこ と により 、 保護者に万一（ 死

亡・ 重度障害） のこ と があっ たと き 、 障害のある方に終身一定額の年金を支払われる任

意加入の制度。 （ 全国の都道府県、 指定都市が実施）  

 

《 改正趣旨》  

・「 年金管理者」 と なるための要件と し て

「 成年被後見人又は被保佐人」 を 除外し て

いたが、「 精神の機能の障害により 年金の

受領及び管理を適正に行う に当たっ て必要

な認知、 判断及び意思疎通を 適切に行う こ

と ができ ない者」 へ改めた。  

    

 

 

資料４  

年金管理者… 障害のある方が自分で年金の管理、 受領が難し い場合、  

代わり にその手続き を行い、 管理する人 



成年後見制度利用促進基本計画について

＜経緯＞

○H28．5 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」施行

○H28．9 「成年後見制度利用促進会議」（会長：総理）より「成年後見制度利用促

進委員会」に意見を求める（基本計画の案に盛り込むべき事項について）

○H29．1 「委員会」意見取りまとめ

○H29．1～2 パブリックコメントの実施

○H29．3 「促進会議」にて「基本計画の案」を作成の上、閣議決定

＜計画のポイント＞ ※計画対象期間：概ね５年間を念頭。市町村は国の計画を勘案して市町村計画を策定。

（１）利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善
⇒財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視した適切な後見人の選任・交代
⇒本人の置かれた生活状況等を踏まえた診断内容について記載できる診断書の在り方の検討

（２）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
⇒①制度の広報②制度利用の相談③制度利用促進（マッチング）④後見人支援等の機能を整備
⇒本人を見守る「チーム」、地域の専門職団体の協力体制（「協議会」）、コーディネートを行う

「中核機関（センター）」の整備

（３）不正防止の徹底と利用しやすさとの調和
⇒後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策の検討 ※預貯金の払戻しに後見監督人等が関与

１



直営又は委託

地域連携ネットワークのイメージ

家庭裁判所

協議会

中核機関

医療・福祉関係団体

市町村

弁護士会・司法書士会
・社会福祉士会等

民生委員・自治会等
地域関係団体

地域包括支援
センター

社会福祉協議会

都道府県

民間団体・ＮＰＯ等

金融機関

≪地域連携ネットワークの役割≫
 権利擁護支援の必要な人の発見・支援
 早期の段階からの相談・対応体制の整備

 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支
援体制の構築

≪地域連携ネットワークの機能≫
・広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能、不正防止効果

後見人等本人
（認知症高齢者）

後見人等

ケアマネジャー 相談支援専門員

障害福祉
サービス
事業者

医療機関

チーム

介護

サービス
事業者

医療機関

本人
（障害者）

チーム

・相談対応
・チームの支援
・協議会の開催
・家裁との連携
・後見人受任者調整等の支援 等

連携・支援

２



成年後見制度利用促進基本計画の工程表

29年度 30年度 31年度※ 32年度 33年度

Ⅰ 制度の周知

Ⅱ 市町村計画の策定

Ⅲ

利用者がメリットを実感できる制度の運用

・適切な後見人等の選任のための検討の促
進
・診断書の在り方等の検討

・高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支
援の在り方についての指針の策定等の検討、
成果の共有等

Ⅳ

地域連携ネットワークづくり
・市町村による中核機関の設置

・地域連携ネットワークの整備に向けた取組
の推進

Ⅴ

不正防止の徹底と利用しやすさの調和

・金融機関における預貯金等管理に係る自主
的な取組のための検討の促進等

・取組の検討状況等を踏まえたより効率的な
不正防止の在り方の検討

Ⅵ
成年被後見人等の医療・介護等に係る意思
決定が困難な人への支援等の検討

Ⅶ 成年被後見人等の権利制限の措置の見直し

パンフレット、ポスターなどによる制度周知

国の計画の周知、市町村計画の策定働きかけ、策定状況のフォローアップ

中核機関の設置・運営、地域連携ネットワークの整備

相談体制・地域連携ネットワーク構築支援

（各地域の取組例の収集・紹介、試行的な取組
への支援等）

相談体制の強化、地域連携ネットワークの更なる構築

適切な後見人等の選任のための検討の促進

診断書の在り方等の検討

意思決定支援の在り方についての指針の策定等の検討、成果の共有等

新たな運用等の開始、運用状況のフォローアップ

金融機関における自主的取組のための検討の促進
取組の検討状況・地域連携ネットワークにおける不正防止

効果を踏まえたより効率的な不正防止の在り方の検討

医療・介護等の現場において関係者が対応を
行う際に参考となる考え方の整理

成年被後見人等の権利制限の措置について法制上の措置等
目途：平成３１年５月まで

施策の進捗状況については、随時、国において把握・評価し、必要な対応を検討する。
※基本計画の中間年度である平成３１年度においては、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。

専門職団体等による自主的な取組の促進

参考となる考え方の周知、活用状況を踏まえた改善

３



〇政令指定都市における中核機関の設置状況

都市名 設置の有無 機能

広報機能 ・パンフレット、市政だよりによる広報

相談機能
・一般相談

・専門職相談（ 月２ 回）

制度の利用促進

（ マッチング・後見人担い手の育

成）

・市⻑ 申し立て案件の受任者調整

・市民後見人の養成

後見人支援 ・市民後見人候補者に限定せず支援

広報機能
・市民向けパンフレット作成

・講演会の開催

相談機能
・一般相談

・専門職相談（ 月１ 回）

制度の利用促進

（ マッチング・後見人担い手の育

成）

・市⻑ 申し立て案件の受任者調整

・市民後見人の養成

　　※いずれも実施方法は未定

後見人支援 ・市民後見人候補者に限定せず支援

広報機能 ・パンフレット作成、制度に関する講座開催

相談機能
・一般相談

・専門職相談（ 月２ 回＋出張相談）

制度の利用促進

（ マッチング・後見人担い手の育

成）

・市民後見人の養成

・市民後見人のマッチングに限定

後見人支援
・市民後見人（ 報告書の書き方の支援など）

・その他の後見人（ 相談対応の充実）

広報機能
・パンフレット作成（ 本人向け、金融機関向け）

・権利擁護センターと大阪府社協の共催によるシンポジウム開催

相談機能
・一般相談

・専門職相談（ チームに対して、弁護士、司法書士等を派遣する）

制度の利用促進

（ マッチング・後見人担い手の育

成）

・市⻑ 申し立て案件の受任者調整

・市民後見人の養成

後見人支援

・市民後見人に対する支援

・親族後見人の相談会、交流会の開催

・法人後見に関する相談会

広報機能 ・パンフレット作成、定期講演の開催

相談機能
・一般相談

・専門職相談

制度の利用促進

（ マッチング・後見人担い手の育

成）

・受任調整会議の開催は未定

・市民後見人は養成中

後見人支援
・後見人に対する相談

・チームへの後見人支援　を　予定

広報機能 ・内容未定

相談機能
・一般相談のみ

（ 専門的な相談対応は、家裁や専門職団体を紹介）

制度の利用促進

（ マッチング・後見人担い手の育

成）

・受任調整会議は実施するが、対象は未定

・市民後見人の養成中（ 2019 . 4 現在０ 名）

後見人支援 ・内容未定

【出典: 令和元年度　21大都市高齢者福祉・高齢者医療主管課⻑ 会議資料】

【出典: 成年後見制度利用促進基本計画の策定等に関する調査（ 政令市）  】

千葉市

設置済み

（ 既存の権利擁護センター

を位置づけ）

浜松市

設置済み

（ 権利擁護センターを新

設）

京都市

設置済み

（ 既存の権利擁護センター

を位置づけ）

大阪市

設置済み

（ 既存の権利擁護センター

を位置づけ）

岡山市

令和２ 年度

設置予定

（ 権利擁護センターを新

設）

北九州市

設置済み

（ 既存の権利擁護センター

を位置づけ）

資料５‐２



〇政令指定都市における中核機関の設置状況

機能 都市名 機能

千葉市 ・パンフレット、市政だよりによる広報

浜松市
・市民向けパンフレット作成

・講演会の開催

京都市 ・パンフレット作成、制度に関する講座開催

大阪市
・パンフレット作成（ 本人向け、金融機関向け）

・権利擁護センターと大阪府社協の共催によるシンポジウム開催

北九州市 ・パンフレット作成、定期講演の開催

岡山市 ・内容未定

千葉市
・一般相談

・専門職相談（ 月２ 回）

浜松市
・パンフレット作成（ 本人向け、金融機関向け）

・権利擁護センターと大阪府社協の共催によるシンポジウム開催

京都市
・一般相談

・専門職相談（ 月２ 回＋出張相談）

大阪市
・一般相談

・専門職相談（ チームに対して、弁護士、司法書士等を派遣する）

北九州市
・一般相談

・専門職相談

岡山市
・一般相談のみ

（ 専門的な相談対応は、家裁や専門職団体を紹介）

千葉市
・市⻑ 申し立て案件の受任者調整

・市民後見人の養成

浜松市

・市⻑ 申し立て案件の受任者調整

・市民後見人の養成

　　※いずれも実施方法は未定

京都市
・市民後見人の養成

・市民後見人のマッチングに限定

大阪市
・市⻑ 申し立て案件の受任者調整

・市民後見人の養成

北九州市
・受任調整会議の開催は未定

・市民後見人は養成中

岡山市
・受任調整会議は実施するが、対象は未定

・市民後見人の養成中（ 2019 . 4 現在０ 名）

千葉市 ・市民後見人候補者に限定せず支援

浜松市 ・市民後見人候補者に限定せず支援

京都市
・市民後見人（ 報告書の書き方の支援など）

・その他の後見人（ 相談対応の充実）

大阪市

・市民後見人に対する支援

・親族後見人の相談会、交流会の開催

・法人後見に関する相談会

岡山市 ・内容未定

北九州市
・後見人に対する相談

・チームへの後見人支援　を　予定

【出典: 成年後見制度利用促進基本計画の策定等に関する調査（ 政令市）  】

広報機能

相談機能

制度の利用促進

（ マッチング・後見人担い手の育成）

後見人支援

【出典: 令和元年度　21大都市高齢者福祉・高齢者医療主管課⻑ 会議資料】
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神戸市成年後見センターの現状及び
中核機関に求められる機能
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広報機能

相談機能

制度の
利用促進

（ マッチング・
後見人担い手

の育成）

後見人
支援

【成年後見制度の広報・PR」

○成年後見セミナーの開催

令和元年11月７ 日、14日

○制度活用パンフレットの配布

○出前トークへの参加 (H30年度: 33件)

○成年後見制度の

利用手続き相談室の開催

（ H30年度: 123回）

○一般相談
月曜から金曜 9: 00～17: 00

○専門職相談 弁護士・司法書士・社会福祉士

第１ ～第４ 火曜 13: 30～16 : 30

○成年後見制度の

利用手続き相談室の開催 【再掲】

○成年後見判定部会

市⻑ 申し立て予定者について、支援を必要と

する業務に応じて、専門職後見人or市民後見

人を候補者とするための判断を行う。

○受任調整会議

市民後見人候補者と本人との事前面会、

実際の後見活動を想定した上で、マッチングを

行っている。

○市民後見人の養成（ H23年度～実施）

現在102名が名簿に登録(受任実績: 81件)

○後見監督
市民後見人の後見監督人として市社協が
選任。
事務報告書の作成など、市民後見人を全面
的に支援

現状

継続実施

将来像・課題

《課題》
専門職をチームへ派遣する
仕組みの検討

【専門職の派遣】
○制度利用前後に派遣

○チームからの要請に基づく
専門職派遣

《 課題》

市⻑ 申し 立て案件のﾏｯﾁﾝｸﾞ

【 マッ チングのレ ベル】

○ 個人のマッ チング

（ 対象者と 後見人）

○ 団体のマッ チング

（ 対象者と 専門職団体）

《 課題》

後見人支援の仕組みの検討

【 親族後見人への支援】

○ 制度利用前後の相談

〇 親族後見人相談会

【 専門職後見人への支援】

○ 専門領域に応じ た相談

求められる機能



あんし んすこ やかセンタ ー

障害者地域

生活支援センタ ー

地域連携ネットワーク 《神戸市》

○親族、福祉・医療・地域の関係者と後見人が「チーム」として関わり、本人を見守る仕組みに加え、地域において、
法律・福祉の専門職団体や関係機関が協力・連携する協議会を設置。また、この協議会が「チーム」を支援する
体制を構築する。

〇 地域連携ネットワークを整備し、協議会等を適切に運営する役割として、中核機関の設置が求められる。

※申立人が親族・本人の場合(後見人選任前を含む)

本人

介護ｻー ﾋﾞ ｽ事業者

障害福祉ｻー ﾋﾞ ｽ事業所

かかり つけ医

ｹｱﾏﾈー ｼ゙ ｬｰ

相談支援専門員

成年後見支援ｾﾝﾀｰ

区役所

（ 福祉事務所）

Ⅱ.福祉事務所レベルのネットワーク

本人
支援者 地域包括

成年後見支援ｾﾝﾀｰ

後見人

後見人

神戸市 成年後見支援ｾﾝﾀｰ 専門職団体

Ⅰ.個別支援のネットワーク

※市⻑ 申し立てが必要な場合

※後見人選任後も、後見活動を通じて新たに発生した課題への対応

協議会

家庭裁判所

個別支援、福祉事務所レベルでのネットワークに対して、

法律・福祉の専門職団体が連携を図れるようにするための体制づくりを進める合議体

Ⅲ.神戸市レベルでのネットワーク

連
携・成年後見制度に関する広報、相談支援の状況の共有、専門職連携に関する取り組み

方法の検討、関係団体との連携強化を図る

《すでに実施中の専門職連携》「成年後見制度の神戸市⻑ 申立に関する協定」

神戸市と専門職団体の連携により、面談時の同行相談業務を実施。

Ⅱ. 福祉事務所レベルで対応する場面に、本人、支援者、区の職員に

加えて専門職が相談同行することで、市⻑ 申し立てにつなげている。

専門職
団体
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市民後見人候補者の養成について 

 

 

１ ． こ れまでの取り 組み 
  
  

 

・ 本市では平成 23 年度から 第 1 期の 

養成研修を 実施 

 ・ 現在、 157 名が研修修了し 、 102 名が候補者   

名簿に登録 

 

 

 

 

 

 

２ ． 現在の受任状況  
 
 ・ 市民後見人の受任対象案件は、  

① 多額の資産や負債がない 

② 親族間の紛争や権利侵害がない 

③ 施設入所も し く は入所を 予定さ れている方、  

と いっ た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 対象と し ている。  

 

・ 市社会福祉協議会が成年後見監督人と し て選任を 受けて、 全面的な支援を 行いながら 活動中      

（ 令和元年度 12 月末現在： 36 件が受任活動中）  

 

・ 今後、 受任が終了し た後にも ２ 件目と し て取り 組みたいと いう 意向を お持ちの方も 含め、  

23 人の方（ 経験者： 7 人 未経験者： 16 人） が現在新たに受任可能と 回答あり 。  

 

【 参考】 市民後見人選任審判 

（ 元年度 12 月末現在） 83 件（ う ち死亡等により 47 件終了）  

 

 

資料６  

《 参考１ 》 市民後見人養成状況（ 候補者名簿登録者数）  

第１ 期 平成23年度 39 名 17 名

第２ 期 平成24年度 27 名 11 名

第３ 期 平成25～26年度 24 名 16 名

第４ 期 平成27年度 27 名 23 名

第５ 期 平成28年度 30 名 25 名

第６ 期 平成30年度 10 名 10 名

157 名 102 名

修了者数

候補者名簿

登録者数

（ R1 . 1 2月末時点）


